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料金

Amazon Chime SDK とは何ですか?
Amazon Chime SDK は、メッセージング、音声、ビデオ、および画面共有機能をウェブアプリケーショ
ンやモバイルアプリケーションにすばやく追加するために使用できるリアルタイム通信コンポーネントの
セットです。

Amazon Chime SDK を使用して、音声や動画を送受信したり、コンテンツを共有したりできるリアル
タイムメディアアプリケーションを構築できます。Amazon Chime SDK API アクションの詳細について
は、Amazon Chime SDK API リファレンスをご覧ください。

料金
Amazon Chime SDK は、 pay-for-use 初期費用なしで価格設定を行っています。使用可能なメディアモダ
リティ（オーディオ、ビデオ、および画面共有）の一部またはすべてを単一レートで実装することを選択
できます。メッセージング、メディアパイプライン、音声強調、PSTN pay-for-use 音声機能も有償でご利
用いただけます。、「Amazon Chime me me me me me me me me me me me me me me me me me me 
me

リソース
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは次のとおりです。

• クラスとワークショップ – AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得るために役立つセルフペースラボに
加えて、ロールベースのコースと特別コースへのリンクです。

• AWS デベロッパーセンター – チュートリアルの検索、ツールのダウンロード、AWS デベロッパーイベ
ントの確認を行います。

• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションを開発および管理するためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。

• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウントのセットアップ方法、AWSコミュニティに参
加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法を。

• ハンズオンチュートリアル- step-by-step チュートリアルに従って、最初のアプリケーションをで起動し
ますAWS。

• AWS ホワイトペーパー – アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックについ
て、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートが記述した AWS の技術ホワイトペー
パーの包括的なリストへのリンクです。

• AWS Support Center – AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。

• AWS Support—AWS Support に関する情報のメインウェブページです。 one-on-oneクラウド上のアプ
リケーションの構築および実行を支援するために、サポートチャネルとして機能します。

• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。

• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、その他のトピックに関する詳細情報。
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Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SDK SD

Amazon Chime SDK SDK
Amazon Chime SDK を使用して、オーディオとビデオを送受信し、コンテンツを共有できるリアルタ
イムメディアアプリケーションを構築します。Amazon Chime SDK は Amazon Chime 管理者アカウン
トとは独立して動作し、Amazon Chime でホストされているミーティングには影響しません。代わり
に、Amazon Chime SDK には、独自の会議アプリケーションを構築するために使用するビルダーツールが
用意されています。

トピック
• Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SDK SD (p. 2)
• Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SD (p. 2)
• Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SD (p. 3)
• Amazon Chime SDK SDK SDK (p. 4)
• Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SD (p. 5)
• 利用可能な地域 (p. 6)
• クライアントライブラリとの統合 (p. 11)
• Amazon Chime SDK 音声コネクタを使用した SIP インテグレーション (p. 11)
• Amazon Chime SDK イベント通知 (p. 13)

Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SDK SD
Amazon Chime SDK を使用するには、以下が必要です。

• プログラムする機能。
• AWS アカウント。
• Amazon Chime SDK が使用する Amazon Chime API アクション (AWSマネージド AmazonChimeSDK

ポリシーなど) にアクセスする権限を付与するポリシーを含む IAM ロール。詳細については、Amazon 
Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime が IAM とどのように連携するか」と「ユーザーが 
Amazon Chime SDK アクションにアクセスできるようにする」を参照してください。

• ほとんどのユースケースでは、以下も必要です。
• サーバーアプリケーション — 会議と出席者のリソースを管理し、それらのリソースをクライアントア

プリケーションに提供します。AWSサーバーアプリケーションはアカウントで作成され、前述の IAM 
ロールにアクセスできる必要があります。

• クライアントアプリケーション — サーバーアプリケーションから会議や出席者の情報を受け取り、そ
の情報を使用してメディア接続を行います。

Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SD
Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SDK の使用方法を理解するために重要な用語と概念を、以下に
示します。

会議

ユニークで識別されるエフェメラルリソースMeetingId。MeetingIdは、アクティブな会議を主催
するメディアサービスのグループに配置されます。

メディアサービスグループ

活発な会議を主催するメディアサービスのグループ。
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Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SD

メディアプレイスメント

メディアサービスグループを表す地域化された URL のセット。参加者はクライアントと一緒にメディ
アサービスグループに接続し、リアルタイムの音声とビデオを送受信し、画面を共有します。

出席者

ユニークな名前で識別されるミーティング参加者AttendeeId。参加者は、Amazon Chime SDK クラ
イアントライブラリで構築されたクライアントアプリケーションを使用して、自由に会議に参加した
り退出したりできます。

結合トークン

各参加者に割り当てられるユニークなトークン。参加者は参加トークンを使用してメディアサービス
グループで認証します。

Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SD
次のリストは、Amazon Chime SDK アーキテクチャのさまざまなコンポーネントがどのように連携して、
会議や出席者、音声、ビデオ、コンテンツ共有をサポートしているかを示しています。

会議と出席者

サーバーアプリケーションが Amazon Chime SDK ミーティングを作成すると、ミーティングは地
域固有のメディアサービスに割り当てられます。サービス内のホストは、参加者のクライアント
間でリアルタイムメディアを安全に転送する責任があります。作成された参加者にはそれぞれ固有
の参加トークンが割り当てられます。これは不透明な秘密鍵で、サーバーアプリケーションが出席
者に代わって会議に参加する権限のあるクライアントに安全に転送する必要があります。各クライ
アントは、参加トークンを使用してメディアサービスグループで認証します。クライアントは、 
WebSockets セキュアとデータグラム・トランスポート・レイヤー・セキュリティ（DTLS）を組み合
わせてメディア・サービス・グループに安全に信号を送り、メディア・サービス・グループを通じて
他の参加者との間でメディアを送受信します。

オーディオ

メディアサービスは、各参加者のオーディオをミキシングし、ミックスから自分のオーディオを差し
引いた後、各受信者にミックスを送信します。Amazon Chime SDK は、デバイスとブラウザがサポー
トする最高レート (最大 48 kHz) でオーディオをサンプリングします。オーディオのエンコードには
Opusコーデックを使用します。デフォルトのビットレートは32kbpsですが、最大128kbpsのステレオ
と64kbpsのmono まで増やすことができます。

動画

メディアサービスは、パブリッシュ/サブスクライブモデルを使用する選択的転送ユニット（SFU）と
して機能します。各出席者は 1 つのビデオソースを公開でき、1 回の会議につき最大 25 本のビデオ
を同時に公開できます。の Amazon Chime SDK クライアントライブラリは、サイマルキャストなし
では毎秒 30 フレーム、サイマルキャストでは 15 フレーム/秒で最大 1280x720 JavaScript のビデオ解
像度をサポートします。iOS (p. 347)、Android (p. 346)、Windows (p. 363) 用の Amazon Chime 
SDK クライアントライブラリは、最大 1280x720 のビデオ解像度と 15 フレーム/秒をサポートしてい
ますが、実際のフレームレートと解像度は Amazon Chime SDK によって自動的に管理されます。

アクティブな場合、ビデオサイマルキャストは各ビデオストリームを 2 つの異なる解像度とビット
レートで送信します。帯域幅が制限されているクライアントは、より低いビットレートのストリーム
に自動的にサブスクライブします。ビデオのエンコードとデコードでは、可能な場合はハードウェア
アクセラレーションを使用してパフォーマンスを向上させます。

データメッセージ

音声およびビデオコンテンツに加えて、会議出席者はそれぞれ最大 2 KB のリアルタイムデータメッ
セージを相互に送信できます。メッセージを使用して、ホワイトボード、チャット、リアルタイムの
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絵文字リアクション、アプリケーション固有のフロアコントロールシグナリングなどのカスタム会議
機能を実装できます。

コンテンツ共有

クライアントアプリケーションは、画面キャプチャやメディアファイルなどのオーディオおよびビデ
オコンテンツを共有できます。コンテンツ共有では、1 秒あたり 15 フレームで最大 1280x720 までの
録画済みコンテンツビデオ、64 kbps で最大 48 kHz のオーディオがサポートされます。コンテンツ共
有用のスクリーンキャプチャは、1 秒あたり 15 フレームまでサポートされていますが、デバイスとブ
ラウザの機能によって制限される場合があります。

Amazon Chime SDK SDK SDK
Note

サービスクォータは API エンドポイントごとです。サービスクォータの引き上げをリクエストす
るときは、必ずアプリケーションが使用するすべての API エンドポイントで増加をリクエストし
てください。

この表には、Amazon Chime SDK ミーティングで利用できるリソースとクォータが一覧表示されていま
す。

リソース クォータ 調整可能

アクティブミーティング 250 はい

会議ごとの出席者数 250 いいえ

会議ごとのオーディオストリー
ム

250 いいえ

ミーティングごとに公開される
ビデオストリーム

25 はい、最大 250 個まで

参加者ごとに登録されたビデオ
ストリーム

25 いいえ

会議あたりのコンテンツ共有 2 いいえ

プライマリーミーティングごと
のレプリカミーティング

4 はい、最大 40

会議ごとのアクティブメディア
キャプチャパイプライン

1 いいえ

アカウントごとのアクティブメ
ディアキャプチャパイプライン

us-east-1 エンドポイントの場合
は 100、その他のエンドポイント
の場合は 10

はい

API レート 1 秒あたり 10 件のリクエスト 
(RPS)、20 RPS のバーストの場
合。

はい、ただし間接的に

Note

アクティブミーティン
グの割り当てを増やす
と、API のレート制限も
増加します。
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Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SD
Amazon Chime SDK で作成されたアプリケーションには、以下のシステム要件が適用されます。

サポートされているブラウザ、の Amazon Chime SDK クライアントライブラリ JavaScript

オペレーティングシス
テム

ブラウザ サポートされるバー
ジョン

メモ

Mozilla Firefox 75 およびそれ以降  

Google Chrome 78 以降  

クロムベースのエッジ 79 以降  

クロム系電子 7 以降 Chrome バージョン 78 
以降がインストールさ
れている場合

Windows

Opera 66 以降  

Mozilla Firefox 75 およびそれ以降  

Google Chrome 78 以降  

クロムベースのエッジ 79 以降  

クロム系電子    

Safari 13 以降  

macOS

Opera 66 以降  

Mozilla Firefox 10 以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。

Google Chrome 78 以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。

Safari 13 以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。

iOS

WKWebView 14.以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。

Google Chrome 10 以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。

サムスン 12 以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。

Android

Chromium WebView 5 以降 音声と動画のみで、コ
ンテンツ共有はできま
せん。
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オペレーティングシス
テム

ブラウザ サポートされるバー
ジョン

メモ

Ubuntu LTS 16.04 以降 Google Chrome 78 以降  

iOS 用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリ

• iOS 以降

アンドロイド用Amazon Chime SDK クライアントライブラリ

• アンドロイド OS バージョン 5 以降、ARM および ARM64 アーキテクチャ

利用可能な地域
次の表は、Amazon Chime SDKAWS サービスの機能と各サービスを提供するリージョンを示していま
す。

Note

アスタリスク (*) の付いた地域は、AWSアカウントで有効にする必要があります。 AWSこれらの
リージョンはデフォルトでブロックされます。リージョンの有効化の詳細については、『AWS一
般リファレンス』の「リージョンの有効化」を参照してください。

コール分析リージョン
Amazon Chime SDK コール分析は、次のリージョンで利用できます。

AWS リージョン Amazon Chime SDK コール分析

米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) はい

米国西部 (オレゴン) (us-west-2) はい

欧州 (フランクフルト) (eu-Central-1) * はい

* FRAでは話者検索と声調分析はご利用いただけません。

コンソールリージョン
Amazon Chime SDK コンソールを使用してリソースを設定し、Amazon Chime SDK サービスの詳細を学
習します。

AWS リージョン コンソール

AWS リージョンパシフィック (ソウル) (ap-
northeast-2)

はい

アジアパシフィック (シンガポール) (ap-
southeast-1)

はい

アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2) はい
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会議地域

AWS リージョン コンソール

アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) はい

カナダ (中部) (ca-central-1) はい

ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) はい

欧州 (アイルランド) (eu-west-1) はい

ヨーロッパ (ロンドン) (eu-west-2) はい

米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) はい

米国西部 (オレゴン) (us-1) はい

会議地域
Amazon Chime SDK ミーティングには、コントロールリージョンとメディアリージョンがあります。コ
ントロールリージョンは、ミーティングの作成、更新、削除に使用する API エンドポイントを提供しま
す。ミーティングイベント (p. 29)コントロールリージョンも受信して処理します。

メディアリージョンは実際の会議を主催し、クライアントはメディアリージョンに接続します。
CreateMeetingAPI を呼び出すときにメディアリージョンを指定します。

コントロールリージョンは、AWS同じパーティション内のどのメディアリージョンでも会議を作成できま
す。ただし、会議を更新できるのは、会議の作成に使用されたコントロールリージョンのみです。

コントロールリージョンの選択の詳細については、「」を参照してくださいミーティングリージョンの使
用 (p. 19)。

次の表は、コントロール、メディアストリーミングメディアストリーミングメディアストリーミングメ
ディアストリーミングメディアストリーミングの一覧です。

AWS リージョン 会議管理 会議メディア

アフリカ (ケープタウン) (af-
south-1) *

  はい

アジアパシフィック (ムンバイ) 
(ap-south-1)

  はい

アジアパシフィック (ソウル) 
(ap-northeast-2)

  はい

アジアパシフィック (シンガポー
ル) (ap-southeast-1)

はい はい

アジアパシフィック (シドニー) 
(ap-southeast-2)

  はい

アジアパシフィック (東京) (ap-
northeast-1)

  はい

カナダ (中部) (ca-central-1)   はい

ヨーロッパ (フランクフルト) 
(eu-central-1)

はい はい
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AWS リージョン 会議管理 会議メディア

欧州 (アイルランド) (eu-west-1)   はい

ヨーロッパ (ロンドン) (eu-
west-2)

  はい

欧州 (ミラノ) (eu-south-1) *   はい

欧州 (パリ) (eu-west-3)   はい

欧州 (ストックホルム) (eu-
north-1)

  はい

南米 (サンパウロ) (sa-east-1)   はい

米国東部 (オハイオ) (us-east-2)   はい

米国東部 (バージニア北部) (us-
east-1)

はい はい

米国西部 (北カリフォルニア) (us-
west-1)

  はい

米国西部 (オレゴン) (us-west-2) はい はい

GovCloud (米国東部) (us-gov-
east-1)

はい はい

GovCloud (米国西部) (us-gov-
west-1)

はい はい

Note

AWS GovCloud (米国) リージョンでミーティングを作成するには、のコントロールリージョ
ンを使用する必要があります GovCloud。また、 GovCloud のコントロールリージョンはAWS 
GovCloud (米国) リージョンでのみ会議を行うことができます。

メディア処理リージョン
Amazon Chime SDK メディアパイプラインには、コントロールリージョンとメディアリージョンがありま
す。コントロールリージョンは、メディアパイプラインの作成と削除に使用されるメディアパイプライン 
API エンドポイントを提供します。また、コントロールリージョンを使用してメディアパイプラインイベ
ントを受信して処理します (p. 57)。

メディアリージョンはメディアパイプラインを実行し、システムは会議と同じメディアリージョンを自動
的に選択します。

コントロールリージョンを使用して、どのデータリージョンにもメディアパイプラインを作成できます。
メディアパイプラインは、どの会議メディア地域の会議にも参加できます。

AWS リージョン コントロール メディア

アフリカ (ケープタウン) (af-
south-1) *

  はい

アジアパシフィック (ムンバイ) 
(ap-south-1)

  はい
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メッセージングリージョン

AWS リージョン コントロール メディア

アジアパシフィック (ソウル) 
(ap-northeast-2)

  はい

アジアパシフィック (シンガポー
ル) (ap-southeast-1)

はい はい

アジアパシフィック (シドニー) 
(ap-southeast-2)

  はい

アジアパシフィック (東京) (ap-
northeast-1)

  はい

カナダ (中部) (ca-central-1)   はい

ヨーロッパ (フランクフルト) 
(eu-central-1)

はい はい

欧州 (アイルランド) (eu-west-1)   はい

ヨーロッパ (ロンドン) (eu-
west-2)

  はい

欧州 (ミラノ) (eu-south-1) *   はい

欧州 (パリ) (eu-west-3)   はい

欧州 (ストックホルム) (eu-
north-1)

  はい

南米 (サンパウロ) (sa-east-1)   はい

米国東部 (オハイオ) (us-east-2)   はい

米国東部 (バージニア北部) (us-
east-1)

はい はい

米国西部 (北カリフォルニア) (us-
west-1)

  はい

米国西部 (オレゴン) (us-west-2) はい はい

メッセージングリージョン
Amazon Chime SDK メッセージングには、コントロールリージョンとデータリージョンがあります。制
御領域はメッセージング API エンドポイントを公開し、データ領域はメッセージを格納します。Amazon 
KinesisAWS Lambda を使用してメッセージングデータやチャネルフローの関数をストリーミングする場
合、それらはコントロールリージョンにある必要があります。

AWS リージョン コントロール データ

ヨーロッパ (フランクフルト) 
(eu-central-1)

はい はい

米国東部 (バージニア北部) (us-
east-1)

はい はい
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PSTN リージョン
Amazon Chime SDK SIP (セッション開始プロトコル) 機能には、API リージョン、メディアリージョ
ン、PSTN リージョン、Alexa スキル呼び出しリージョン、および Alexa スキル呼び出しリージョンがあ
ります。API リージョンは、SIP 機能を作成および設定するための API エンドポイントを提供します。メ
ディアリージョンには Amazon Chime SDK 音声コネクタと SIP メディアアプリケーションが含まれてい
ます。PSTN リージョンにより、お客様はオンプレミスの電話システムを公衆電話ネットワークに接続で
きます。さらに、PSTN リージョンは電話番号のプロビジョニングと管理をサポートします。Alexaスキル
通話リージョンでは、ユーザーはAmazon Alexaと互換性のあるデバイスから電話をかけることができま
す。Alexa スキルコールの詳細については、「Amazon Chime SDK Alexa スキルコールを使用する」を参
照してください。

AWS リージョン API メディア PSTN アレクサスキル
コール

AWS リージョ
ンパシフィッ
ク (ソウル) (ap-
northeast-2)

はい はい

アジアパシフィッ
ク (シンガポール) 
(ap-southeast-1)

はい はい

アジアパシフィッ
ク (シドニー) (ap-
southeast-2)

はい はい

アジアパシフィッ
ク (東京) (ap-
northeast-1)

はい はい

カナダ (中部) (ca-
central-1)

はい はい

ヨーロッパ (フラ
ンクフルト) (eu-
central-1)

はい はい

欧州 (アイルラン
ド) (eu-west-1)

はい はい

ヨーロッパ (ロン
ドン) (eu-west-2)

はい はい

米国東部 (バー
ジニア北部) (us-
east-1)

はい はい はい * はい

米国西部 (オレゴ
ン) (us-1)

はい はい はい * はい

*AWS 特定の地域で利用できる電話番号については、Amazon Chime SDK の料金表ページを参照してくだ
さい。
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クライアントライブラリとの統合
Amazon Chime SDK を使用してリアルタイムミーティングクライアントを構築する前に、クライアントア
プリケーションを Amazon Chime SDK クライアントライブラリと統合する必要があります。次のクライ
アントライブラリを使用できます。

• Android 用 Amazon Chime SDK クライアントライブラリ — サポートされている Android デバイスで 
Amazon Chime SDK アプリケーションを構築するのに役立つ Kotlin ライブラリです。

• C++ 用 Amazon Chime SDK シグナリングクライアントライブラリ — 組み込みデバイスで Amazon 
Chime SDK ミーティングへのシグナリング接続をセットアップするのに役立つ C++ ライブラリ。

• iOS 用 Amazon Chime SDK クライアントライブラリ — サポートされている iOS デバイスで Amazon 
Chime SDK アプリケーションを構築するのに役立つスウィフトライブラリです。

• JavaScript(NPM) 用 Amazon Chime SDK JavaScript クライアントライブラリ — WebRTC 対応のブラウ
ザで Amazon Chime SDK TypeScript アプリケーションを構築するのに役立つタイプ定義を含むライブ
ラリ。

• Windows 用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリ。サポートされているデバイスで Amazon 
Chime SDK アプリケーションを構築するのに役立つ C++ ライブラリ。

クライアントアプリケーションを Amazon Chime SDK と統合する方法については、README.mdクライア
ントライブラリファイル内のアクションを参照してください。デモを使用して、アプリケーション用の特
定のメディアコンポーネントを構築する方法を学んでください。

Amazon Chime SDK 音声コネクタを使用した SIP 
インテグレーション

SIP 対応の音声インフラストラクチャを Amazon Chime SDK 音声コネクタと統合して、SIP 音声通話を行
います。IP Private Branch Exchange (PBC)、Session Border Controller (SBC)、または Session Initiation 
Protocol (SIP) をサポートしているインターネットアクセスがある他の音声インフラストラクチャを用意し
ている必要があります。詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「始める前に」を参照して
ください。

音声インフラストラクチャを Amazon Chime SDK 音声コネクタと統合するには

1. AWSアカウントで Amazon Chime SDK 音声コネクタを作成してください。詳細について
は、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタの作成」を参照してく
ださい。

2. Amazon Chime SDK 音声コネクタの設定を編集して、AWS音声インフラストラクチャからへの呼び
出しを許可します。詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音
声コネクタ設定の編集」を参照してください。

a. 終了設定では、「有効」を選択します。
b. [許可リスト] で [新規] を選択します。
c. 内部 SIP インフラストラクチャの IP アドレスの CIDR 表記を入力します。これにより、インフ

ラストラクチャが Amazon Chime SDK 音声コネクタにアクセスできるようになります。たとえ
ば、IP アドレスからのトラフィックを許可するには10.24.34.0、CIDR10.24.34.0/32 表記
を許可リストに登録します。

d. [Add] (追加) を選択します。
e. [Calling plan (通話プラン)] で、通話プランに追加する 1 つ以上の国を選択します。
f. 必要に応じて他の設定を編集し、[保存] を選択します。
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3. Amazon Chime SDK コンソールの [音声コネクタ] に、Amazon Chime 
SDK 音声コネクタのアウトバウンドホスト名が表示されます。例え
ば、abcdef1ghij2klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klmno3klm

4. Amazon Chime SDK を使用してミーティングに参加するには、SIP URI を使用して Amazon Chime 
SDK 音声コネクタのアウトバウンドホスト名に SIP リクエストを行います。SIP URI+17035550122
の電話番号を使用してください。TLStransport プロトコルを使用するようにパラメータを設定しま
す。最後に、CreateAttendeeAPI アクションを呼び出すことによって生成された固有の結合トークン
を使用します。詳細については、次の例を参照してください。

Example 例:SIP リクエスト

次の例は、Amazon Chime SDK 音声コネクタへの SIP リクエストを行うために使用される SIP URI の内
容を示しています。

sip:+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=tls;X-chime-
join-token=join-token

次の例は、Amazon Chime SDK ミーティングに参加するための SIP INVITE メッセージのサンプルを示し
ています。

INVITE sip:+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=tls;X-
chime-join-token=join-token SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS IPaddress:12345;rport;branch=branch;alias
Max-Forwards: 70
From: sip:+12065550100@IPaddress;tag=tag
To: sip:+17035550122@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;X-chime-join-
token=join-token
Contact: <sip:+12065550100@IPaddress:54321;transport=TLS;ob>
Call-ID: a1234567-89b0-1c2d-e34f-5gh678j9k2lm
CSeq: 6214 INVITE
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, 
 OPTIONS
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Content-Type: application/sdp
Content-Length:   991

v=0
o=- 3775321410 3775321410 IN IP4 IPaddress
s=pjmedia
b=AS:117
t=0 0
a=X-nat:0
m=audio 4000 RTP/SAVP 0 3 8 9 125 101
c=IN IP4 IPaddress
b=TIAS:96000
a=rtcp:4001 IN IP4 IPaddress
a=sendrecv
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:125 opus/48000/2
a=fmtp:125 useinbandfec=1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=crypto:1 AEAD_AES_256_GCM inline:EXAMPLE
a=crypto:2 AEAD_AES_256_GCM_8 inline:EXAMPLE
a=crypto:3 AES_256_CM_HMAC_SHA1_80 inline:EXAMPLE
a=crypto:4 AES_256_CM_HMAC_SHA1_32 inline:EXAMPLE
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a=crypto:5 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:EXAMPLE
a=crypto:6 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:EXAMPLE

Note

Amazon Chime Connector は E.164 形式の電話番号が必要です。Fromヘッダーに E.164 電話番
号が含まれていることを確認してください。

Amazon Chime SDK イベント通知
Amazon Chime SDK は、Amazon、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) EventBridge、および 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SQS)、および Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS)、および Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS 先に進むと、ここに記載されているサー
ビスが停止する可能性があることに注意してください。ベストプラクティスとして、アプリビルダーは 
Chime ミーティングイベントの可用性を高めるために、複数の通知ターゲットをサブスクライブする必要
があります。

Note

Amazon Chime SDK Meetings 名前空間を使用する場合は、別のサービスプリンシパルを使用
することに注意してください。Chimeサービスプリンシパルを使用する代わりに、を使用しま
すChimeSDKMeetings。名前空間に関する詳細については、を参照してくださいAmazon Chime 
SDK ミーティング名前空間への移行 (p. 16)。

通知の送信先 EventBridge
Amazon Chime SDK EventBridge イベント通知をに送信することをおすすめします。Amazon Chime SDK 
イベントの場合、イベントは、最善努力原則に基づいてで発行されます。で Amazon Chime SDK を使用
する方法の詳細については EventBridge、『Amazon Chime SDK 管理者ガイド』の「Amazon Chime SDK
を自動化する」を参照してください。 EventBridge詳細については EventBridge、Amazon EventBridge 
ユーザーガイドを参照してください。

Amazon SQS と Amazon SNS への通知の送信
Amazon Chime SDK CreateMeetingAPI リファレンスの API を使用すると、ミーティングごとに 1 つの 
Amazon SQS キューと 1 つの Amazon SNS トピックに Amazon Chime SDK ミーティングイベント通
知を送信できます。これにより、通知の待ち時間を短縮できます。Amazon SQS の詳細については、
「Amazon Simple Queue Service Developer Guide」を参照してください。Amazon SNS の詳細について
は、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド を参照してください。

Amazon SQS、および Amazon SNS に送信される通知には、Amazon Chime SDK が送信する通知と同じ
情報が含まれています EventBridge。Amazon Chime SDK は、会議の作成に使用される API リージョンの
キューとトピックに会議イベント通知を送信することをサポートしています。イベント通知は、発生順不
同に配信される場合があります。

Amazon Chime SDK に Amazon SQS と Amazon SNS 
へのアクセスを許可する
リージョンに Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックが設定されていて、そこに Amazon 
Chime SDK イベントを送信する場合は、キューまたはトピックの Amazon リソースネーム (ARN) に
メッセージを発行するアクセス権限を Amazon Chime SDK に付与する必要があります。これを行うに
は、Amazon Chime SDK に適切なアクセス権限を付与するAWS Identity and Access Management (IAM) 
ポリシーをキューまたはトピックにアタッチします。詳細については、Amazon Simple Queue Service 開
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発者ガイドの「Amazon SQS の ID とアクセス管理」と、Amazon Simple Notification Service 開発者ガイ
ドの 「Amazon SNS アクセス制御のケース例」を参照してください。

Example Amazon Chime SDK が Amazon SQS キューにイベントを Amazon SQS キューに発行
する

次の IAM ポリシーの例では、指定した Amazon SQS キューに会議イベント通知を発行するアクセ
ス権限を Amazon Chime SDK に付与します。aws:SourceArnおよびの条件文に注意してくださ
いaws:SourceAccount。混乱を招く可能性のある副官の問題に対処します。

Note

aws:SourceAccount以下のポリシーを作成する際には、aws:SourceArnまたはを使用できま
す。両方を使用する必要はありません。

{ 
    "Version": "2008-10-17", 
   "Id": "example-ID", 
    "Statement": [ 
        {  
            "Sid": "example-statement-ID", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"   
            }, 
                "Action": [ 
                    "sqs:SendMessage", 
                    "sqs:GetQueueUrl" 
                ], 
               "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:queueName", 
               "Condition": { 
                   "ArnLike": { 
                       "aws:SourceArn": "arn:>partition<:chime::111122223333:*" 
               }, 
               "StringEquals": { 
                   "aws:SourceAccount": "111122223333" 
               } 
            } 
        } 
   ]
}

この例は、Amazon Chime SDK がミーティングイベント通知を SNS トピックに送信することを許可する 
Amazon SNS ポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2008-10-17", 
    "Id": "example-ID", 
    "Statement": [ 
     { 
        "Sid": "allow-chime-sdk-access-statement-id", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "meetings.chime.amazonaws.com"   
    }, 
       "Action": [ 
           "SNS:Publish" 
       ], 
           "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topicName", 
           "Condition": { 
           "ArnLike": { 
               "aws:SourceArn": "arn:partition:chime::111122223333:*" 
      }, 
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      "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "111122223333" 
          } 
       } 
     } 
   ]
}

Amazon SQS キューでサーバー側の暗号化 (SSE) が有効になっている場合は、追加の手順が必要で
す。AWS KMSキューに追加されたデータを暗号化するために必要なアクションへのアクセス権限を 
Amazon Chime SDK に付与する IAMAWS KMS ポリシーを関連するキーにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "example-ID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "example-statement-ID", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Example : Amazon Chime SDK が Amazon SNS トピックにイベントを発行することを許可する

以下の例の IAM ポリシーは、指定された Amazon SNS トピックに会議イベント通知を発行するアクセス
許可を Amazon Chime SDK に付与します。

{ 
    "Version": "2008-10-17", 
    "Id": "example-ID", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "allow-chime-sdk-access-statement-id", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "SNS:Publish" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topicName", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:partition:chime::111122223333:*" 
            }, 
           "StringEquals": { 
               "aws:SourceAccount": "111122223333" 
           } 
        } 
     } 
  ]
}
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Amazon Chime SDK 会議の使用
このセクションのトピックでは、Amazon Chime SDK 会議を使用してカスタム会議アプリケーションを作
成する方法を説明します。これらのトピックを記載されている順序で進めることをお勧めします。

トピック
• Amazon Chime SDK ミーティング名前空間への移行 (p. 16)
• ミーティングリージョンの使用 (p. 19)
• 会議の作成 (p. 23)
• ネットワーク構成 (p. 24)
• ミーティングイベント (p. 29)
• CloudWatch アマゾンメトリックス (p. 38)
• Amazon Chime SDK メディアパイプラインの作成 (p. 39)
• Amazon Chime SDK ライブ文字起こしを使用する (p. 62)
• メディアレプリケーションの使用 (p. 77)
• Amazon Chime SDK ミーティングのトラブルシューティングやデバッグ  (p. 81)

Amazon Chime SDK ミーティング名前空間への移
行

Amazon Chime SDK ミーティングネームスペースは、Amazon Chime SDK ミーティングを作成および
管理する API 専用の場所です。この名前空間を使用して、Amazon Chime SDK ミーティング API エンド
ポイントが利用可能なすべてのリージョンの Amazon Chime SDK エンドポイントをアドレス指定できま
す。Amazon Chime SDK を使い始めたばかりの場合は、この名前空間を使用してください。

Amazon Chime 名前空間を使用する既存のアプリケーションでも引き続き使用できますが、更新された 
API や新機能を使用するには、新しい名前空間に移行することを計画する必要があります。

トピック
• 移行の理由 (p. 16)
• 移行する前に (p. 17)
• 名前空間の違い (p. 18)

移行の理由
以下の理由から、Amazon Chime SDK ミーティング名前空間に移行することをおすすめします。

API エンドポイントの選択

Amazon Chime SDK Meetings 名前空間は、API エンドポイントを利用できるすべてのリージョンの
API エンドポイントを使用できる唯一の API 名前空間です。以外の API エンドポイントを使用する場
合はus-east-1、Amazon Chime SDK ミーティング名前空間を使用する必要があります。
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Amazon Chime SDKAWS ミーティングがリージョンを使用する方法の詳細については、このガイド
の「ミーティングリージョン」を参照してください。

ミーティングAPIの更新と追加

ミーティング API を追加または更新するのは、Amazon Chime SDK ミーティング名前空間のみで
す。Amazon Chime 名前空間のミーティング API は完全にサポートされていますが、現状のままで
す。

移行する前に
移行する前に、名前空間の違いに注意してください。以下の表にそれらの設定とその説明を示します。

  Amazon Chime SDK 会議の名前
空間

Amazon Chime 名前空間

AWSSDK ネームスペース チャイムSDKミーティング チャイム

リージョン 複数 us-east-1 のみ

エンドポイント https://meetings-chime。 region
.amazonaws.com

https://
service.chime.aws.amazon.com

サービスプリンシパル meetings.chime.amazonaws.com chime.amazonaws.com

API 会議用の API のみ ミーティングや Amazon Chime 
の他の部分のための API

CreateMeeting ExternalMeetingIdMediaRegionお
よびは必須です。

ExternalMeetingId および
MediaRegion はオプションで
す。

CreateMeetingWithAttendees ExternalMeetingIdMediaRegionお
よびは必須です。

ExternalMeetingId および
MediaRegion はオプションで
す。

ListMeetings 利用不可 使用可能

ExternalMeetingId 検証にはパターンマッチングが
含まれます

使用可能

ExternalUserId 検証にはパターンマッチングが
含まれます

使用可能

エコーリダクション 使用可能 利用不可

ライブ文字起こし言語識別 使用可能 利用不可

出席者機能 使用可能 利用不可

メディアレプリケーション 使用可能 利用不可

メディアパイプライン メディアパイプラインは Amazon 
Chime SDK ミーティング名前空
間の複数のリージョンをサポー
トします。詳細については、「
ChimeSdkMediaPipelines名前空
間への移行 (p. 41)」を参照し
てください。

us-east-1 エンドポイントで利用
できます
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  Amazon Chime SDK 会議の名前
空間

Amazon Chime 名前空間

SIP メディアアプリケーション JoinChimeMeetingアクション
には以下が必要ですMeetingId

JoinChimeMeetingアクション
は不要ですMeetingId

直接の SIP インテグレーション 利用不可 使用可能

名前空間の違い
以下のセクションでは、Amazon ChimeAmazon Chime SDK Meetingsと名前空間の違いについて説明
します。

AWSSDK ネームスペース

Amazon Chime SDKChime ネームスペースは正式な名前を使用します。Amazon Chime 
SDKChimeSDKMeetings ミーティング名前空間は正式な名前を使用します。名前の正確な形式は、プ
ラットフォームによって異なる場合があります。

たとえば、Node.js のAWS SDK を使用して会議を作成する場合は、1 行のコードを使用して名前空間を指
定します。

const chimeMeetings = AWS.Chime();

Amazon Chime Meetings SDK に移行するには、このコード行を新しい名前空間とエンドポイントリー
ジョンで更新します。

const chimeMeetings = AWS.ChimeSDKMeetings({ region: "eu-central-1" });

リージョン

Amazon Chime 名前空間は、us-east-1 リージョンでのみ作成します。Amazon Chime SDK ミーティング
名前空間は、利用可能などのリージョンの Amazon Chime SDK ミーティング API エンドポイントにも対
応できます。ミーティングリージョンの最新リストについては、利用可能な地域 (p. 6)このガイドのを参照
してください。

エンドポイント

Amazon Chime SDK ミーティング名前空間は Amazon Chime 名前空間とは異なる API エンドポイントを
使用します。

会議の作成に使用したエンドポイントのみが、会議の変更に使用できます。つまり、eu-central-1のエンド
ポイントを介して作成された会議は、eu-central-1経由でのみ変更できます。また、Chime名前空間を介し
て作成された会議を US-EAST-1ChimeSDKMeetings の名前空間で演説することはできないということで
もあります。

サービスプリンシパル

Amazon Chime SDK ミーティング名前空間では新しいサービスプリンシパルを使用していま
す:meetings.chime.amazonaws.com. サービスへのアクセスを許可する SQS、SNS、その他の IAM ア
クセスポリシーがある場合は、それらのポリシーを更新して新しいサービスプリンシパルへのアクセスを
許可する必要があります。

API
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Amazon Chime SDK ミーティング名前空間には、ミーティングを作成および管理するための API のみが含
まれています。Amazon Chime ネームスペースには、ミーティング用の API や Amazon Chime サービス
のその他の部分が含まれています。

CreateMeeting 必須フィールド

Amazon Chime SDK ミーティング名前空間では、CreateMeetingおよび CreateMeetingWithAttendeesAPI 
ExternalMeetingId MediaRegion ではおよびフィールドを指定する必要があります。

タグ付け

どちらの名前空間も会議タグをサポートしています。タグの詳細については、「」TagResourceと「」を
参照してくださいUntagResource。

メディアパイプライン

Amazon Chime SDK メディアパイプラインは、Amazon Chime SDK ミーティングまたは Amazon Chime
名前空間のいずれかを使用して、任意のミーティングエンドポイントで作成されたミーティングと連携し
ます。メディアパイプラインリージョンの最新リストについては、「利用可能なリージョン」を参照して
ください。

SIP メディアアプリケーション

Amazon Chime SDK SIP メディアアプリケーションは、Amazon Chime SDK ミーティングまたは 
Amazon Chime 名前空間のいずれかを使用して、任意のミーティングエンドポイントで作成されたミー
ティングと連携します。Amazon Chime SDK Meetings 名前空間を通じて作成されたミーティングで SIP 
メディアアプリケーションを使用する場合、JoinChimeMeeting (p. 214)MeetingIdアクションにはパラ
メータが必要です。

ミーティングリージョンの使用
Amazon Chime SDK ミーティングには、コントロールリージョンとメディアリージョンがあります。コン
トロールリージョンには、会議の作成、更新、削除に使用する API エンドポイントがあります。メディア
地域は実際の会議を主催します。

通常、アプリケーションサービスは AWSSDK を使用してコントロールリージョンの API に
署名し、呼び出します。アプリケーションクライアントは、iOS (p. 347) または Android
JavaScript (p. 348) (p. 346)用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリを使用して、メディア
リージョンのミーティングに接続します。

コントロールリージョンは、AWS同じパーティション内のどのメディアリージョンでも会議を作成できま
す。ただし、会議を更新できるのは、会議の作成に使用したコントロール領域だけです。お客様に最も近
いメディアリージョンを探すには、nearest-media-regionhttps://.l.chime.aws までお電話ください。

AttendeeJoined会議コントロールリージョンでの通話EventBridge、Amazon Simple Queue Service 
(SQS)、Amazon Simple Notification Service (SNS) などの会議イベント。

利用可能な Amazon Chime SDK ミーティングコントロールとメディアリージョンのリストについて
は、利用可能な地域 (p. 6)このガイドのを参照してください。

この図は、コントロール領域とメディア領域を通る一般的なデータフローを示しています。
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コントロールリージョンの選択
Amazon Chime SDK ミーティングのコントロールリージョンを選択する際は、以下の点に留意してくださ
い。

• 規制要件。アプリケーションは地政学的な境界内にある必要がありますか、それともFIPS 140-2で検証
された暗号化モジュールを備えたエンドポイントを使用する必要がありますか？

• API レイテンシー。AWSアプリケーションサービスのリージョンに最も近いコントロールリージョンを
使用すると、API のネットワークレイテンシを減らすのに役立ちます。その結果、会議の作成に必要な
時間が短縮され、ユーザーはより早く会議に参加できるようになります。

• 高可用性。複数のコントロールリージョンを使用して高可用性アーキテクチャを実装できます。ただ
し、各コントロールリージョンは独立して動作します。また、会議の作成に使用したコントロールリー
ジョンの会議のみを更新できます。さらに、Amazon Simple Queue Service (SQS) または Amazon 
Simple Notification Service (SNS) EventBridge で会議イベントを利用するには、同じリージョンを使用
する必要があります。

メディアリージョンを選択する
Note

CreateMeetingAPIMediaRegion アクションのパラメータには常に値を指定することをお勧めし
ます。リージョンについては、「」を参照してください利用可能な地域 (p. 6)。

Amazon Chime SDK ミーティングに使用するメディアリージョンを選択する際には、次のような一般的な
要素を考慮してください。

規制要件

Amazon Chime SDK ミーティングが地政学的な境界内での開催を義務付ける規制の対象となっている
場合は、固定されたアプリケーションロジックに基づいてミーティングリージョンをハードコーディ
ングすることを検討してください。

たとえば、遠隔医療の申請では、すべての会議を医療従事者の管轄区域内で開催する必要がある場合
があります。アプリケーションがヨーロッパと米国の両方にある診療所をサポートしている場合は、
各診療所の住所を使用して管轄内の地域を選択できます。
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会議の品質

Amazon Chime SDK ミーティングがメディアリージョンで開催されると、各参加者のオーディオと
ビデオがそのリージョンで送受信されます。参加者と地域との距離が遠くなると、会議の質がネット
ワーク遅延の影響を受ける可能性があります。Amazon Chime SDK ミーティングの地域を指定する
と、出席者が互いに近くにいるか、地理的に分散しているかにかかわらず、会議の質を高めることが
できます。

Amazon Chime SDK ミーティングのメディアリージョンを選択するには、次のいずれかの方法を使用でき
ます。

メディアリージョンのハードコーディング

Amazon Chime SDKAWS ミーティングがすべて特定のリージョン内で開催されている場合におすす
めです。

最寄りのメディア地域を選択してください

Amazon Chime SDKAWS の会議出席者が同じ地域にいるが、会議が異なる地域で開催されている場
合におすすめです。

最寄りのメディア地域を探す
Amazon Chime SDK ミーティングを開催できる最寄りのメディアリージョンを探すには、nearest-media-
regionhttps://.l.chime.aws までお電話ください。このエンドポイントは、のような 1 つのリージョンを返
します{"region": "us-west-2"}。クライアントアプリケーションから URL を呼び出してユーザーに
最も近いリージョンを特定し、その結果を CreateMeetingAPIMediaRegion のパラメーターで使用して、
そのリージョンでミーティングを作成します。

通常、URL を呼び出すのは、クライアントアプリケーションの起動時またはネットワーク接続が変更され
たときです。最も近いリージョンを事前に決定しておくと、会議作成時に通話の待ち時間が増えることが
なくなります。

最寄りのAWS GovCloud (米国) メディア地域を探す
Amazon Chime SDK ミーティングを開催できる最寄りのAWS GovCloud (米国) 地域を探すに
は、nearest-us-gov-mediahttps://-region.l.chime.aws までお電話ください。このエンドポイントは、
などの最も近いリージョンを返します{"region": "us-gov-west-1"}。クライアントアプリケー
ションから URL を呼び出して、ユーザーに最も近いAWS GovCloud (米国) を特定し、その結果を
CreateMeetingAPIMediaRegion のパラメーターで使用して、そのリージョンでのミーティングを作成し
ます。

通常、URL を呼び出すのは、クライアントアプリケーションの起動時またはネットワーク接続が変更され
たときです。最も近いリージョンを事前に決定しておくと、会議作成時に通話の待ち時間が増えることが
なくなります。

JavaScript 例
次の例では、HTML JavaScript とを使用して、最も近いメディアリージョンとAWS GovCloud (米国) メ
ディアリージョンを返します。

<html>
<head> 
  <title>Amazon Chime SDK - Nearest Media Region</title> 
  <script>
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async function getNearestMediaRegion(partition)  { 

    console.log('Nearest media region partition: ' + partition); 

    const url = ('aws-us-gov' == partition) ? 'https://nearest-us-gov-media-
region.l.chime.aws' : 'https://nearest-media-region.l.chime.aws'; 
    let result = ('aws-us-gov' == partition) ? 'us-gov-west-1' : 'us-west-2'; 

    try { //Find the nearest media region 
        console.log('Nearest media region URL: ' + url); 
        const response = await fetch(url, {method: 'GET'} ); 
        const body = await response.json(); 
        result = body.region; 
    } catch (error) { 
        console.log(error.message); 
    } finally { 
        console.log('Nearest media region found: ' + result); 
        return result; 
    }
}

async function findRegions(partition) { 
  aws.innerText = await getNearestMediaRegion(); 
  awsusgov.innerText = await getNearestMediaRegion('aws-us-gov');
} 
  </script>
</head>
<body> 
  <h3>Nearest media region, by AWS partition</h3> 
  <table> 
    <tr><th>Partition</th><th>Media Region</th></tr> 
    <tr><td>aws</td><td id="aws">Finding...</td></tr> 
    <tr><td>aws-us-gov</td><td id="awsusgov">Finding...</td></tr> 
  </table> 
  <script> 
    findRegions(); 
  </script>
</body>
</html>

リージョンステータスのチェック
https://region.status.chime.aws/ に電話して、各リージョンの Amazon Chime SDK サービスの状態を確認
してください。結果には、推奨地域が表示されます。メディアリージョンのステータスが「推奨」以外の
場合、最も近いメディアリージョンエンドポイントはそのリージョンを返しません。

次の例は、典型的な結果を示しています。

{ 
  "MeetingsControlRegions": { 
    "us-east-1": "recommended", 
    "us-west-2": "recommended", 
    "ap-southeast-1": "recommended", 
    "eu-central-1": "recommended" 
  }, 
  "MeetingsMediaRegions": { 
    "af-south-1": "recommended", 
    "ap-northeast-1": "recommended", 
    "ap-northeast-2": "recommended", 
    "ap-south-1": "recommended", 
    "ap-southeast-1": "recommended", 
    "ap-southeast-2": "recommended", 
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    "ca-central-1": "recommended", 
    "eu-central-1": "recommended", 
    "eu-north-1": "recommended", 
    "eu-south-1": "recommended", 
    "eu-west-1": "recommended", 
    "eu-west-2": "recommended", 
    "eu-west-3": "recommended", 
    "sa-east-1": "recommended", 
    "us-east-1": "recommended", 
    "us-west-2": "recommended" 
  }, 
  "MediaPipelineControlRegions": { 
    "ap-southeast-1": "recommended", 
    "eu-central-1": "recommended", 
    "us-east-1": "recommended", 
    "us-west-2": "recommended" 
  }, 
  "MediaPipelineDataRegions": { 
    "af-south-1": "recommended", 
    "ap-northeast-1": "recommended", 
    "ap-northeast-2": "recommended", 
    "ap-south-1": "recommended", 
    "ap-southeast-1": "recommended", 
    "ap-southeast-2": "recommended", 
    "ca-central-1": "recommended", 
    "eu-central-1": "recommended", 
    "eu-north-1": "recommended", 
    "eu-south-1": "recommended", 
    "eu-west-1": "recommended", 
    "eu-west-2": "recommended", 
    "eu-west-3": "recommended", 
    "sa-east-1": "recommended", 
    "us-east-1": "recommended", 
    "us-west-2": "recommended" 
  }
}

会議の作成
次の手順では、サーバーとクライアントのアプリケーション用にオーディオとビデオを使用して会議を作
成する方法を説明します。開始する前に、クライアントアプリケーションを Amazon Chime SDK クライ
アントライブラリと統合する必要があります。詳細については、クライアントライブラリとの統合 (p. 11)
を参照してください。

音声とビデオを使って会議を作成するには

1. サーバーアプリケーションから次の手順を実行します。

a. Amazon Chime SDK CreateMeetingAPI リファレンスの API アクションを使用して、ミーティン
グを作成します。AWSMediaRegionパラメータを使用してリージョンを指定します。ミーティ
ングリージョンの選択の詳細については、を参照してください会議地域 (p. 7)。

b. CreateAttendeeAPI アクションまたは API アクションを使用して会議に出席者を追加しま
す。BatchCreateAttendee会議と出席者をサーバーアプリケーションからそれぞれの出席者として
承認されたクライアントに安全に転送します。会議と出席者の詳細については、Amazon Chime 
SDK API リファレンスの「会議と出席者」を参照してください。

2. クライアントアプリケーションから次の手順を実行します。

a. Amazon Chime SDKMeetingSessionConfiguration クライアントライブラリを使用してオ
ブジェクトを作成します。前の手順で示した会議と出席者情報を使用してください。
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b. AudioVideoObserverインターフェイスを実装します。
c. MeetingSessionを使用してを作成しますMeetingSessionConfiguration。
d. MeetingSessionフォームを使用してAudioVideoFacade、リアルタイムメディアを制御しま

す。

i. AudioVideoObserverインターフェースのインスタンスを登録します。これにより、会議
の状態が変わったときにイベントを受け取ることができます。

ii. オーディオ入力、オーディオ出力、およびビデオ入力の初期デバイスを選択します。
iii. 視聴覚セッションを開始します。
iv. ユーザーがビデオを共有したいときに、ローカルビデオキャプチャを開始します。
v. ビデオタイルを表示し、ビデオタイルイベントを管理し、タイルをクライアントアプリケー

ションのビデオサーフェスにバインドします。
vi. ミュートやミュート解除、ローカルビデオキャプチャの開始と停止など、他のユーザー操作

を管理します。
vii. 会議を退出するには、視聴覚セッションを停止してください。

e. （オプション）AudioVideoFacadeMeetingSessionのフォームを使用して、画面キャプチャ
などのメディアコンテンツを他のクライアントと共有します。

i. 画面共有セッションを開始します。コンテンツは追加の参加者として会議に参加します。
ii. 共有コンテンツを表示するには、ビデオタイルイベントを管理し、タイルをクライアントア

プリケーションのサーフェスにバインドします。
iii. コンテンツ共有の一時停止、再開、停止など、その他の操作を管理します。

DeleteMeetingAPI アクションを実行すると、ミーティングは終了します。また、会議は次の場合に自動的
に終了します。

• 会議時間が24時間を超えています。
• 会議はレプリカ会議で、最初の会議は終了します (p. 77)。
• 非レプリカ会議では、5 分間連続して参加者が接続しません。

ネットワーク構成
Amazon Chime SDK をクライアントアプリケーションに統合すると、SDK はバックエンドサービスに接
続して、音声、動画、コンテンツ共有、データメッセージを送受信します。ユーザーのネットワークが 
Amazon Chime SDK サービスへのトラフィックをブロックすると、そのサービスを使用できなくなりま
す。ネットワーク管理者はこの情報を使用してネットワークを再設定し、Amazon Chime SDK サービスへ
のアクセスを許可できます。

Note

ネットワークを設定するときは、DNS (EDNS0) の拡張メカニズム (EDNS0) をデフォルトで有効
にする必要があります。これにより、ホスト情報が UDP パケットに適したサイズであることを確
認することで、アプリケーションが Amazon Chime SDK サービスにアクセスできるようになり
ます。

トピック
• メディアとシグナリングの設定 (p. 25)
• Amazon Voice Focus 用の設定 (p. 25)
• エコーリダクションの設定 (p. 26)
• 背景の置換とぼかしの設定 (p. 26)
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• ブラウザコンテンツセキュリティポリシーの設定 (p. 26)
• AppKeys 使用法とテナント ID (p. 26)

メディアとシグナリングの設定
Amazon Chime SDK のオーディオ、ビデオ、コンテンツは、可能な限りユーザーデータグラムプロトコル 
(UDP) トランスポートを使用します。UDP がブロックされると、Amazon Chime SDK は Transport Layer 
Security (TLS) 接続を確立しようとします。Amazon Chime SDK のシグナリングとデータメッセージは、
伝送制御プロトコル (TCP) WebSocket と接続を使用します。

次の図は、Amazon Chime SDK を実行するアプリケーションを含む一般的なネットワークを示していま
す。

Amazon Chime SDK では、次の送信先とポートを使用します。

ドメイン サブネット ポート

*.chime.aws 99.77.128.0/18 RTMP3 番ポート:443 番ポート

UDP:3478

このサブネットは AWSIPCHIME_MEETINGS アドレス範囲のサービスです。

Amazon Voice Focus 用の設定
iOS と Android 用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリには、Amazon Voice Focus モジュール
が含まれています。Amazon から Amazon Voice Focus JavaScript モジュールをダウンロードするための 
Amazon Chime SDK CloudFront クライアントライブラリです。Windows 用 Amazon Chime SDK クライ
アントライブラリはボイスフォーカスをサポートしていません。

Amazon ボイスフォーカスは以下の宛先とポートを使用します。

ドメイン ポート

*.sdkassets.chime.aws RTMP3 番ポート:443 番ポート
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このサブネットは AWSIPCLOUDFRONT アドレス範囲のサービスです。

エコーリダクションの設定
Amazon Chime SDK クライアントライブラリは、Amazon JavaScript CloudFront からエコーリダクション
モジュールをダウンロードします。

エコーリダクションは以下の宛先とポートを使用します。

ドメイン ポート

*.sdkassets.chime.aws RTMP3 番ポート:443 番ポート

このサブネットは AWSIPCLOUDFRONT アドレス範囲のサービスです。

背景の置換とぼかしの設定
Amazon Chime SDK クライアントライブラリは、Amazon JavaScript CloudFront から背景置換およびぼか
しモジュールをダウンロードします。

背景の置換とぼかしは、次の宛先とポートを使用します。

ドメイン ポート

*.sdkassets.chime.aws RTMP3 番ポート:443 番ポート

このサブネットは AWSIPCLOUDFRONT アドレス範囲のサービスです。

ブラウザコンテンツセキュリティポリシーの設定
の Amazon Chime SDK クライアントライブラリを使用してアプリケーションを構築する場合 
JavaScript、アプリケーションでブラウザコンテンツセキュリティポリシーを設定する必要があります。
詳細については、の『コンテンツセキュリティポリシーガイド』を参照してください GitHub。

AppKeys 使用法とテナント ID
AppKeys とテナント ID を使用して、ネットワークからのアクセスを特定のアプリケーションの Amazon 
Chime SDK WebRTC メディアセッションに制限できます。

開発者は Amazon Chime SDK を使用して、UDP 経由でリアルタイムビデオを送受信するアプリケーショ
ンを作成します。アプリケーションユーザーは、CHIME_MEETINGSサブネットへの UDP アクセスが必要
です。Organizations (ネットワーク所有者) は、 AppKeys および TenantID を使用して、ネットワークから
のアクセスを特定のアプリケーションの WebRTC メディアセッションのみに制限できます。

例 1: 使用する AppKeys

アプリ A とアプリ B が Amazon Chime SDK を使用する場合、組織はアプリ A がネットワークから 
WebRTC メディアセッションにアクセスすることを許可しても、アプリ B と Amazon Chime SDK を使用
するその他のアプリケーションはブロックできます。Organizations AppKey はApp-AとHTTPSプロキシを
使用してこれを実現できます。詳細については、このトピックで後述する「」を参照してください。特定
のアプリケーションへの制限 (p. 27)
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例 2: AppKeys テナント ID の使用

App-Aが一般公開され、多くの顧客によって使用されている場合、組織は、ユーザーがセッションに参
加している場合にのみApp-AがネットワークからWebRTC メディアセッションにアクセスすることを
許可し、他のすべてのApp-Aセッションへのアクセスをブロックしたい場合があります。Organizations 
は、アプリケーション AppKey、組織の TenantID、および HTTPS プロキシを使用してこれを行うことが
できます。詳細については、このトピックで後述する「」を参照してください。特定のテナントへの制
限 (p. 28)

TenantID を使用するには AppKeys 、リクエストに HTTPS ヘッダーを追加できる HTTPS プロキシサー
バーが必要です。以下の図に示すのは AppKeys 、とテナント ID のしくみです。

図では、アプリAにはテナントA-1とA-2があり、アプリBにはテナントB-1とB-2があります。この場合、は
アプリ A に WebRTC AppKey メディアセッションへの接続のみを許可し、テナント ID はテナント A-1 の
みをセッションに参加させます。

トピック
• 特定のアプリケーションへの制限 (p. 27)
• 特定のテナントへの制限 (p. 28)
• HTTPS ヘッダーの例 (p. 29)

特定のアプリケーションへの制限
AppKeyAn は、Amazon ChimeAWS がアカウントごとに作成する、一貫性のあるユニークな 256 ビットの
値です。がない場合 AppKey、Amazon Support にリクエストできます。AWS複数のアカウントをお持ち
の場合は、 AppKey すべてのアカウントに共通のアカウントをリクエストできます。

Note

AppKeys 自分のデータを安全に公開し、他の組織がネットワークからのアクセスを制限できるよ
うにすることができます。

Amazon Chime SDK は、AWSセッションの作成に使用されたアカウント ID AppKey に基づいて、各 
WebRTC メディアセッションをに自動的に関連付けます。ネットワークからのアクセスを特定のアプリ
ケーションに制限するには、次の操作を行います。
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1. すべてのアウトバウンドリクエストを HTTPSCHIME_MEETINGS プロキシサーバー経由でサブネットに
ルーティングします。

2. CHIME_MEETINGSサブネットへのすべてのアウトバウンドリクエストに次のヘッダーを追加するように
プロキシサーバーを設定します。

X-Amzn-Chime-App-Keys:######### AppKeys。

たとえば、X-Amzn-Chime-App-Keys: AppKey1,AppKey2,AppKey3 AppKeys それらに関連するア
プリにサブネットへのアクセスを許可します。

Amazon Chime SDK は、受信した WebRTCX-Amzn-Chime-App-Keys メディアセッション接続のヘッ
ダーを検査し、次のロジックを適用します。

1. X-Amzn-Chime-App-Keysヘッダーが存在し、セッションが含まれている場合は AppKey、接続を受け
入れます。

2. X-Amzn-Chime-App-Keysヘッダーは存在するがセッションが含まれていない場合は AppKey、403 エ
ラーで接続を拒否します。

3. X-Amzn-Chime-App-Keysヘッダーが存在しない場合は、接続を受け入れます。ユーザーが組織の
ネットワーク外からアプリケーションにアクセスできる場合は、セッションにもアクセスできます。

特定のテナントへの制限
TenantId は開発者が作成した不透明な識別子です。テナント ID については、次の点に注意してくださ
い。

• TenantId はアプリケーション間で一意であることが保証されていないため、TenantId AppKey リストご
とにを指定する必要があります。

• テナント ID は大文字と小文字が区別されます。開発者の指示どおりに入力してください。
• 組織は複数のアプリケーションへのアクセスを制限できますが、それらのアプリケーションの一部には

テナントIDのみを指定できます。TenantID のないアプリケーションは、すべての WebRTC メディア
セッションに接続できます。

メディアセッションを TenantIds に関連付けるには、TenantIds開発者はまずプロパティと TenantId
CreateMeetingCreateMeetingWithAttendeesのリストをまたはリクエストに追加する必要があります。

例:

CreateMeeting(..., TenantIds : [ tenantId1, tenantId2 ] )

組織のネットワークから特定のアプリケーションの WebRTC メディアセッションへのアクセスを制限す
るには、次の操作を行います。

1. 「特定のアプリケーションへの制限 (p. 27)」の手順を実行します。
2. X-Amzn-Chime-Tenantsアウトバウンド接続にヘッダーを追加するように HTTPS プロキシサーバー

を設定します。 AppKeys セミコロンで区切られたリストと TenantId を含めてください。例: X-Amzn-
Chime-Tenants: AppKey1;tenantId-1,tenantId-2;AppKey2:tenantId-1,tenantId-1

Amazon Chime SDK は、受信した WebRTCX-Amzn-Chime-Tenants メディアセッション接続のヘッ
ダーを検査し、次のロジックを適用します。

• ヘッダーにセッションが含まれている場合はAppKey:tenantId、接続を受け入れます。
• AppKeyヘッダーにセッションが含まれていても一致しない場合はtenantId、403 エラーで接続を拒否

します。
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• ヘッダーにセッションが含まれていない場合はAppKey、接続を受け入れます。
• ヘッダーにセッションが含まれているがAppKey、セッションで許可されているセッションが 1 つでも

ない場合はtenantId、403 エラーで接続を拒否します。これは開発者のバグかもしれません。
• ヘッダーが存在しない場合、接続を受け入れます。ユーザーが組織のネットワーク外からアプリケー

ションにアクセスできる場合は、すべてのセッションにもアクセスできます。

HTTPS ヘッダーの例
次の例は、HTTPS ヘッダーで AppKeys TenantId を使用する方法のいくつかを示しています。

1 つのアプリと 1 つのテナント

X-Amzn-Chime-App-Keys: AppKey

X-Amzn-Chime-Tenants: AppKey:orgId

ユーザーは、指定されたアプリ内の組織の WebRTC メディアセッションにのみアクセスできます。
他のアプリはすべてブロックされます。

1 つのアプリに 2 つのテナント

X-Amzn-Chime-App-Keys: AppKey

X-Amzn-Chime-Tenants: AppKey:engineeringId,salesId

ユーザーは、指定されたアプリのエンジニアリングと営業のメディアセッションにのみアクセスでき
ます。他のアプリはすべてブロックされます。

2 つのアプリ、1 つはテナントに限定

X-Amzn-Chime-App-Keys: AppKey1,AppKey2

X-Amzn-Chime-Tenants: AppKey1:orgId

ユーザーは、アプリ1では組織のメディアセッションにのみアクセスでき、アプリ2ではすべてのセッ
ションにアクセスできます。他のアプリはすべてブロックされます。

ミーティングイベント
Amazon Chime SDK はミーティングライフサイクルイベントを送信します。これを使用して通知をトリ
ガーし、ダウンストリームのワークフローを開始できます。会議イベントを使用する例をいくつか以下に
示します。

• 出席者が Amazon Chime SDK ミーティングに参加または退出したときにメタデータを更新します。
• Amazon Chime SDK ミーティング用のプッシュ通知または名簿を実装します。
• Amazon Chime SDK ミーティングでのビデオとコンテンツ共有の使用状況を測定します。

Amazon EventBridge、Amazon、Amazon、Amazon Simple Notification Service (SNS)、および Amazon 
Simple Queue Service (SQS) にイベントを送信できます。Amazon EventBridge Chime SDK は送信しよう
としますが、まれにイベントを Amazon に送信しようとしますが EventBridge、まれにイベントが配信さ
れない場合があります。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「AWSサービスからの
イベント」を参照してください。

Amazon Chime SDK SDK SDK SDKK SDK
Amazon Chime SDK は、新しいミーティングが開始されるとこのイベントを送信します。
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Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:MeetingStarted", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalMeetingId": "mymeeting", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK SDK SDK SDKK SDK
Amazon Chime SDK は、アクティブなミーティングが終了したときにこのイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:MeetingEnded", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalMeetingId": "mymeeting", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SDKK SDK
Amazon Chime SDK は、アクティブな会議に新しい参加者が追加されたときにこのイベントを送信しま
す。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
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  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeAdded", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK の参加者が削除されま
した
Amazon Chime SDK は、参加者がアクティブな会議から削除されたときにこのイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",  
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeDeleted", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK の参加者が承認されま
した
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が会議に参加したときにこのイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
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  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeAuthorized", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者がミーティングに参加します
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が指定されたネットワークトランスポートを使用して Amazon 
Chime SDK ミーティングに参加すると、このイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",  
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeJoined", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333",     
    "networkType": "Voip", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者が会議から退出する
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が指定されたネットワークトランスポートを使用して Amazon 
Chime SDK ミーティングを退席したときに、このイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
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  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeLeft", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "networkType": "Voip", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者がミーティングから脱落しました
Amazon Chime SDK は、既存の出席者が指定されたネットワークトランスポートを使用して Amazon 
Chime SDK ミーティングからドロップしたときに、このイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeDropped", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "networkType": "Voip", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者がビデオのストリーミングを開始
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が動画のストリーミングを開始すると、このイベントを送信しま
す。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",  
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
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  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeVideoStarted", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者がビデオのストリーミングを停止
する
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が動画のストリーミングを停止したときにこのイベントを送信しま
す。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",  
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeVideoStopped", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者が画面の共有を開始します
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が画面の共有を開始すると、このイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 

34



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
ミーティングイベント

    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentJoined", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者が画面の共有を停止する
Amazon Chime SDK は、既存の参加者が画面の共有を停止したときにこのイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentLeft", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者コンテンツがミーティングに参加
する
Amazon Chime SDK は、コンテンツ共有が指定されたネットワークトランスポートを使用して Amazon 
Chime SDK ミーティングに参加したときにこのイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentJoined", 
    "timestamp": 12344566754, 
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    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "networkType": "Voip", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者コンテンツがミーティングから退
出する
Amazon Chime SDK は、コンテンツ共有が指定されたネットワークトランスポートを使用して Amazon 
Chime SDK ミーティングを終了したときに、このイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentLeft", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "networkType": "Voip", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者のコンテンツがミーティングから
ドロップされる
Amazon Chime SDK は、指定されたネットワークトランスポートを使用して Amazon Chime SDK ミー
ティングからコンテンツ共有がドロップされたときに、このイベントを送信します。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
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    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentDropped", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "networkType": "Voip", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者コンテンツがビデオのストリーミ
ングを開始します
Amazon Chime SDK は、コンテンツ共有が動画のストリーミングを開始したときにこのイベントを送信し
ます。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",   
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStarted", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

Amazon Chime SDK の参加者コンテンツがビデオのストリーミ
ングを停止する
Amazon Chime SDK は、コンテンツ共有が動画のストリーミングを停止したときにこのイベントを送信し
ます。

Example : Event データ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
  "version": "0", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "111122223333",  
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "Chime Meeting State Change", 
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
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  "resources": [] 
  "detail": { 
    "version": "0", 
    "eventType": "chime:AttendeeContentVideoStopped", 
    "timestamp": 12344566754, 
    "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "attendeeId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "externalUserId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
    "mediaRegion": "us-east-1" 
  }
}

CloudWatch アマゾンメトリックス
Amazon Chime SDK を使用すると、 CloudWatchサービスと使用状況のメトリックがに送信されます。メ
トリックスにより、 CloudWatch グラフやダッシュボードを使用して Amazon Chime SDK サービスの利
用状況をモニタリングできます。メトリックスは、呼び出す各 API のデータをキャプチャします。

次のセクションではメトリクスの一覧を示して説明します。

トピック
• サービスメトリクス (p. 38)
• API 使用状況メトリクス (p. 38)

サービスメトリクス
Amazon Chime SDK は、AWS/ChimeSDK以下のサービスメトリックスを名前空間に公開します。

メトリクス 単位 説明

AttendeeAuthorizationSuccessCount (カウント) 成功した認証試行の合計数。成
功とは、出席者が会議に参加で
きたことを意味します。

AttendeeAuthorizationError Count (カウント) 承認失敗の合計数は、出席者が
会議に参加できなかったことを
示します。

AttendeeAudioDrops Count (カウント) オーディオドロップの合計数。

AttendeeContentDrops Count (カウント) コンテンツシェアドロップの合
計数。

MeetingSQSNotificationErrorsCount (カウント) SQS 通知エラーの総数。

MeetingSNSNotificationErrorsCount (カウント) SNS 通知エラーの合計数。

API 使用状況メトリクス
API 使用状況メトリクスは、AWSのサービスクォータに対応しています。使用量がサービスクォータに近
づいたときに警告するアラームを設定することもできます。 CloudWatch サービスクォータとの統合の詳
細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの 「AWS 使用メトリックス」を参照してください。
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Amazon Chime SDK は、以下の APIAWS/UsageChimeSDK メトリクスをサービス名とともに名前空間に
公開します。

メトリクス 説明

CallCount Amazon Chime SDK 内の API に対して行われた呼
び出しの総数。SUM は、指定された期間中の API 
への呼び出しの総数を表します。

ErrorCount Amazon Chime SDK の API によってスローされた
エラーの総数。SUM は、指定された期間中の API 
への呼び出しの総数を表します。

ThrottleCount Amazon Chime SDK の API によってスローされ
たスロットリングエラーの総数。SUM は、指定さ
れた期間中の API への呼び出しの合計数を表しま
す。

Amazon Chime SDK は、AWS/Usage以下のディメンションの使用状況メトリックスを名前空間に公開し
ます。

ディメンション 説明

Service リソースを含む AWS のサービスの名前。Amazon 
Chito の使用状況メトリクスの場合、このディメン
ションの値はですChimeSDK。

タイプ 報告されるエンティティのタイプ。Amazon Chime 
to の使用状況メトリクスの有効な値はのみで
すAPI。

リソース メトリクスを報告するリソースのタイプ。Amazon 
Chito の使用状況メトリクスの場合、このディメン
ションの値は API の名前です。

Class 追跡されているリソースのクラス。Amazon 
Chito の使用状況メトリクスの有効な値はのみで
すNone。

Amazon Chime SDK メディアパイプラインの作成
Important

お客様とそのエンドユーザーは、Amazon Chime SDK の録音に関する法律または規制の対象とな
ることを理解する必要があります。録音に関するすべての適用法を遵守することは、お客様とそ
のエンドユーザーの責任です。
お客様とエンドユーザーは、メディアライブコネクタサービスを使用してストリーミングされる
すべてのコンテンツについて責任を負い、そのようなコンテンツが法律に違反したり、第三者の
権利を侵害または不正流用したり、Amazonとの契約の重要な条件に違反したりしないようにする
必要があります。

Amazon Chime SDK ミーティングをキャプチャまたはストリーミングするには、メディアパイプラインを
作成します。メディアパイプラインは、次のパイプラインのいずれかで構成できます。
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• メディアキャプチャ — メディアキャプチャパイプラインを使用して、オーディオ、ビデオ、コンテンツ
共有ストリームのほか、会議イベントやデータメッセージをキャプチャします。すべてのメディアキャ
プチャパイプラインは、作成した Amazon Simple Storage Service (S3) バケットにデータを保存しま
す。Amazon Chime SDK ミーティングごとに 1 つのメディアキャプチャパイプラインを作成できます。

• メディア連結 — メディア連結パイプラインを使用して、メディアキャプチャパイプラインのアーティ
ファクトを連結します。連結パイプラインは、メディアキャプチャパイプラインやライブコネクタパイ
プラインとは独立して機能します。

• メディアライブコネクタ — メディアライブコネクタパイプラインを使用して、Amazon Chime SDK 
ミーティングを RTMP エンドポイントにストリーミングできるサービスに接続します。Amazon Chime 
SDK ミーティングごとに最大 1 つのメディアライブコネクタパイプラインを作成できます。

作成するパイプラインは、使用する名前空間によって異なります。Chime名前空間を使用する場合、
メディアキャプチャパイプラインのみを作成できます。ChimeSdkMediaPipelines名前空間を使用
する場合、メディア連結とメディアライブコネクタパイプラインを作成したり、合成機能を使用したり
することもできます。ChimeSdkMediaPipelines名前空間に移行する場合は、を参照してください
ChimeSdkMediaPipelines名前空間への移行 (p. 41)。

次の表は、各リージョンにおけるアクティブメディアパイプラインのデフォルト制限の一覧を示していま
す。各タイプのパイプラインが制限の対象となります。

リージョン デフォルトのアクティブパイプライン制限

us-east-1 100

us-west-2 10

ap-southeast-1 10

eu-central-1 10

Note

いずれかのリージョンの制限を超える
と、CreateMediaCapturePipelineCreateMediaConcatenationPipeline、CreateMediaLiveConnectorPipelineAPI 
から「リソース制限超過」例外が発生します。
AWSコンソールのService Quotas ページを使用してアクティブなパイプラインの制限を調整する
か、カスタマーサポート担当者に問い合わせることができます。Amazon Chime SDK の会議制限
の詳細については、「」を参照してくださいAmazon Chime SDK SDK SDK (p. 4)。

開始する前に、クライアントアプリケーションを Amazon Chime SDK クライアントライブラリと統合す
る必要があります。詳細については、「クライアントライブラリとの統合 (p. 11)」を参照してください。
メディアパイプラインの詳細については、「メディアパイプラインを使用して Amazon Chime SDK ミー
ティングをキャプチャする」を参照してください。

トピック
• ChimeSdkMediaPipelines名前空間への移行 (p. 41)
• パイプライン作成の概要 (p. 43)
• メディアキャプチャパイプラインの作成 (p. 45)
• メディア連結パイプラインの作成 (p. 49)
• メディアライブコネクタパイプラインの作成 (p. 53)
• メディアパイプラインのコンポジティングを有効にする (p. 54)
• Amazon Chime SDK ミーティング用のサービスリンクロールの作成 (p. 56)
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• メディアパイプラインイベントの使用 (p. 57)
• 文字起こしを解析する (p. 62)

ChimeSdkMediaPipelines名前空間への移行
ChimeSdkMediaPipelines名前空間を使用して、メディアパイプライン API エンドポイントが利用可
能なすべてのリージョンのメディアパイプライン API エンドポイントをアドレス指定できます。Amazon 
Chime SDK を使い始めたばかりの場合は、この名前空間を使用してください。

Amazon Chime 名前空間を使用する既存のアプリケーションでも引き続き使用できますが、更新された 
API や新機能を使用するには、新しい名前空間に移行する必要があります。

トピック
• パイプラインを移行する理由 (p. 41)
• パイプラインを移行する前に (p. 41)

パイプラインを移行する理由
以下の理由から、メディアパイプライン名前空間に移行することをお勧めします。

API エンドポイント

Amazon Chime SDK メディアキャプチャ名前空間は、API エンドポイントを利用できるすべてのリー
ジョンの API エンドポイントを使用できる唯一の API 名前空間です。リージョンの詳細については、
「」を参照してください利用可能な地域 (p. 6)。us-east-1 以外の API エンドポイントを使用する場合
は、ChimeSdkMediaPipelines名前空間を使用する必要があります。

更新されたメディアパイプライン API と新しいメディアパイプライン API

ChimeSdkMediaPipelines名前空間にメディアパイプライン API を追加または更新するだけで
す。Chime名前空間の現在のメディアキャプチャ API を完全にサポートしていますが、現状のままです。

パイプラインを移行する前に
移行する前に、名前空間の違いに注意してください。以下の表にそれらの設定とその説明を示します。

項目 メディアパイプラインの名前空
間

Chime

名前空間名 ChimeSdkMediaPipelines チャイム

リージョン 複数 USeast-1 のみ

エンドポイント https://media-pipelines-chime。
region .amazonaws.com

https://
service.chime.aws.amazon.com

サービスプリンシパル mediapipelines.chime.amazonaws.comchime.amazonaws.com

API メディアパイプライン用の API 
のみ

ミーティングや Amazon Chime 
の他の部分のための API

ミーティング us-west-2、eu-central-1、お
よび eu-central-1、および eu-
central-1、および eu-central-1、
および eu-central-1、および eu-

メディアパイプラインは、いず
れかの名前空間の任意の会議エ
ンドポイントで作成された会議
と連携します。
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項目 メディアパイプラインの名前空
間

Chime

central-1、および eu-central-1、
および eu-central-1、および eu-
central-1、および eu-central-1、
および eu-central-1 us-east-1 
リージョンのメディアパイプラ
インは、どちらの名前空間のす
べての会議エンドポイントが作
成した会議と連携します。

デフォルトのアクティブメディ
アパイプライン

us-east-1、eu-eu-outheaaaa1、
および eu-central-1、および eu-
central-1、および eu-central-1、
および eu-central-1、および eu-
central-1 リージョンでは 10

100 は米国東部 1 のみ

サービスリンクロール AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines 

タグ 使用可能 メディアパイプライン API では
使用できません。

CloudTrail イベントソース chime-sdk-media-
pipelinesamazonaws.com

chime.amazonaws.com。

メディアライブコネクタ 使用可能 メディアパイプライン API では
使用できません。

コンポジティング 使用可能 メディアパイプライン API では
使用できません。

連結 使用可能 利用不可。

ChimeAWSChimeSdkMediaPipelines と名前空間の違いの詳細については、以下のリストを参照してくだ
さい。

名前空間名

Amazon Chime SDKAWS.Chime ネームスペースは正式な名前を使用します。Amazon Chime 
SDKAWS.ChimeSDKMediaPipelines メディアパイプラインネームスペースは正式な名前を使用し
ます。名前の正確な形式はプラットフォームによって異なる場合があります。

たとえば、次の Node.jschime コード行は名前空間を対象としています。

const chimeMediaPipelines = AWS.Chime();

Media Pipelines SDK 名前空間に移行するには、そのコードを新しい名前空間とエンドポイントリー
ジョンで更新します。

const chimeMediaPipelines = AWS.ChimeSDKMediaPipelines({ region: "eu-central-1" });

リージョン

Amazon Chime 名前空間は、US-EAST-1 リージョンの API エンドポイントのみを対象としていま
す。Amazon Chime SDK メディアパイプラインの名前空間は、Amazon Chime SDK メディアパイプ
ライン API エンドポイントを持つすべてのリージョンの Amazon Chime SDK メディアパイプライン 
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API エンドポイントに対応します。メディアパイプラインのリージョンの最新リストについては、利
用可能な地域 (p. 6)このガイドのを参照してください。

エンドポイント

メディアキャプチャパイプラインを変更するには、パイプラインを作成したのと同じエンドポイント
を使用する必要があります。たとえば、eu-central-1 のエンドポイントを介してパイプラインを作成し
た場合、そのパイプラインを操作するには eu-central-1 を使用する必要があります。

サービスプリンシパル

Amazon Chime SDK メディアパイプラインの名前空間では、新しいサービスプリンシパルを使用して
います:mediapipelines.chime.amazonaws.com. サービスへのアクセスを許可する Amazon S3 
バケットまたはその他の IAM ポリシーがある場合は、それらのポリシーを更新して新しいサービスプ
リンシパルへのアクセスを許可する必要があります。

たとえば、メディアパイプラインを作成する場合、Amazon S3 バケットの作成 (p. 45)に記載され
ているポリシー権限を新しいサービスプリンシパルに追加する必要があります。ポリシーの詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWS JSON ポリシー要素:プリンシパル」を参照してください。

API

Amazon Chime SDK メディアパイプライン名前空間には、メディアパイプラインを作成および管理
する API のみが含まれています。Amazon Chime 名前空間には、メディアパイプライン、ミーティン
グ、および Amazon Chime サービスのその他の部分のための API が含まれています。

ミーティング

IAD リージョンのメディアパイプラインは、いずれかの名前空間の任意の会議エンドポイントで作成
された会議と連携します。

サービスリンクロール

Amazon Chime SDK メディアパイプラインの名前空間の
み。AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines ロールを作成し、

タグ

Amazon Chime SDK メディアパイプライン名前空間はタグをサポートします。ロールには、1
CreateMediaCapturePipelineつ以上のタグを使用してまたは CreateMediaLiveConnectorPipelineAPI 
を呼び出すときに、TagResourceオペレーションを呼び出す権限が必要です。

パイプライン作成の概要
Amazon Chime SDK メディアパイプラインを作成するには、複数のステップを踏む必要があります。以下
の手順では、作成プロセスの概要を説明し、各ステップの詳細へのリンクを示します。

メディアパイプラインを作成するには

1. CreateMeetingAPI を使用して Amazon Chime SDK ミーティングを作成します。オプション
で、AWSMediaRegionパラメータを使用してリージョンを指定できます。メディアリージョンの選
択の詳細については、を参照してくださいミーティングリージョンの使用 (p. 19)。

2. CreateMeetingAPI からの応答では、に注意してくださいMeetingId。
を、CreateMediaCapturePipelineおよび CreateMediaLiveConnectorPipelineAPI として、次の
ARNMeetingId 形式のいずれかで渡します。SourceArn

3. という名前のサービスにリンクされたロールを作成しま
すAWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines。これにより、メディアパイプライン
がユーザーに代わって会議にアクセスできるようになります。

権限の設定
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メディアパイプライン API を呼び出すには、十分な権限を持つ IAM ロールが必要です。そのロールを作
成するには、IAM コンソールから AmazonChimeSDK 管理ポリシーを追加することをお勧めします。ポリ
シーには必要な API が含まれています。

CreateMediaCapturePipelineまたは CreateMediaConcatenationPipelineAPI を呼び出すには、IAM ロール
にすべてのリソースで S3 GetBucketPolicyAPI を呼び出す権限も必要です。次の例は、そのための典型的
なポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "s3:GetBucketPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

メディアキャプチャパイプラインを作成するには

1. Amazon S3 バケットを作成し、バケットの ARN を付与 これを
CreateMediaCapturePipelineAPISinkArn のパラメータとして使用します。バケットが Amazon 
Chime SDK サービスがアーティファクトファイルをバケットにアップロードすることを許可してい
ることを確認してください。さらに、AWSバケットは会議と同じアカウントとそのリージョンに存在
する必要があります。詳細については、「Amazon S3 バケットの作成 (p. 45)」を参照してくださ
い。

2. ソースとシンクが用意できたら、CreateMediaCapturePipelineAPI を使用してキャプチャパイプライ
ンを作成します。成功すると、Amazon Chime SDK は会議に参加する出席者を作成し、会議をキャプ
チャします。

メディアキャプチャパイプラインを作成して権限を設定したら、5 秒間のメディアチャンクを 1 つのファ
イルに連結するメディア連結パイプラインを作成します。

メディア連結パイプラインを作成するには

1. メディアキャプチャパイプラインの S3s3:GetObjects3:ListBucket バケットポリシーにおよび
アクションを追加します。

2. 連結パイプラインのデータシンクとして使用する 2 つ目の S3 バケットを作成します。
3. CreateMediaCapturePipelineAPI を呼び出して、メディアキャプチャパイプラインを作成します。
4. CreateMediaConcatenationPipelineAPI を呼び出して、メディア連結パイプラインを作成します。

Note

メディアキャプチャパイプライン、メディア連結パイプライン、S3AWS バケットは同じア
カウントにある必要があります。バケットへのアクセスを許可するポリシーを IAM ユーザー
に追加することを忘れないでください。

メディアライブコネクタパイプラインを作成するには

1. 対象のストリーミングプラットフォームのリアルタイムメッセージングプロトコル (RTMP) または 
RTMPS URL (ストリーム URL とストリームキーを組み合わせたもの) を取得します。

2. ソースとシンクが用意できたら、CreateMediaLiveConnectorPipelineAPI を使用してメディアライブ
コネクタパイプラインを作成します。成功すると、Amazon Chime SDK は会議に参加してストリーミ
ングする参加者を作成します。
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Note

メディアパイプラインを停止するためのベストプラクティスとして、DeleteMediaPipelineAPI を
呼び出します。API では、メディアキャプチャパイプラインとメディアライブコネクタパイプラ
インを削除できます。DeleteMediaCapturePipelineAPI を呼び出して、メディアキャプチャパイプ
ラインを削除することもできます。会議が終了すると、すべてのメディアパイプラインが停止し
ます。

メディアキャプチャパイプラインの作成
メディアキャプチャパイプラインは、オーディオ、ビデオ、コンテンツ共有ストリームに加えて、会議イ
ベントやデータメッセージをキャプチャします。すべてのメディアキャプチャパイプラインは、作成した
Amazon Simple Storage Service (S3) バケットにデータを保存します。Amazon Chime SDK ミーティング
ごとに 1 つのメディアキャプチャパイプラインを作成できます。

次のセクションでは、メディアキャプチャパイプラインを作成する方法について説明します。表に示され
た順序に従ってフォローしてください。

トピック
• Amazon S3 バケットの作成 (p. 45)
• Amazon S3 バケットのサーバー側の暗号化の有効化 (p. 46)
• メディアキャプチャアーティファクトの処理 (p. 47)
• オーディオフォルダーの設定 (p. 47)
• ビデオフォルダーの設定 (p. 47)
• データチャンネルフォルダー内のメッセージについて (p. 48)
• S3 バケットフォルダ構造について (p. 48)
• 会議イベントファイルについて (p. 48)
• 文字起こしファイルの理解 (p. 49)
• データストリームを連結する (p. 49)

Amazon S3 バケットの作成
メディアキャプチャパイプラインの Amazon S3 バケットは、Amazon Chime SDKAWS ミーティン
グと同じアカウントに属している必要があります。さらに、Amazon Chime SDK サービスのプリン
シパル mediapipelines.chime.amazonaws.coms3:PutObjectAcl に許可を付与する必要がありま
す。s3:PutObjectこれは Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) で行
うことができます。S3 バケットは、使用可能な Amazon Chime SDK メディアリージョンのいずれかに属
している必要があります。

次の例は、Amazon S3 バケットポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl" ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::Bucket_Name/*", 
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            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "Account_Id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:Account_Id:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon S3 バケットのサーバー側の暗号化の有効化
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのサーバー側の暗号化を有効にするには、以下の
種類の暗号化キーを使用できます。

• Amazon S3 マネージドキー
• Key Management Service (KMS)AWS の顧客管理キー

Note

キー管理サービスは、AWSカスタマー管理キーとマネージドキーの 2 種類のキーをサポートし
ます。Amazon Chime SDK ミーティングでは、カスタマー管理キーのみがサポートされます。

Amazon S3 マネージドキーを使用する

Amazon S3 コンソール、CLI、または REST API を使用して、Amazon S3 バケットのサーバー側の暗号
化を有効にします。どちらの場合も、暗号化キータイプとして Amazon S3 キーを選択してください。
これ以上、何もする必要はありません。バケットをメディアキャプチャに使用すると、アーティファク
トがアップロードされ、サーバー側で暗号化されます。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイド
の「Amazon S3 暗号化の指定」を参照してください。

所有しているキーを使用する

管理するキーによる暗号化を有効にするには、カスタマー管理キーによる Amazon S3 バケットのサー
バー側の暗号化を有効にしてから、Amazon Chime がキーを使用してアップロードされたアーティファク
トを暗号化することを許可するステートメントをキーポリシーに追加する必要があります。

1. KMS でカスタマー管理キーを作成します。その方法については、Amazon S3 ユーザーガイドの「AWS 
KMS(SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化の指定」を参照してください。

2. Amazon Chime SDKGenerateDataKey サービスプリンシパルが使用するキーを
アクションで生成することを許可するステートメントをキーポリシーに追加しま
すmediapipelines.chime.amazonaws.com。

この例は、典型的なステートメントを示しています。

...
{ 
    "Sid": "MediaPipelineSSEKMS", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "kms:GenerateDataKey", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
           "aws:SourceAccount": "Account_Id" 
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        }, 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:Account_Id:*" 
        } 
    }
}
...

3. メディア連結パイプラインを使用する場合は、Amazon Chime SDKkms:Decrypt のサー
ビスプリンシパルにアクションの使用を許可するステートメントをキーポリシーに追加しま
す。mediapipelines.chime.amazonaws.com

4. キーによるサーバー側の暗号化を有効にするように Amazon S3 バケットを設定します。

メディアキャプチャアーティファクトの処理
Amazon Chime SDK ミーティング中に、メディアキャプチャパイプラインは次のタイプのアーティファク
トを作成します。

• オーディオ
• 動画
• データチャネルメッセージ
• ミーティングイベント
• 文字起こしメッセージ

パイプラインは Amazon S3 バケット内の一連のフォルダにアーティファクトを作成します。オーディオ
フォルダとビデオフォルダを設定して、特定の種類のアーティファクトを制限できます。以下のセクショ
ンでは、フォルダ構造、フォルダの設定方法、Amazon S3 バケットのアクセス権限の設定方法、および
アーティファクトファイルを連結する方法について説明します。

オーディオフォルダーの設定
オーディオフォルダーには、ミックスオーディオストリームの5秒間のMP4ファイルが含まれています。
つまり、すべての出席者のオーディオとアクティブなスピーカーのビデオが含まれています。このフォル
ダーには、会議全体のファイルが含まれています。必要に応じて、オーディオアーティファクトのみを含
むようにフォルダーを設定できます。各ファイル名には yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds タイ
ムスタンプが含まれます。タイムスタンプは UTC で、開始時刻を示しています。オーディオアーティファ
クトのみを含むようにフォルダーを設定できます。

"ArtifactsConfiguration": {  
         "Audio": {  
            "MuxType": "AudioOnly" 
         }, 
         "Content": { 
            "State": "Disabled" 
         }, 
         "Video": { 
            "State": "Disabled" 
         } 
      }

ビデオフォルダーの設定
ビデオフォルダーには、ビデオストリームを含む 5 秒の MP4 ファイルと、API リクエストで指定されて
いる場合はコンテンツ共有ストリームが含まれます。各ファイル名には、<attendeeID>出席者 ID を含む 
<yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds >-タイムスタンプが含まれます。コンテンツ共有ビデオ
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チャンクは <yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds >-<attendeeID>#content .mp4 として追加されま
す。ビデオアーティファクトのみを含むようにフォルダーを構成できます。

"ArtifactsConfiguration": {  
         "Audio": {  
            "MuxType": "AudioOnly" 
         }, 
         "Content": { 
            "State": "Disabled" 
         }, 
         "Video": { 
            "MuxType": "VideoOnly" 
            "State": "Enabled" 
         } 
      }

データチャンネルフォルダー内のメッセージについて
データチャネルフォルダーには.txt 形式のデータメッセージが含まれており、各メッセージは JSON オ
ブジェクトです。メッセージはすべての設定オプションとともに表示されます。ファイル名には yyyy-
mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds タイムスタンプが含まれます。この例は、メッセージ内のデータ
フィールドを示しています。

{ 
    "Timestamp": "string",  
    "Topic": "string",  
    "Data": "string",  
    "SenderAttendeeId": "string"
}

S3 バケットフォルダ構造について
メディアキャプチャパイプラインの Amazon S3 バケットは、このフォルダ構造を使用します。

S3 bucket path/ 
  audio 
  video 
  data-channel 
  meeting-events 
  transcription-messages

会議イベントファイルについて
meeting-events フォルダーには.txt 形式のミーティングイベントが格納され、各イベントは JSON オブ
ジェクトです。メッセージはすべての設定オプションとともに表示されます。ファイル名には <yyyy-mm-
dd-hour-min-seconds-milleseconds > のタイムスタンプが含まれます。この例は、一般的なイベントファ
イルのフィールドとデータを示しています。

{ 
    "Timestamp": "string", 
    "EventType": "AttendeeJoined | AttendeeLeft | AttendeeVideoJoined | AttendeeVideoLeft | 
 ActiveSpeaker | CaptureStarted | CaptureEnded  | AudioTrackMute | AudioTrackUnmute", 
    "EventParameters": { 
         # ...
    }
}
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文字起こしファイルの理解
文字起こしメッセージフォルダーには、.txt 形式の文字起こしファイルが含まれています。ただし、
フォルダーはライブ文字起こしを有効にした場合にのみファイルを受け取ります。ライブ文字起こしを
有効化する詳細については、「」を参照してくださいAmazon Chime SDK ライブ文字起こしを使用す
る (p. 62)。

このフォルダーには、文字起こしメッセージの一部とすべてが含まれ、各メッセージは JSON オブジェ
クトです。ファイル名には <yyyy-mm-dd-hour-min-seconds-milleseconds > のタイムスタンプが含まれま
す。文字起こしファイルの例は、でご覧いただけます配信例 (p. 75)。

データストリームを連結する
Note

メディアキャプチャのアーティファクトを連結するプロセスを自動化するには、メディア連結パ
イプラインの作成 (p. 49)このガイドのを参照してください。

この例では、ffmpeg を使用してビデオファイルまたはオーディオファイルを 1 つの mp4 ファイルに連結
します。まず、すべての入力ファイルを含む filelist.txt ファイルを作成します。次の形式を使用してくださ
い。

file 'input1.mp4'
file 'input2.mp4'
file 'input3.mp4'

次に、次のコマンドを使用して入力ファイルを連結します。

ffmpeg -f concat -i filelist.txt -c copy output.mp4

メディア連結パイプラインの詳細については、メディア連結パイプラインの作成 (p. 49)このガイドの
「」を参照してください。

メディア連結パイプラインの作成
メディア連結パイプラインを使用して、メディアキャプチャパイプラインによって生成されたアーティ
ファクト (ファイル) を連結します。

メディアキャプチャパイプラインは、メディアストリームをチャンク化し、それらのアーティファクトを 
S3 バケットに保存することで、会議の内容をキャプチャします。メディアキャプチャパイプラインでは、
次のタイプのアーティファクトが作成されます。

• オーディオ
• 動画
• コンテンツシェア
• データチャネルメッセージ
• 文字起こしメッセージ
• ミーティングイベント
• コンポジットビデオ

メディア連結パイプラインを使用すると、各タイプのアーティファクトを 1 つのファイルに連結し、そ
れらの大きなファイルを S3 バケットに保存できます。メディアキャプチャイベントの終了を待たずにメ
ディア連結パイプラインを作成できますが、連結パイプラインはキャプチャパイプラインが停止したとき
にのみ連結を開始します。

49



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
メディア連結パイプラインの作成

Note

メディアキャプチャパイプライン、メディア連結パイプライン、S3AWS バケットは同じアカウ
ントにある必要があります。

連結パイプラインアーキテクチャ
次の図表は、メディア連結パイプラインのアーキテクチャを示しています。

この図では、CreateMediaCapturePipelineメディアパイプラインコントロールプレーンがリクエストを受
け取ると、メディアパイプラインのデータプレーンでメディアキャプチャパイプラインを起動します。
その後、データプレーンは、キャプチャされたチャンクを 5 秒ごとにキャプチャバケットにプッシュし
ます。CreateMediaConcatenationPipeline要求を受け取ると、メディアパイプラインコントロールプレー
ンは、指定されたメディアキャプチャパイプラインが終了するのを待ってから、メディアパイプラインの
データプレーンでメディア連結パイプラインを開始します。次に、データプレーンはバケット内のキャプ
チャされたチャンクを読み取り、連結されたアーティファクトを連結バケットにプッシュします。

メディア連結パイプラインの構築
Amazon Chime SDK メディア連結パイプラインを作成するには、複数の手順に従います。このプロセスの
ステップを以下に示します。

1. メディアキャプチャパイプラインのデータシンクとして使用する Amazon S3 バケットを作成し、バ
ケットポリシーを設定します。S3 バケットのサーバー側の暗号化の有効化については、このガイドの
「Amazon S3 バケットのサーバー側の暗号化の有効化」を参照してください。メディアキャプチャパ
イプラインで使用する Amazon S3 バケットを作成した場合は、s3:GetObjects3:ListBucketその
バケットのポリシーにおよびアクションを追加する必要があります。s3:ListBucketアクションには
バケットの権限が必要です。その他のアクションには、バケット内のオブジェクトに対するアクセス
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許可が必要です。バケットレベルとオブジェクトレベルのアクセス権限を指定するには、2 つの異なる 
Amazon リソースネーム (ARN) を使用する必要があります。

次の例は、バケットポリシーを示しています。必要に応じてこの例をコピーして貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSChimeMediaCaptureBucketPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": ["mediapipelines.chime.amazonaws.com"] 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]/*", 
                "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]", 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "[Account-Id]" 
                } 
            }, 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:[Account-Id]:*" 
            } 
        }, 
    ],
}

2. メディア連結パイプラインのデータシンクとして使用する Amazon S3 バケットを作成し、バケットポ
リシーを設定します。S3 バケットのサーバー側の暗号化の有効化については、このガイドの「Amazon 
S3 バケットのサーバー側の暗号化の有効化」を参照してください。

次の例は、ポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "AWSChimeMediaConcatenationBucketPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": " AWSChimeMediaConcatenationBucketPolicy ", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": ["mediapipelines.chime.amazonaws.com"] 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::[Bucket-Name]/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "[Account-Id]" 
                } 
            }, 
            "ArnLike": { 
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                "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:*:[Account-Id]:*" 
            } 
        }, 
    ]
}

Note

メディアキャプチャとメディア連結パイプラインには、単一の S3 バケットを使用できます。
ただし、その場合は、手順 2s3:GetObjects3:ListBucket で示したメディア連結バケット
ポリシーにおよび権限を追加する必要があります。連結バケットポリシーにこれらの権限を持
たせたくない場合は、パイプラインごとに個別のバケットを作成します。

3. CreateMediaCapturePipelineAPI を使用してメディアキャプチャパイプラインを作成します。その一環
として、パイプラインの ARN を取得します。ARN の取得については、を参照してくださいパイプライ
ン作成の概要 (p. 43)。ARN は次のステップで使用します。

4. CreateMediaConcatenationPipelineAPI を使用して連結パイプラインを作成します。

次の例は、リクエストボディを示しています。Path フィールドはオプションで、デフォルトは連結パ
イプラインの ID です。

Note

過去 30MediaPipelineArn 日以内に作成されたものを使用する必要があります。

{ 
    "Sources": [ 
        { 
            "Type": "MediaCapturePipeline", 
            "MediaCapturePipelineSourceConfiguration": { 
                "MediaPipelineArn": "[Media_Pipeline_Arn]",  //must be <30 days old 
                "ChimeSdkMeetingConfiguration": { 
                    "ArtifactsConfiguration": { 
                        "Audio": { 
                            "State": "Enabled" 
                        }, 
                        "Video": { 
                            "State": "Enabled | Disabled" 
                        }, 
                        "Content": { 
                            "State": "Enabled | Disabled" 
                        }, 
                        "DataChannel": { 
                            "State": "Enabled | Disabled" 
                        }, 
                        "TranscriptionMessages": { 
                            "State": "Enabled | Disabled" 
                        }, 
                        "MeetingEvents": { 
                            "State": "Enabled | Disabled" 
                        }, 
                        "CompositedVideo": { 
                            "State": "Enabled | Disabled" 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "Sinks": [ 
        { 
            "Type": "S3Bucket", 
            "S3BucketSinkConfiguration": { 
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                "Destination": "arn:aws:s3:::[Bucket_Name]/[Path]" 
            } 
        } 
    ]
}

キャプチャパイプラインが停止するたびに連結が開始されます。連結パイプラインは、連結が完了する
と停止します。

S3 バケットフォルダ構造について
メディア連結パイプラインの Amazon S3 バケットは、このフォルダ構造を使用します。

S3 bucket path/ 
  audio 
  video 
  data-channel 
  meeting-events 
  transcription-messages

Note

メディアパイプラインの作成時にプレフィックスを指定すると、フォルダーへのパスはバケット
名/プレフィックスになります。プレフィックスがないと、パスはバケット名/メディアパイプライ
ン ID になります。DestinationS3BucketSinkConfigurationオブジェクトのフィールドに
プレフィックスを指定します。連結されたファイル名は、メディアファイルの場合はメディアパ
イプライン ID .mp4、テキストファイルの場合はメディアパイプライン ID .txt で構成されます。

メディアライブコネクタパイプラインの作成
以下のセクションでは、メディアライブコネクタパイプラインのリアルタイムメッセージングプロトコル 
(RTMP)、オーディオ、ビデオの設定を一覧表示して説明します。

RTMP 設定

メディアライブコネクタパイプラインは TLS/SSL 接続経由の RTMP をサポートします。シンク URL は、
ストリーム URL とストリームキーで構成されます。URL は次の形式に従います。

rtmp(s)://stream-server/stream-key

次の例は、一般的なストリーミングプラットフォームへの接続方法を示します。

• Amazon インタラクティブビデオサービス (IVS) — rtmps: //a1b2c3d4e5f6.global-tribute.live-video.net: 
443/app/ IVS-Stream-key

• YouTube— rtmps: //a.youtube.com/live2/ #######
• Twitch — rtmps: //live.twitch.tv/app/ primary-stream-key

Important

RTMPS は暗号化を使用して、不正なエンティティによってストリームが傍受されないようにし
ます。ベストプラクティスとして、データセキュリティを強化する必要がある場合は RTMPS を
使用してください。

オーディオ設定

メディアライブコネクタパイプラインは、次のオーディオ設定をサポートします。

• コーデック — AAC
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• サンプルレート — 44100 ヘルツまたは 48000 ヘルツ デフォルト:44100 Hz です。
• チャンネル — モノラルまたはステレオ。デフォルmono。

動画設定

メディアライブコネクタパイプラインは H264 エンコーダーを使用します。1280x720のHDまたは
1920x1080のFHDを使用できます。どちらの解像度も 1 秒あたり 30 フレーム、2 秒おきにキーフレーム
を使用します。

メディアライブコネクタパイプラインの停止

メディアライブコネクタパイプラインを停止するためのベストプラクティスとし
て、DeleteMediaPipelineAPI を呼び出します。IVS などのストリーミングプラットフォームでストリーム
を終了しても、メディアライブコネクタパイプラインは停止しません。

メディアパイプラインのコンポジティングを有効にす
る
Amazon Chime SDK メディアパイプラインは、オーディオ、ビデオ、コンテンツ共有ストリームの合成を
サポートしていますが、グリッドビューを使用する必要があります。ビューではデフォルトのビデオ解像
度である 1280 x 720 が使用されますが、1920 x 1080 を使用することもできます。

グリッドビューでは、コンテンツ共有を有効にするかどうかによって、さまざまな画面レイアウトが表示
されます。

• コンテンツ共有なし — 各ビデオストリームは 1 つのタイルを占有し、タイル数に基づいて自動的に拡
大縮小されます。タイルは、これもタイルの数に基づいて行と列に自動的に配置されます。ビデオ最大
例は 25 です。

• コンテンツ共有を有効にする — コンテンツ共有を有効にすると、次のレイアウトオプションが表示され
ます。
• PresenterOnlyコンテンツ共有とプレゼンターのビデオを表示します。topLeftデフォルト

で、topRightbottomLeft、、bottomRighttopRightをロケーションとして使用できます。

次の例は、レイアウトをプログラム的に実装する方法を示しています。

{ 
    "CompositedVideo": { 
    "Layout": "GridView", 
    "Resolution": "FHD", 
     "GridViewConfiguration": { 
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         "ContentShareLayout": "PresenterOnly", 
         "PresenterOnlyConfiguration": {  
             "PresenterPosition": "TopRight" 
             } 
         } 
     }
}         
           

• Horizontalコンテンツ共有とその下にある最新の 4 つのビデオストリームを表示します。バックエ
ンドロジックは、参加者がビデオを有効化した時間によってビデオタイルをソートします。ビデオを
有効にすると、プレゼンターが左側に表示されます。

次の例は、水平レイアウトをプログラム的に実装する方法を示しています。

{ 
     "CompositedVideo": { 
     "Layout": "GridView", 
      "Resolution": "FHD", 
      "GridViewConfiguration": { 
          "ContentShareLayout": "Horizontal" 
          } 
      }
}

• Verticalコンテンツ共有と最新の 4 本の動画が右側に積み上げられて表示されます。バックエンド
ロジックは、参加者がビデオを有効化した時間によってビデオタイルをソートします。プレゼンター
は、ビデオを有効にすると最初のタイルに表示されます。

次の例は、垂直レイアウトにプログラム的に実装する方法を示しています。

{ 
     "CompositedVideo": { 
     "Layout": "GridView", 
      "Resolution": "FHD", 
      "GridViewConfiguration": { 
          "ContentShareLayout": "Vertical" 
          } 
      }
}
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Amazon Chime SDK ミーティング用のサービスリン
クロールの作成
以下のセクションでは、Amazon Chime SDK の会議でサービスにリンクされたロールを作成する方法につ
いて説明します。

トピック
• ロール権限の設定 (p. 56)
• サービスにリンクされたロールの作成 (p. 56)
• サービスにリンクされたロールを編集する (p. 57)
• サービスにリンクされたロールの削除 (p. 57)
• サービスにリンクされたロールをサポートするリージョン (p. 57)

ロール権限の設定
メディアパイプラインは、というサービスにリンクされたロールを使用しま
すAWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines。このロールにより、キャプチャ
パイプラインはユーザーに代わって Amazon Chime SDK ミーティングにアクセスできま
す。mediapipelines.chime.amazonaws.comロールはサービスを信頼します。

ロールのアクセス許可ポリシーは、AWSすべてのリソースに対して以下のアクションを完了することを 
Amazon Chime SDK に許可します。

• chime:CreateAttendee
• chime:DeleteAttendee
• chime:GetMeeting

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をユーザー、グループ、ロールなどの IAM エンティ
ティに許可するには、許可を設定する必要があります。権限の詳細については、IAM ユーザーガイド
の「サービスにリンクされたロールの権限」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成
IAM コンソールを使用して、Amazon Chime SDK メディアパイプラインで使用するためのサービスにリン
クされたロールを作成できます。これらのステップを完了するには、IAM 管理者権限が必要です。お持ち
でない場合、システム管理者に相談してください。

ロールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ でAWSマネジメントコンソールにサインインし、IAM コンソー
ルを開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. AWS サービスロールタイプを選択し、Chime SDK メディアパイプラインを選択します。

IAM ポリシーが表示されます。
4. ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにして、[次へ:タグ] を選択します。
5. [Next: Review] (次へ: 確認) を選択します。
6. 必要に応じて説明を編集してから [Create role] (ロールの作成) を選択します。

AWSCLI またはAWS API を使用して mediapipelines.chime.amazonaws.com というサービスにリンクされ
たロールを作成することもできます。AWSCLI で、次のコマンドを実行します。
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aws iam create-service-linked-role --aws-service-name mediapipelines.chime.amazonaws.com

ロールの作成の詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照
してください。このロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度作成できます。

サービスにリンクされたロールを編集する
AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelinesサービスにリンクされたロールを編集することはで
きません。ロールを作成したら、他のエンティティがそのロールを参照している可能性があるため、その
名前を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳
細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが不要になった場合には、削除することをお勧めします。その
ためには、まずそのロールを使用するメディアパイプラインを削除します。AWSCLI または
DeleteMediaCapturePipelineAPI を使用してパイプラインを削除できます。

CLI を使用してパイプラインを削除する

AWSCLI でこのコマンドを使用して、アカウントのメディアパイプラインを削除します。

aws chime-sdk-media-pipelines delete-media-capture-pipeline --media-pipeline-id Pipeline_Id

API を使用してパイプラインを削除する

DeleteMediaCapturePipelineAPI を使用して、アカウントのメディアパイプラインを削除します。

ロールの削除

パイプラインを削除したら、IAM コンソール、AWS CLI、AWS API を使用してロールを削除します。ロー
ルの削除に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの削除」を参
照してください。

サービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
Amazon Chime SDK では、AWSこれが利用可能なすべてのリージョンにおいて、サービスにリンクされ
たロールの使用がサポートされます。詳細については、『Amazon Web Services 全般的なリファレンス』
の「Amazon Chime SDK のエンドポイントとクォータ」を参照してください。

メディアパイプラインイベントの使用
メディアパイプラインの種類ごとにライフサイクルイベントが送信され、これを使用して通知をトリガー
したり、ダウンストリームのワークフローを開始したりできます。メディアパイプラインを使用する例を
いくつか以下に示します。

• メディアパイプラインの完了後にキャプチャしたメディアを処理します。
• メディアパイプラインに一時的な障害が発生した場合に会議参加者に通知します。
• メディアパイプラインに恒久的に障害が発生した場合に会議を停止します。

イベントは EventBridge、Amazon、Amazon Simple Notification Service (SNS)、および Amazon Simple 
Queue Service (SQS) に送信できます。Amazon にイベントを送信する場合 EventBridge、Amazon Chime 
SDK はすべてのベストエフォート配信で、これは SDK EventBridge がすべてのイベントを送信しようと
するけれどもまれにイベントが配信されないことを意味します。詳細については、Amazon EventBridge 
ユーザーガイドの「AWSサービスからのイベント」を参照してください。
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Amazon Chime SDK メディアパイプラインが作成

Amazon Chime SDK は、メディアパイプラインが作成されたときにこのイベントを送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0",  
    "id": "5ee6265a-0a40-104e-d8fd-a3b4bdd78483",  
    "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": "111122223333",  
    "time": "2021-07-28T20:20:49Z",  
    "region": "us-east-1",  
    "resources": [],  
    "detail": { 
        "version": "0",  
        "eventType": "chime:MediaPipelineInProgress",  
        "timestamp": 1627503649251,  
        "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706",  
        "externalMeetingId": "Meeting_Id", 
        "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491",  
        "mediaRegion": "ap-southeast-1" 
    }
}

Amazon Chime SDK メディアパイプラインが削除されました

Amazon Chime SDK は、メディアパイプラインが削除されたときにこのイベントを送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f", 
    "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "365135496707", 
    "time": "2021-07-28T20:21:50Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "version": "0", 
        "eventType": "chime:MediaPipelineDeleted", 
        "timestamp": 1627503710485, 
        "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706", 
        "externalMeetingId": "Meeting_Id", 
        "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491", 
        "mediaRegion": "ap-southeast-1" 
    }
}

Amazon Chime SDK メディアパイプラインに一時的な障害が発生しています

Amazon Chime SDK は、メディアパイプラインに一時的な障害が発生した場合にこのイベントを送信しま
す。
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例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "abc141e1-fc2e-65e8-5f18-ab5130f1035a", 
    "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "365135496707", 
    "time": "2021-07-28T21:16:42Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "version": "0", 
        "eventType": "chime:MediaPipelineTemporaryFailure", 
        "timestamp": 1627507002882, 
        "meetingId": "7a5434e3-724a-4bbb-9eb6-2fb209dc0706", 
        "externalMeetingId": "Meeting_Id", 
        "mediaPipelineId": "ebd62f4e-04a9-426d-bcb0-974c0f266400", 
        "mediaRegion": "eu-south-1" 
    }
}

Amazon Chime SDK メディアパイプラインが一時的な障害発生後に再開される

Amazon Chime SDK は、一時的な障害が発生してメディアパイプラインが再開したときにこのイベントを
送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f", 
    "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "365135496707", 
    "time": "2021-07-28T20:21:50Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "version": "0", 
        "eventType": "chime:MediaPipelineResumed", 
        "timestamp": 1627503710485?, 
        "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706", 
        "externalMeetingId": "Meeting_Id", 
        "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491", 
        "mediaRegion": "ap-southeast-1" 
    }
}

Amazon Chime SDK メディアパイプラインの永続的な障害

Amazon Chime SDK は、メディアパイプラインに完全に障害が発生したときにこのイベントを送信しま
す。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。
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{ 
    "version": "0", 
    "id": "9e11e429-97fd-9532-5670-fac3f7abc05f", 
    "detail-type": "Chime Media Pipeline State Change", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "365135496707", 
    "time": "2021-07-28T20:21:50Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "version": "0", 
        "eventType": "chime:MediaPipelinePermanentFailure", 
        "timestamp": 1627503710485, 
        "meetingId": "1e6bf4f5-f4b5-4917-b8c9-bda45c340706", 
        "externalMeetingId": "Meeting_Id", 
        "mediaPipelineId": "e40ee45e-2ed1-408e-9156-f52b8208a491", 
        "mediaRegion": "ap-southeast-1" 
    }
}

Amazon S3 バケット許可をセッティングする
Amazon S3 バケットを作成していない場合は、必ず会議を主催するアカウントとそのリージョンに作成し
てください。また、サービスに適切なアクセス許可を付与 Amazon S3 バケットを作成する方法の詳細に
ついては、「」を参照してくださいAmazon S3 バケットの作成 (p. 45)。

メディアパイプラインイベントの送信先 CloudTrail
AWS CloudTrail AWSアカウントを作成すると有効になります。ユーザーがメディアパイプライン SDK で
サポートされている API を呼び出すと、その API CloudTrail AWSのアクティビティが他のイベントととも
にイベント履歴に記録されます。メディアパイプラインイベントは、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 ユーザーガイドの「 CloudTrail イベント履歴によるイベ
ントの表示」を参照してください。

メディアパイプラインのイベントを継続的に記録するには、トレイルを作成できます。追跡は、ログファ
イルをAmazon S3 CloudTrail バケットに配信できます。以下に、データには、API を呼び出したユー
ザー、API を呼び出すために使用された IAM ロール、およびタイムスタンプが含まれます。使用方法の詳
細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの CloudTrail 「ロギングとモニタリング」を参照してく
ださい。

{ 
   "Records": [     
   { 
      "eventVersion": "1.08", 
      "userIdentity": { 
          "type": "AssumedRole", 
          "principalId": "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV:user-name", 
          "arn": "arn:aws:sts::123456789101:assumed-role/role-name/user-name", 
          "accountId": "109876543210", 
          "accessKeyId": "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV", 
          "sessionContext": { 
              "sessionIssuer": { 
                  "type": "Role", 
                  "principalId": "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV", 
                  "arn": "arn:aws:iam::109876543210:role/role-name", 
                  "accountId": "012345678910", 
                  "userName": "user-name" 
                  }, 
          "webIdFederationData": {}, 
          "attributes": { 
              "mfaAuthenticated": "false", 
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              "creationDate": "2022-03-08T19:34:55Z" 
              } 
          } 
      }, 
      "eventTime": "2022-03-08T20:28:41Z", 
     "eventSource": "chime-sdk-media-pipelines.amazonaws.com", 
     "eventName": "CreateMediaCapturePipeline", 
     "awsRegion": "us-east-1", 
     "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
     "userAgent": "[]/[]", 
     "requestParameters": { 
         "sourceType": "ChimeSdkMeeting", 
         "sourceArn": "Hidden_For_Security_Reasons", 
         "sinkType": "S3Bucket", 
         "sinkArn": "Hidden_For_Security_Reasons", 
         "chimeSdkMeetingConfiguration": { 
             "artifactsConfiguration": { 
                 "audio": { 
                    "muxType": "AudioOnly" 
                 }, 
            "video": { 
                "state": "Enabled", 
                "muxType": "VideoOnly" 
                }, 
            "content": { 
                "state": "Enabled", 
                "muxType": "ContentOnly" 
                } 
            } 
        } 
      }, 
     "responseElements": { 
        "mediaCapturePipeline": { 
        "mediaPipelineId": "pipeline-uuid", 
        "sourceType": "ChimeSdkMeeting", 
        "sourceArn": "Hidden_For_Security_Reasons", 
        "status": "Initializing", 
        "sinkType": "S3Bucket", 
        "sinkArn": "Hidden_For_Security_Reasons", 
        "createdTimestamp": "2022-03-08T20:28:41.336Z", 
        "updatedTimestamp": "2022-03-08T20:28:41.463Z", 
        "chimeSdkMeetingConfiguration": { 
            "artifactsConfiguration": { 
                "audio": { 
                    "muxType": "AudioOnly" 
                }, 
            "video": { 
                "state": "Enabled", 
                 "muxType": "VideoOnly" 
                 }, 
             "content": { 
                 "state": "Enabled", 
                 "muxType": "ContentOnly" 
                 } 
              } 
            } 
          } 
      }, 
      "requestID": "request-id", 
      "eventID": "event-id", 
     "readOnly": false, 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "managementEvent": true, 
      "eventCategory": "Management", 
      "recipientAccountId": "112233445566", 
      "tlsDetails": { 
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          "tlsVersion": "TLSv1.2", 
          "clientProvidedHostHeader": "example.com" 
       } 
    },   
  ]
}

文字起こしを解析する
次のコマンドを使用して、文字起こしメッセージから文字起こしコンテンツを解析します。このコマンド
は、transcript-message.txt ファイルから完全な文を解析します。

with open('transcript-message.txt') as f: 
        for line in f: 
            result_json = json.loads(line)["transcript"]["results"][0] 
            if result_json['isPartial'] == False: 
                print(result_json["alternatives"][0]["transcript"])

Amazon Chime SDK ライブ文字起こしを使用する
Amazon Chime SDK のライブ文字起こしを使用して、ユーザー属性付きの会議のライブトランスクリ
プトを生成します。Amazon Chime SDK のライブ文字起こしは、Amazon Transcribe および Amazon 
Transcribe Medical サービスと統合して、進行中の Amazon Chime SDK 会議のトランスクリプトを生成し
ます。

Amazon Chime SDK のライブ文字起こしは、マルチスピーカーシナリオでの精度を向上させるために、
各ユーザーの音声を個別に処理します。Amazon Chime SDK は、アクティブトーカーアルゴリズムを使用
して上位 2 人のアクティブトーカーを選択し、そのオーディオを別々のチャンネルで 1 つのストリームで 
Amazon Transcribe に送信します。会議の参加者は、Amazon Chime SDK データメッセージを介してユー
ザー属性付きの文字起こしを受け取ります。文字起こしは、字幕の表示、会議の議事録の作成、内容分析
への使用など、さまざまな方法で使用できます。

ライブ文字起こしでは、会議の文字起こしが行われている間、Amazon Transcribe へのストリームを 1 
つ使用します。Amazon と Amazon Amazon と Amazon Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と 
Amazon Transcribe と Amazon Transcribe 詳細については、「Amazon Transcribe 料金表」を参照してく
ださい。使用状況や請求に関するご質問は、AWSアカウントマネージャーにお問い合わせください。

Important

Amazon Chime SDK のライブ文字起こしはAmazon Transcribe を利用しています。Amazon 
Transcribe の使用にはAWS、AWS Machine Learning および人工知能サービスに固有の条件を含
むサービス規約が適用されます。

トピック
• システムアーキテクチャ (p. 63)
• 使用料の請求および使用状況 (p. 63)
• アカウントの設定 (p. 63)
• 文字起こしオプションの選択 (p. 63)
• 文字起こし開始と停止 (p. 66)
• 文字起こしパラメータ (p. 69)
• 文字起こしイベント (p. 69)
• 文字起こしメッセージ (p. 72)
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• 配信例 (p. 75)

システムアーキテクチャ
Amazon Chime SDK は、お客様の Amazon Transcribe または Amazon Transcribe Medical アカウントと
のサービス側の統合により、AWS音声がネットワークから流出することなく、リアルタイムで会議の文字
起こしを作成します。精度を高めるため、ユーザーの音声は個別に処理され、ミーティングにミックスさ
れます。Amazon Chime SDK は、アクティブトーカーアルゴリズムを使用して上位 2 人のアクティブトー
カーを選択し、そのオーディオを 1 つのストリームを介して別々のチャネルで Amazon Transcribe または 
Amazon Transcribe Medical に送信します。待ち時間を短縮するために、ユーザーが入力した文字起こし
は、データメッセージを介してすべての会議参加者に直接送信されます。メディアパイプラインを使用し
て会議の音声をキャプチャすると、会議のトランスクリプション情報もキャプチャされます。

A diagram showing the data flow of meeting transcription.

使用料の請求および使用状況
ライブ文字起こしでは、会議の文字起こしが行われている間、Amazon Transcribe または Amazon 
Transcribe Medical へのストリームを 1 つ使用します。Amazon と Amazon Amazon と Amazon Amazon 
Transcribe と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe 詳細については、
「Amazon Transcribe のクォータ」を参照してください。使用状況や請求に関するご質問は、AWSアカウ
ントマネージャーにお問い合わせください。

アカウントの設定
Amazon Chime SDK のライブ文字起こしを使用する前に、AWSアカウントの Amazon Chime SDK に 
Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Medical を呼び出すためのアクセス許可を与える必要がありま
す。そのためには、Chime 文字起こしサービスにリンクされたロールをアカウントに追加します。ライブ
文字起こし用のサービスにリンクされたロールの作成については、Amazon Chime SDK 管理ガイドの「ラ
イブ文字起こしによるロールの使用」を参照してください。IAM サービスリンクされたロールの詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクされたロール」を参照してください。

文字起こしオプションの選択
Amazon Chime SDK のライブ文字起こしを使用するときは、AWSアカウントで Amazon Transcribe 起
こしまたは Amazon 文字起こし医療を使用します。Amazon Transcribe がサポートするすべてのスト
リーミング言語に加えて、カスタムボキャブラリやボキャブラリフィルターなどの機能を利用できま
す。Amazon Transcribe Medical を使用する場合、医療の専門分野や会話の種類を選択し、オプション
で任意のカスタムボキャブラリーを提供できます。Amazon と Amazon Amazon と Amazon Amazon 
Transcribe と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe
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文字起こしオプションを選択するプロセスは次の手順に従います。

ステップ 1: 文字起こしサービスの選択
Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Medical のどちらのトランスクリプションサービスを使用する
かを決める必要があります。

ユースケースで医療用の音声テキスト変換機能が必要な場合は、Amazon Transcribe Medical を使用する
ことをお勧めします。それ以外のすべてのユースケースでは、おそらく Amazon Transcribe を使用するこ
とをお勧めします。

StartMeetingTranscriptionAPI を呼び出すときに使用する文字起こしサービスを指定します。

• Amazon 文字起こしを使用するには、TranscriptionConfiguration幅を指定してくださ
いEngineTranscribeSettings。

• Amazon Transcribe メディカルを使用するには、TranscriptionConfiguration幅を指定してくださ
いEngineTranscribeMedicalSettings。

ステップ 2: 転写領域の選択
AWS文字起こしサービスの地域を選択する必要があります。Amazon Transcribe と Amazon Transcribe 
MedicalAWS で利用できるリージョンの詳細については、AWS地域サービスの表を参照してください。

一般的に、会議のメディアリージョンと文字起こしリージョンの間の待ち時間が最も短いほど、最高
のユーザーエクスペリエンスが得られます。レイテンシーを最低限に抑えるために、メディアと文字起
こしに同じリージョンを使用してください。ただし、規制要件や Amazon Transcribe または Amazon 
Transcribe Medical を設定した地域など、地域を選択する際に考慮すべき他の要素がある場合がありま
す。

Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Medical のカスタムボキャブラリーやボキャブラリーフィル
ターなどの機能は、地域によって異なります。これらの機能のいずれかを設定する場合は、AWSライブ文
字起こしを使用する予定のすべてのリージョンで同じ設定を行う必要があります。または、すべてのミー
ティングに同じ Amazon Transcribe リージョンを使用することもできます。

文字起こしサービスが使用するリージョンを指定できます。そのために
は、StartMeetingTranscription API を呼び出すときに、Region文字起こしエンジン設定のフィー
ルドに地域名を追加します。リージョンを指定しない場合、Amazon Chime SDK は会議のメディアリー
ジョンで文字起こしサービスを使用しようとします。Amazon Chime SDK に文字起こしサービスのリー
ジョンを自動的に選択させるには、autoRegionフィールドに指定します。これを行うと、Amazon 
Chime は、以下の表で説明されているように、会議のメディア地域に基づいて文字起こしサービス
の地域を選択します。StartMeetingTranscriptionAPI の詳細については、文字起こし開始と停
止 (p. 66)このガイドの「」を参照してください。

Note

Amazon Chime SDK、Amazon Transcribe、Amazon Transcribe Medicalによりより多くのリー
ジョンが利用可能になったためAWS、Amazon Chime SDK によって選択される文字起こし領域
は変更される可能性があります。

Amazon Amazon Transcribe のクォータ

Amazon Chime SDK メディア
リージョン

リージョンコード 文字起こしリージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2 us-east-2
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Amazon Chime SDK メディア
リージョン

リージョンコード 文字起こしリージョン

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1 us-west-2

米国西部 (オレゴン) us-west-2 us-west-2

アフリカ (ケープタウン)** af-south-1 eu-west-2

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1 eu-west-2

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2 ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

ap-southeast-1 ap-northeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2 ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 ap-northeast-1

カナダ (中部) ca-central-1 ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 eu-central-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1 eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2 eu-west-2

欧州 (ミラノ)** eu-south-1 eu-central-1

欧州 (パリ) eu-west-3 eu-central-1

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 eu-central-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1 sa-east-1

GovCloud (米国東部) us-gov-east-1 us-gov-west-1

GovCloud (米国西部) us-gov-west-1 us-gov-west-1

Amazon Transcribe のクォータ

Amazon Chime SDK メディア
リージョン

リージョンコード 文字起こしリージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2 us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1 us-west-2

米国西部 (オレゴン) us-west-2 us-west-2

アフリカ (ケープタウン)** af-south-1 eu-west-1

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1 eu-west-1

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2 us-west-2
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Amazon Chime SDK メディア
リージョン

リージョンコード 文字起こしリージョン

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

ap-southeast-1 ap-southeast-2

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2 ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 us-west-2

カナダ (中部) ca-central-1 ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 eu-west-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1 eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2 us-east-1

欧州 (ミラノ)** eu-south-1 eu-west-1

欧州 (パリ) eu-west-3 eu-west-1

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 eu-west-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1 us-east-1

Note

アスタリスク (*) の付いた地域でライブ文字起こしを使用するには、AWSまずアカウントでその
リージョンを有効にする必要があります。詳細については、『AWS一般リファレンス』の「リー
ジョンの有効化」を参照してください。

各サービスのリージョンおよびエンドポイントの詳細については、以下を参照してください。

• Amazon Chime SDK メディアリージョン
• Amazon Transcribe エンドポイントとクォータ
• Amazon Transcribe エンドポイントとクォータ

ステップ 3: サービスクータを確認する
ライブ文字起こしを使用する各 Amazon Chime SDK ミーティングには、Amazon Transcribe または 
Amazon Transcribe Medical への HTTP/2 ストリームが 1 つだけ必要です。どちらのサービスにも、同
時の HTTP/2 ストリームの数と 1 秒あたりの開始ストリームのトランザクション数について、地域ごと
のサービス割り当てがあります。クォータの詳細については、Amazon Transcribe 開発者ガイドの「ガ
イドラインとクォータ」を参照してください。クォータの増加については、AWSコンソールの「Service 
Quotas タ」を参照してください。

文字起こし開始と停止
Amazon Chime SDK StartMeetingTranscriptionAPI を使用して、TranscriptionConfiguration会議
にを適用することで会議の文字起こしを開始します。Amazon Chime SDK コントローラーは、設定を
ミーティングに非同期で転送します。会議の文字起こしジョブイベント、または失敗は、Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) と Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) EventBridge を
通じてメッセージで通知されます。

文字起こし開始
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この例では、Amazon Transcribe を使用してライブ文字起こしを開始する方法を示します。

POST /meetings/meetingId/transcription?operation=start HTTP/1.1  
Content-type: application/json
{ 
    "TranscriptionConfiguration": { 
        "EngineTranscribeSettings": { 
            "LanguageCode": "en-US",   
            "VocabularyFilterMethod": "tag", 
            "VocabularyFilterName": "profanity", 
            "VocabularyName": "lingo", 
            "Region": "us-east-1" 
            "EnablePartialResultsStabilization": true,   
            "PartialResultsStability": "high",   
            "ContentIdentificationType": "PII",   
            "ContentRedactionType": "PII",   
            "PiiEntityTypes": "ALL",   
            "LanguageModelName": "language-model" 
        } 
    }
}

この例では、Amazon Transcribe でライブ文字起こしを開始する方法を示します。

POST /meetings/meetingId/transcription?operation=start HTTP/1.1  
Content-type: application/json
{   
    "TranscriptionConfiguration": { 
        "EngineTranscribeMedicalSettings": { 
            "LanguageCode": "en-US", 
            "Specialty": "PRIMARYCARE", 
            "Type": "CONVERSATION", 
            "VocabularyName": "lingo", 
            "Region": "us-east-1", 
           "ContentIdentificationType": "PHI",  
        } 
   }
}

StartMeetingTranscription— 会議の文字起こしを開始します。

ミーティングID — CreateMeeting API によって返されるミーティングの ID。

TranscriptionConfiguration— ライブトランスクリプションのパラメータをカプセル化しま
す。1 つの設定、EngineTranscribeSettingsまたは 1 つだけ指定する必要がありま
すEngineTranscribeMedicalSettings。

EngineTranscribeSettings— Amazon 文字起こしの使用を指定し、その設定を Amazon Transcribe に渡し
ます。

LanguageCode— 必須。

VocabularyFilterMethod— オプション。

VocabularyFilterName— オプション。

VocabularyName— オプション。

リージョン — オプション。

EnablePartialResultsStabilization— オプション。
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PartialResultsStability— オプション。

ContentIdentificationType— オプション。

ContentRedactionType— オプション。

PiiEntityTypes — オプション。

LanguageModelName— オプション。
EngineTranscribeMedicalSettings— Amazon Transcribe メディカルの使用を指定し、その設定を Amazon 
Transcribe メディカルに渡します。

LanguageCode— 必須。

専門分野 — 必須。

タイプ — 必須。

VocabularyName— オプション。

リージョン — オプション。

ContentIdentificationType— オプション。

レスポンス

Amazon と Amazon Amazon Amazon と Amazon Amazon Transcribe と Amazon Amazon Transcribe と 
Amazon Transcribe と Amazon Transcribe

• OK(200) 本文が空の場合、TranscriptionConfiguration会議への適用が成功した場合

エラーメッセージ

Amazon と Amazon Amazon と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と 
Amazon Transcribe と Amazon Transcri

• BadRequestException (400):入力パラメータがサービスの制限と一致しません。
• ForbiddenException (403):クライアントはリクエストを行うことを永久に禁止されています。
• NotFoundException (404):meetingIdは存在しません。
• ResourceLimitExceededException (400):リクエストがリソース制限を超えています。たとえ

ば、ライブ文字起こしが有効になっている会議が多すぎます。
• ServiceFailureException (500):サービス中に予期しないエラーが発生しました。
• ServiceUnavailableException (503):現在、サービスをご利用いただけません。
• ThrottledClientException (429):クライアントはリクエストのレート制限を超えました。
• UnauthorizedClientException (401):クライアントには現在、リクエストを行う権限がありませ

ん。

StartMeetingTranscriptionもう一度電話をかけると、TranscriptionConfiguration会議に適用
された内容が更新されます。

文字起こしジョブイベント

StopMeetingTranscriptionAPI を使用して、meetingID特定の文字起こしを削除して会議を終了しま
す。TranscriptionConfiguration会議を終了すると、文字起こしが自動的に停止します。
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この例は、を呼び出すリクエスト構文を示していますStopMeetingTranscription。

POST/meetings/meetingId/transcription?operation=stop HTTP/1.1

レスポンス

Amazon と Amazon Amazon Amazon と Amazon Amazon Transcribe と Amazon Amazon Transcribe と 
Amazon Transcribe と Amazon Transcribe

• OKTranscriptionConfiguration会議から正常に削除できた場合は、(200) を本文が空欄にしてくだ
さい。

エラーメッセージ

Amazon と Amazon Amazon と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と Amazon Transcribe と 
Amazon Transcribe と Amazon Transcri

• BadRequestException (400):入力パラメータがサービスの制限と一致しません。
• ForbiddenException (403):クライアントはリクエストを行うことを永久に禁止されています。
• NotFoundException (404):meetingIdは存在しません。
• ServiceFailureException (500):サービス中に予期しないエラーが発生しました。
• ServiceUnavailableException (503):現在、サービスをご利用いただけません。
• ThrottledClientException (429):クライアントはリクエストのレート制限を超えました。
• UnauthorizedClientException (401):クライアントには現在、リクエストを行う権限がありませ

ん。

文字起こしパラメータ
Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Medical API には、ストリーミング文字変換を開
始するときに、StartStreamTranscriptionやなど、さまざまなパラメータが用意されていま
すStartMedicalStreamTranscription。Amazon Chime SDK がパラメータの値を事前に決定しな
い限り、StartMeetingTranscription API でこれらのパラメータを使用できます。たとえ
ば、MediaEncodingMediaSampleRateHertzとパラメータは Amazon Chime SDK によって自動的に設
定されるため使用できません。

Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Medical はパラメータを検証するので、新しいパラメータ値
が利用可能になり次第、すぐに使用できます。たとえば、Amazon Transcribe Medical が新しい言語のサ
ポートを開始した場合、LanguageCodeパラメータに新しい言語値を指定するだけで済みます。

文字起こしイベント
Amazon Chime SDK は文字起こしライフサイクルイベントを送信します。これを使用して通知をトリガー
し、ダウンストリームのワークフローを開始できます。文字起こしイベントの使用例をいくつか次に示し
ます。

• Amazon Chime SDK ミーティングにおけるライブトランスクリプションの採用状況の測定
• 言語設定のストリーミング

Amazon EventBridge、Amazon、Amazon、Amazon Simple Notification Service (SNS)、および 
Amazon Simple Notification Service (SNS)、および Amazon Simple Queue Service (SQS) に送信できま
す。Amazon Chime SDK は EventBridge、ベストエフォート配信を使用します。これは、SDK がすべて
のイベントを送信しようとするけれどもまれにイベントが配信されないことがあることを意味します。 
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EventBridge詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「AWSサービスからのイベント」を
参照してください。

Amazon Chime SDK 会議の文字起こしが開始されました

Amazon Chime SDK は、会議の文字起こしが開始されたとき、TranscriptionConfigurationまたはが更新さ
れたときに、このイベントを送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": "111122223333",  
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",  
    "region": "us-east-1",  
    "detail-type": "Chime Meeting State Change",  
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
    "resources": [] 
    "detail": { 
        "version": "0",  
        "eventType": "chime:TranscriptionStarted", 
        "timestamp": 12344566754, 
        "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
        "externalMeetingId": "mymeeting", 
        "mediaRegion": "us-west-1", 
        "transcriptionRegion": "us-west-2", 
        "transcriptionConfiguration": "{...}" 
    }
}

Amazon Chime SDK 会議の文字起こしを停止しました

Amazon Chime SDK は、会議の文字起こしが停止したときにこのイベントを送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": "111122223333",  
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",  
    "region": "us-east-1",  
    "detail-type": "Chime Meeting State Change",  
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
    "resources": [] 
    "detail": { 
        "version": "0",  
        "eventType": "chime:TranscriptionStopped", 
        "timestamp": 12344566754, 
        "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
        "externalMeetingId": "mymeeting", 
        "mediaRegion": "us-west-1", 
        "transcriptionRegion": "us-west-2", 
        "transcriptionConfiguration": "{...}" 
    }
}
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Amazon Chime SDK 会議の文字起こしは中断されました
Amazon Chime SDK は、会議の文字起こしが中断された場合にこのイベントを送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": "111122223333",  
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",  
    "region": "us-east-1",  
    "detail-type": "Chime Meeting State Change",  
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
    "resources": [] 
    "detail": { 
        "version": "0",  
        "eventType": "chime:TranscriptionInterrupted", 
        "timestamp": 12344566754, 
        "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
        "externalMeetingId": "mymeeting", 
        "message": "Internal server error", 
        "mediaRegion": "us-west-1", 
        "transcriptionRegion": "us-west-2", 
        "transcriptionConfiguration": "{...}" 
    }
}

Amazon Chime SDK 会議の文字起こしジョブイベント
中断後に会議の文字起こしが再開されると、Amazon Chime SDK はこのイベントを送信します。

例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": "111122223333",  
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",  
    "region": "us-east-1",  
    "detail-type": "Chime Meeting State Change",  
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
    "resources": [] 
    "detail": { 
        "version": "0",  
        "eventType": "chime:TranscriptionResumed", 
        "timestamp": 12344566754, 
        "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
        "externalMeetingId": "mymeeting", 
        "mediaRegion": "us-west-1", 
        "transcriptionRegion": "us-west-2", 
        "transcriptionConfiguration": "{...}" 
    }
}

Amazon Chime SDK 会議の文字起こしが失敗しました
Amazon Chime SDK は、会議の文字起こしが開始できなかった場合、または中断後に再開できなかった場
合に、このイベントを送信します。
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例:イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

{ 
    "version": "0",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": "111122223333",  
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",  
    "region": "us-east-1",  
    "detail-type": "Chime Meeting State Change",  
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
    "resources": [] 
    "detail": { 
        "version": "0",  
        "eventType": "chime:TranscriptionFailed", 
        "timestamp": 12344566754, 
        "meetingId": "87654321-4321-4321-1234-111122223333", 
        "externalMeetingId": "mymeeting", 
        "message": "Internal server error", 
        "mediaRegion": "us-west-1", 
        "transcriptionRegion": "us-west-2", 
        "transcriptionConfiguration": "{...}" 
    }
}

文字起こしメッセージ
Amazon Chime SDK サービスは、TranscriptEventデータメッセージでオブ
ジェクトを送信することにより、トランスクリプション情報を参加者と共有しま
す。TranscriptEventTranscriptTranscriptionStatusAはaまたはaを配信します。

ATranscript には、タイムスタンプ付きのユーザー定義の単語と句読点を含む結果が含まれます。結果
が「部分的」な場合があり、その場合、通常、TranscriptEventシステムはその後にその結果を更新し
ます。これにより、文字起こしをすばやく確認し、必要に応じて後でインライン更新を適用できます。

ATranscriptStatus は、TranscriptionStatusType次のセクションの例に示されているイベントの 
1 つを配信できます。

Amazon Chime SDK の新しいバージョンには、TranscriptEvent一般的な処理のためのデータ型とヘル
パー関数が追加されています。

TranscriptEvent
この例は、典型的な文字起こしイベントを示しています。

type TranscriptEvent = Transcript | TranscriptionStatus;

export class TranscriptEventConverter { 
  static from(dataMessage: DataMessage): TranscriptEvent[] { 
    // convert DataMessage to TranscriptEvents 
    return ... 
  }
}

export default class TranscriptionStatus { 
    type: TranscriptionStatusType; 
    eventTimeMs:                   number; 
    transcriptionRegion:           string; 
    transcriptionConfiguration:    string; 
    message?:                      string;
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}

enum TranscriptionStatusType { 
    STARTED        =    'started', 
    INTERRUPTED    =    'interrupted', 
    RESUMED        =    'resumed', 
    STOPPED        =    'stopped', 
    FAILED         =    'failed',
}

export default class Transcript { 
    results: TranscriptResult[];    // at least one
}

export class TranscriptResult { 
    resultId:        string; 
    isPartial:       boolean; 
    startTimeMs:     number; 
    endTimeMs:       number; 
    alternatives:    TranscriptAlternative[];    // most confident first 
    }

export default class TranscriptAlternative { 
    items: TranscriptItem[];    // in start time order 
    transcript: string; //concatenated transcript items 
    entities?: TranscriptEntity[];
}

export default class TranscriptItem { 
    type:                      TranscriptItemType; 
    startTimeMs:               number; 
    endTimeMs:                 number; 
    attendee:                  Attendee; 
    content:                   string; 
    vocabularyFilterMatch?:    boolean; 
    confidence?:               number;   
    stable?:                   boolean;
}

enum TranscriptItemType { 
    PRONUNCIATION    =    'pronunciation',// content is a word 
    PUNCTUATION      =    'punctuation',// content is punctuation
}

export default class TranscriptEntity {   
    category:       string;   
    confidence:     number;   
    content:        string;   
    endTimeMs:      number;   
    startTimeMs:    number;   
    type?:          string;
}

// This is an existing SDK model
export default class Attendee { 
    attendeeId:        string; 
    externalUserId:    string;
}

データガイドライン
これらのガイドラインを念頭に置いて作業を進めてください。

1. transcription.results複数の結果がある場合があります。
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2. もしそうならtranscription.results[i].isPartial = true、結果全体が
更新される可能性があります。更新される可能性はありますが、保証はありませ
ん。transcript.result[i].resultIdアップデートも同じです。信頼性の低い文字起こしを避けた
い場合は、結果の一部を完全にスキップできます。遅延の少ない結果が必要な場合は、結果の一部を表
示し、更新が届いたら完全に上書きできます。

3. transcription.results[i].alternatives常に少なくとも 1 つのエントリを含めます。エントリ
が複数ある場合は、最も信頼度の高いエントリがリストの先頭になります。ほとんどの場合、最初のエ
ントリを入力して、他のエントリは無視できます。transcription.results[i].alternatives

4. transcription.results[i].alternatives[j].itemsには、各単語または句読点を含めます。
5. transcription.results[i].alternatives[j].items[k].内容は話された内容です。
6. transcription.results[i].alternatives[j].items[k].attendeeはコンテンツのユーザー

アトリビューション (誰) です。
7. transcription.results[i].alternatives[j].items[k].startTimeMsコンテンツの「い

つ」です。これにより、ユーザー属性付きの文字起こしを、 word-by-word 言葉が話された順序でさま
ざまなユーザーにレンダリングできます。

8. transcription.results[i].alternatives[j].items[k].endTimeMsこのフィールドは通常は
無視してもかまいませんが、誰がいつ何を言ったかを完全に把握するために指定されています。

9. transcription.results[i].alternatives[j].items[k].vocabularyFilterMatchコンテ
ンツがフィルター内の単語と一致する場合は true、それ以外の場合は false です。

10.transcription.results[i].alternatives[j].items[k].confidenceは 0 ～ 1 の間の値で
す。これは、項目の内容が話し言葉と正しく一致していることをエンジンが確信していることを示しま
す。0 が最も低い信頼度、1 が最も高い信頼度です。

11.transcription.results[i].alternatives[j].items[k].stable現
在の単語がfuture 部分的な結果更新で変更されるかどうかを示します。この値
は、EnablePartialResultsStabilizationtrueリクエストでに設定して部分結果安定化機能を有
効にした場合にのみ当てはまります。

12.transcription.results[i].alternatives[j].entitiesには、コンテンツ識別機能または編集
機能が検出した各エンティティのエントリが含まれます。このリストは、コンテンツ識別または編集を
有効にした場合にのみ入力されます。エンティティには、個人を特定できない情報や個人の健康情報な
どのデータを使用できます。エンティティを使用して、文字起こし中に興味のある単語を強調表示した
り、アクションを実行したりできます。

13.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].categoryはエンティティのカ
テゴリです。これは、リクエストで提供される「PII」や「PHI」などのコンテンツ識別または編集タイ
プと同じです。

14.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].confidence特定のコンテンツ
が本当に実体であるかどうかのエンジンの強さを測定します。これは、エンジンが単語自体の正確さに
どれだけ自信を持っているかを測定する項目レベルの信頼度とは異なることに注意してください。

15.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].contentエンティティを構成す
る実際のテキストです。住所など、複数の項目を指定できます。

16.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].startTimeMsエンティティが話
され始めた時間をキャプチャします。

17.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].endTimeMsエンティティが話し
終えた時間をキャプチャします。

18.transcription.results[i].alternatives[j].entities[k].typeは Transcribe エンジンで
のみサポートされ、エンティティのサブタイプを提供します。これらは「住所」、「クレジット・デ
ビット番号」などの値です。

のイベントハンドラーの登録 TranscriptEvents
以下の例では、の Amazon Chime SDK クライアントライブラリを使用しています JavaScript。ただし、
このパターンはすべての Amazon Chime SDK で一貫しています。
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TranscriptionControllerRealtimeControllerおよびのに
は、RealtimeControllerFacadeTranscriptionEvents次の処理を行うハンドラを追加するための
特定の関数が含まれています。

/**  
 * Returns the [[TranscriptionController]] for this realtime controller.  
 */
readonly transcriptionController?: TranscriptionController; 

TranscriptionControllerには、TranscriptionEventコールバックのサブスクライブとサブスクラ
イブ解除を管理する 2 つの関数があります。

import TranscriptEvent from './TranscriptEvent';

export default interface TranscriptionController { 
  /** 
   * Subscribe a callback to handle received transcript event 
   */ 
  subscribeToTranscriptEvent(callback: (transcriptEvent: TranscriptEvent) => void): void; 

  /**  
   * Unsubscribe a callback from receiving transcript event  
   */ 
  unsubscribeFromTranscriptEvent(callback: (transcriptEvent: TranscriptEvent) => void): 
 void;
}

オプションを使用するTranscriptionController

TranscriptionControllerという名前のインターフェースのデフォルト実装
を提供していますDefaultTranscriptionController。のデフォルト実装で
はDefaultRealtimeController、DefaultAudioVideoFacadeDefaultTranscriptionControllerオ
ブジェクトを返します。

/**  
get transcriptionController(): TranscriptionController { 
   return this.realtimeController.transcriptionController;
}

DefaultRealtimeControllerまた、TranscriptionControllerコンストラクターでオプションの
オブジェクトを取ります。これにより、DefaultTranscriptionController動作をオーバーライドで
きます。開発者アプリケーションは、TranscriptionControllerオブジェクトのオブジェクトを通じ
て 1AudioVideoFacade つ以上のコールバックをサブスクライブおよびサブスクライブ解除します。

// Subscribe
this.audioVideo.transcriptionController?.subscribeToTranscriptEvent(this.transcriptEventHandler);

// Unsubscribe
this.audioVideo.transcriptionController?.unsubscribeFromTranscriptEvent(this.transcriptEventHandler););

配信例
以下の例は、受信したデータを処理する方法を示しますTranscriptEvent。

Note

正確な出力は、個人がどれだけ速く話すか、いつ一時停止するかなど、いくつかの要因によって
異なります。
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例 1: StartMeetingTranscription
この例は、StartMeetingTranscription典型的な操作を示しています。

meeting.StartMeetingTranscription( 
    { EngineTranscribeSettings: { Languagecode: ‘en-US’ } } ); 

この操作により、が生成されますTranscriptEvent。

{    
    status: {         
        type: 'started',         
        eventTimeMs: 1620118800000,         
        transcriptionConfig: {                     
            LanguageCode: 'en-US'         
        }     
    }
} 

例 2: 部分的なトランスクリプト結果
この例では、出席者は「すばしっこい茶色のキツネは、怠け犬を飛び越える」と言います。この例で
は、isPartial値はであることに注意してくださいtrue。メッセージを詳しく見ると、システムが
「fox」という単語を「事実」として処理していることがわかります。resultIdシステムはこれを使用し
てトランスクリプトを更新します。

{ 
    transcript: { 
        results: [{ 
            resultId:"1",                               isPartial: true, 
            startTimeMs: 1620118800000,                 endTimeMs: 1620118801000, 
            alternatives: [{ 
                items:[{ 
                    type:        'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800000,         endTimeMs: 1620118800200, 
                    attendee: { attendeeId: "1",        externalUserId: "A"}, 
                    content: "the",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:        'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800200,          endTimeMs: 1620118800400, 
                    attendee: { attendeeId: "1",         externalUserId: "A" }, 
                    content:"quick",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800400,          endTimeMs: 1620118800750, 
                    attendee: { attendeeId: "1",         externalUserId: "A" }, 
                    content:"brown",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800750,          endTimeMs: 1620118801000, 
                    attendee:{ attendeeId: "1",          externalUserId: "A" }, 
                    content:"facts",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:'punctuation', 
                    startTimeMs: 1620118801000,          endTimeMs: 1620118801500, 
                    attendee:{ attendeeId: "1",          externalUserId: "A" }, 
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                    content:    ",",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }] 
            }] 
        }] 
    }
}

例 3: 最終成績証明書の結果
部分的なトランスクリプトの場合、システムはそのフレーズを再処理します。isPartialこの例の値は
でfalse、メッセージには「facts」の代わりに「fox」が含まれています。システムは、同じ ID を使用し
てメッセージを再発行します。

{ 
    transcript: { 
        results: [{ 
            resultId:"1",                                isPartial: false, 
            startTimeMs: 1620118800000,                  endTimeMs: 1620118801000, 
            alternatives: [{ 
                items:[{ 
                    type:        'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800000,          endTimeMs: 1620118800200, 
                    attendee: { attendeeId: "1",         externalUserId: "A"}, 
                    content: "the",                      vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:        'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800200,          endTimeMs: 1620118800400, 
                    attendee: { attendeeId: "1",         externalUserId: "A" }, 
                    content:"quick",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800400,          endTimeMs: 1620118800750, 
                    attendee: { attendeeId: "1",         externalUserId: "A" }, 
                    content:"brown",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:'pronunciation', 
                    startTimeMs: 1620118800750,          endTimeMs: 1620118801000, 
                    attendee:{ attendeeId: "1",          externalUserId: "A" }, 
                    content:"fox",                       vocabularyFilterMatch: false 
                }, 
                { 
                    type:'punctuation', 
                    startTimeMs: 1620118801000,          endTimeMs: 1620118801500, 
                    attendee:{ attendeeId: "1",          externalUserId: "A" }, 
                    content:    ",",                     vocabularyFilterMatch: false 
                }] 
            }] 
        }] 
    }
} 

メディアレプリケーションの使用
メディアレプリケーションを使用して、プライマリ WebRTC セッションを複数のレプリカセッションと
リンクさせ、より多くのオーディエンスにリーチできます。各 WebRTC メディアセッションは 250 の
接続をサポートし、1 つのプライマリセッションを複数のレプリカセッションに複製できます。レプリカ
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セッションに接続された参加者は、プライマリセッションに接続しているプレゼンターのオーディオと
ビデオのみを受信します。複製されたセッションに接続している参加者については何も把握していないた
め、メディア複製はプライバシーが求められるウェビナーやその他のユースケースに最適です。

次の画像は、プレゼンターがオーディオとビデオを共有するプライマリセッションと、参加者がメディア
を使用するレプリカセッションの間のメディア複製を示しています。

Note

サービスクォータの「Chime SDK Meetings-プライマリミーティングごとのレプリカミーティン
グ」のデフォルト値は 4 で、リクエストに応じてこの制限を増やすことができます。クォータ
の詳細については、『AWSGeneral Reference』の「AWSサービスクォータ」を参照してくださ
い。

トピック
• インタラクティブ参加者 (p. 78)
• グローバル参加者 (p. 79)
• セッションライフサイクル (p. 79)

インタラクティブ参加者
レプリカセッションに接続している参加者には、プライマリセッションに参加するためのアクセス権を付
与できます。全員がWebRTC 接続を使用しているため、プレゼンターと参加者はトランスコーディングの
遅延を経験しません。参加者がプライマリセッションと複製セッションを切り替えるとき、WebRTC 接続
を再利用するので、切り替えは非常に高速です。これにより、参加者はコンテンツを見逃すことなくライ
ブ会話に貢献できます。

以下の画像は、レプリカセッションの参加者が WebRTC 接続を使用してプライマリセッションに切り替
えているところを示しています。
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グローバル参加者
WebRTCAWS メディアセッションごとに地域を選択できます。これにより、プライマリセッションの
リージョンよりも参加者に近いリージョンにレプリカセッションを作成できます。これを行うと、メディ
アはプライマリセッションから AWS ネットワーク上のレプリカセッションに流れ、次にレプリカセッ
ションからインターネット経由で参加者に流れます。世界中の聴衆にプレゼンテーションを行う場合、参
加者の近くにレプリカセッションを設けると、メディアがインターネットではなく AWS ネットワークで
世界中に広まり、より良い会議体験が得られます。

次の図は、さまざまなリージョンのプライマリセッションと複製セッションを示しています。

セッションライフサイクル
セッションの作成

CreateMeetingまたは CreateMeetingWithAttendeesAPI を使用して WebRTC メディアセッションを作
成します。デフォルトでは、特にレプリカセッションを作成しない限り、APIはプライマリセッション
を作成します。
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レプリカセッションを作成するには、MeetingIdCreateMeetingまた
はCreateMeetingWithAttendees APIPrimaryMeetingId 呼び出しでプライマリセッションのを
指定します。

Note

MeetingIdレプリカセッションのをとして指定するとPrimaryMeetingId、API 呼び出し
は失敗します。

出席者の作成

WebRTC メディアセッションへの参加に必要な参加者認証情報を作成するには、
CreateMeetingWithAttendeesCreateAttendees、または BatchCreateAttendeesAPI を使用できます。

Note

多数の参加者を対象としたセッションを作成する場合
は、CreateMeetingWithAttendeesBatchCreateAttendeeまたはを使用して、必要な 
API 呼び出しの数を最小限に抑えてください。

出席者を削除する

DeleteAttendeeAPI を使用して、WebRTC メディアセッションの参加者の認証情報を取り消します。
参加者がセッションに接続されている場合、接続が切断され、再参加することはできません。

DeleteMeetingAPI を使用して WebRTC メディアセッションを削除すると、API によってすべての参
加者が自動的に削除されるため、電話をかける必要はありませんDeleteAttendee。

セッションの切り替え

参加者がレプリカセッションからプライマリセッションに切り替えられるようにするには、プライマ
リミーティングで参加者の認証情報を作成する必要があります。このリストの「出席者の作成」を参
照してください。Amazon Chime SDKpromoteToPrimaryMeeting クライアントライブラリのメ
ソッドで認証情報を使用して、プライマリセッションに切り替えます。

参加者をレプリカセッションに戻すには、Amazon Chime SDKdemoteToPrimaryMeeting クライア
ントライブラリのメソッドを使用するか、DeleteAttendeeAPI を使用してプライマリセッション認証
情報を無効にします。

Note

プライマリセッションに直接接続するプレゼンターは、レプリカセッションに切り替えるこ
とができません。

セッション間の切り替えの詳細については、クライアントライブラリのドキュメントを参照してくだ
さい。
• GitHubアンドロイド用アマゾン・チャイムSDK
• iOS 用 Amazon Chime SDK GitHub がオンになっています。
• JavaScriptオン用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリ GitHub。

セッションの削除

DeleteMeetingAPI を使用して WebRTC メディアセッションを削除します。

プライマリセッションを削除すると、DeleteMeeting APIは接続されているすべてのレプリカセッ
ションを自動的に削除します。したがって、すべてのセッションを削除するには、プライマリを削除
するだけです。

連続して 5 分間参加者がいない場合、サービスは自動的にプライマリセッションを削除します。この
サービスは、プライマリセッションを削除する場合にのみ、レプリカセッションを自動的に削除しま
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す。つまり、プライマリセッションを作成するときにレプリカセッションを作成でき、レプリカはプ
ライマリセッションの間使用可能になります。

Amazon Chime SDK ミーティングのトラブル
シューティングやデバッグ

次の情報は、Amazon Chime SDK の利用に伴って発生する問題の診断やトラブルシューティングに役立ち
ます。

トピック
• システム要件の理解 (p. 81)
• ロギングとモニタリングの設定 (p. 81)
• セルフトラブルシューティング (p. 83)
• 一般的な問題 (p. 84)

システム要件の理解
トラブルシューティングの一環として、必ずサポートされているブラウザ用にコーディングしてくださ
い。サポートされているブラウザ、バージョン、オペレーティングシステムの最新リストについては、を
参照してくださいAmazon Chime SDK SDK SDK SDK SDK SD (p. 5)。Github の開発者ガイドと FAQ で
は、ブラウザやその他の互換性の問題について説明しています。また、 GitHubブラウザに関する既知の問
題と回避策についてもよく理解してください。

Amazon Chime SDK ミーティングを始めたばかりの方のために、Amazon Chime SDK のビルダージャー
ニーには、Amazon Chime SDK step-by-step を使用して構築するためのガイドと、トラブルシューティン
グに必要なツールが用意されています。

ロギングとモニタリングの設定
ロギングは、サーバー側の会議イベントやクライアント側のブラウザコンソールログなどの情報を収集す
るのに役立ちます。

Amazon Chime SDK には、Amazon EventBridge および Amazon CloudWatch イベントログに送信できる
サーバー側の会議イベントが用意されています。 CloudWatch 指標やインサイトを作成し、ダッシュボー
ドでモニタリングに使用できます。Amazon Chime SDK イベントのサーバー側ロギングとモニタリングの
ブログ記事では、 CloudWatch メトリクス、インサイト、ダッシュボードを有効にする方法について説明
しています。

Amazon Chime SDK は、オーディオとビデオの品質、ネットワーク帯域幅、接続の問題に関するクライア
ント側のイベントを提供します。Amazon Chime SDK Meeting イベントのモニタリングとトラブルシュー
ティングに関するブログ記事では、参加の失敗、音質の問題、 CloudWatch マイクとカメラのセットアッ
プの失敗についてメトリクス、インサイト、ダッシュボードを有効にする方法について説明しています。
ミーティングイベントの詳細については、Github の「ミーティングイベント」を参照してください。

メトリックスをトラブルシューティングするためのオプション
トラブルシューティングイベントの収集については、次のオプションがあります。

• すべてのイベントで指標を送信
• N 秒ごとのBatch イベント
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• ミーティングの最後に指標を送信
• ブラウザコンソールログのロギングレベル

推奨メトリクス
少なくとも、次の指標を収集して記録する必要があります。

• SDK プラットフォームとバージョン
• ブラウザとバージョン
• オペレーティングシステム
• 論理コア
• 会議開始
• 会議は終了しました
• 出席者が参加しました
• 出席者が退出しました
• 出席者が削除されました

さらに、直面している問題によっては、次の指標から接続性、帯域幅、品質の問題に関する情報が得られ
る場合があります。これらの指標の出現をログに記録することも、単にカウントすることもできます。カ
ウントすることで、根本的な問題をまとめて把握できます。

• connectionDidSuggestStopVideo
• connectionDidBecome良い
• connectionDidBecome貧しい
• videoNotReceivingEnoughData
• 出席者の参加時間 > t 秒
• MeetingStartFailed
• MeetingFailed

クライアントサイドのロギングを有効にする
LogLevel.INFOConsoleLoggerオブジェクトに渡すことで、INFO-レベルのブラウザログを有効にでき
ます。

const logger = new ConsoleLogger('MyLogger', LogLevel.INFO);const meetingSession = new 
 DefaultMeetingSession(configuration,logger,deviceController); 

Amazon Chime SDKPOSTLogger JavaScript のコンポーネントを使用して、Amazon Logs などのブラウ
ザログをバックエンドでキャプチャすることもできます。 CloudWatch POSTLoggerPostLogger コンス
トラクターの指定された URLHTTP POST にブラウザログをアップロードするリクエストを行います。た
とえば、上の Amazon Chime SDK のサーバーレスデモでは、 GitHubを使用してブラウザログを Amazon 
CloudWatch LogsPOSTLogger に送信し、今後の調査に役立てています。

サーバーサイドのロギングを有効にする
Amazon Chime SDK for は、 JavaScript eventDidReceiveMeetingStartFailedやなどの主要な会
議イベントを含むオブザーバーメソッドも呼び出しますMeetingFailed。会議イベントには、失敗の
具体的な理由が含まれることがよくあります。たとえば、大勢の顧客が失敗を経験したとします。ウェ
ブアプリケーションでは、これらのミーティングイベントを収集し、それを共有して根本原因のトラブ
ルシューティングを行うことができます。会議イベントの詳細については、の会議イベントガイドと 
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GitHub、Amazon Chime SDK 会議イベントによる監視とトラブルシューティングのブログ投稿を参照して
ください。

セルフトラブルシューティング
このトピックのセクションでは、Amazon Chime SDK ミーティングをセルフトラブルシューティングする
いくつかの方法を説明します。

トピック
• よくある質問と既知の問題の確認 (p. 83)
• ネットワークアクセスの検証 (p. 83)

よくある質問と既知の問題の確認
GitHub トラブルシューティングとデバッグのアドバイスについては、以下の FAQ と既知の問題のリスト
を確認してください。

• Amazon Chime SDK — JavaScript -ミーティング
• Amazon Chime SDK — JavaScript -メディア
• Amazon Chime SDK — JavaScript -ネットワーク
• Amazon Chime SDK —-オーディオとビデオ

ネットワークアクセスの検証
多くの場合、企業には特定のポートへのアクセスやネットワーク外の IP アドレス範囲への接続を制限する
ネットワークファイアウォールがあります。次のセクションでは、ネットワークアクセスを検証する方法
をいくつか説明します。

トピック
• AWSSDK と Amazon Chime SDK のサブネットとポートの検証 (p. 83)
• デモアプリを使用して問題を再現する (p. 84)
• 会議準備状況チェッカーの使用 (p. 84)

AWSSDK と Amazon Chime SDK のサブネットとポートの検証

Amazon Chime SDK を使用するアプリケーションでは、サーバーとクライアントの 2 つの階層を使用しま
す。サーバー層はAWS SDK を使用し、サーバー側のミーティングハンドラーを備えています。クライア
ント層はクライアント SDK を使用します。

AWSSDKは、などのサーバーAPIを呼び出すために使用されますCreateMeeting。このような API 
は、、us-east-1、、us-west-2ap-southeast-1eu-central-1us-gov-east-1、AWSus-gov-
west-1リージョンのグローバルサービスエンドポイントに接続します。AWS一般リファレンスのAWS
IP アドレス範囲ページには、各地域の IP アドレス範囲が一覧表示されます。サービスエンドポイントと
クォータの詳細については、Amazon Chime SDK のエンドポイントとクォータを参照してください。

Amazon Chime SDK for などのクライアント SDK は JavaScript、*.chime.awsドメイン内のサービスエ
ンドポイントに接続します。

次の検証を行って、ネットワーク権限があることを確認してください。

• Amazon Chime SDK GitHub ミーティング準備状況チェッカーを実行して、ネットワークとポートにア
クセスできることを確認します。
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• ネットワークまたはエンドユーザーのネットワークから*.chime.aws ドメインを解決できることを確認
します。

• ファイアウォールが、AWS制御コマンド用のTCPポート443とメディア用のUDPポート3478経由のIP範
囲への接続を許可していることを確認してください。

デモアプリを使用して問題を再現する

ベストプラクティスとして、デモアプリのいずれかで問題を再現してみることからデバッグプロセスを開
始してください。これにより、サービスチームは問題が発生する可能性のある場所を特定できます。デモ
アプリで問題を再現できない場合は、アプリのコードを確認して、関連するユースケースがどのように実
装されているかを確認できます。

Amazon Chime SDK 機能 デモアプリのリソース

JavaScript SDK ミーティング ブログ投稿、デモ手順、ソース
コード

React Components ミーティング デモ手順ソースコード

ミーティングチャット メッセージング ブログ投稿、デモ手順、ソース
コード

iOS /Android ミーティング iOS と Android の概要 iOS のブ
ログ投稿

PSTN 音声 着信通話 ブログ投稿ソースコード

会議準備状況チェッカーの使用

Amazon Chime SDK GitHub ミーティングレディネスチェッカーをオンにしてください。チェッカーは、
オーディオデバイスとビデオデバイス、およびユーザー接続を確認するのに役立ちます。問題の根本原因
を明らかにする合格/不合格ステータスを使用して、結果をエンドユーザーに提示できます。

一般的な問題
次のセクションでは、一般的な会議の問題のトラブルシューティング方法について説明します。

トピック
• 接続の問題 (p. 84)
• オーディオとビデオの品質問題 (p. 84)
• SDK クォータと API スロットリングの検証 (p. 85)
• サポートケースを開く (p. 86)

接続の問題
接続の問題については、を参照してくださいネットワークアクセスの検証 (p. 83)。

オーディオとビデオの品質問題
オーディオとビデオの品質の問題には、いくつかの原因が考えられます。オーディオ/ビデオ品質が最
適でない主な理由の 2 つは、ネットワークの帯域幅とデバイスのパフォーマンスです。さまざまな課
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題とそれがオーディオ/ビデオの品質に与える影響の詳細については、「品質、帯域幅、接続」(https://
aws.github.io/amazon-chime-sdk-js /modules/qualitybandwidth_connectivity.html) を参照してください。こ
の記事では、帯域幅の問題や潜在的な緩和策を検出するために監視できるさまざまなイベントと指標につ
いて説明します。

対象となる会議セッションの視聴者に近いメディア地域を選択できます。最適なメディアリージョンの選
択方法については、「ミーティングリージョンの使用 (https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/dg/
chime-sdk-meetings-regions .html)」を参照してください。

Amazon Chime SDK は、会議出席者が利用できる帯域幅に応じて、受信/アップロードされる動画の画質
を調整します。さまざまなビデオレイアウトのビデオ品質を制御する方法については、「さまざまなビデ
オレイアウトのビデオ品質の管理」(https://aws.github.io/amazon-chime-sdk-js /modules/videolayout.html) 
を参照してください。この記事では、動画のライフサイクル管理とアップリンク/ダウンリンクポリシーに
ついて説明します。

動画の解像度に関する考慮事項

• 動画をアップロードする場合のデフォルトの解像度は 540p で、1400 kbps では 15fps です。帯域幅に
よっては、その解像度とフレームレートを下げることができます。

• 使用可能な受信機帯域幅に基づいて、表示するビデオタイルの数を決定します。すべてのビデオタイル
とコンテンツ共有で 6 Mbps をオーバーシュートしないでください。エンドユーザーには、十分な帯域
幅がないときに黒いビデオタイルが表示されます。

ビデオアップリンクとダウンリンクの帯域幅ポリシーの使用

Amazon Chime SDK には以下の帯域幅ポリシーが用意されています。

• NScaleVideoUplinkBandwidthPolicy — デスクトップ、ウェブ、モバイルクライアントで使用されるもの
とほぼ同じキャプチャおよびエンコーディングパラメータを実装します。

• AllHighestVideoBandwidthPolicy —常に最高品質のビデオストリームを購読します。
• NoVideoDownlinkBandwidthPolicy — 帯域幅が特定のしきい値を下回ると、ビデオを無効にします。
• VideoPriorityBasedPolicy — 帯域幅が低い場合は、ビデオよりもオーディオを優先します。
• VideoAdaptiveProbePolicy

SDK クォータと API スロットリングの検証
Amazon Chime SDK のエンドポイントとクォータのページには、サービスクォータ、API レート、およ
びそれらを調整できるかどうかが一覧表示されます。AWSコンソールのサービスクォータページを使用し
て、クォータの調整をリクエストしてください。

API レートの微調整

API レートを超えるアプリケーションは、HTTP ステータスコード 429ThrottledClientException と
メッセージを受け取ります。API レートを調整することはできますが、その前に、そのレートを使い果た
す可能性のあるバグがないかアプリケーションを確認してください。たとえば、会議をループで作成した
り、会議を作成してもクリーンアップは行わない場合があります。

会議の作成方法によっては、コードを変更する必要がある場合があります。たとえ
ば、CreateMeetingCreateAttendeeとを次のように置き換えることができます。

• CreateMeetingWithAttendees —会議ごとに最大10人の参加者を作成します。
• BatchCreateAttendee— 会議ごとに最大100人の参加者を作成します。

作成した出席者をデータベースに保存し、招待者が会議に参加するときに参加者情報を取得し、事前に作
成された出席者と関連付けることができます。
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サポートケースを開く
ご不明な点がある場合やビジネスに関するサポートが必要な場合は、AWS カスタマーサポートにお問い
合わせください。サポートプランについては、「サポートプランの比較」ページを参照してください。サ
ポートケースを作成するときは、必ず問題のあるアカウントで開いてください。コンソールのブラウザロ
グ、会議と出席者 ID、 GitHub 関連するサポートケースや問題を含めてください。
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Amazon Chime SDK メッセージング
の使用

Amazon Chime SDK 開発者ガイドのこのセクションは、Amazon Chime SDK サービスで実行されるメッ
セージングアプリケーションの作成に役立ちます。この SDK は、基本的なメッセージングアプリの作成に
必要な概念的かつ実用的な情報を提供します。

トピック
• メッセージング前提条件 (p. 87)
• メッセージングの概念 (p. 88)
• メッセージングアーキテクチャ (p. 89)
• メッセージのタイプ (p. 89)
• はじめに (p. 89)
• システムメッセージの理 (p. 105)
• IAM ロールの例 (p. 105)
• 役割別の権限の理解 (p. 108)
• メッセージングデータのストリーミング (p. 116)
• エラスティックチャンネルを使ったライブイベントの開催 (p. 118)
• モバイルプッシュ通知を使用してメッセージを受信する (p. 122)
• フィルタールールを使用してメッセージをフィルタリングする (p. 126)
• サービスリンクロールの使用 (p. 129)
• チャネルフローを使用したメッセージの処理 (p. 131)
• AppInstanceBots インテリジェントなチャネルエージェントとして使用 (p. 137)
• メッセージの保持の管理 (p. 142)
• メッセージング用のユーザーインターフェイスコンポーネント (p. 143)
• クライアントライブラリとの統合 (p. 143)
• Amazon Chime SDK メッセージングの使用 JavaScript (p. 143)

メッセージング前提条件
Amazon Chime SDK メッセージングを使用するには、以下が必要です。

• プログラムする機能。
• AWS アカウント。
• Amazon Chime SDK メッセージングを使用してアプリケーションの IAM ロールを設定する権限。

ほとんどの場合、以下の条件を満たす必要があります：

• クライアントアプリケーション — メッセージング UI を表示し、Amazon Chime SDK を使用してウェブ
ソケットに接続し、状態を管理します。
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• サーバーアプリケーション — ID とユーザーを管理します。

メッセージングの概念
Amazon Chime SDK メッセージングを効果的に使用するには、以下の用語と概念を理解する必要がありま
す。

AppInstance

Amazon Chime SDK メッセージングを使用するには、最初にを作成する必要があります AppInstance。An 
AppInstance には AppInstanceUsers 、チャンネルが含まれています。通常は、 AppInstance アプリ
ケーション用に 1 つ作成します。1AWS つのアカウントは複数持つことができます AppInstances。
メッセージ保持やストリーミング設定などのアプリレベルの設定は、 AppInstance そのレベルで行い
ます。 AppInstances は次の形式の固有の ARNarn:aws:chime:region:aws_account_id:app-
instance/app_instance_id によって識別されます:.

AppInstanceUser

AppInstanceUsers メッセージの送信、チャンネルの作成、チャンネルの参加などを行うエンティ
ティです。通常、 one-to-one AppInstanceUserとアプリのユーザーとのマッピングを作成し
ます。AppInstanceUserバックエンドサービスに接続するためのメッセージを作成すること
もできます。これにより、ユーザーはメッセージをバックエンドサービスからのものとして識別
できます。 AppInstanceUsersなどの ARNarn:aws:chime:region:aws_account_id:app-
instance/app_instance_id/user/app_instance_user_id によって識別されます。自分で管理
しapp_instance_user_id、ベストプラクティスとして、アプリケーションにすでにある ID を再利用し
ます。

チャンネル

AppInstanceUserチャンネルにを追加すると、そのユーザーはメンバーになり、メッセージを送受信で
きます。チャンネルは、すべてのユーザーが自分自身をメンバーとして追加できる公開にすることも、
チャンネルモデレーターのみがメンバーを追加できる非公開にすることもできます。チャンネルメンバー
を非表示にすることもできます。非表示のメンバーは会話を監視できますが、メッセージを送信すること
はできません。また、チャンネルメンバーシップには追加されません。

SubChannel

エラスティックチャネルのメンバーは、 SubChannelsと呼ばれる論理コンテナに分割されます。 
AppInstanceUser エラスティックチャネルにを追加すると、ユーザーはサブチャネルのメンバーになり、
その特定のサブチャネルでメッセージを送受信できます。 SubChannel チャンネルメンバーシップとメッ
セージには一定のレベルがあります。つまり、あるメンバーから送信されたメッセージは、 SubChannel 
別のメンバーには受信されません SubChannel。チャンネルが持つ柔軟性をサポートし、エンゲージメン
トを促進するために、メンバーはさまざまなサブチャンネルに異動します。

UserMessage

AppInstanceUserチャンネルに所属しているユーザーは、ユーザーメッセージを送受信でき
ます。AppInstanceUserSTANDARDCONTROLはメッセージを送信できます。 STANDARDメッ
セージには、4 KB のデータと 1 KB のメタデータを含めることができます。 CONTROLメッ
セージには30バイトのデータしか含められません。PERSISTENTメッセージにはまたはを使用
できますNON_PERSISTENT。PERSISTENTチャンネル履歴からメッセージを取得できます。
NON_PERSISTENTメッセージは、Amazon Chime SDK メッセージングに現在接続しているチャンネルメ
ンバーにのみ表示されます。

システムメッセージ
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Amazon Chime SDK は、メンバーがチャンネルに参加したり退出したりするなどのイベントに応答してシ
ステムメッセージを生成します。

メッセージングアーキテクチャ
Amazon Chime SDK メッセージングは、サーバーサイドおよびクライアントサイドの SDK として使用で
きます。サーバーサイド APIAppInstance はとを作成しますAppInstanceUser。さまざまなフックや
構成を使用して、アプリケーション固有のビジネスロジックと検証を追加できます。それを行うことにつ
いての詳細は、「」を参照してくださいメッセージングデータのストリーミング (p. 116)。さらに、サー
バー側プロセスは、AppInstanceUserバックエンドプロセスを代表する専用プロセスに代わって API を
呼び出したりAppInstanceUser、API を制御したりすることができます。

として表示されるクライアント側アプリケーションは、Amazon Chime SDK メッセージング 
APIAppInstanceUser を直接呼び出すことができます。クライアント側アプリケーションは、オンライ
ンのときに、 WebSocket このプロトコルを使用してメッセージング SDK に接続します。接続すると、参
加しているチャンネルからリアルタイムでメッセージを受信します。AppInstanceUser接続が切断され
ても、は追加先のチャンネルに属し、SDKのHTTPベースのAPIを使用してそれらのチャンネルのメッセー
ジ履歴を読み込むことができます。

クライアント側アプリケーションには、API 呼び出しを 1AppInstanceUser 回で行うための権限があり
ます。IAM 認証情報の範囲を 1 つに絞るにはAppInstanceUser、クライアント側アプリケーションが
AWS Cognito ID Pools または小規模なセルフホスト型バックエンド API によってパラメータ化された IAM 
ロールを引き受けます。認証の詳細については、「エンドユーザークライアントアプリケーションの認
証 (p. 92)」を参照してください。これとは対照的に、サーバー側アプリケーションには通常、管理者権
限を持つユーザーなど、単一のアプリインスタンスユーザーに関連付けられた権限が付与されているか、
すべてのアプリインスタンスユーザーに代わって API 呼び出しを行う権限があります。

メッセージのタイプ
チャネルを通じてメッセージを送信します。、STANDARDCONTROL、SYSTEMまたはメッセージを送信でき
ます。

• STANDARDメッセージのサイズは最大 4 KB で、メタデータを含めることができます。メタデータは任意
で、添付ファイルへのリンクを含むなど、さまざまな方法で使用できます。

• CONTROLメッセージは 30 バイトに制限され、メタデータは含まれません。
• STANDARDCONTROLメッセージは永続的でも非永続的でもかまいません。永続メッセージはチャンネル

の履歴に保存され、ListChannelMessages API 呼び出しを使用して表示されます。非永続メッセージ
は、AppInstanceUser接続されているすべての経由で送信されます WebSocket。

• Amazon Chime SDK は、SYSTEMメンバーがチャンネルに参加または退出するなどのイベントに対して
自動メッセージを送信します。

はじめに
このセクションのトピックでは、Amazon Chime SDK メッセージングアプリケーションの構築を開始する
方法について説明します。

トピック
• の作成 AppInstance (p. 90)
• バックエンドサービスから SDK 呼び出しを行う (p. 91)
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の作成 AppInstance

• エンドユーザークライアントアプリケーションの認証 (p. 92)
• チャネルの作成 (p. 95)
• メッセージの送信 (p. 95)
• 使用中 ExpirationSettings (p. 95)
• WebSockets メッセージ受信に使用 (p. 97)
• 添付ファイルの設定 (p. 104)

の作成 AppInstance
Amazon Chime SDK メッセージングを使用するには、 AppInstance AWSまずアカウントに Amazon 
Chime SDK を作成する必要があります。

トピック
• ビルディング AppInstance (p. 90)
• の作成 AppInstanceUser (p. 90)

ビルディング AppInstance
AppInstanceメッセージ用のを作成するには

1. CLI で、以下のコマンドを実行します。aws chime-sdk-identity create-app-instance --
name NameOfAppInstance.

2. 作成時のレスポンスで、をメモしておきますAppInstanceArn。
arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id。

の作成 AppInstanceUser
を作成したらAppInstance、AppInstanceUserその中にを作成しますAppInstance。通常、これは
ユーザーが最初にアプリに登録またはログインするときに行います。また、AppInstanceUserバックエ
ンドサービスの代わりに動作するアプリを作成することもできます。

次に、バックエンドを作成する例を示しますAppInstanceUser。

aws chime-sdk-identity create-app-instance-user \ 
    --app-instance-arn "app_instance_arn" \ 
    --app-instance-user-id "backend-worker" \ 
    --name "backend-worker"

作成レスポンスでは、AppInstanceUserArnをメモしておきま
す。arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/
user/app_instance_user_idこのような形です:. この例では、app_instance_user_idは「バック
エンドワーカー」です。

Note

ベストプラクティスとして、AppInstanceUserクライアントアプリケーション用のを作成する
ときは、そのユーザーの既存のユニーク ID（ID プロバイダのsub ID など）AppInstanceIdと
一致させることをお勧めします。名前は、メッセージ送信者などの一部の API エンティティに添
付されるオプションのプレースホルダーです。これにより、メッセージの送信者としても添付さ
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れているAppInstanceUser ARN からユーザーの表示名を検索しなくても、1 か所でユーザーの
表示名を制御できます。

バックエンドサービスから SDK 呼び出しを行う
バックエンドサービスを代表するユーザーを作成したら、チャンネルを作成し、そのチャンネルにメッ
セージを送信し、そのチャンネルからのメッセージを読み取ります。

次の CLI コマンドを実行して、パブリックチャネルを作成します。

aws chime-sdk-messaging create-channel \ 
    --chime-bearer "app_instance_user_arn" \ 
    --app-instance-arn "app_instance_arn" \ 
    --name "firstChannel"

このコマンドは、次の形式の ARN を生成します。arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-
instance/app_instance_id/channel/channel_id.

トピック
• バックエンドサービスの IAM 認証の仕組み (p. 91)
• 暗黙の API 認証について (p. 92)
• チャンネルメッセージの送信と一覧表示 (p. 92)

バックエンドサービスの IAM 認証の仕組み
前のセクションの CLI コマンドで、chime-bearerパラメータを書き留めておきます。チャンネル
やメッセージなどのリソースを作成または操作するユーザーを識別します。Amazon Chime SDK の
メッセージング API のほとんどすべてが、たとえば開発者だけが呼び出すことを意図した API を除い
て、CreateAppInstanceパラメータとして使用します。chime-bearer

Amazon Chime SDK メッセージング API の IAM アクセス権限には、app-instance-user-arn
chime-bearerパラメータと一致するが必要です。API によっては、追加の ARN（通常はチャネル 
ARN）が必要になる場合があります。上記の例のようなバックエンドサービスの場合、これは次の例のよ
うな IAM ポリシーにつながります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "chime:SendChannelMessage", 
        "chime:ListChannelMessages", 
        "chime:CreateChannelMembership", 
        "chime:ListChannelMemberships", 
        "chime:DeleteChannelMembership", 
        "chime:CreateChannel", 
        "chime:ListChannels", 
        "chime:DeleteChannel", 
        ...  
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/user/
backend_worker", 
        "arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/channel/*" 
    ]
}
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ResourceセクションのAppInstanceUser ARN とチャネル ARN を書き留めておきます。この IAM ポリ
シーの例では、「backend-worker」の ID を持つユーザーとして API 呼び出しを行う権限をバックエンド
サービスに付与します。バックエンドサービスがアプリを使用するユーザーに電話をかけられるようにす
るには、をに変更しますapp_instance_user_arnarn:aws:chime:region:aws_account_id:app-
instance/app_instance_id/user/*。

暗黙の API 認証について
IAM ポリシーに加えて、Amazon Chime SDK メッセージング API には暗黙的なアクセス権限が
あります。たとえば、AppInstanceUserはメッセージを送信したり、ユーザーが所属するチャ
ンネルのチャンネルメンバーシップを一覧表示したりすることしかできません。これの1つの例外
は、AppInstanceUserAppInstanceAdmin誰が昇進したかです. デフォルトでは、管理者はアプリ内の
すべてのチャンネルに対する権限を持っています。ほとんどのユースケースでは、これは重要なビジネス
ロジックを含むバックエンドサービスにのみ必要です。

次の CLI コマンドは、バックエンドユーザーを管理者に昇格させます。

aws chime-sdk-identity create-app-instance-admin \ 
    --app-instance-admin-arn "app_instance_user_arn" \ 
    --app-instance-arn "app_instance_arn"

チャンネルメッセージの送信と一覧表示
次の CLI コマンドは、チャンネルメッセージを送信します。

aws chime-sdk-messaging send-channel-message \ 
    --chime-bearer "app_instance_user_arn" \ 
    --channel-arn "channel_arn" \ 
    --content "hello world" \ 
    --type STANDARD \ 
    --persistence PERSISTENT

次の CLI コマンドは、チャネルメッセージを時系列の逆順にリストします。

• aws chime list-channel-messages
• aws chime-sdk-messaging list-channel-messages

aws chime-sdk-messaging list-channel-messages \ 
    --chime-bearer "app_instance_user_arn" \ 
    --channel-arn "channel_arn"

エンドユーザークライアントアプリケーションの認証
エンドユーザーのクライアントアプリケーションから Amazon Chime SDK メッセージングを実行する
こともできます。 バックエンドサービスから SDK 呼び出しを行う (p. 91)チャンネル作成、、 send-
channel-messageなどの API 呼び出しを行う方法を説明します list-channel-messages。ブラウザやモバ
イルアプリケーションなどのエンドユーザークライアントアプリケーションは、これらと同じ API 呼び
出しを行います。 WebSocket クライアントアプリケーションは経由で接続して、メンバーになっている
チャンネルへのメッセージやイベントの更新をリアルタイムで受信することもできます。このセクション
では、特定のアプリインスタンスユーザーを対象とするクライアントアプリケーションに IAM 認証情報
を付与する方法について説明します。エンドユーザーがこれらの認証情報を取得すると、に示されている 
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API 呼び出しを行うことができますバックエンドサービスから SDK 呼び出しを行う (p. 91)。クライア
ントアプリケーションの完全なデモを見るには、https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sdk /tree/
main/apps/chat を参照してください。クライアントアプリが属するチャネルからリアルタイムメッセージ
を受信する方法の詳細については、を参照してください WebSockets メッセージ受信に使用 (p. 97)。

エンドユーザーへの IAM 認証情報の提供
Amazon Chime SDK メッセージングは、AWS ID and Access Management (IAM) ポリシーと統合して、受
信リクエストを認証します。IAM ポリシーは、個々のユーザーができることを定義します。IAM ポリシー
は、ユースケースに合わせて範囲を絞った限定認証情報を提供するように作成できます。Amazon Chime 
SDK メッセージングユーザー向けのポリシーの作成の詳細については、「」を参照してくださいIAM ロー
ルの例 (p. 105)。

既存の ID プロバイダーがある場合は、既存の ID を Amazon Chime SDK メッセージングと統合するため
の以下のオプションがあります。

• 既存の ID プロバイダーを使用してユーザーを認証し、AWS認証サービスをセキュリティトークンサー
ビス (STS) と統合して、クライアント向けの独自の認証情報販売サービスを作成できます。STS には 
IAM ロールを引き継ぐための API が用意されています。

• SAML または OpenID と互換性のある ID プロバイダーを既にお持ちの場合は、Amazon Cognito 
ID プールを使用することをお勧めします。これにより、AWS STS AssumeRoleWithSAML
AssumeRoleWithWebIdentityおよびへの呼び出しが抽象化されます。Amazon Cognito 
は、OpenID、Sign with Amazon、Sign in Login with Amazon、Sign in with Apple、

ID プロバイダーがない場合は、Amazon Cognito ユーザープールを使い始めることができます。Amazon 
Cognito を Amazon Chime SDK メッセージング機能とともに使用する方法の例については、「Amazon
Chime SDK メッセージングを使用してアプリケーションにチャット機能を組み込む」を参照してくださ
い。

または、を使用して独自の認証情報自動販売サービスを作成したり、独自の ID プロバイダーを構築したり
することもできます。AWS STS

STS を使用して認証情報を販売する

ActiveDirectory LDAP などの IDP を既にお持ちで、カスタムの認証情報自動販売サービスを実装したい場
合や、認証されていない会議出席者にチャットへのアクセスを許可したい場合は、AWSSTS AssumeRole 
API を使用できます。これを行うには、最初に Chime SDK ロールを作成します。そのロールの作成の詳
細については、「IAM ユーザー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。

IAM ロールには、次のように、アプリケーションが使用する Amazon Chime SDK メッセージングアク
ションへのアクセス権限があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "chime:GetMessagingSessionEndpoint" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "chime:SendChannelMessage", 
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                "chime:ListChannelMessages", 
                "chime:CreateChannelMembership", 
                "chime:ListChannelMemberships", 
                "chime:DeleteChannelMembership", 
                "chime:CreateChannelModerator", 
                "chime:ListChannelModerators", 
                "chime:DescribeChannelModerator", 
                "chime:CreateChannel", 
                "chime:DescribeChannel", 
                "chime:ListChannels", 
                "chime:DeleteChannel", 
                "chime:RedactChannelMessage", 
                "chime:UpdateChannelMessage", 
                "chime:Connect", 
                "chime:ListChannelBans", 
                "chime:CreateChannelBan", 
                "chime:DeleteChannelBan", 
                "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser" 
                "chime:AssociateChannelFlow", 
                "chime:DisassociateChannelFlow", 
                "chime:GetChannelMessageStatus" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "{chime_app_instance_arn}/user/${my_applications_user_id}", 
                "{chime_app_instance_arn}/channel/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

この例では、このロールをと呼びますChimeMessagingSampleAppUserRole。

ユーザー ARN ChimeMessagingSampleAppUserRole${my_application_user_id}リソースのポリ
シーのセッションタグをメモします。このセッションタグは  AssumeRoleAPI 呼び出しでパラメータ化さ
れ、返される認証情報を 1 人のユーザーの権限に限定します。

AssumeRoleAPI 呼び出しは、IAM ユーザーなど、すでに認証されている IAM エンティティを使用して呼
び出されます。また、AWS Lambda実行ロールなどの別の IAM ロールから呼び出すこともできます。その 
IAM ID には、AssumeRoleを呼び出すための権限が必要ですChimeMessagingSampleAppUserRole。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": 
 "arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppUserRole" 
        } 
    ]
}

この例では、このロールをと呼びますChimeSampleAppServerRole。

に STS AssumeRole API ChimeMessagingSampleAppServerRoleを呼び出すことを許可する信頼ポリシー
を設定する必要があります。ChimeMessagingSampleAppUserRoleIAM ロールで信頼ポリシーを使用す
る方法の詳細については、「IAM ロールで信頼ポリシーを使用する方法」を参照してください。AWSIAM 
ロールコンソールを使用して、このポリシーをに追加できますChimeMessagingSampleAppUserRole。次
の例は、典型的な信頼関係を示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
               
 "AWS":"arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppServerRole" 
            } 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}   

サンプルデプロイでは、Amazon EC2 インスタンス、AWS 
LambdaChimeMessagingSampleAppServerRoleまたはがで起動されます。次に、サーバーは次のよう
になります。

1. 認証情報を受け取るためのクライアントのリクエストに対して、アプリケーション固有の認証を行いま
す。

2. をパラメータ化するタグを付けて STSAssumeRole onChimeMessagingSampleAppUserRole を呼
び出します${aws:PrincipalTag/my_applications_user_id}。

3. AssumeRole呼び出しで返された認証情報をユーザーに転送します。

次の例は、ステップ 2 のロールを引き継ぐための CLI コマンドを示しています。

aws sts assume-role --role-arn 
arn:aws:iam::my_aws_account_id:role/ChimeMessagingSampleAppUserRole --role-
session-name demo --tags Key=my_applications_user_id,Value=123456789

チャネルの作成
あなたとエンドユーザーはチャンネルを作成できます。作成したら、あなたまたはエンドユーザーもチャ
ンネルにメンバーを追加する必要があります。チャンネルを作成するためのサンプルコードは、上のサン
プルアプリケーションにあります GitHub。

チャンネルの作成とメンバーの追加の詳細については、以下を参照してください。

• CreateChannel
• CreateChannelMembership

メッセージの送信
SendChannelMessageAPI を使用してメッセージを送信します。サンプルコードは、上のサンプルアプリ
ケーションで入手できます GitHub。

使用中 ExpirationSettings
AppInstanceUserまたはを作成するとChannel、ExpirationSettingsを使用してそれらのリソース
を自動的に削除するように設定できます。 ExpirationSettings resource-limit-exceededストレージコ
ストの削減と問題の防止に役立ちます。たとえば、7 日後に未使用のチャンネルを削除したり、テスト目
的でのみ呼び出されたチャンネルを削除したりできます。AppInstanceUser

の場合AppInstanceUser、ユーザー作成時間に基づいて有効期限を指定します。aの場合はChannel、
チャンネルの作成時刻または最終メッセージ時刻に基づいて有効期限を指定します。後者では、メッセー
ジアクティビティを使用して自動削除をカスタマイズできます。
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Important

リソースの有効期限が切れた直後に、ExpirationSettingsそのリソースを削除するバックグ
ラウンドプロセスを開始します。このプロセスには通常6時間かかりますが、時間は異なる場合が
あります。
AppInstanceUsersChannels期限切れでまだ削除されていないものは、引き続き有効でアク
ティブとして表示されます。有効期限の設定は更新または削除でき、システムはその変更を反映
します。

トピック
• 構成中 ExpirationSettings (p. 96)
• AWS CloudTrail 期限切れリソース削除のイベント (p. 97)

構成中 ExpirationSettings
次のセクションでは、ExpirationSettingsのAppInstanceUser or を設定する方法について説明しま
すChannel。

ExpirationSettings リソース作成時の設定
CreateAppInstanceUser または CreateChannel APIExpirationSettings を実行するタイミングを設定
できます。ExpirationSettingsパラメータを設定するには、次の IAM アクセス許可が必要です。

• chime:PutAppInstanceUserExpirationSettings作成時AppInstanceUser
• chime:PutChannelExpirationSettings作成時Channel.

次の例では、AWS CLI を使用して 1AppInstanceUser 日後に期限切れになるものを作成しています。

aws chime-sdk-identity create-app-instance-user \
--app-instance-arn "app_instance_arn" \
--app-instance-user-id "backend-worker" \
--name "backend-worker" \
--expiration-settings '{ 
            "ExpirationDays": 1, 
            "ExpirationCriterion": "CREATED_TIMESTAMP" 
        }'

次の例では、AWS CLI を使用して、メッセージを最後に受信してから 1Channel 日後に有効期限が切れ
るメッセージを作成しています。

aws chime-sdk-messaging create-channel \
--chime-bearer "app_instance_user_arn" \
--app-instance-arn "app_instance_arn" \
--name "firstChannel" \
--expiration-settings '{ 
            "ExpirationDays": 1, 
            "ExpirationCriterion": "LAST_MESSAGE_TIMESTAMP" 
        }'

Put API を使用して設定する ExpirationSettings
また、 PutAppInstanceUserExpirationSettings PutChannelExpirationSettingsとを使用して、作成、更新、
削除することもできます ExpirationSettings。

次の例は、AWS CLI を使用してを更新する方法を示していますExpirationSettings。 
AppInstanceUser
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aws chime-sdk-identity put-app-instance-user-expiration-settings \
--app-instance-user-arn "app_instance_user_arn" \
--expiration-settings '{ 
            "ExpirationDays": 30, 
            "ExpirationCriterion": "CREATED_TIMESTAMP" 
        }'

次の例は、AWS CLIを使用してチャンネルを削除する方法を示していますExpirationSettings。

aws chime-sdk-messaging put-channel-expiration-settings \
--chime-bearer "app_instance_user_arn" \
--channel-arn "channel_arn"

AWS CloudTrail 期限切れリソース削除のイベント
システムは、期限切れのリソースを削除すると、ExpireAppInstanceUserまたは ()ExpireChannel
イベントをに送信しますAWS CloudTrail。イベントの種類は、削除されたアセットの種類によって異なり
ます。

次の例は、AppInstanceUserイベントを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "accountId": "123456789012", 
        "invokedBy": "chime.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2023-03-15T00:00:00Z", 
    "eventSource": "chime.amazonaws.com", 
    "eventName": "ExpireAppInstanceUser", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "chime.amazonaws.com", 
    "userAgent": "chime.amazonaws.com", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "123456789012", 
            "type": "AWS::Chime::AppInstanceUser", 
            "ARN": "arn:aws:chime:us-east-1:123456789012:app-instance/app-instance-id/
user/user-id" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": { 
        "reason": "AppInstanceUser deleted due to expiration settings." 
    }, 
    "eventCategory": "Management"
}

WebSockets メッセージ受信に使用
Amazon Chime JS SDK を使用してメッセージを受信することも WebSockets、 WebSocket 任意のクライ
アントライブラリを使用することもできます。

次のトピックを記載されている順序に従って使用を開始してください WebSockets。
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トピック
• IAM ポリシーの定義 (p. 98)
• エンドポイントの取得 (p. 98)
• 接続を確立する (p. 98)
• プリフェッチを使用してチャンネルの詳細を配信する (p. 100)
• イベントの処理 (p. 101)

IAM ポリシーの定義
まず、 WebSocket 接続を確立する権限を付与する IAM ポリシーを定義します。次のポリシー例で
は、AppInstanceUser WebSocket接続を確立する権限を付与しています。

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action: [ 
      "chime:Connect" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/
{app_instance_user_id}" 
    ] 
 }, 
 { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action: [ 
      "chime:GetMessagingSessionEndpoint" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "*" 
    ] 
 } 
 ]
} 

エンドポイントの取得
以下のステップでは、 WebSocket 接続で使用されているエンドポイントを取得する方法を示していま
す。

1. GetMessagingSessionEndpointAPI WebSocket を使用してエンドポイントを取得します。
2. GetMessagingSessionEndpoint API から返された URL を使用して、署名バージョン 4 の署名付き 

WebSocket URL を作成します。その際にサポートが必要な場合は、の指示に従ってください接続を
確立する (p. 98)。

Note

WebSocket URL の形式は次のとおりです。id.region.ws-messaging.chime.aws

接続を確立する
エンドポイントを取得したら、 WebSocket 接続 API を使用して Amazon Chime SDK バックエンドサー
バーへの接続を確立し、AppInstanceUserのメッセージを受信します。AWS署名バージョン 4 を使用す
る必要があります。リクエストへの署名の詳細については、「署名バージョン 4AWS によるリクエストへ
の署名」を参照してください。
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Note

エンドポイントを取得するには、 GetMessagingSessionEndpointAPI を呼び出します。 
WebSocket 任意のクライアントライブラリを使用してエンドポイントに接続できます。

リクエストの構文

GET /connect
?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIARALLEXAMPLE%2F20201214%2Fregion%2Fchime%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20201214T171359Z
&X-Amz-Expires=10
&X-Amz-SignedHeaders=host
&sessionId={sessionId}
&userArn={appInstanceUserArn}
&X-Amz-Signature=db75397d79583EXAMPLE

URI パラメータ

すべての URI リクエストクエリパラメータは URL エンコードされている必要があります。

X-Amz アルゴリズム

AWSSignature のバージョンと、署名の計算に使用したアルゴリズムを識別します。Amazon Chime 
SDKAWS は署名バージョン 4 認証のみをサポートしているため、これの値はですAWS4-HMAC-SHA256。

X-Ams-クレデンシャル

このパラメータには、アクセスキー ID の他に、AWS署名が有効なリージョンとサービス (スコープ) も指
定できます。この値は、署名の計算に使用されているハッシュベースの計算方法を示しています。このパ
ラメータ値の一般的な形式は次のとおりです。

<yourAccessKeyId>/<date>/<awsRegion>/<awsService >/aws4_request

例:

AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20201214/us-east-1/chime/aws4_request

X-Amz-Date

日付と時刻の形式は ISO 8601 規格に準拠している必要があり、次のようにフォーマットする必要があり
ますyyyyMMddTHHmmssZ。たとえば、2020 年 8 月 1 日 15:32:41 .982-700 を協定世界時 (UTC) に変換し
て送信する必要があります20200801T083241Z。

X-Amz 署名付きヘッダー

署名の計算に使用されているハッシュを一覧表示します。署名の計算には次のヘッダーが必要です。

• HTTP ホストヘッダー。
• リクエストに追加する予定の任意の x-amz-* ヘッダー。

Note

セキュリティを強化するために、リクエストに含める予定のすべてのリクエストヘッダーに署名
してください。

X-Amz シグネチャー
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リクエストを認証するための署名を提供します。この署名は、Amazon Chime SDK が計算する署名
と一致する必要があります。そうでない場合、Amazon Chime SDK はリクエストを拒否します。例え
ば、733255ef022bec3f2a8701cd61d4b371f3f28c9f19EXAMPLEd48d5193d7。

X-Amz-Security-Token

セキュリティトークンサービスから提供された認証情報を使用する場合のオプションの認証情報パラメー
タ。サービスの詳細については、https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/ を参照してくだ
さい。

SessionId

WebSocket 確立中の接続の固有の ID を示します。

UserArn

AppInstanceUser接続を確立しようとしているユーザーの ID を示します。値は、の ARN でなければ
なりませんAppInstanceUser。例えば、arn:aws:chime:us%2Deast%2D1:123456789012:app
%2Dinstance/694d2099%2Dcb1e%2D463e%2D9d64%2D697ff5b8950e/user/johndoe です。

プリフェッチを使用してチャンネルの詳細を配信する
WebSocket 接続を確立すると、prefetch-on=connectCHANNEL_DETAILSクエリパラメータでイベン
トを配信するように指定できます。プリフェッチ機能にはConnect APIが付属しており、この機能により、
ユーザーは追加のAPI呼び出しなしで充実したチャットビューを見ることができます。ユーザーは次のこ
とができます。

• 最後のチャンネルメッセージのプレビューとそのタイムスタンプが表示されます。
• チャンネルのメンバーを表示します。
• チャンネルの未読マーカーを表示します。

指定されたプリフェッチパラメータを使用してユーザーが接続すると、接続が確立されたことを示す
セッション確立イベントが送信されます。その後、CHANNEL_DETAILSユーザーは最大50のイベント
を受信します。ユーザーのチャンネル数が 50 未満の場合、connect APICHANNEL_DETAILS はイベ
ントを介してすべてのチャンネルをプリフェッチします。ユーザーのチャンネル数が50を超える場
合、LastMessageTimestamp APIは未読メッセージと最新の値を含む上位50チャンネルをプリフェッチ
します。CHANNEL_DETAILSイベントはランダムな順序で到着し、50 チャンネルすべてのイベントを受信
します。

また、ChannelMessagesプリフェッチはおよびに対して以下を返しますChannelMemberships。

• ChannelMessages— ChannelMessageSummaryCreatedTimestamp降順に並べられたオブジェクトの
リスト。最新の 20 件のメッセージのみが含まれます。ソフトリミット、AWSアカウントレベルで調整
可能。

• ChannelMemberships— ChannelMembershipSummaryオブジェクトのリスト。チャンネルメンバーは最
大30人まで参加できます。ソフトリミット、AWSアカウントレベルで調整可能。

この例はメソッドの使用方法を示していますprefetch-on=connect。

GET /connect
?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIARALLEXAMPLE%2F20201214%2Fregion%2Fchime%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20201214T171359Z
&X-Amz-Expires=10
&X-Amz-SignedHeaders=host
&sessionId=sessionId
&prefetch-on=connect
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&userArn=appInstanceUserArn
&X-Amz-Signature=db75397d79583EXAMPLE

この例は、1 つのチャネルの応答を示しています。50チャンネルすべてに回答が届きます。

{ 
   "Headers": {  
        "x-amz-chime-event-type": "CHANNEL_DETAILS",  
        "x-amz-chime-message-type": "SYSTEM"  
        }, 
   "Payload": JSON.stringify"({ 
        Channel: ChannelSummary 
        ChannelMessages: List of ChannelMessageSummary  
        ChannelMemberships: List of ChannelMembershipSummary
        ReadMarkerTimestamp: Timestamp    
    })
} 

イベントの処理
AppInstanceUser接続が確立された後にメッセージを受信するには、チャンネルにメッセージを追加す
る必要があります。そのためには、 CreateChannelMembershipAPI を使用してください。

Note

Anは、AppInstanceUser自分が所属するすべてのチャンネルのメッセージを常に受信しま
す。AppInstanceユーザーが接続を切断すると、メッセージは停止します。

AppInstanceAdminと a は、 CreateChannelMembership API を使用して明示的に追加しない限
り、ChannelModeratorチャネルでメッセージを受信しません。

次のトピックでは、イベントの処理方法について説明します。

トピック
• メッセージの構造について (p. 101)
• 切断の処理 (p. 103)

メッセージの構造について

WebSocket 受信するメッセージはすべて次の形式に従います。

{ 
   "Headers": {"key": "value"}, 
   "Payload": "{\"key\": \"value\"}"
}

ヘッダー

Amazon Chime SDK メッセージングでは、次のヘッダーキーを使用します。

• x-amz-chime-event-type
• x-amz-chime-message-type
• x-amz-chime-event-reason

次のセクションでは、ヘッダーに設定できる値とペイロードを一覧表示して説明します。
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Payload

ウェブソケットメッセージは JSON 文字列を返します。JSONx-amz-event-type 文字列の構造はヘッ
ダーによって異なります。次の表に、x-amz-chime-event-type可能な値とペイロードを示します。

EventType ペイロードの形式

SESSION_ESTABLISHED N/A。このメッセージは、ユー
ザがに接続した後に 1 回送信
されます WebSocket。これ
は、SESSION_ESTABLISHEDユー
ザーがメッセージを受け取った
後にチャンネルに届くメッセー
ジやイベントは、そのチャン
ネルが開いている限り必ずユー
ザーに配信されることを示して
います。 WebSocket

CREATE_CHANNEL_MESSAGE

REDACT_CHANNEL_MESSAGE

UPDATE_CHANNEL_MESSAGE

DELETE_CHANNEL_MESSAGE

PENDING_CREATE_CHANNEL_MESSAGE

PENDING_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE

FAILED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE

FAILED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE

DENIED_CREATE_CHANNEL_MESSAGE

DENIED_UPDATE_CHANNEL_MESSAGE

ChannelMessage

CHANNEL_DETAILS チャンネル

ChannelSummary オブジェ
クト。

ChannelMessages

ChannelMessageSummaryCreatedTimestamp降
順に並べられたオブジェク
トのリスト。最新の 20 件
のメッセージが含まれます
が、その制限は AWS アカ
ウントレベルで調整できま
す。

ChannelMemberships

ChannelMembershipSummary
オブジェクトのリスト 最大 
30 人のチャネルメンバー
を返しますが、その制限は 
AWS アカウントレベルで調
整できます。
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EventType ペイロードの形式
ReadMarkerTimestamp

AppInstanceUser最後に
チャネルが既読とマークさ
れた時刻。

UPDATE_CHANNEL

DELETE_CHANNEL

チャネル

BATCH_CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIPBatchChannelMembership

CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP

DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP

UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP

ChannelMembership

x-amz-chime-message-タイプ

x-amz-chime-message-type以下の表にそれらのメッセージの種類を示します。

メッセージの種類 説明

STANDARD ウェブソケットが標準チャンネルメッセージを受
信したときに送信されます。

CONTROL bebsocket が CONTROL チャンネルメッセージを
受信したときに送信されます。

SYSTEM Amazon Chime SDK メッセージングによって送
信されるその他すべてのウェブソケットメッセー
ジ。

x-amz-chime-event-理由

これは特定のユースケースでサポートされるオプションのヘッダーです。ヘッダーには、特定のイベント
が受信された理由に関する情報が表示されます。

イベント理由 説明

サブチャンネル_削除済み DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIPエラスティック
チャネルのモデレーターが受信したイベント モデ
レータは、メンバーシップの調整によって所属し
ていたサブチャンネルが削除された後にのみ表示
されます。

切断の処理
WebSocket は、ネットワーク接続の変更や認証情報の有効期限が切れると、接続が切断される可能性があ
ります。を開くと WebSocket、Amazon Chime SDK はメッセージングクライアントに定期的に ping を送
信して、接続されていることを確認します。接続が閉じると、 WebSocket クライアントはクローズコー
ドを受け取ります。クライアントは、終了コードに応じて再接続を試みるか、しないかを選択できます。
次の表は、クライアントが再接続に使用できるクローズコードを示しています。
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クロージャコードが 1000 ～ 4000 の場合は、次のメッセージが表示される場合にのみ再接続します。

クロージャーコード 再接続の可能 理由

1001 はい 正常な閉

1006 はい 異常閉鎖

1011 はい 内部サーバーエラー

1012 はい サービスの再起動

1013 はい あとでもう一度試してみてくだ
さい

1014 はい サーバーがゲートウェイまたは
プロキシとして機能していて、
上流サーバーから無効な応答を
受信しました。これは 502 HTTP 
ステータスコードに似ていま
す。

4XXX コードの場合は、次のメッセージが表示されない限り、必ず再接続してください。

クロージャーコード 再接続の可能 理由

4002 いいえ クライアント開始

4003 いいえ Forbidden

4401 いいえ 権限がありません

アプリケーションがクローズコードを使用して再接続する場合、アプリケーションは次のことを行う必要
があります。

1. GetMessagingSessionEndpointを再度呼び出すと、新しいベース URL が取得されます。
2. 有効期限が切れている場合は、IAM 認証情報を更新してください。
3. 経由でConnect WebSocket.

amazon-chime-sdk-js ライブラリを使用する場合、needsRefresh () プロパティと refresh () メソッドを実
装すると、これが自動的に処理されます。

添付ファイルの設定
Amazon Chime SDK では、メッセージの添付ファイル用に独自のストレージを使用し、メッセージメタ
データとして含めることができます。Amazon Simple Storage Service (S3) が、添付の使用を開始する最
も簡単な方法です。

添付ファイルに S3 を使用するには

1. 添付ファイルを格納する S3 バケットを作成します。
2. Amazon Chime SDK ユーザーが S3 バケットから添付ファイルをアップロード、ダウンロード、削除

できるようにするバケットの IAM ポリシーを作成します。
3. ID プロバイダーが使用する IAM ロールを作成して、添付用の認証情報をユーザーに配布します。

104

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_messaging-chime_GetMessagingSessionEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/Credentials.html#refresh-property
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/Credentials.html#needsRefresh-property


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
システムメッセージの理

サンプルアプリケーションには、Amazon S3、Amazon Cognito、および Amazon Chime SDK を使用して
これを行う方法の例が示されています。

システムメッセージの理
Amazon Chime SDK は、チャネルで発生したイベントについて、接続しているすべてのクライアントにシ
ステムメッセージを送信します。イベントは次のとおりです。

• UPDATE_CHANNEL— このイベントは、名前やメタデータなどのチャンネル詳細が更新されたことを示
します。

• DELETE_CHANNEL— このイベントは、チャンネルとそのすべてのデータ（メッセージ、メンバーシッ
プ、モデレーター、禁止を含む）が削除されることを意味します。

• CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP— このイベントは、AppInstanceUser特定のメンバーがチャンネル
にメンバーとして追加されたことを示します。このイベントには、新しいイベントの詳細も含まれてい
ますAppInstanceUser。

• DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP— このイベントは、AppInstanceUserがチャンネルから削除された
ことを示します。イベントには、AppInstanceUser削除された詳細も含まれています。

• UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP— このイベントはエラスティックチャネルにのみ適用されます。こ
のイベントは、AppInstanceUserメンバーシップのバランスがあるサブチャンネルから別のサブチャ
ンネルに移されたことを意味します。イベントには、AppInstanceUser詳細に加えて、転送先のサブ
チャンネルに関する情報も含まれています。AppInstanceUser

IAM ロールの例
ユーザーが Amazon Chime SDK のメッセージング機能にアクセスするには、サインイン時に認証情報を
提供する IAM ロールとポリシーを定義する必要があります。IAM ポリシーは、ユーザーがアクセスできる
リソースを定義します。

このセクションの例では、ニーズに合わせて調整できる基本ポリシーを示しています。ポリシーの仕組み
の詳細については、「」を参照してくださいバックエンドサービスから SDK 呼び出しを行う (p. 91)。

この例は、Amazon Chime SDK メッセージングを使用してアプリケーションを構築する開発者向けのポリ
シーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "chime:CreateAppInstance", 
                "chime:DescribeAppInstance", 
                "chime:ListAppInstances", 
                "chime:UpdateAppInstance", 
                "chime:DeleteAppInstance", 
                "chime:CreateAppInstanceUser", 
                "chime:DeleteAppInstanceUser", 
                "chime:ListAppInstanceUsers", 
                "chime:UpdateAppInstanceUser", 
                "chime:DescribeAppInstanceUser", 
                "chime:CreateAppInstanceAdmin", 
                "chime:DescribeAppInstanceAdmin", 
                "chime:ListAppInstanceAdmins", 
                "chime:DeleteAppInstanceAdmin", 
                "chime:PutAppInstanceRetentionSettings", 
                "chime:GetAppInstanceRetentionSettings", 
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                "chime:PutAppInstanceStreamingConfigurations", 
                "chime:GetAppInstanceStreamingConfigurations", 
                "chime:DeleteAppInstanceStreamingConfigurations", 
                "chime:TagResource", 
                "chime:UntagResource", 
                "chime:ListTagsForResource" 
                "chime:CreateChannelFlow", 
                "chime:UpdateChannelFlow", 
                "chime:DescribeChannelFlow", 
                "chime:DeleteChannelFlow", 
                "chime:ListChannelFlows", 
                "chime:ListChannelsAssociatedWithChannelFlow", 
                "chime:ChannelFlowCallback", 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

この例では、ユーザーが Amazon Chime SDK ユーザーアクションにアクセスすることを許可するポリ
シーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "chime:GetMessagingSessionEndpoint", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "chime:CreateChannel", 
                "chime:DescribeChannel", 
                "chime:DeleteChannel", 
                "chime:UpdateChannel", 
                "chime:ListChannels", 
                "chime:Listsubchannels", 
                "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser", 
                "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser", 
                "chime:ListChannelsModeratedByAppInstanceUser", 
                "chime:DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser", 
                "chime:UpdateChannelReadMarker", 
                "chime:CreateChannelModerator", 
                "chime:DescribeChannelModerator", 
                "chime:ListChannelModerators", 
                "chime:DeleteChannelModerator", 
                "chime:SendChannelMessage", 
                "chime:GetChannelMessage", 
                "chime:DeleteChannelMessage", 
                "chime:UpdateChannelMessage", 
                "chime:RedactChannelMessage", 
                "chime:ListChannelMessages", 
                "chime:CreateChannelMembership", 
                "chime:DescribeChannelMembership", 
                "chime:DeleteChannelMembership", 
                "chime:ListChannelMemberships", 
                "chime:CreateChannelBan", 
                "chime:DeleteChannelBan", 
                "chime:ListChannelBans", 
                "chime:DescribeChannelBan", 
                "chime:Connect" 
                "chime:AssociateChannelFlow", 
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                "chime:DisassociateChannelFlow", 
                "chime:GetChannelMessageStatus"                 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/
{app_instance_user_id}", 
                "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/
channel/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

この例は、Amazon Chime SDK のユーザーアクションへの最小限のアクセス権をユーザーに与えるポリ
シーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "chime:GetMessagingSessionEndpoint", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "chime:ListChannels", 
                "chime:DescribeChannel", 
                "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser", 
                "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser", 
                "chime:ListChannelsModeratedByAppInstanceUser", 
                "chime:DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser", 
                "chime:SendChannelMessage", 
                "chime:GetChannelMessage", 
                "chime:ListChannelMessages", 
                "chime:Connect" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/
{app_instance_user_id}", 
                "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/
channel/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

この例は、 WebSocket との接続を確立するためのポリシーを示していますAppInstanceUser。 
WebSocket 接続の詳細については、を参照してください WebSockets メッセージ受信に使用 (p. 97)。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
   { 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
             "chime:Connect" 
            ], 
     "Resource": [ 
             "arn:aws:chime:region:{aws_account_id}:app-instance/{app_instance_id}/user/
{app_instance_user_id}" 
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         ] 
      } 
   ]
}

役割別の権限の理解
このトピックの表には、アプリインスタンスのユーザーが役割に応じて実行できるアクションがリストさ
れています。

凡例

• 許可 — IAM ポリシーで正しいアクション/リソースコンテキストが指定されていれば、正常に実行でき
ます。

• 制限付きで許可 — IAM ポリシーで正しいアクション/リソースコンテキストが指定されている場合、ア
クションを正常に実行するには特定の条件を満たす必要があります。

• 拒否 — IAM ポリシーで正しいアクション/リソースコンテキストが指定されていても、バックエンドに
よってブロックされます。

トピック
• AppInstanceAdmin (p. 108)
• ChannelModerator (p. 110)
• メンバー (p. 112)
• 非会員 (p. 114)

AppInstanceAdmin
アプリインスタンス管理者は、自分が管理者となっているアプリインスタンス内のチャンネルに対してア
クションを実行できます。

API 名 許可または拒否 メモ

UpdateChannel 制限付きで許可 ElasticChannelConfiguration 一度
設定すると更新できない

DeleteChannel 許可

DescribeChannel 許可

ListChannel 許可  

ListChannelMembershipsForAppInstanceUser許可 AppInstanceUserArn別のも
のを入力することもできます 
AppInstanceUser。

DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser許可 AppInstanceUserArn別のも
のを入力することもできます 
AppInstanceUser。

ListChannelsModeratedByAppInstanceUser許可 AppInstanceUserArn別のも
のを入力することもできます 
AppInstanceUser。
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API 名 許可または拒否 メモ

DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser許可 AppInstanceUserArn 別のも
のを入力することもできます 
AppInstanceUser。伸縮性のある
チャネルは使用できません。

CreateChannelMembership 許可

DescribeChannelMembership 許可

ListChannelMembership 許可

DeleteChannelMembership 許可

SendChannelMessage 制限付きで許可 まず、
CreateChannelMembershipを使
用して自分用のメンバーシップ
を作成し、次に API を呼び出す
必要があります。

GetChannelMessage 許可

ListChannelMessage 許可

DeleteChannelMessage 許可

RedactChannelMessage 許可

UpdateChannelMessage 制限付きで許可 自分のメッセージのみを編集で
きます。

CreateChannelModerator 許可

DeleteChannelModerator 許可

DescribeChannelModerator 許可

ListChannelModerator 許可

CreateChannelBan 制限付きで許可 AppInstanceUser禁止する相
手は、AppInstanceAdminそ
のチャンネルの管理者またはモ
デレーターであってはなりませ
ん。

DeleteChannelBan 制限付きで許可

DescribeChannelBan 許可

ListChannelBan 許可

UpdateChannelReadMarker 制限付きで許可 非エラスティック
チャネルの場合は、
CreateChannelMembership 最初
にを使用して自分用のメンバー
シップを作成してから、APIを呼
び出す必要があります。

伸縮性のあるチャンネルには使
用できません。
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API 名 許可または拒否 メモ

GetChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。メッセージ送信者で
ない限り、チャネルフローによ
るメッセージの処理は許可され
ません。

ListChannelMessages 許可

DeleteChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。

RedactChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。

UpdateChannelMessage 制限付きで許可 カスタムメッセージのみを編集
できます。

AssociateChannelFlow 許可

DisassociateChannelFlow 許可

GetChannelMessageStatus 制限付きで許可 自分のメッセージのメッセージ
ステータスのみを取得できま
す。

ListSubChannels 許可

ChannelModerator
チャンネルモデレーターは、自分がモデレーターの役割を持つチャンネルでのみアクションを実行できま
す。

Note

モデレーターは、AppInstanceAdminその役割で許可されているチャンネルでアクションを実行
できます。

API 名 許可または拒否 メモ

UpdateChannel 許可 ElasticChannelConfiguration 一度
設定すると更新できない

DeleteChannel 許可

DescribeChannel 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannel 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannelMembershipsForAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

110

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_ListChannelMembershipsForAppInstanceUser.html#API_ListChannelMembershipsForAppInstanceUser_RequestSyntax
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_ListChannelMembershipsForAppInstanceUser.html#API_ListChannelMembershipsForAppInstanceUser_RequestSyntax


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
ChannelModerator

API 名 許可または拒否 メモ

ListChannelsModeratedByAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArnを値と
してのみ使用できます。

DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser制限付きで許可 AppInstanceUserArn に別の
値を入力することもできます 
AppInstanceUser。

CreateChannelMembership 許可

DescribeChannelMembership 許可

ListChannelMembership 許可

DeleteChannelMembership 許可  

SendChannelMessage 制限付きで許可 まず、
CreateChannelMembershipを使
用して自分用のメンバーシップ
を作成し、次に API を呼び出す
必要があります。

GetChannelMessage 許可

ListChannelMessage 許可

DeleteChannelMessage 拒否

RedactChannelMessage 許可

UpdateChannelMessage 制限付きで許可 自分のメッセージのみ更新でき
ます。

CreateChannelModerator 許可 まず、
CreateChannelMembershipを使
用して自分用のメンバーシップ
を作成し、次に API を呼び出す
必要があります。

DeleteChannelModerator 許可

DescribeChannelModerator 許可  

ListChannelModerator 許可

CreateChannelBan 制限付きで許可 AppInstanceUser禁
止しているチャンネル
は、AppInstanceAdminその
チャンネルのまたはモデレー
ターになることはできません。

DeleteChannelBan 制限付きで許可

DescribeChannelBan 許可

ListChannelBan 許可
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API 名 許可または拒否 メモ

UpdateChannelReadMarker 制限付きで許可 非エラスティック
チャネルの場合は、
CreateChannelMembership 最初
にを使用して自分用のメンバー
シップを作成してから、APIを呼
び出す必要があります。

伸縮性のあるチャンネルには使
用できません。

GetChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。メッセージ送信者で
ない限り、チャネルフローによ
るメッセージの処理は許可され
ません。

ListChannelMessages 許可

DeleteChannelMessage 拒否

RedactChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。

UpdateChannelMessage 制限付きで許可 カスタムメッセージのみを編集
できます。

AssociateChannelFlow 許可

DisassociateChannelFlow 許可

GetChannelMessageStatus 制限付きで許可 自分のメッセージのメッセージ
ステータスのみを取得できま
す。

ListSubChannels 許可

メンバー
は、 CreateChannelMembershipAPI を介してチャンネルに追加されると、AppInstanceUserチャンネル
のメンバーになります。

メンバーは、自分が所属するチャンネルでのみアクションを実行できます。
Note

その 2ChannelModerator つのロールで許可されているチャンネルでアクションを実行でき
る、AppInstanceAdminまたは参加できるメンバー。

API 名 許可または拒否 メモ

UpdateChannel 拒否

DeleteChannel 拒否

DescribeChannel 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。
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API 名 許可または拒否 メモ

ListChannel 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannelMembershipsForAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

ListChannelsModeratedByAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser制限付きで許可 AppInstanceUserArn に別の
値を入力することもできます 
AppInstanceUser。

伸縮性のあるチャンネルには使
用できません。

CreateChannelMembership 制限付きで許可 UNRESTRICTED チャンネルに
は他のメンバーを追加すること
しかできません。

DescribeChannelMembership 許可

ListChannelMembership 許可

DeleteChannelMembership 許可

SendChannelMessage 許可

GetChannelMessage 許可

ListChannelMessage 許可

DeleteChannelMessage 拒否

RedactChannelMessage 制限付きで許可 編集できるのは自分のメッセー
ジだけです。

UpdateChannelMessage 制限付きで許可 自分のメッセージのみ更新でき
ます。

CreateChannelModerator 拒否

DeleteChannelModerator 拒否

DescribeChannelModerator 拒否

ListChannelModerator 拒否

CreateChannelBan 拒否

DeleteChannelBan 拒否

DescribeChannelBan 拒否

ListChannelBan 拒否
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API 名 許可または拒否 メモ

UpdateChannelReadMarker 制限付きで許可 伸縮性のあるチャンネルには使
用できません。

GetChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。メッセージ送信者で
ない限り、チャネルフローによ
るメッセージの処理は許可され
ません。

ListChannelMessages 許可

DeleteChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。

RedactChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。

UpdateChannelMessage 制限付きで許可 カスタムメッセージのみを編集
できます。

AssociateChannelFlow 拒否

DisassociateChannelFlow 拒否

GetChannelMessageStatus 制限付きで許可 自分のメッセージのメッセージ
ステータスのみを取得できま
す。

Listsubchannels 拒否

非会員
AppInstanceUser非メンバーは常連であり、 CreateChannelMembershipAPIを使用して追加しない限
り、チャンネル関連のアクションを実行することはできません。

Note

メンバーでなく、AppInstanceAdminまたはこれら 2ChannelModerator つのロールで許可さ
れているチャンネル関連のアクションを実行できる非メンバー。

API 名 許可または拒否 メモ

UpdateChannel 拒否

DeleteChannel 拒否

DescribeChannel 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannel 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannelMembershipsForAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。
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API 名 許可または拒否 メモ

DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser制限付きで許可 AppInstanceArnに別の値
を入力することもできます 
AppInstanceUser。

伸縮性のあるチャンネルには使
用できません。

ListChannelsModeratedByAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser制限付きで許可 ARN  AppInstanceUserArn を値
としてのみ使用できます。

CreateChannelMembership 拒否

DescribeChannelMembership 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannelMembership 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

DeleteChannelMembership 拒否

SendChannelMessage 拒否

GetChannelMessage 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

ListChannelMessage 制限付きで許可 公開チャンネルの詳細のみ取得
できます。

DeleteChannelMessage 拒否

RedactChannelMessage 拒否

UpdateChannelMessage 拒否

CreateChannelModerator 拒否

DeleteChannelModerator 拒否

DescribeChannelModerator 拒否

ListChannelModerator 拒否

CreateChannelBan 拒否

DeleteChannelBan 拒否

DescribeChannelBan 拒否

ListChannelBan 拒否

UpdateChannelReadMarker 拒否
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API 名 許可または拒否 メモ

GetChannelMessage 制限付きで許可 送信済みメッセージにのみ許可
されます。メッセージ送信者で
ない限り、チャネルフローによ
るメッセージの処理は許可され
ません。

ListChannelMessages 制限付きで許可

DeleteChannelMessage 拒否 拒否

RedactChannelMessage 拒否

UpdateChannelMessage 拒否

AssociateChannelFlow 拒否

DisassociateChannelFlow 拒否

GetChannelMessageStatus 制限付きで許可 自分のメッセージのメッセージ
ステータスのみを取得できま
す。

メッセージングデータのストリーミング
AppInstanceメッセージやチャンネルイベントなどのデータをストリームの形式で受信するようにを設
定できます。そうすれば、そのデータにリアルタイムで反応することが可能です。現在、Amazon Chime 
SDK メッセージングは Kinesis ストリームのみをストリームの宛先として受け付けています。この機能で 
Kinesis ストリームを使用するには、次の前提条件を満たす必要があります。

• Kinesis Streams は、AWSと同じアカウント内に存在する必要がありますAppInstance。
• ストリームは、と同じリージョンに存在する必要がありますAppInstance。
• ストリーム名のプレフィックスはで始まりますchime-messaging-。
• 少なくとも 2 つのシャードを設定する必要があります。各シャードは 1 秒あたり最大 1 MB のデータを

受信できるため、それに応じてストリームをスケーリングしてください。
• サーバー側の暗号化 (SSE) を有効にする必要があります。

Kinesis Stream を設定するには

1. 前のセクションの前提条件を使用して 1 つ以上の Kinesis ストリームを作成します。
2. PutAppInstanceStreamingConfigurationsAPI を呼び出します。

2 つのアプリインスタンスのデータタイプの一方または両方を構成でき、それらに対して同じスト
リームを選択することも、別のストリームを選択することもできます。データ型には次のスコープが
あります。

AppInstanceDataType 生成されたイベントタイプ

CREATE_CHANNEL_MESSAGE

REDACT_CHANNEL_MESSAGE

チャンネルメッセージ

UPDATE_CHANNEL_MESSAGE
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AppInstanceDataType 生成されたイベントタイプ

DELETE_CHANNEL_MESSAGE

CREATE_CHANNEL

CREATE_SUB_CHANNEL

UPDATE_CHANNEL

DELETE_CHANNEL

UPDATE_CHANNEL_EXPIRATION_SETTINGS

DELETE_SUB_CHANNEL

CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP

DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP

CREATE_CHANNEL_BAN

DELETE_CHANNEL_BAN

CREATE_CHANNEL_MODERATOR

チャネル

DELETE_CHANNEL_MODERATOR

3. 設定した Kinesis ストリームからデータの読み取りを開始します。ステップ 2 の設定前に発生したイ
ベントは遡ってストリーミングされないことに注意してください。

[Data format] (データ形式)

Kinesis は、次のフィールドを含む JSONEventType 形式のレコードを出力しますPayload。ペイロード
形式はによって異なりますEventType。次の表は、イベントタイプとそれに対応するペイロードの形式を
示しています。

EventType ペイロードの形式

CREATE_CHANNEL_MESSAGE

REDACT_CHANNEL_MESSAGE

UPDATE_CHANNEL_MESSAGE

DELETE_CHANNEL_MESSAGE

チャンネルメッセージ

   

CREATE_CHANNEL

UPDATE_CHANNEL

DELETE_CHANNEL

UPDATE_CHANNEL_EXPIRATION_SETTINGS

チャネル

   

CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIP ChannelMembership
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EventType ペイロードの形式

DELETE_CHANNEL_MEMBERSHIP

   

CREATE_CHANNEL_BAN

DELETE_CHANNEL_BAN

ChannelBan

   

CREATE_CHANNEL_MODERATOR

DELETE_CHANNEL_MODERATOR

ChannelModerator

CREATE_SUB_CHANNEL

DELETE_SUB_CHANNEL

チャネルラーン

SubChannelId

エラスティックチャンネルを使ったライブイベント
の開催

Elasticチャンネルは、最大100万人のメンバーとの大規模なチャット体験をサポートします。代表的な用
途としては、スポーツや政治イベントのためのウォッチパーティーなどがあります。Elastic チャネルを使
用できるのは、米国東部 (バージニア北部) リージョンだけです。

エラスティックチャネルは、共通の構成の 1 つのチャネルと、さまざまな（または柔軟な）数のサブチャ
ネルで構成されます。この構成には、サブチャネル内のメンバーの最小しきい値と最大しきい値も含まれ
ています。

たとえば、100 のサブチャンネルから成るエラスティックチャンネルを作成し、そのサブチャンネルにつ
いて 500 人のメンバーという低いしきい値と 10,000 人のメンバーの高いしきい値を設定したとします。
ユーザーがこのサンプルチャンネルに参加すると、メンバー数が10,000人を超えるまで、システムによっ
て自動的に1つのサブチャンネルに割り当てられます。その時点で、システムは新しいサブチャンネルを
作成し、そこに新しいメンバーを追加します。ユーザーが退出すると、システムはサブチャンネルを削除
し、残りのサブチャンネルにメンバーを分散させます。

オーディエンスをサブチャネルに分けると、参加者が会話をフォローしやすくなります。また、モデレー
ターは一部のサブチャンネルを見るだけで済むため、作業負荷も軽減されます。さらに、モデレーターは
Elastic channelが提供する組み込みツールを使用できます。たとえば、モデレーターはユーザーをチャン
ネルから禁止したり、モデレーターを作成したり、チャンネルフローを使用してチャンネル内のすべての
メッセージを自動的にモデレートしたりできます。

Amazon Chime SDK のメッセージングクォータの詳細については、Amazon Chime SDK 全般のリファレ
ンスの「メッセージングクォータ」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 119)
• Elastic チャンネルの概念 (p. 119)
• サポートされる追加機能 (p. 120)
• Elastic チャンネルの作成 (p. 120)
• エラスティックチャンネルメンバーの管理 (p. 120)
• Elastic チャネルメッセージの送信 (p. 121)
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• WebSocket エラスティックチャネルのシステムメッセージについて (p. 121)
• Kinesis ストリームを使用してシステムメッセージを受信する (p. 122)
• デモアプリでのエラスティックチャネルのテスト (p. 122)

前提条件
Elastic チャネルを使用するには、次のものが必要です。

• チャネルの管理やメッセージの送受信などの Amazon Chime SDK メッセージング機能に関する知識。
• Amazon Chime SDK メッセージング API を呼び出すことができます。

Elastic チャンネルの概念
エラスティックチャネルを効果的に使用するには、これらの概念を理解する必要があります。

サブチャネル

エラスティックチャンネルは、メンバーをサブチャンネルと呼ばれる論理コンテナに分割しま
す。AppInstanceUserエラスティックチャンネルにを追加すると、ユーザーはサブチャンネルのメ
ンバーになります。そのユーザーはメッセージを送受信できますが、そのサブチャンネルの他のメン
バーとのみメッセージを送受信できます。システムは、あるサブチャネルからのメッセージを他のサ
ブチャネルに表示することを許可しません。

[Scaling] (スケーリング)

ユーザーエンゲージメントをサポートするには、すべてのサブチャンネルが最低会員要件を満たして
いる必要があります。エラスティックチャネルを作成するときに、その値を指定します。ユーザーが
イベントに参加したり、イベントから退出したりすると、システムがメンバーをさまざまなサブチャ
ンネルに転送するので、チャンネル全体が「弾力的」になります。サブチャンネルは以下のスケーリ
ングアクションを実行します。
• SCALE_OUT — 新しいエラスティックチャンネルメンバーシップのリクエストが届き、すべてのサ

ブチャンネルがいっぱいになると、システムは新しいサブチャンネルを作成し、既存のサブチャン
ネルから新しいサブチャンネルにメンバーシップを移すことでスケールアウトします。

• SCALE_IN — サブチャンネルのメンバーシップ数が最小要件を下回り、別のサブチャンネルが最初
のサブチャンネルのすべてのメンバーを収容できる場合、SCALE_INイベントはそれらのメンバー
シップを転送し、サブチャンネルとすべてのメッセージを削除します。

Note

削除されたチャンネルからのメッセージにアクセスする必要がある場合は、まずメッセージ
ストリーミングを有効にする必要があります。詳細については、メッセージングデータのス
トリーミング (p. 116) を参照してください。

メンバー転送

これは、AppInstanceUserメンバーシップのバランスがあるサブチャンネルから別のサブチャンネ
ルに移動したときに発生します。AppInstanceUser転送後もまだエラスティックチャネルに属し
ています。ただし、新しいサブチャンネルにはさまざまなメンバーシップとメッセージが含まれてい
るため、AppInstanceUser移管後にから送信されたメッセージはそれらの別のメンバーに送られま
す。メンバーシップのバランスはモデレーターのメンバーシップには影響しません。

Note

Elastic チャンネルでは、非表示のメンバーシップ、メンバーシップ設定、メッセージの既読タイ
ムスタンプはサポートされていません。
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サポートされる追加機能
エラスティックチャネルはこれらのメッセージング機能もサポートしています。

• プリフェッチ (p. 100)
• チャンネルフロー (p. 131)

Elastic チャンネルの作成
CreateChannelAPIElasticChannelConfiguration のフィールドを使用してエラスティックチャネル
を作成します。エラスティックチャンネルを作成したら、チャンネルメンバーシップを作成します。

Note

• 非エラスティックチャンネルの場合、AppInstanceUserチャンネルを作成する人がメンバー
およびモデレーターとしてそのチャンネルに自動的に追加されます。エラスティックチャンネ
ルの場合、チャンネル作成者はモデレーターとしてのみ追加されます。

• ElasticChannelConfiguration1 度設定を更新することはできません。
• チャンネルをエラスティックからノンエラスティックに、またその逆に更新することはできま

せん。
• CreateChannelAPI リクエストにメンバー ARN のリストを含めることはできません。ただし、

モデレーター ARN のリストを含めることはできます。
• UNRESTRICTEDタイプエラスティックチャネルは作成できません。

エラスティックチャンネルメンバーの管理
エラスティックチャネルのメンバーを管理するに
は、CreateChannelMembership、CreateChannelModerator、CreateChannelBanAPI を使用します。次の
情報は、その使用方法を説明しています。

チャネルメンバーシップ

CreateChannelMembershipAPI はサブチャンネルレベルでメンバーシップを作成します。サブ
チャンネルにはモデレーターと通常のメンバーを含めることができます。
• モデレーター — 複数のサブチャンネルにモデレーターを追加できます。これにより、モデレーター

は所属する各サブチャンネルにメッセージを送信できます。モデレーターをサブチャンネルに追加
するときは、を提供する必要がありますSubChannelId。

モデレーターを新しいサブチャンネルに自動的に割り当てたい場合は、メッセージストリーミング
を有効にし (p. 116)、サブチャンネル作成イベントを聞いて、それらのイベントに応じてモデレー
ターメンバーシップを作成できます。

最後に、特定のサブチャンネルまたはすべてのサブチャンネルからモデレーターを削除できます。
どちらの場合も DeleteChannelMembershipAPI を使用します。特定のサブチャンネルからモデレー
ターを削除するには、を指定しますSubChannelId。サブチャンネルの ID を指定しない場合、す
べてのサブチャンネルからモデレーターが削除されます。最後に、ListSubChannelsAPI を使用して
サブチャンネルとそれぞれのメンバー数を一覧表示できます。

• 正規メンバー — これらはチャンネルメンバーシップの大部分を占めています。通常のメンバーは1
つのサブチャンネルにのみ追加できます。また、どのサブチャンネルでメンバーシップを作成する
かがシステムによって制御されるため、SubChannelIdチャンネルメンバーシップを作成または削
除するときに「」を渡すことはできません。
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チャネルモデレーター数

CreateChannelModeratorAPI はエラスティックチャンネルレベルでモデレーターを作成します。
モデレータは、すべてのサブチャネルのすべてのメッセージを見ることができます。通常のメンバー
をチャンネルモデレーターに昇格させると、システムはそのメンバーの既存のチャンネルメンバー
シップをすべて削除します。モデレータを降格した場合も同様です。

チャンネル禁止

CreateChannelBanAPIはエラスティックチャネルレベルで禁止を作成しま
す。AppInstanceUser禁止されたチャンネルはどのサブチャンネルにも属することはできません。
メンバーを禁止すると、システムはそのメンバーのチャンネルメンバーシップをすべて削除します。

Elastic チャネルメッセージの送信
SendChannelMessageAPI はサブチャネルレベルでメッセージを作成します。メッセージを送信するに
は、が必要ですsubChannelId。UpdateChannelMessage、および RedactChannelMessageAPI を使用し
てメッセージを編集および削除することもできますが、いずれの場合も、が必要ですsubChannelId。

Note

メッセージ送信者は、メッセージを送信するサブチャンネルに属している場合にのみ、メッセー
ジを編集または編集できます。メンバーシップの調整によってメンバーが別のサブチャンネルに
移動した場合、そのメンバーは新しいサブチャンネルで送信するメッセージを編集または編集す
ることしかできません。

WebSocket エラスティックチャネルのシステムメッ
セージについて
Amazon Chime SDK は、チャネルで発生したイベントについて、接続しているすべてのクライアントにシ
ステムメッセージを送信します。次のリストは、エラスティックチャンネルのシステムメッセージについ
て説明しています。

メッセージイベント

subChannelIdエラスティックチャネルのイベントペイロードにはフィールドが含まれます。非エラ
スティックチャネルのペイロードは変わりません。

メンバーシップイベント

これで、CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIPDELETE_CHANNEL_MEMBERSHIPsubChannelIdおよびイ
ベントのペイロードにフィールドが追加されました。

BATCH_CREATE_CHANNEL_MEMBERHSIPエラスティックチャンネルはイベントをサポートしていませ
ん。BatchCreateChannelMembershipAPI を呼び出すと、CREATE_CHANNEL_MEMBERSHIPシステム
は個々のイベントを送信します。

UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIPイベントタイプを使用して、メンバーシップ情報の変更を通知でき
るようになりました。たとえば、あるサブチャンネルから別のサブチャンネルへのメンバーの移動中
に、UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIPSubChannelIdシステムはペイロードに新しいメンバーを移管
したことを示すイベントを送信します。

Note

システムは、UPDATE_CHANNEL_MEMBERSHIP転送されたメンバーにのみイベントを送信
し、サブチャンネルの他のメンバーには送信しません。このため、 WebSockets チャンネル
のメンバーシップリストを入力する代わりに ListChannelMembershipsAPI を使用することを
お勧めします。詳細については、 WebSockets メッセージ受信に使用 (p. 97) を参照して
ください。

121

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_messaging-chime_SendChannelMessage.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_messaging-chime_UpdateChannelMessage.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_messaging-chime_RedactChannelMessage.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_messaging-chime_BatchCreateChannelMembership.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_messaging-chime_ListChannelMemberships.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
Kinesis ストリームを使用して
システムメッセージを受信する

Kinesis ストリームを使用してシステムメッセージを
受信する
AppInstanceストリーム形式でデータを受信するようにを設定できます。たとえば、ストリームには、
メッセージ、サブチャンネルイベント、チャンネルイベントを含めることができます。

その一環として、CREATE_SUB_CHANNELDELETE_SUB_CHANNELやイベントを支援しています。メンバー
シップの調整の一環として、サブチャンネルがいつ作成または削除されたかを示します。データストリー
ムの受信の詳細については、を参照してくださいメッセージングデータのストリーミング (p. 116)。

デモアプリでのエラスティックチャネルのテスト
Amazon Chime SDK メッセージング機能のすべてを GitHub https://github.com/aws-samples/amazon-
chime-sdk /tree/main/apps/chat でテストできます。

モバイルプッシュ通知を使用してメッセージを受信
する

チャネルメッセージをモバイルプッシュ通知チャネルに送信するように Amazon Chime SDK メッセージ
ングを設定できます。Amazon Chime SDK には、プッシュ通知用に設定された Amazon Pinpoint アプリ
ケーションが必要です。Amazon Pinpoint アプリケーションは次の前提条件を満たす必要があります。

• Amazon Pinpoint アプリケーションでは、少なくとも FCM または APNS チャネルが設定され、有効に
なっている必要があります。

• Amazon Pinpoint アプリケーションは、Amazon Chime SDKAWS アプリケーションインスタンスと同じ
アカウントとリージョンに存在する必要があります。

トピック
• Amazon Pinpoint アプリケーションを作成する (p. 122)
• サービスロールの作成 (p. 123)
• モバイルデバイスのエンドポイントをアプリインスタンスユーザーとして登録する (p. 124)
• 通知を有効にしてチャンネルメッセージを送信する (p. 125)
• プッシュ通知の受信 (p. 125)
• プッシュ通知のデバッグ (p. 126)

Amazon Pinpoint アプリケーションを作成する
Amazon Chime SDK がプッシュ通知を送信するには、モバイルアプリケーションにプッシュを送信するよ
うに設定された Amazon Pinpoint アプリケーションが必要です。次のステップでは、AWSコンソールを使
用して Pinpoint アプリケーションを作成する方法を示しています。

Amazon Pinpoint アプリケーションを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で 
Amazon Pinpoint コンソールを開きます。

Amazon Pinpoint を初めて使用すると、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。
2. [使用開始] セクションで、プロジェクトの名前を入力し、[Create a project] を選択します。
3. [機能の設定] ページで、[プッシュ通知] の横の [設定] を選択します。
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4. [プッシュ通知の設定] ページで、Apple プッシュ通知サービス (APN)、Firebase クラウドメッセージ
ング (FCM)、またはその両方を切り替え、必須フィールドに入力します。

Important

Amazon Chime SDK は現在、APN と FCM へのプッシュ通知の送信のみをサポートしていま
す。

5. 完了したら、[Save] (保存) を選択します。
6. https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ にある Amazon Pinpoint コンソールに戻り、プロジェクト 

ID の値を書き留めます。これを Amazon Pinpoint アプリケーションの ARN として使用します。

サービスロールの作成
AWSサービスロールでどのAWSサービスにアクセス許可を付与するのに使用されるため、AWSリソース
にアクセスできます。サービスロールにアタッチするポリシーによって、どのリソースにサービスがアク
セスできるか、およびそれらのリソースで何ができるかが決まります。Amazon Chime SDK 用に作成した
サービスロールは、Amazon PinpointSendMessages アプリケーションを呼び出すためのアクセス権限を
サービスに与えます。

サービスロールを作成する

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で AWS マネジメントコンソールにサインインして、IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、Policies を選択し、Create Policy を選択します。
3. JSON タブを選択し、以下のポリシーをテキストボックスにコピーします。project_id必ず前のス

テップで作成した Amazon Pinpoint アプリケーションの ID に、aws_account_idAWSをアカウント 
ID に置き換えてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Action": "mobiletargeting:SendMessages", 
        "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:region:aws_account_id:apps/project_id/
messages", 
        "Effect": "Allow" 
    }
}

4. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
5. [次へ:確認] を選択し、[名前]AmazonChimePushNotificationPolicy フィールドに入力して、[ポ

リシーの作成] を選択します。
6. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し

ます。
7. [ロールの作成] ページで [AWSサービス] を選択し、[ユーザーケースの選択] リストを開いて [EC2] を

選択します。
8. [次へ:許可する] を選択し、検索ボックスにAmazonChimePushNotificationPolicy、そのポリ

シー横にあるチェックボックスをオンにします。
9. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
10. 「次へ:確認」を選択し、「名前」ServiceRoleForAmazonChimePushNotification フィールド

に入力します。

Important

上記の名前を使用する必要があります。Amazon Chime SDK は、その特定の名前のみを受け
付けます。
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プリインスタンスユーザーとして登録する

11. [ロールの作成] を選択し、[ロール]ServiceRoleForAmazonChimePushNotification ページで、
検索ボックスに入力し、一致するロールを選択します。

12. 「信頼関係」タブを選択し、「信頼関係を編集」を選択し、既存のポリシーを以下のポリシーに置き
換えます。

{ 
    "Version": "2008-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "messaging.chime.amazonaws.com" 
             }, 
             "Action": "sts:AssumeRole" 
         } 
    ]
}

13. [信頼ポリシーの更新] を選択します。

Important

名前、権限ポリシー、または信頼ポリシーを変更してロールを変更すると、プッシュ通知機能が
機能しなくなる可能性があります。

モバイルデバイスのエンドポイントをアプリインスタ
ンスユーザーとして登録する
プッシュ通知を受け取るには、アプリインスタンスのユーザーはまず
RegisterAppInstanceUserEndpointAPI を使用してモバイルデバイスを登録する必要があります。デバイス
のオペレーティングシステムのデバイストークンにアクセスできるモバイルアプリから登録する必要があ
ります。

アプリインスタンスのユーザーが ARN にリストされている Amazon Pinpoint アプリケーションにアク
セスできるようにするには、ユーザーに Amazon Pinpoint ARNmobiletargeting:GetApp を呼び出
す権限が必要です。そうしないと、Amazon Chime SDK を呼び出すときに 403 禁止エラーが表示されま
すRegisterAppInstanceUserEndpoint。

この例は、エンドポイントの登録に必要なポリシーを示しています。

{  
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PermissionToRegisterEndpoint", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "chime:RegisterAppInstanceUserEndpoint", 
            "Resource": "arn:aws:chime:region:aws_account_id:app-instance/app_instance_id/
user/app_instance_user_id" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PermissionToGetAppOnPinpoint", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "mobiletargeting:GetApp", 
            "Resource": "arn:aws:mobiletargeting:region:aws_account_id:apps/project_id" 
        } 
    ]
}
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エンドポイントを登録するには

• Amazon Pinpoint ARN とデバイストークンを使用して RegisterAppInstanceUserEndpointAPI を呼び出
します。

通知を有効にしてチャンネルメッセージを送信する
SendChannelMessageAPI には、Amazon Chime SDK が Amazon PinpointPushNotification に送信す
るプッシュ通知を作成するために使用するオプションの属性があります。現在、Amazon Chime SDK は通
知のタイトルと本文フィールドのみをサポートしています。

Amazon Chime SDK は APN の VoIP プッシュもサポートしています。プッシュ通知を APNs VoIP プッ
シュとして送信するには、PushNotification属性のタイプを VOIP に設定します。

プッシュ通知の受信
Amazon Chime SDK では、チャネルメッセージプッシュ通知のタイトルと本文に加えて、チャネルメッ
セージ ID とチャネル ARN もデータペイロードに含まれています。その情報を使用して、フルチャネル
メッセージをロードします。

次の例は、一般的なプッシュ通知ペイロードを示しています。

{ 
    "pinpoint.openApp=true", 
    "pinpoint.notification.title=PushNotificationTitle", 
    "pinpoint.notification.body=PushNotificationBody", 
    "pinpoint.campaign.campaign_id=_DIRECT", 
    "pinpoint.notification.silentPush=0", 
    "pinpoint.jsonBody="{ 
        "chime.message_id":"ChannelMessageId", 
        "chime.channel_arn":"ChannelARN" 
    }
}

プッシュ通知受信の無効化またはフィルタリング
Amazon Chime SDK には複数のオプションがあり、アプリインスタンスのユーザーがプッシュ通知を受け
取るかどうかを制御できます。

すべてのプッシュ通知を無効にする

アプリインスタンスのユーザーは、UpdateAppInstanceUserEndpointAllowMessagesを呼び出して属性
をに設定することで、プッシュ通知を完全に無効にできますNONE。

チャンネルのプッシュ通知を無効にする

アプリインスタンスのユーザーは、PushNotification Preferences
PutChannelMembershipPreferencesNONEフィールドでを呼び出すことで、特定のチャンネルのプッシュ通
知を無効にできます。

チャンネルのプッシュ通知をフィルタリングする

アプリインスタンスのユーザーは、PutChannelMembershipPreferencesAPI を使用して特定のプッシュ通
知のみを受け取るようにフィルタールールを設定できます。詳細については、フィルタールールを使用し
てメッセージをフィルタリングする (p. 126) を参照してください。
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プッシュ通知のデバッグ
Amazon Chime SDK は Amazon EventBridge と統合して、プッシュメッセージの配信が失敗したことを
ユーザーに通知します。障害をさらにデバッグするには、Amazon Pinpoint CloudWatch が送信する障害に
関するメトリックスを調べることもできます。

次の表に示すのは、配信エラー・メッセージの一覧と説明です。

Message 説明

リクエストの処理が、不明なエラー、例外、また
は障害により実行できませんでした。

内部エラーが発生しました。もう一度試してくだ
さい。

指定されたリソースが見つかりませんでした。 
AppInstanceUserEndpoint 非アクティブ化されま
す。

Amazon PolLolLolLolLolicy Lolicy は存在しませ
ん。

Amazon Pinpoint に送信されたリクエストが多すぎ
ます。

Amazon Pinpoint により送信メッセージが制限され
ました。

メッセージを送信することができません。の 
IAM アクセス権限ポリシーを確認してください 
ServiceRoleForAmazonChimePushNotification。

Amazon Chime SDK 用に作成された
ロールには、呼び出す権限がありませ
んmobiletargeting:SendMessages。ロールの 
IAM ポリシーを確認してください。

メッセージを送信することができませ
ん。で IAM 信頼関係を確認してください 
ServiceRoleForAmazonChimePushNotification。

Amazon Chime SDM には、プッシュ通知のロール
へのアクセス許可がありません。

IAM ロールの信頼ポリシーにサービスプリン
シパルが含まれていることを確認してくださ
いmessaging.chime.amazonaws.com。

フィルタールールを使用してメッセージをフィルタ
リングする

Amazon Chime SDK では、アプリインスタンスユーザーのチャンネルメンバーシップにフィルタールー
ルを設定して、受信するメッセージを制限することができます。フィルタールールはチャンネルメンバー
シップに設定され、メッセージ属性マップに対して実行されます。メッセージ属性マップは、文字列キー
と文字列値のマップでなければなりません。フィルタールールは、文字列の完全一致による包含と除外を
サポートしています。

Important

Amazon Chime SDK は、フィルタールールとしてエスケープされた JSON 文字列のみをサポート
します。

チャンネルメンバーシップにフィルタールールを設定するには、PutChannelMembershipPreferencesAPI 
を使用します。SendChannelMessageAPI 呼び出しの一部として、チャネルメッセージにメッセージ属性
を含めることができます。

フィルタールールのタイプ
Amazon Chime SDK は、次のタイプのフィルタールールをサポートしています。
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• 完全文字列マッチング
• 独占的な完全文字列マッチング
• AND または OR を使用した複数のフィルタールール

フィルタールールの状態
Amazon Chime SDK は、フィルタールールに次の制限を課しています。

• 文字列の正確なマッチングのみをサポートしています。
• フィルタールールの合計サイズは 2 KB です。
• メッセージ属性の合計サイズは 1 KB です。
• OR フィルタールールの内で、最大 5 つの
• フィルタールール全体の最大複雑度は 20 です。複雑さは、フィルタールール内のキーと値の数の合計

として計算されます。

たとえば、このフィルタールールの複雑度は 4 です。

"FilterRule": "{\"type\":[{\"anything-but\": [\"Room\"]}],\"mention\":[\"Bob\"]}

その値は次のように計算されます。

Keys = “type” and “mention” - Complexity 2
Values = "Room" and "Bob" -   Complexity 2 

                      Total complexity = 4

フィルタールールを使用したチャンネルメンバーシッ
プ設定の例
次の例は、チャンネルメンバーシップの設定とフィルタールールを使用するいくつかの方法を示していま
す。

文字列の状態

このフィルタールールでは、メッセージ属性キーが「mention」で値が「Bob」のメッセージはすべて許可
されます。

{ 
    "Preferences": { 
        "PushNotifications": { 
            "FilterRule": "{\"mention\":[\"Bob\"]}", 
            "AllowNotifications": "FILTERED" 
        } 
    }
}

上記の設定を持つアプリインスタンスのユーザーは、次のメッセージ属性を含むチャンネルメッセージを
受信します。

"MessageAttributes": { 
    "mention": { 
        "StringValues": ["Bob", "Alice"] 
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    }
}

ただし、アプリインスタンスのユーザーには、次の属性を含むチャンネルメッセージは受信されません。

"MessageAttributes": { 
    "mention": { 
        "StringValues": ["Tom"] 
    }
}

文字列の状態

このフィルタールールは、属性キー「type」と値「Room」を含むメッセージを除くすべてのメッセージを
許可します。

{ 
    "Preferences": { 
        "PushNotifications": { 
            "FilterRule": "{\"type\":[{\"anything-but\": [\"Room\"]}]}", 
            "AllowNotifications": "FILTERED" 
        } 
    }
}

これらの設定を持つアプリインスタンスのユーザーは、次のメッセージ属性を含むチャンネルメッセージ
を受信します。

"MessageAttributes": { 
    "type": { 
        "StringValues": ["Conversation"] 
    }
}

ただし、アプリインスタンスのユーザーには、次の属性を含むチャンネルメッセージは表示されません。

"MessageAttributes": { 
    "type": { 
        "StringValues": ["Room"] 
    }
}

AND ロジックを使用した複数フィルタールール

フィルタールールと AND ロジックを組み合わせる場合、フィルタを適用するには、メッセージがすべて
のフィルタ条件を満たしている必要があります。

{ 
    "Preferences": { 
        "PushNotifications": { 
            "FilterRule": "{\"type\":[{\"anything-but\": [\"Room\"]}],\"mention\":[\"Bob
\"]}", 
            "AllowNotifications": "FILTERED" 
        } 
    }
}

上記の設定を持つアプリインスタンスのユーザーは、次のメッセージ属性を含むチャンネルメッセージを
受信します。
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"MessageAttributes": { 
    "mention": { 
        "StringValues": ["Bob"] 
    }, 
    "type": { 
        "StringValues": ["Conversation"] 
    }
}

OR ロジックを使用した複数フィルタールール

フィルタールールと OR$or ロジックを組み合わせるために使用します。OR ロジックを使用する場合、
フィルターを適用するには、メッセージがいずれかの条件を満たす必要があります。

{ 
    "Preferences": { 
        "PushNotifications": { 
            "FilterRule": "{\"$or\":[{\"mention\":[\"Bob\"]},{\"type\":[{\"anything-but\": 
 [\"Room\"]}]}]}", 
            "AllowNotifications": "FILTERED" 
        } 
    }
}

上記の設定を持つアプリインスタンスのユーザーは、次のメッセージ属性を含むチャンネルメッセージを
受信します。

"MessageAttributes": { 
    "mention": { 
        "StringValues": ["Bob"] 
    }
}

上記の設定を持つアプリインスタンスのユーザーは、次のメッセージ属性を含むチャンネルメッセージを
受信します。

"MessageAttributes": { 
    "type": { 
        "StringValues": ["Conversation"] 
    }
}

サービスリンクロールの使用
Amazon Chime SDK はAWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使
用します。サービスにリンクされたロールは、Amazon Chime SDK に直接リンクされたユニークなタイプ
の IAM ロールです Amazon Chime SDK は、サービスリンクロールを事前定義しており、AWSお客様の代
わりにサービスから他のサービスを呼び出す必要のあるアクセス権限がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、Amazon Chime SDK の設定が効率的になります。サービスリンクロールの許可は Amazon Chime 
SDK が定義し、別段の定義がない限り、Amazon Chime SDK のみがそのロールを引き受けることができ
ます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれます。アクセス許可
ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
アクセス許可を不用意に削除することが防止され、Amazon Chime SDK リソースは保護されます。
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サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスの詳細については、「IAM と連携する 
AWS のサービス」を参照してください。[サービスにリンクされたロール] 列が「はい」になっているサー
ビスを見つけます。サービスにリンクされたドキュメントをサービスで表示するには、[はい] リンクを選
択します。

トピック
• データストリーミングのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 130)

データストリーミングのサービスにリンクされたロー
ルの使用
以下のセクションでは、データストリーミングのサービスにリンクされたロールの管理する方法について
説明します。

このセクションのトピック
• サービスにリンクされたロールのアクセス許可  (p. 130)
• サービスにリンクされたロールの作成  (p. 130)
• サービスにリンクされたロールの編集  (p. 131)
• サービスにリンクされたロールよって使用されているリソースの削除 (p. 131)
• サービスにリンクされたロールの削除 (p. 131)

サービスにリンクされたロールのアクセス許可
Amazon Chime SDK は、という名前のサービスにリンクされたロールを使用しま
すAmazonChimeServiceChatStreamingAccess。このロールは、データストリーミングに使用される 
Kinesis ストリームなど、Amazon Chime SDKAWS が使用または管理するサービスやリソースへのアクセ
スを許可します。

AmazonChimeServiceChatStreamingAccessサービスにリンクされたロールは、次のサービスを信頼し
て、それらのサービスがそのロールを引き受けることができるようにします。

• chime.amazonaws.com

ロールアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを Amazon 
Chime SDK に許可します。

• kms:GenerateDataKeyを使用してリクエストが行われた場合のみkinesis.*.amazonaws.com。
• kinesis:PutRecord、kinesis:PutRecords、kinesis:DescribeStreamまたは次の形式のスト

リームのみ:arn:aws:kinesis:{{region}}:{{account-id}}:stream/chime-messaging-*.

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービ
スにリンクされたロールの権限」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。
PutAppInstanceStreamingConfigurationsAPI を使用してデータストリーミング設定を作成すると、Amazon 
Chime SDK によってサービスリンクロールが作成されます。

IAM コンソールを使用して、Amazon Chime SDK ユースケースでサービスにリンクされたロールを作成す
ることもできます。AWSCLI またはAWS API で、chime.amazonaws.com サービス名を使用してサービス
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にリンクされたロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされた
ロールの作成」を参照してください。このロールを削除する場合、このプロセスを繰り返して、もう一度
作成できます。

サービスにリンクされたロールの編集
サービスにリンクされたロールを作成した後は、その説明を編集することしかできません。編集は IAM を
使用して行います。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を
参照してください。

サービスにリンクされたロールよって使用されているリソースの
削除
IAM を使用してサービスリンクロールを削除するには、最初に、そのロールで使用されているリソースを
すべて削除する必要があります。

Note

Amazon Chime SDK が使用しているときにリソースを削除しようとすると、削除が失敗する可能
性があります。削除に失敗した場合、数分待ってから操作を再試行してください。

AmazonChimeServiceChatStreamingAccess ロールよって使用されているリソースを削除するには

次の API を呼び出して、アプリインスタンスのデータストリーミング機能をオフにします。

• aws chime delete-app-instance-streaming-configuration --app-instance-arn 
{app_instance_arn}

このアクションは、アプリインスタンスのストリーミング設定をすべて削除します。

サービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうでないと、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされ
たり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンク
されたロールよって使用されているリソースを削除する必要があります。

AmazonChimeServiceChatStreamingAccessサービスにリンクされたロールはAWS CLI、IAM コンソー
ル、またはAWS API を使用して削除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「サー
ビスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

チャネルフローを使用したメッセージの処理
チャネルフローを使用して、送信中のメッセージがメッセージングチャネルの受信者に配信される前にビ
ジネスロジックを実行します。チャンネルフローでは、政府発行の ID 番号、電話番号、冒とく的な表現を
メッセージから削除するなどのアクションを実行できます。チャンネルフローを使用して、投票結果を参
加者に送り返す前に投票への回答を集約するなどの機能を実行することもできます。

前提条件

• チャネルの管理やメッセージの送受信など、Amazon Chime SDK の基本的な機能に関する知識。
• Amazon Chime SDK のメッセージング API を呼び出すことができます。

チャネルフローの概念

チャネルフローを効果的に使用するには、次の概念を理解する必要があります。
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チャネルプロセッサ

AWS Lambdaチャンネルメッセージの前処理ロジックを実行する関数。チャネルをチャネルフロー
に関連付けると、フロー内のプロセッサがチャネル内のメッセージごとに呼び出されます。レイテン
シーを減らすには、ほとんどのユースケースではシングルプロセッサが最適です。最後に、処理が完
了すると、各プロセッサは Amazon Chime SDK サービスにコールバックする必要があります。

Note

現在、チャネルフローごとに 1 つのプロセッサのみをサポートしています。複数のプロセッ
サーが必要な場合は、サポートチケットを送信して増額してください。

チャンネルフロー

チャネルフローは、最大 3 つのチャネルプロセッサと実行シーケンスを格納するコンテナです。フ
ローをチャネルに関連付けると、プロセッサはそのチャネルに送信されたすべてのメッセージに対し
てアクションを実行します。

チャンネルフローの呼び出し

以下のアイテムはチャンネルフローを呼び出します。

• 新しい永続標準メッセージ
• 新しい非永続標準メッセージ
• 永続的な標準メッセージの更新

Note

チャンネルフローはコントロールメッセージやシステムメッセージを処理しません。Amazon 
Chime SDK メッセージングが提供するメッセージタイプの詳細については、を参照してくださ
いメッセージのタイプ (p. 89)。

トピック
• チャネルプロセッサの設定 (p. 132)
• チャネルフローの作成 (p. 134)
• チャネルフローの関連付けと関連付けの解除 (p. 135)
• メッセージの送信 (p. 135)
• による自動化による障害アラートの作成 EventBridge (p. 136)

チャネルプロセッサの設定
チャネルフローの使用を開始するには、まず、ユースケースに合わせて前処理を処理するプロセッサの 
Lambda 関数を作成します。たとえば、メッセージの内容やメタデータを更新したり、メッセージを拒否
して送信できないようにしたり、元のメッセージを通すことができます。

前提条件

• Lambda 関数は、と同じAWSアカウントおよび同じAWSリージョンに存在する必要があります 
AppInstance。

呼び出し許可の付与

Lambda リソースを呼び出すには、Amazon Chime SDK メッセージングサービスにアクセス許可を与える
必要があります。権限の詳細については、「リソースベースのポリシーの使用」を参照してくださいAWS 
Lambda。例:
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プリンシパル:messaging.chime.amazonaws.com

アクション:ラムダ:InvokeFunction

[効果]: [許可]

AWS:SourceAccount: AWS##### ID。

AWS:SourceArn:"arn:aws:chime:region:AWS account ID:appInstance/*"

Note

特定のアプリインスタンス ID を指定してプロセッサを呼び出すことも、ワイルドカードを使用し
てアカウント内のすべての Amazon Chime SDK アプリインスタンスにプロセッサを呼び出すこ
とを許可することもできます。

コールバックアクセス許可の付与

また、プロセッサの Lambda 関数がChannelFlowCallback API を呼び出すことを許可する必要があ
ります。その方法については、AWS Lambda開発者ガイドの「AWS Lambdarun role」を参照してくださ
い。

Lambda 関数の実行ロールにインラインポリシーを追加できます。この例では、プロセッサがを呼び出す
ことができますChannelFlowCallback API。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "chime:ChannelFlowCallback" 
            ], 
            "arn:aws:chime:region:AWS account ID:appInstance/*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Note

Lambda 関数のベストプラクティスに従ってください。詳細については、次のトピックを参照し
てください。

• パフォーマンス効率のベストプラクティス
• を使用するためのベストプラクティスAWS Lambda
• 予約された同時実行数の設定
• 非同期呼び出し

プロセッサ Lambda 関数を呼び出す

ユーザーがメッセージを送信すると、次の入力リクエストによってプロセッサの Lambda 関数が呼び出さ
れます。

{ 
    "EventType": "string" 
    "CallbackId": "string" 
    "ChannelMessage": { 
        "MessageId": "string", 
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        "ChannelArn": "string", 
        "Content": "string", 
        "Metadata": "string", 
        "Sender":{ 
            "Arn": "string",  
            "Name": "string" 
        }, 
        "Persistence": "string", 
        "LastEditedTimestamp": "string",  
        "Type": "string", 
        "CreatedTimestamp": "string",  
    }
}

EventType

イベントはプロセッサに送信されます。CHANNEL_MESSAGE_EVENT値は定数です。
CallbackId

プロセッサからChannelFlowCallback API を呼び出す際に使用されるトークン。
ChannelMessage

ChannelArnチャンネルの ARN

処理対象のコンテンツメッセージの内容

CreatedTimestampメッセージが作成された時刻

LastEditedTimestampメッセージが編集された時刻

MessageIdメッセージ識別子

メタデータ処理対象のメッセージメタデータ

メッセージをバックエンドに永続化するかどうかを制御するパーシスタンスブール値。有効な値:
PERSISTENT | NON_PERSISTENT

送信者メッセージ送信者。タイプ:アイデンティティーオブジェクト。

タイプメッセージタイプ。 ChannelFlow STANDARDメッセージタイプのみをサポートします。有効な
値:STANDARD

プロセッサ関数は、各メッセージについて次のことを決定します。

• メッセージの内容、メタデータ、またはその両方を更新するかどうか
• メッセージを拒否するかどうか
• メッセージを変更しないかどうか

処理が完了すると、プロセッサの Lambda 関数が結果を Amazon Chime SDK メッセージングサービスに
送り返し、メッセージをすべての受信者に送信できるようにします。メッセージステータスは、プロセッ
サの LambdaPENDING 関数が結果を返送するまでマークされます。プロセッサーの Lambda 関数は 48 時
間以内に結果を返送します。それ以降のメッセージ配信は保証されず、ChannelFlowCallback API から 
Forbidden Exception エラーメッセージが表示されます。結果を送り返すには、ChannelFlowCallbackAPI 
を呼び出します。

チャネルフローの作成
プロセッサをセットアップしたら、Amazon Chime SDK メッセージング API を使用してチャネルフローを
作成します。Fallbackアクションを使用して、チャネルフローがプロセッサの Lambda 関数に接続でき
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ない場合に処理を停止するか続行するかを定義できます。プロセッサのフォールバックアクションがの場
合ABORT、プロセッサはメッセージステータスをに設定しFAILED、メッセージを送信しません。チャネル
フローシーケンスの最後のプロセッサのフォールバックアクションがの場合CONTINUE、メッセージは処
理済みと見なされ、チャネル内の受信者に送信されることに注意してください。チャンネルフローを作成
したら、それを個々のチャンネルに関連付けることができます。詳細については、CreateChannelFlowAPI 
ドキュメントを参照してください。

チャネルフローの関連付けと関連付けの解除
チャネルをチャネルフローに関連付けると、チャネルフロー内のプロセッサは、チャネルに送信されたす
べてのメッセージを前処理します。チャンネルフローの関連付けと関連付け解除 API を呼び出すには、
チャンネルモデレーターまたは管理者である必要があります。これらの事実を覚えておいてください。

• 1 つのチャネルに同時に最大 1 つのチャネルフローを関連付けることができます。チャネルフローを関
連付けるには、AssociateChannelFlowAPI を呼び出します。

• チャネルフローの関連付けを解除してチャネルメッセージの前処理を停止するに
は、DisassociateChannelFlowAPI を呼び出します。

メッセージの送信
SendChannelMessage API を使用してチャンネルにメッセージを送信します。チャネルフローに関連する
チャネルには、プロセッサが次のいずれかのステータス値を割り当てます。

メッセージステータス 説明

送った メッセージは正常に処理されました。

保留中 継続的な処理。

FAILED プロセッサの Lambda 関数にアクセスできないた
め、処理が失敗しました。

拒否されました メッセージは送信されません。

中間ステータスイベントの受信

ウェブソケットイベント

Websocket イベントは、接続が正常に確立された後にチャネルに送信されます。詳細については、
WebSockets メッセージ受信に使用 (p. 97) を参照してください。

イベントタイプ ステータス 受取人 メモ

CHANNEL_MESSAGE 送った チャンネルメンバー全
員

SendChannelMessage 
前処理が成功した API

更新_チャンネル_メッ
セージ

送った チャンネルメンバー全
員

UpdateChannelMessage 
前処理が成功した API

[チャンネル作成待ち] 
メッセージ

保留中 メッセージ送信者のみ SendChannelMessage 
事前処理が進行中の API

チャネル_メッセージ_
更新_保留中

保留中 メッセージ送信者のみ UpdateChannelMessage 
事前処理が進行中の API
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イベントタイプ ステータス 受取人 メモ

チャネルのメッセージ
作成に失敗

FAILED メッセージ送信者のみ SendChannelMessage 
前処理に失敗した API

チャネル_更新_失敗_
メッセージ

FAILED メッセージ送信者のみ UpdateChannelMessage 
前処理に失敗した API

拒否_チャンネル_メッ
セージ_作成

拒否されました メッセージ送信者のみ SendChannelMessage 
プロセッサがメッセー
ジを拒否する API

拒否_チャンネル_メッ
セージ_更新

拒否されました メッセージ送信者のみ UpdateChannelMessage 
プロセッサがメッセー
ジを拒否する API

GetChannelMessageStatus API

このAPIは、WebSocket接続が不良なためにイベントが受信されなかった場合に、メッセージステータス
を取得する別の方法を提供します。詳細については、GetChannelMessageStatusAPI ドキュメントを参照
してください。

Note

この API では、拒否されたメッセージのステータスは保存されないため、返されません。

による自動化による障害アラートの作成 EventBridge
Amazon Chime SDK は、プロセッサの Lambda 関数を呼び出す際にエラーが発生した場合にイベントを
配信します。イベントは、チャネルフローの作成時にプロセッサに指定されたフォールバックアクション
に関係なく送信されます。簡単なルールを記述して、これらのイベントに一致した場合に自動的に実行す
るアクションを指定できます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してく
ださい。このようなエラーが発生した場合、設定したフォールバックアクションによっては、チャンネル
のメンバーがメッセージを送信できなくなったり、メッセージが処理されずにチャンネルを通過したりし
ます。フォールバックアクションの詳細については、Amazon Chime SDK API リファレンスの「プロセッ
サ」を参照してください。

この例は、典型的な障害イベントを示しています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333", 
    "detail-type": "Chime ChannelFlow Processing Status", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    "region": "region", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "eventType": "ProcessorInvocationFailure", 
        "appInstanceArn": "arn:aws:chime:region:AWSAccountId:app-instance/AppInstanceId", 
        "channelArn": "arn:aws:chime:region:AWSAccountId:app-instance/AppInstanceId/
channel/ChannelId", 
        "messageId": "298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7298efac7", 
        "processorResourceArn": 
 "arn:aws:lambda:region:AWSAccountId:function:ChannelFlowLambda", 
        "failureReason": "User is not authorized to perform: lambda:InvokeFunction on 
 resource: arn:aws:lambda:region:AppInstanceId:function:ChannelFlowLambda because no 
 resource-based policy allows the lambda:InvokeFunction action" 
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      }
}

AppInstanceBots インテリジェントなチャネルエー
ジェントとして使用

AppInstanceBotsインテリジェントなチャネルエージェントとして使用できます。エージェント
は、ChannelMessagesチャンネルメンバーから送信されたキーフレーズを認識します。ボットの自然言
語理解モデルがメッセージを解決します。その結果、1 人以上のチャンネルメンバーが、ボットのモデル
で定義された自然言語対話に参加できるようになります。ボットを提供することで、対話の深さを制御し
たり、エンタープライズシステムとの統合を行ったりできます。

前提条件

• チャンネルの作成AppInstanceUsers、管理、メッセージの送受信など、Amazon Chime SDK の基本
的な機能に関する知識。

• Amazon Chime SDK メッセージング API を呼び出すことができます。
• Amazon Lex V2 ボットの作成、インテントとスロットのモデリング、ボットバージョン、エイリアスの

作成、セッションステートの使用、Lambda フック統合などの Amazon Lex V2 の基本的な機能に関する
知識。

Important

Amazon Lex V2 の使用には、AWS Machine Learning および人工知能サービスに固有の条件を含
む AWS サービス規約が適用されます。

トピック
• Amazon Lex V2 ボットを作成する (p. 137)
• AppInstance ボットのセットアップ (p. 139)
• のチャンネルメンバーシップを作成する AppInstanceBot (p. 139)
• へのメッセージの送信 AppInstanceBot (p. 140)
• ルールを使用して Amazon に送信するイベントをに送信する EventBridge (p. 141)

Amazon Lex V2 ボットを作成する
AppInstance ボットをエージェントとして使用するには、まず Amazon Lex V2 ボットを作成して、インテ
リジェントエージェントシナリオのダイアログインタラクションを管理する必要があります。Amazon Lex 
V2 ボットの構築を開始するには、Amazon Lex V2 開発者ガイドの「Amazon Lex V2 入門」を参照してく
ださい。Amazon Lex V1 ボットから Amazon Lex V2 への移行に関する詳細については、Amazon Lex V1 
ボットから V2 への移行ガイドを参照してください。

前提条件
Amazon Lex V2 ボットには、次の前提条件が必要です。

• Amazon Lex V2AWS ランタイムエンドポイントをサポートするリージョンでボットを作成する必要があ
ります。

• ボットは、AWSと同じアカウントとリージョンで作成する必要がありま
すAppInstanceBot。AppInstance
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• ボットは、messaging.chime.amazonaws.comリソースベースのポリシーを介してサービスプリンシ
パルに呼び出し権限を付与する必要があります。

• Amazon Lex V2 ボットは、ウェルカムインテントをモデル化できます。これによ
り、AppInstanceBotチャンネルへのメンバー登録時に自身とその機能をアナウンスできます。

• を設定するには、ボットにプロダクションバージョンとエイリアスが必要ですAppInstanceBot。
• ボットはサポートされている言語とロケールを使用する必要があります。言語とロケールの詳細につい

ては、Amazon Lex V2 開発者ガイドの「Amazon Lex V2 でサポートされている言語とロケール」を参
照してください。

呼び出し許可の付与
Amazon Lex V2AppInstanceBot ボットを呼び出すには、Amazon Chime SDK メッセージングサービス
のプリンシパルに Amazon Lex Bot リソースを呼び出すアクセス権限が必要です。Amazon Lex V2 リソー
スベースのポリシーアクセス権限の詳細については、Amazon Lex V2 開発者ガイドの「Amazon Lex V2 
のリソースベースのポリシー例」を参照してください。

次の例は、リソースベースのポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "messaging.chime.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "lex:PutSession", 
        "lex:DeleteSession", 
        "lex:RecognizeText" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:lex:region:aws-account-id:bot-alias/lex-bot-id/lex-bot-alias-
id", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "aws-account-id" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-
id/bot/app-instance-bot-id" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Note

Amazon Lex V2AppInstanceBot ボットを起動するには、 AppInstanceBotの ID を使用してくだ
さい。AppInstanceBots内の全員が Amazon Lex V2AppInstance ボットを呼び出せるように
するには、ワイルドカードを使用します。例:
arn:aws:chime:region:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/bot/*

ウェルカムインテントの作成
Amazon Lex V2 ボットモデルにオプションのウェルカムインテントを追加する
と、AppInstanceBotチャネルに参加したときにそのボットモデル自体とその機能をアナウンスできま
す。ウェルカムインテントでは、メッセージを表示したり、チャンネルメンバーとのダイアログを開始し
たりできます。ウェルカムインテントの名前はさまざまで、の設定で定義します。 AppInstanceBot
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インテントの詳細については、Amazon Lex V2 開発者ガイドの「インテントの追加」を参照してくださ
い。

Amazon Lex V2 ボットバージョンの作成
Amazon Lex V2 ボットを作成する場合、ドラフトバージョンのみを作成します。ドラフトはボットの作業
用コピーで、更新できます。デフォルトでは、ドラフトバージョンにはというエイリアスが関連付けられ
ているためTestBotAlias、ドラフトボットは手動テストにのみ使用してください。

ダイアログのモデリングとドラフトボットの構築が完了したら、ドラフトLexボットのバージョンと番号
付きのスナップショットを 1 つ以上作成します。バージョンにより、クライアントアプリケーションで使
用する実装を制御できます。たとえば、ワークフローの開発、ベータデプロイ、ベータデプロイ、ベータ
デプロイ、ベータデプロイ、本番稼働など、作業の段階別に発行して使用できます。

Lex ボットのバージョニングの詳細については、Amazon Lex V2 開発者ガイドの「バージョンの作成」を
参照してください。

Amazon Lex V2 ボットエイリアスの作成
Amazon Lex V2 ボットから 1 つのバージョンを作成したら、エイリアスを作成します。エイリアスとは 
Amazon Lex V2 ボットのバージョンを参照するポインタです。たとえば、エイリアスには、一度に 1 つの
バージョンのみを関連付けることができます。

Lex ボットエイリアスの詳細については、『Lex V2 開発者ガイド』の「エイリアスの作成」を参照してく
ださい。

AppInstance ボットのセットアップ
モデル、バージョン、エイリアスを含む Amazon Lex V2 ボットを作成したら、Amazon Chime SDK メッ
セージング API を使用してを作成します AppInstanceBot。詳細については、 CreateAppInstanceBot API 
ドキュメントを参照してください。

Note

RespondsToこの属性を使用して、のダイアログインタラクション動作を設定
しますAppInstanceBot。アトリビュートは特定のチャンネルでのみ応答しま
す。STANDARD_MESSAGES

次の例は、AWS CLI を使用してを作成する方法を示しています AppInstanceBot。

aws chime-sdk-identity create-app-instance-bot \
--app-instance-arn app-instance-arn \
--name app-instance-bot-name \
--configuration '{ 
   "Lex": { 
      "LexBotAliasArn": "lex-bot-alias-arn", 
      "LocaleId": "lex_bot_alias_locale_id", 
      "RespondsTo": "STANDARD_MESSAGES", 
      "WelcomeIntent": "welcome-intent-name" 
   }
}'

のチャンネルメンバーシップを作成する 
AppInstanceBot
を作成したら AppInstanceBot、新規または既存のチャンネルのメンバーとして追加します。詳細について
は、Amazon Chime SDK メッセージング API CreateChannel CreateChannelMembershipドキュメントの
およびを参照してください。

139

https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/build-intents.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/versions.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/aliases.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_CreateChannelMembership.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_CreateChannel.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
へのメッセージの送信 AppInstanceBot

次の例は、AWS CLI を使用してを新しいチャネルに追加する方法を示しています。AppInstanceBot

aws chime-sdk-messaging create-channel \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--app-instance-arn app_instance_arn \
--name channel_name \
--member-arns '[ 
   "app_instance_bot_arn"
]'

次の例は、AWS CLI を使用して既存のチャンネルにを追加する方法を示しています。AppInstanceBot

aws chime-sdk-messaging create-channel-membership \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--channel-arn channel_arn \
--member-arn app_instance_bot_arn

へのメッセージの送信 AppInstanceBot
SendChannelMessageAPI AppInstanceBot を使用してにメッセージを送信します。メッセージは、 
AppInstanceBot がメンバーになっているチャンネルに送信します。自然言語モデルがメッセージの内容を
認識して Amazon Lex V2 インテントを引き出すと、 AppInstanceBot はチャネルメッセージで応答し、ダ
イアログを開始します。

次の例は、AWS CLI を使用してチャネルメッセージを送信する方法を示しています。

aws chime-sdk-messaging send-channel-message \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--channel-arn channel_arn \
--content Hello \
--type STANDARD \
--persistence PERSISTENT

次の例は、AWS CLI を使用してチャネルメッセージを一覧表示する方法を示しています。

aws chime-sdk-messaging list-channel-messages \
--chime-bearer caller_app_instance_user_arn \
--channel-arn channel_arn

次の例は、list-channel-messagesアクションに対する典型的な応答を示しています。

{ 
    "ChannelArn": "channel_arn", 
    "ChannelMessages": [ 
        { 
            "MessageId": 
 "d09099cd76edebd964c23dd28b48d69eda0d773fb3ba8acf57c8246194550292", 
            "Content": "{\"Messages\":[{\"Content\":\"Hello!\",\"ContentType\":\"PlainText
\"},{\"ContentType\":\"ImageResponseCard\",\"ImageResponseCard\":{\"Title\":\"Hello! I'm 
 BB, the Bank Bot.\",\"Subtitle\":\"I can help you with the following transactions\",
\"Buttons\":[{\"Text\":\"Check balance\",\"Value\":\"Check balance\"},{\"Text\":\"Escalate 
 to agent\",\"Value\":\"Escalate to agent\"}]}}]}", 
            "ContentType": "application/amz-chime-lex-msgs", 
            "Type": "STANDARD", 
            "CreatedTimestamp": 1677192351.681, 
            "LastUpdatedTimestamp": 1677192351.681, 
            "Sender": { 
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                "Arn": "app_instance_bot_arn", 
                "Name": "app_instance_bot_name" 
            }, 
            "Redacted": false, 
            "Status": { 
                "Value": "SENT" 
            }, 
            "MessageAttributes": { 
                "CHIME.LEX.sessionState.intent.name": { 
                    "StringValues": [ 
                        "WelcomeIntent" 
                    ] 
                }, 
                "CHIME.LEX.sessionState.intent.state": { 
                    "StringValues": [ 
                        "Fulfilled" 
                    ] 
                }, 
                "CHIME.LEX.sessionState.originatingRequestId": { 
                    "StringValues": [ 
                        "c585df63-4864-40fd-a857-3896232b285b" 
                    ] 
                }, 
                "CHIME.LEX.sessionState.sessionId": { 
                    "StringValues": [ 
                        "901bb7f2d211122ad78ba02d48a3a5eea5ead7e068cccb8693ca556ed2527ddc" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "MessageId": 
 "056ae520b1d63c3f264cf93a0e74830470664411ccd17865fc1abb391758af00", 
            "Content": "Hello", 
            "Type": "STANDARD", 
            "CreatedTimestamp": 1677192346.983, 
            "LastUpdatedTimestamp": 1677192346.983, 
            "Sender": { 
                "Arn": "caller_app_instance_user_arn", 
                "Name": "caller_app_instance_user_name" 
            }, 
            "Redacted": false, 
            "Status": { 
                "Value": "SENT" 
            } 
        } 
    ]
}

ルールを使用して Amazon に送信するイベントをに送
信する EventBridge
Amazon Chime SDK は、エラーにより Amazon Lex V2 ボットを呼び出せない場合に Amazon 
EventBridge イベントを配信します。それらのイベントを認識し、 EventBridge ルールが一致したときに
アクションを実行するルールを作成できます。詳細については、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの
「Amazon EventBridge  ルール」を参照してください。

次の例は、典型的な障害イベントをに送信します。

{ 
  version: '0', 
  id: '12345678-1234-1234-1234-111122223333', 
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  'detail-type': 'Chime Messaging AppInstanceBot Lex Failure', 
  source: 'aws.chime', 
  account: 'aws-account-id', 
  time: 'yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ', 
  region: "region", 
  resources: [], 
  detail: {     
    resourceArn: 'arn:aws:chime:us-east-1:aws-account-id:app-instance/app-instance-id/
bot/app-instance-bot-id', 
    failureReason: "1 validation error detected: Value at 'text' failed to satisfy 
 constraint: Member must have length less than or equal to 1024 (Service: LexRuntimeV2, 
 Status Code: 400, Request ID: request-id)" 
  }
}   

メッセージの保持の管理
アカウントオーナーは、Amazon Chime SDK API を使用してメッセージングの保存を有効にできます。
メッセージは、管理者が設定した期間に基づいて自動的に削除されます。保存期間は1日から15年までで
す。また、API を使用してメッセージの保存期間を更新したり、メッセージの保存をいつでもオフにした
りできます。

このセクションのトピック
• CLI リテンションコマンドの例 (p. 142)
• メッセージの保持を有効に (p. 142)
• メッセージの復元と削除 (p. 143)

CLI リテンションコマンドの例
次の例は、保存に関する一般的な CLI コマンドを示しています。

有効化

aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-
instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings 
ChannelRetentionSettings={RetentionDays=60}

[更新中]

aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-
instance-arn {appInstanceArn} --app-instance-retention-settings 
ChannelRetentionSettings={RetentionDays=30}

無効化

aws chime-sdk-identity put-app-instance-retention-settings --app-instance-arn 
{appInstanceArn} --app-instance-retention-settings ChannelRetentionSettings={}

メッセージの保持を有効に
Amazon Chime SDK API を使用して、メッセージングのリテンションを有効にします。また、API を使用
してメッセージの保存期間を更新したり、メッセージの保存をいつでもオフにしたりできます。メッセー
ジ保持の設定の詳細については、Amazon Chime SDK API リファレンスをご覧ください。
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メッセージの復元と削除
メッセージ保存期間を設定または更新してから 30 日以内に、ユーザーにメッセージを復元できます。た
だし、その 30 日間の猶予期間が過ぎると、保持期間に該当するメッセージはすべて完全に削除され、新
しいメッセージは保存期間を過ぎるとすぐに完全に削除されます。

Note

30 日間の猶予期間中に保持ポリシーを延長するかオフにすると、新しい保持期間を過ぎていない
メッセージは、アカウントのユーザーに再び表示されます。

また、AppInstanceUserチャンネルやメッセージを削除すると、メッセージは完全に削除されます。

メッセージング用のユーザーインターフェイスコン
ポーネント

コンポーネントライブラリを使用すると、チャットメッセージ用のユーザーインターフェイスを構築する
のに必要な労力を減らすことができます。詳細については、の Amazon Chime React コンポーネントライ
ブラリを参照してください。 GitHub

クライアントライブラリとの統合
Amazon Chime SDK のメッセージング機能を使用するには、クライアントアプリケーションを次のクライ
アントライブラリと統合する必要があります。

• AWSSDK — メッセージを送信し、リソースを管理するための API が含まれています。
• Amazon Chime SDK クライアントライブラリ JavaScript (NPM) — クライアントを Amazon Chime SDK 

JavaScript TypeScript メッセージングウェブソケットと統合してメッセージを受信するのに役立つタイ
プ定義を含むライブラリ。

クライアントアプリケーションを Amazon Chime SDK と統合するには、クライアントライブラリ 
README.md の手順を参照し、デモを使用してメッセージング機能の構築方法を学習してください。

Amazon Chime SDK メッセージングの使用 
JavaScript

JavaScript を使用して Amazon Chime SDK リソースを管理し、メッセージを送信できます。詳細につい
ては、AWS JavaScript SDK を参照してください。

クライアントアプリケーションでメッセージングセッションを作成して、Amazon Chime SDK メッセー
ジングからメッセージを受信することもできます。詳細については、「 JavaScripton の Amazon Chime 
SDK クライアントライブラリの使用」を参照してください GitHub。
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Amazon Chime SDK PSTN Audio 
サービスの使用

Note

このセクションでは、以前のバージョンのドキュメントや一部のブログ記事では「SIP メディ
アアプリケーション (SMA)」と呼ばれていた Chime SDK PSTN オーディオサービスについて説
明します。今後、「SIP メディアアプリケーション」とは、Amazon Chime SDK コンソールと 
PSTN オーディオサービスに関連付けられたAWS SDK の設定項目を指します。

このセクションでは、Amazon Chime SDK 公衆交換電話のレッグについて、Amazon Chime SDK のレッ
グについて説明します。PSTN Audio サービスを使用すると、AWS Lambda開発者はサーバーレス機能の
俊敏性と操作のしやすさを利用して、カスタムのテレフォニーアプリケーションを構築できます。

AWS Lambda機能は、Amazon Chime SDK 音声コネクタを使用して、音声プロンプトの再生、数字の収
集、通話の録音、PSTN およびセッション開始プロトコル (SIP) デバイスへの通話のルーティングなど、
通話の動作を制御します。次のトピックでは、AWS Lambda通話を制御する関数の構築方法など、PSTN 
Audio サービスの概要とアーキテクチャ情報を提供します。

Note

このセクションのトピックは、AWS Lambda読者がサービスを理解していることを前提として
います。詳細についてはAWS Lambda、「はじめに」を参照してくださいAWS Lambda。ま
た、Amazon Chime SDK のこのセクションを正常に使用するには、Amazon Chime SDK 管理
者が少なくとも 1 つの SIP ルールと 1 つの SIP メディアアプリケーションを作成する必要があ
ります。これらのタスクを完了する方法の詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイド
の「SIP メディアアプリケーションの管理」を参照してください。

トピック
• 電話番号、SIP ルール、SIP メディアアプリケーション、AWS Lambdaおよび機能の理解 (p. 144)
• PSTN オーディオサービスのプログラミングモデルについて (p. 145)
• AWS Lambda呼び出しとイベントを関数にルーティングする (p. 146)
• PSTN オーディオサービスのコールレッグの使用について (p. 149)
• コールフローの例 (p. 150)
• Amazon Chime SDK を使う Alexa スキルコール (p. 152)
• PSTNAWS Lambda オーディオサービスの機能構築 (p. 163)

電話番号、SIP ルール、SIP メディアアプリケー
ション、AWS Lambdaおよび機能の理解

PSTN オーディオサービスを使用する前に、Amazon Chime SDK 管理者が電話番号をプロビジョニン
グし、SIP ルールと SIP メディアアプリケーションと呼ばれる管理対象オブジェクトを作成する必要
があります。Amazon Chime SDK コンソールまたは SDK を使用して、電話番号をプロビジョニングし
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たり、SIP ルールと SIP メディアアプリケーション管理オブジェクトをプロビジョニングしたりできま
す。AWS

この画像は、PSTN Audioサービスを構成する管理対象オブジェクト間の関係を示しています。画像内の数
字は、画像の下のテキストの数字に対応しています。

SIP ルール (2) に割り当てることができるのは、電話番号と Amazon Chime SDK 音声コネクタ (1) だけで
す。また、PSTN オーディオサービスで電話番号または音声コネクタをプロビジョニングする必要があり
ます。電話番号へのインバウンドコール、または音声コネクタからのアウトバウンドコール要求を受信す
ると、AWS Lambda SIPルールはSIPメディアアプリケーションと関連機能を呼び出します（4）。AWS 
Lambdaこの関数は、保留中の音楽の再生や会議への参加など、事前に定義された一連のアクションを実
行します。マルチリージョンの耐障害性を提供するために、SIPルールでは、フェイルオーバーの優先度
順に、AWS異なるリージョンの代替ターゲットSIPメディアアプリケーション（3）を指定できます。1 
つのターゲットに障害が発生すると、PSTN オーディオサービスは次のターゲットを試し、以降も同様で
す。AWS代替ターゲットはそれぞれ異なるリージョンに存在する必要があることに注意してください。

さらに、複数の SIPAWS Lambda メディアアプリケーションが特定の機能を呼び出すことができます。別
の言い方をすれば、AWS Lambda関数を作成すると、どの SIP メディアアプリケーションでもその機能を
使用できます。

SIP メディアアプリケーションとルールのプロビジョニングの詳細については、Amazon Chime SDK 管理
者ガイドの「SIP メディアアプリケーションとルールの管理」を参照してください。

PSTN オーディオサービスのプログラミングモデル
について

PSTN Audio サービスはリクエスト/レスポンスプログラミングモデルを使用しており、AWS Lambdaその
モデルが関数を使用します。AWS Lambda関数は、着信および発信時に自動的に呼び出されます。たとえ
ば、新しい着信コールが到着すると、PSTN AudioAWS LambdaNEW_INCOMING_CALL サービスはイベン
トを使用して関数を呼び出し、アクションと呼ばれるコマンドを待ちます。たとえば、アプリケーション
では、音声プロンプトの再生、数字の収集、音声の録音、通話の転送などのアクションを選択できます。
これらの JSON 形式のアクションは、AWS Lambda関数からのコールバックを使用して PSTN Audio サー
ビスに送り返されます。

PlayAudioこの例はアクションを示しています。

{ 
    "Type": "PlayAudio", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "ParticipantTag": "LEG-A", 
        "PlaybackTerminators": ["1", "8", "#"], 
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        "Repeat": "5", 
        "AudioSource": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "valid-S3-bucket-name", 
            "Key": "wave-file.wav" 
        } 
    }
}

RecordAudioこの例はアクションを示しています。

{ 
    "Type": "RecordAudio", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "DurationInSeconds": "10", 
        "SilenceDurationInSeconds": 3, 
        "SilenceThreshold": 100, 
        "RecordingTerminators": [ 
            "#" 
        ], 
        "RecordingDestination": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "valid-bucket-name", 
            "Prefix": "valid-prefix-name" 
        } 
    }
}

PSTN Audio サービスがアクションを実行すると、AWS Lambda成功または失敗を示す形で関数が再び呼
び出されます。

また、アプリケーションから電話をかけたり、AWS Lambda関数を使用して通話フロー、発信者エクス
ペリエンス、通話内容を制御したりすることもできます。この場合、CreateSipMediaApplicationCallAPI 
を呼び出すと、AWS LambdaNEW_OUTBOUND_CALLがイベントとともに呼び出されます。通話に応答し
たら、音声プロンプトを再生したり、ユーザーが入力した数字を収集したりするなどのアクションを返す
ことができます。UpdateSipMediaApplicationCallAPIAWS Lambda を使用して関数をトリガーし、タイ
マー、参加者のミュート、待機室を実装することもできます。

AWS Lambda呼び出しとイベントを関数にルー
ティングする

PSTN Audioサービスでは、以下の方法で着信通話を担当の施設に転送して治療を受けられます。AWS 
Lambda

• 着信者番号に基づいて通話をルーティングできます。そのために、Amazon Chime SDK の管理者は、ト
リガータイプを [宛先の電話番号] に設定して SIP ルールを作成します。この電話番号は、SIPAWS ルー
ルと同じアカウントの Amazon Chime SDK 電話番号インベントリに存在している必要があります。

• 着信した Voice Connector SIP コールのリクエスト URIAWS Lambda に基づいてコールを関数にルー
ティングできます。これを行うために、Amazon Chime SDK 管理者は、トリガータイプをリクエスト
URI ホスト名に設定して SIP ルールを作成します。このフィールドには、SIPAWS ルールと同じアカウ
ントでプロビジョニングされた Voice Connector の「送信ホスト名」フィールドで指定されている完全
修飾ドメイン名が含まれている必要があります。

次に、管理者は少なくとも 1 つのターゲット SIP メディアアプリケーションをプロビジョニングします。
オプションで、複数の SIP メディアアプリケーションを優先順位に従ってプロビジョニングして、冗長性
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とフェールオーバーをサポートできます。たとえば、2 つの異なる 2AWS つのリージョンに 2 つの SIP メ
ディアアプリケーションをプロビジョニングし、それらの優先順位を指定できます。SIP ルールに複数の
ターゲット SIP メディアアプリケーションがある場合、SIP メディアアプリケーションの Lamba 関数は
優先順位に従って呼び出されます。SIP メディアアプリケーション内の優先順位が最も高い（1 などの最
小の数値）AWS Lambda関数が最初に実行されます。PSTN AudioAWS Lambda サービスがその関数を呼
び出せない場合は、SIP メディアアプリケーション内の優先順位が 2 番目に高い（2 など、2 番目に小さ
い番号）AWS Lambda関数が呼び出されます。SIP ルールで指定されている SIP メディアアプリケーショ
ンを実行する試みがすべて失敗すると、PSTN Audio サービスはハングアップします。

必要な SIP ルールと SIP メディアアプリケーションがプロビジョニングされると、PSTN AudioAWS 
Lambda サービスは着信コールをお客様の機能にルーティングします。次の図は、「宛先」電話番号トリ
ガータイプを使用した一般的なシーケンスを示しています。

図表は、

1. PSTN Audio サービスは、AWS同じアカウントの SIP ルールでプロビジョニングされた電話番号への着
信コールを受信します。

2. 次に PSTN オーディオサービスが SIP ルールを評価し、優先順位が最も高い SIP メディアアプリケー
ション（この場合は優先度 1）を取得します。

3. 次に、サービスは SIPAWS Lambda メディアアプリケーションに関連する機能を呼び出します。
4. オプション。サービスは、AWS Lambda優先順位が最も高い関連アプリケーションを呼び出せない場

合、次に高い優先度（この場合は優先度 2）の SIP メディアアプリケーションを実行しようとします
（存在する場合）。
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5. オプション。ターゲット SIP メディアアプリケーションがすべて失敗すると、PSTN Audio サービスは
通話を切断します。

次の図は、Request URI ホスト名のトリガータイプを使用する一般的なルールを示しています。

図表は、

1. PSTN オーディオサービスは、AWS同じアカウントでプロビジョニングされた SIP ルールと一致するリ
クエスト URI ホスト名を使用して Amazon Chime SDK 音声コネクタで着信コールを受信します。

2. 次に、サービスは SIP ルールを評価し、優先順位が最も低い SIP メディアアプリケーション（この場合
は、優先度 1 の唯一のターゲット SIP メディアアプリケーション）を取得します。

3. 次に、サービスは SIPAWS Lambda メディアアプリケーションに関連する機能を呼び出します。
4. オプション。サービスは、AWS Lambda優先順位が最も低い関連アプリケーションを起動できない場

合、その次に優先順位の低いSIPメディアアプリケーションがあればそれを実行しようとします。この
場合、ターゲット SIP メディアアプリケーションは 1 つだけです。
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5. オプション。ターゲット SIP メディアアプリケーションがすべて失敗すると、PSTN Audio サービスは
通話を切断します。

さらに、CreateSipMediaApplicationCall API を使用して、アウトバウンドコールを作成し、AWS Lambda
その後関数を呼び出して追加の処理を行うこともできます。この API を使用するには、プロビジョニング
された SIP メディアアプリケーション ID をパラメータとして指定します。

最後に、UpdateSipMediaApplicationCall API を使用して、AWS Lambda呼び出しがアクティブになってい
る間はいつでも関数をトリガーできます。API を使用するには、プロビジョニングされた SIP メディアア
プリケーション ID をパラメータとして指定します。

PSTN オーディオサービスのコールレッグの使用に
ついて

PSTN オーディオサービスは 1 つ以上のコールレッグで動作できます。たとえば、ボイスメールを録音ま
たは配信するときはコールレッグが 1 つで、Amazon Chime SDK ミーティングに参加する場合は複数の
コールレッグがあります。

次の図表は、シングルレッグコールのフローを示しています。

次の図表は、マルチレッグコールのアーキテクチャを示しています。

次の図表は、マルチレッグのブリッジコールのフローを示しています。
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コールフローの例
この図は、Amazon Chime SDK PSTNAWS Lambda オーディオサービスとお客様の機能を介した通話の流
れを示しています。この例では、アプリケーションは発信者にプロンプトを再生し、デュアルトーン多周
波数 (DTMF) の数字を収集して、Amazon Chime SDK ミーティングに接続します。

図中の数字は、図の下にある番号付きの説明に対応しています。
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図表は、

1. Amazon Chime SDK PSTN オーディオサービスは、SIP ルールでプロビジョニングされた電話番号への
呼び出しを受信します。

2. PSTN オーディオサービスは、関連する SIP メディアアプリケーションを取得
し、NEW_INBOUND_CALLイベント（LEG-A）AWS Lambdaを使用して関連機能を呼び出します。

3. AWS Lambdaこの関数は、コールへの応答PlayAudioAndGetDigits、発信者への音声ファイルの再
生、発信者が入力した DTMF ディジットの収集などを PSTN オーディオサービスに指示するアクショ
ンのリストを返します。

4. PSTN オーディオサービスはコールに応答し、音声プロンプトを再生し、発信者が入力した DTMF ディ
ジットを収集します。

5. PSTN オーディオサービスは、DTMFAWS Lambda ディジット入力で関数を呼び出します。AWS 
Lambdaこの関数はAWS SDK を使用して Amazon Chime SDK ミーティングとミーティング参加者を作
成します。
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6. AWSSDKMeetingId がアンドを返すとAttendeeId、AWS Lambda関数は Amazon Chime SDK ミー
ティング (LEG-B) への呼び出しに参加するためのアクションを返します。

7. リアルタイム転送プロトコル (RTP) セッションは、公衆交換電話網 (PSTN) からの発信者と Amazon 
Chime SDK メディアサービスの間で確立されます。

8. PSTN 発信者が電話を切ると、PSTN オーディオサービスは HANGUPAWS Lambda イベントを使用し
て関数を呼び出し、AWS Lambda関数は参加者を削除します。

Amazon Chime SDK を使う Alexa スキルコール
Amazon Chime SDK Alexa スキル通話により、法人のお客様は Amazon Alexa スキルで直接通話を有効に
することができます。たとえば、ユーザーは「アレクサ、Example Corporationのカスタマーサポートに電
話して」と言うことができます。トリガーフレーズ「Alexa」は、ユーザーの声を聞き始めるようにAlexa
に指示します。「サンプルコーポレーションに電話」と言うとスキルが起動し、「カスタマーサポート」
と言うとスキルコール機能がトリガーされます。

カスタムAlexaスキルの呼び出しについて詳しくは、「ユーザーがカスタムスキルを呼び出す方法につい
て」を参照してください。

Alexaスキル通話の請求

AWSAlexa スキルコールの時間と Amazon Chime SDK の PSTN オーディオを参加者ごとに使用した時間
分の料金が請求されます。詳細については、「Amazon Chime SDK の料金」を参照してください。

以下のトピックでは、AlexaスキルコールをAlexaスキルに追加する方法について説明します。

トピック
• 概要 (p. 152)
• スキルコールによるAlexaスキルの構築 (p. 153)
• clientSessionId 通話コンテキストデータの送信に使用 (p. 154)
• スキルコールの発表 (p. 155)
• スキルコールイベントの処理 (p. 155)
• スキルコールのユースケース (p. 156)
• StartCommunicationSession API リファレンス (p. 158)
• Amazon Chime SDK Alexa スキル呼び出しのトラブルシューティング (p. 162)

概要
Alexaスキルコールを使用すると、AlexaスキルがAmazon Chime SDK SIPメディアアプリケーションに直
接電話をかけることができます。次の図は、Alexaスキル呼び出しのシーケンスを示しています。図の下の
テキストは、画像の数字に対応しています。

このでは、

1. 発信者がAlexa搭載デバイスと会話を開始します。
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2. デバイスはAlexaサービスを呼び出して音声リクエストを処理します。
3. AWSAlexaサービスはスキルのLambda関数を呼び出して音声リクエストを処理します。
4. ユーザーはスキルに通話を開始するように指示します。StartCommunicationSession (p. 158)Alexa

サービスはAPIを呼び出します。
5. Alexaサービスは、SIPメディアアプリケーションにSIP招待を送信するようにAlexaデバイスに指示しま

す。
6. SIP メディアアプリケーションは次の処理を行います。

• AWSスキルにアプリケーションのLambda関数を呼び出すアクセス許可があることを確認します。
• AWSLambda 関数を呼び出します。Lambda 関数は、呼び出し中に SIP メディアアプリケーションが

実行するアクションのリストを返します (p. 186)。

まず、Amazon Chime SDK コンソールを使用して、少なくとも 1 つの SIP メディアアプリケーションの
スキル呼び出しを有効にします。詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Alexa 通話を有
効にする」を参照してください。Alexa通話を有効にするまで、SIPメディアアプリケーションはスキルか
らの通話をすべて拒否します。

次に、Communication - CallingAlexa開発者コンソールを使用してスキルの権限を有効にします。詳
細については、「スキルの通信-通話権限を有効にする」 を参照してください。最後に、カスタムスキル
の作成について詳しくは、「Alexaカスタムスキル」を参照してください。どちらのトピックもAlexa Skills 
Kitにあります。

Important

Alexaスキル通話は、Amazon開発者サービス契約およびプログラム素材ライセンスに従っ
て、Amazon Chime SDKのお客様とAlexaスキル開発者に提供されます。

スキルコールによるAlexaスキルの構築
Alexa Skillsには、インタラクションモデルとアプリケーションロジックが含まれています。対話モデルは
音声ユーザーインターフェイスを提供します。発信者が話すと、Alexaは対話モデルのコンテキストでその
音声を処理し、顧客のリクエストを判断します。その後、Alexaはリクエストをスキルのアプリケーション
ロジックに送信し、リクエストに応じて動作します。アプリケーションロジックをAWS Lambda 関数とし
て提供します。Alexaスキルの作成について詳しくは、Alexaスキルキットの「Alexaカスタムスキル」を参
照してください。

スキルと対話するとき、発信者は通話を開始するように指示します。次
に、StartCommunicationSessionアプリケーションロジックがAlexaサービスのAPIを使用して、SIP
メディアアプリケーションへの呼び出しを開始します。次のトピックでは、プロセスの詳細について説明
します。

StartCommunicationSession API を使用する
次の例は、StartCommunicationSession一般的なリクエストを示しています。リクエストによ
り、Alexaスキル内の通信セッションが開始されます。

有効なコミュニケーションセッションには 2 人の参加者が必要です。参加者の1人がセッションの創始者
でなければなりません。他の参加者は非オリジネーターでなければなりません。

POST /v1/communications/session HTTP/1.1  
Authorization: Bearer AuthorizationToken
Content-type: application/json

{ 
  "participants": [ 
    { 
      "id": { 
        "type": "PHONE_NUMBER", 
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        "value": "+12045551111" 
      }, 
      "endpointId": 
 "amzn1.ask.device.BHOSHBLLX53AFDC5KSPFX3IM3NZKLVAHCG3CPUDM242MB55ID3OB5XUYQO332QUZ5FY45Z7RBR6RJD7ZKUSWLP5SJ6ZREGLKLBVY2DZKPUCTFEJE55JV6DWMAAO7UUNCIKGWCK6FWUS75F5LWBOKHXARBZYXQDHS6OCY7O6JBAKBDJRELAR7O", 
      "isOriginator": true 
    }, 
    { 
      "id": { 
        "type": "PHONE_NUMBER", 
        "value": "+16073331111" 
      }, 
      "communicationProviderId": "amzn1.alexa.csp.id.82bb98bc-384a-11ed-a261-0242ac120002" 
    } 
  ], 
  "clientContext": { 
    "clientSessionId": "db792233-8df3-416c-8d80-a70038747b74" 
  }
}

HTTP リクエストには、AuthorizationContent-typeおよびリクエストヘッダーが含まれている必要
があります。

認証ヘッダーはAuthorization、BearerAuthorizationTokenキーと値として使用します。次
に、AuthorizationTokenapiAccessToken AWSAlexaスキルのリクエスト内のがAlexaスキルの
Lambda関数に渡されます。

application/jsonコンテンツタイプヘッダーは常にキーと値として使用されます。Content-type

isOriginatortrue元の参加者のフィールドは常にに設定してください。この例では、作成者
が+12045551111 電話番号は E.164 形式を使用する必要があります。発信者は、deviceId AWSLambda
関数に提供されたAlexaスキルリクエストのエンドポイントも提供する必要があります。

スキルは、ParticipantId発信者のフィールドに発信者の電話番号を入力する必要があります。発信者
に電話番号へのアクセス許可をリクエストするようにスキルを設定できます。発信者が許可を与えると、
スキルはその番号をスキル呼び出しで使用できます。詳細については、「スキルで使用する顧客の連絡
先情報をリクエストする」を参照してください。別の方法として、スキルがアカウントリンクをサポート
している場合、Alexaユーザーは自分の顧客プロフィールをスキルにリンクできます。その後、スキルは
Alexaユーザーのプロフィールにある電話番号を使用できます。詳細については、「Alexaスキルへのアカ
ウントリンクの追加」を参照してください。

isOriginator発信者以外の参加者のフィールドはオプションです。ただ
しisOriginator、指定する場合はに設定する必要がありますfalse。電話番号との通
信セッションを開始するには、communicationProviderId値がでなければなりませ
んamzn1.alexa.csp.id.82bb98bc-384a-11ed-a261-0242ac120002。

スキルは、関連する電話番号を非発信者の電話番号に入力する必要がありますParticipantId。電話番
号は、SIP メディアアプリケーションダイヤルインタイプの Amazon Chime SDK 電話番号でなければなり
ません。電話番号はSIPメディアアプリケーションに関連付けられている必要があり、スキルからの通話
を許可するようにそのアプリケーションを設定する必要があります。

user-to-user SIP INVITEclientSessionIdのヘッダーが値を提供します。ID 値は、ランダムに生成さ
れた ID で構成されます。コミュニケーションセッションごとに、すべてのスキルに一意の識別子を使用す
ることを強くお勧めします。

user-to-user データの詳細については、IETF の RFC 7433 を参照してください。

clientSessionId 通話コンテキストデータの送信に使用
スキルを作成するときは、通話ごとにデータを収集するように設定します。スキルがそのデータを収集す
ると、clientSessionIdを使用してデータを識別できます。次に、その ID はの user-to-user SIP ヘッ
ダーで確認できますSIP INVITE。
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プロセスは次のように実行されます。

1. Alexaスキルは、セッションコンテキストデータをスキルのバックエンドクラウドサービスに保存し、
データの一意の識別子を生成します。

2. スキルは、clientSessionId field StartCommunicationSession APIリクエストのセッションコンテ
キストデータの識別子を提供します。

3. user-to-user Alexaサービスは識別子をSIP INVITEのSIPヘッダーにエンコードします。
4. SIP メディアアプリケーションはを受け入れSIP INVITE 、識別子を取得します。次に、アプリケー

ションはスキルのバックエンドクラウドサービスから対応するセッションコンテキストデータを検索し
ます。

clientSessionIdはキーと値のペアとしてフォーマットされ、base16 を使用してエンコードされま
す。clientSessionIdは、=キーとセパレータとしてフォーマットされます。csi前のセクションの例を
デコードすると、 user-to-user SIP ヘッダーには次の内容が含まれます。

csi=db792233-8df3-416c-8d80-a70038747b74

キーと値のペア文字列は、RFC 7433 で定義されている base16 を使用してエンコードされます。次の例
は、エンコードされたキー値文字列を示しています。encoding=hexこのステートメントは、文字列が 
RFC で定義されている base16 を使用してエンコードされていることを示しています。

6373693d64623739323233332d386466332d343136632d386438302d613730303338373437623734;encoding=hex

スキルコールの発表
Alexaスキルはスキルコールの開始をアナウンスする必要があります。発信者は、いつAlexaとの会話をや
め、テレフォニーアプリケーションで話し始めるかを知る必要があります。

通話をアナウンスする場合、outputSpeechスキルはスキルの応答フィールドに電話アナウンスのテキス
トを返します。レスポンスについて詳しくは、Alexa Skills Kitの「レスポンス形式」を参照してください。

たとえば、「Example corp」という名前のテレフォニーアプリがあるとします。スキルには「コーリン
グ・サンプル・コーポレーション」という名前を付けることができます。Alexaスキルのリクエストとレス
ポンスについて詳しくは、Alexa Skills Kitのリクエストとレスポンスに関するJSONリファレンスをご覧く
ださい。

スキルコールイベントの処理
次の例は、インバウンドスキルコールの一般的なAmazon Chime SDK PSTNオーディオサービスイ
ベントを示しています。SIP INVITEスキルコールのがSIPメディアアプリケーションに到達する
と、AWSNEW_INBOUND_CALLアプリケーションはこのイベントに関連付けられたLambda関数を呼び出し
ます。SIP メディアアプリケーションは、アプリケーションのAWS Lambda user-to-user関数におよびX-
Alexa-LWA-ClientId SIP ヘッダーを提供します。次に、その関数は SIP ヘッダーを使用して追加の検
証と処理を実行できます。

{ 
  "SchemaVersion": "1.0", 
  "Sequence": 1, 
  "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL", 
  "CallDetails": 
  { 
    "TransactionId": "46e6f593-1f1c-4808-9166-a141624cf145", 
    "AwsAccountId": "123456789012", 
    "AwsRegion": "us-east-1", 
    "SipRuleId": "7c06ea33-b310-4534-9660-207f13284187", 
    "SipMediaApplicationId": "d82f98e7-7557-4b6b-a690-3dcfcbf8ab2e", 
    "Participants": 
    [ 
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      { 
        "CallId": "b7b95da2-fe0a-4890-85cc-433cb3931399", 
        "ParticipantTag": "LEG-A", 
        "To": "+16073331111", 
        "From": "+12045551111", 
        "Direction": "Inbound", 
        "StartTimeInMilliseconds": "1666234046768", 
        "SipHeaders": 
        { 
          "user-to-user": "6373693d64623739323233332d386466;encoding=hex", 
          "X-Alexa-LWA-ClientId": "amzn1.application-oa2-
client.84ec9912f0be4066be862afaff9d3c48" 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

X-Alexa-LWA-ClientId値は、通話を開始したAlexaスキルのクライアントIDです。AWSSIPメディアア
プリケーションのLambda関数は、このSIPヘッダーを使用して、通話がAlexaスキルによって開始された
かどうかを判断します。

user-to-user SIP ヘッダー値は、StartCommunicationSession (p. 158) APIclientSessionId に
提供したエンコードされた値です。AWSLambda 関数は user-to-user SIP ヘッダーをデコードし
て、clientSessionIdStartCommunicationSessionリクエストで指定したヘッダーを取得しま
す。AWSSIPメディアアプリケーションのLambda関数はclientSessionId、を使用して、スキルによっ
て収集された関連データをバックエンドのクラウドサービスからロードします。

スキルコールのユースケース
開発者は SIP メディアアプリケーションとAWS Lambda 関数を使用してカスタムテレフォニーソリュー
ションを構築できます。SIP メディアアプリケーションのAWS Lambda 関数は、既存のコンタクトセン
ター、CRM、または電話システムに通話をルーティングするなど、通話の動作を制御します。次のユース
ケースでは、一般的なユースシナリオを取り上げます。

トピック
• ケース 1: カスタマーエンゲージメントインフラストラクチャへの接続 (p. 156)
• ケース 2: コールを PSTN にブリッジする (p. 157)
• ケース 3: 電話を会議につなぐ (p. 158)

ケース 1: カスタマーエンゲージメントインフラストラクチャへ
の接続
SIP メディアアプリケーションを使用すると、スキルコールをカスタマーエンゲージメントインフラスト
ラクチャと統合できます。スキルコール、PSTN コール、Web サイト、モバイルアプリケーションのどれ
を使用するかに関係なく、発信者に一貫したエクスペリエンスを提供できます。

次の図は、このユースケースのデータフローを示しています。図の下のテキストは、画像の数字に対応し
ています。
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このでは、

1. 発信者がAlexa搭載デバイスと会話を開始します。
2. デバイスはAlexaサービスを呼び出して音声リクエストを処理します。スキルは、発信者名、アカウン

トID、通話理由など、スキル開発者が設定した関連データを収集します。スキルはデータの識別子も通
話に添付します。

3. AWSAlexaサービスはスキルのLambda関数を呼び出して音声リクエストを処理します。
4. 発信者はスキルに通話を始めるように指示します。StartCommunicationSession (p. 158)Alexaサービ

スはAPIを呼び出します。これらの関連データのコールコンテキスト識別子は、通信セッションに添付
されます。

5. Alexaサービスは、セッション開始プロトコル（SIP）InviteをSIPメディアアプリケーションに送信する
ようにAlexaデバイスに指示します。

6. SIP メディアアプリケーションのAWS LambdaCallAndBridge (p. 205) 関数はアクションで応答しま
す。アクションは、スキルコールをAmazon Chime SDK音声コネクタにブリッジするようにPSTNオー
ディオサービスに指示します。

7. SIP メディアアプリケーションは、コールを Amazon Chime SDK 音声コネクタにルーティングしま
す。

8. Voice Connector は、コールをカスタマーエンゲージメントインフラストラクチャにルーティングしま
す。

9. カスタマーエンゲージメントシステムは、SIP_INVITEのコールコンテキストIDを使用して、スキルに
よって収集されたデータをロードします。このデータは通信ワークフローを最適化し、着信者が通話の
目的を理解するのに役立ちます。

ケース 2: コールを PSTN にブリッジする
PSTN Audioサービスを使用して、スキルコールをPSTN電話番号にルーティングできます。AWSSIPメ
ディアアプリケーションのLambda関数は、スキルコールがルーティングされる電話番号を決定します。
たとえば、顧客は最寄りの支社にいる専門家に相談したいと思うかもしれません。

次の図は、このユースケースでのデータフローを示しています。図の下のテキストは、画像の数字に対応
しています。

このでは、

1. 発信者がAlexa搭載デバイスと会話を開始します。
2. デバイスはAlexaサービスを呼び出して音声リクエストを処理します。スキルは、発信者名、アカウン

トID、通話理由など、設定したデータを収集します。スキルはデータの識別子も通話に添付します。
3. AWSAlexaサービスはスキルのLambda関数を呼び出して音声リクエストを処理します。
4. StartCommunicationSession (p. 158)AlexaサービスはAPIを呼び出します。
5. Alexaサービスは、セッション開始プロトコル（SIP）InviteをSIPメディアアプリケーションに送信する

ようにAlexaデバイスに指示します。
6. SIP メディアアプリケーションは、関連するAWS Lambda 関数を呼び出します。この関数は、コールコ

ンテキスト ID を使用してコールコンテキストデータを読み込み、バックエンドのクラウドサービスに
送信します。このサービスは、お客様に最適な宛先の電話番号を決定します。宛先の電話番号が決まる

157



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
StartCommunicationSession API リファレンス

と、SIP メディアアプリケーションのAWS Lambda 関数が SIPCallAndBridge (p. 205) メディアアプ
リケーションにアクションを返します。CallIdNumberアクションのフィールドには、自分の電話番号
を使用する必要があります。そのフィールドには、スキルコールの「送信元」電話番号は使用できませ
ん。

7. SIP メディアアプリケーションは、宛先 PSTN 電話番号に電話をかけます。

ケース 3: 電話を会議につなぐ
SIP メディアアプリケーションでは、出席者の参加トークンを指定することで、スキルコールを Amazon 
Chime SDK ミーティングとつなぐことができます。次の図は、このユースケースでのデータフローを示し
ています。図の下のテキストは、画像の数字に対応しています。

このでは、

1. 発信者がAlexa搭載デバイスと会話を開始します。
2. デバイスはAlexaサービスを呼び出して音声リクエストを処理します。スキルは、発信者名、アカウン

トID、通話理由など、設定したデータを収集します。スキルはデータの識別子も通話に添付します。
3. AWSAlexaサービスはスキルのLambda関数を呼び出して音声リクエストを処理します。
4. StartCommunicationSession (p. 158)AlexaサービスはAPIを呼び出します。
5. Alexaサービスは、セッション開始プロトコル（SIP）InviteをSIPメディアアプリケーションに送信する

ようにAlexaデバイスに指示します。
6. SIP メディアアプリケーションは、関連するAWS Lambda 関数を呼び出します。Amazon Chime SDK

CreateMeetingでと CreateAttendeeAPI を呼び出して参加トークンを取得し、JoinChimeMeetingアク
ションに渡します。

7. SIP メディアアプリケーションは、スキルコールを会議にブリッジします。

StartCommunicationSession API リファレンス
次のリファレンスには、StartCommunicationSession API の詳細が記載されています。Amazon Alexa 
は API を提供します。

StartCommunicationSession
セッションを開始した参加者とセッションを受信する参加者との間の通信セッションを開始します。

リクエストの構文

POST /v1/communications/session HTTP/1.1  
Authorization: Bearer AuthorizationToken
Content-type: application/json

{ 
  "participants":[ 
    { 
      "id": { 
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        "type": "PHONE_NUMBER", 
        "value": "string" 
      }, 
      "endpointId": "string", 
      "isOriginator": true 
    }, 
    { 
      "id": { 
        "type": "PHONE_NUMBER", 
        "value": "string" 
      }, 
      "communicationProviderId": "amzn1.alexa.csp.id.82bb98bc-384a-11ed-a261-0242ac120002" 
    } 
  ], 
  "clientContext": { 
    "clientSessionId": "string" 
  }
}

URI リクエストパラメータ

AuthorizationToken

このリクエストの認証トークン。

タイプ: 文字列

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

参加者

コミュニケーションセッションの参加者。参加者の1人がセッションの創始者でなければなりません。
他の参加者は非オリジネーターでなければなりません。

型: Participant (p. 161) オブジェクト

長さの制限: 最小長は 2 です。最大長は 2 です。

必須: はい
id

この参加者の ID。

型: ParticipantId (p. 162) オブジェクト

必須: はい
clientContext

通信セッションのクライアントコンテキストデータ。

型: ClientContext (p. 161) オブジェクト

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json

{ 
   "sessionId": "string"
}

レスポンス要素

リクエストが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。サービスは以下のデータを 
JSON 形式で返します。

sessionId

通信セッションの識別子

タイプ: 文字列

エラー応答の構文

HTTP/1.1 StatusCode
Content-type: application/json
{ 
   "code": "string", 
   "message": "string"
}

エラー応答要素

リクエストが失敗した場合、サービスはクライアント側のエラーには HTTP 4XX 応答を返し、サーバー側
のエラーには HTTP 5XX 応答を返します。サービスは以下のデータを JSON 形式で返します。

コード

失敗したリクエストのエラーコード。

タイプ: 文字列
message

失敗したリクエストのエラーメッセージ。

タイプ: 文字列

エラー

InvalidInput

リクエストの形式が正しくないか、必要なパラメータがないか、サービスの制限に一致しません。

HTTP ステータスコード: 400
BadToken

認証トークンの有効期限が切れているか無効です。

HTTP ステータスコード: 401
AccessDenied

認証トークンにサービスにアクセスするために必要なアクセス許可がありません。

HTTP ステータスコード: 403
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Throttling

クライアントはリクエストのレート制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 429
InternalServerError

サービス中に予期しないエラーが発生しました。

HTTP ステータスコード: 500

データ型
StartCommunicationSessionAPI は、次のデータ型に対応しています。

ClientContext

通信セッションのクライアントコンテキストデータ。

clientSessionId

クライアントは通信セッションのセッション ID を提供しました。clientSessionIdは、SIP 
INVITE のユーザ間の SIP ヘッダーに記載されています。通信セッションごとに一意の識別子を使
用する必要があります。詳細については、「 clientSessionId 通話コンテキストデータの送信に使
用 (p. 154)」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

必須: いいえ

Participant

コミュニケーションセッションの参加者。

id

この参加者の ID。

タイプ: PHONE_NUMBER

値:E.164 形式の電話番号

必須: はい
endpointId

この参加者のエンドポイント ID。この参加者が通信セッションを開始する場合は、エンドポイント ID 
が必要です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 512 です。

必須: いいえ
IS オリジネーター

通信セッションの発信者。

型: ブール

必須: いいえ
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communicationProviderId

参加者との通信セッションを確立するために使用される通信サービスプロ
バイダーの ID。この参加者がセッションの開始者でない場合は、が必要で
す。communicationProviderIdcommunicationProviderIdの値はでなければなりませ
んamzn1.alexa.csp.id.82bb98bc-384a-11ed-a261-0242ac120002。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

必須: いいえ

ParticipantId

参加者の ID。

type

参加者 ID のタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値: PHONE_NUMBER

必須: はい
値

参加者 ID の値。E.164 電話番号形式である必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

必須: はい

Amazon Chime SDK Alexa スキル呼び出しのトラブル
シューティング
このセクションのトピックでは、Amazon Chime SDK Alexa スキル呼び出しのエラーのトラブルシュー
ティング方法について説明します。必要に応じてセクションを拡張してください。

Alexaが「連絡先は利用できません」と返信します
SIP メディアアプリケーションの Amazon Chime SDK Alexa スキル呼び出しを有効にします。そのために
は、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK Alexa スキルの呼び出しを有効にする」
の手順に従ってください。

スキルコールを有効にした後にこのエラーが表示される場合は、アプリケーションに関連付けられたAWS 
Lambda CloudWatch 関数のログを確認してください。詳細については、ログの確認 (p. 262)このガイド
の「デバッグとトラブルシューティング」セクションのを参照してください。

StartCommunicationSession このAPIは、Alexaヨーロッパと極東のエンドポイン
トに対して404を返します。
Alexaスキル通話は、北米のAlexaアカウントでのみ利用できま
す。StartCommunicationSession (p. 158)Alexaヨーロッパまたは極東のエンドポイントを使用してAPIを
呼び出すと、APIは404エラーを返します。
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PSTNAWS Lambda オーディオサービスの機能構築
このセクションのトピックでは、PSTN AudioAWS Lambda サービスで使用される関数の構築方法につい
て説明します。

内容
• テレフォニーイベントについて (p. 163)
• アクションについて (p. 166)
• AWS Lambda 関数を呼び出すテレフォニーイベント (p. 167)
• アクションリストによる呼び出しへの応答 (p. 185)
• PSTN オーディオサービスでサポートされるアクション (p. 186)
• SIP ヘッダーの使用 (p. 258)
• 通話詳細レコードの使用 (p. 261)
• タイムアウトと再試行 (p. 262)
• デバッグとトラブルシューティング (p. 262)
• VoiceFocus (p. 268)
• PSTN オーディオサービス用語集 (p. 271)

テレフォニーイベントについて
オーディオサービスは、AWSAWS Lambda通話中に特定のイベントが発生したときに関数を呼び出しま
す。次の例はイベントを示し、例の後のテキストでは各イベントについて説明しています。

{  
    "SchemaVersion": "1.0",  
    "Sequence": 3,  
    "InvocationEventType": "event-type",  
    "CallDetails": {  
        "TransactionId": "transaction-id-1",  
        "AwsAccountId": "aws-acct-id-1",  
        "AwsRegion": "us-east-1",  
        "SipMediaApplicationId": "sip-media-app-id-1",  
        "Participants": [  
            {  
                "CallId": "call-id-1",  
                "ParticipantTag": "LEG-A",  
                "To": "e164PhoneNumber",  
                "From": "e164PhoneNumber",  
                "Direction": "Inbound/Outbound",  
                "StartTimeInMilliseconds": "1641998241509",  
                "Status": "Connected/Disconnected"  
            }  
        ]  
    }  
}

SchemaVersion

このイベントオブジェクトの作成に使用されたスキーマのバージョン。
[Sequence] (シーケンス)

AWS Lambda関数を呼び出すイベントのシーケンス。呼び出し中に関数が呼び出されるたびに、シー
ケンスがインクリメントされます。
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InvocationEventType

AWS Lambda呼び出しをトリガーするイベントのタイプ。詳細については、このトピックで後述する
「イベントタイプ (p. 164)」を参照してください。

CallDetails

呼び出しに関連したコールに関する情報。AWS Lambda
TransactionId

呼び出しに関連するコールのAWS Lambda ID。
AwsAccountId

コールルーティングにつながった SIPAWS メディアアプリケーションに関連付けられたアカウント 
ID。

SipMediaApplicationId

コールに関連付けられた SIP メディアアプリケーションの ID。
参加者

AWSAWS Lambda関数を呼び出す呼び出しの参加者に関する情報。
CallId

各参加者に割り当たられた一意の ID。
ParticipantTag

各通話参加者にはタグ、LEG-ALEG-Bまたはが付けられます。
To

この電話番号は E.164 形式です。
From

この電話番号は E.164 形式です。
[Direction] (方向)

コールレッグの送信方向。 Inboundオーディオサービスへの呼び出しを表します。 Outboundは、
オーディオサービスからの呼び出しを表します。

StartTimeInMilliseconds

参加者が通話に参加した時点から始まるミリ秒単位のエポックタイム。
ステータス

Connected参加者がまたはDisconnected

イベントタイプ
オーディオサービスは以下のイベントタイプを使用して Lambda 関数を呼び出します。

新規インバウンドコール

SIP メディアアプリケーションに関連付けられている電話番号から新しい通話が開始されました。
新しいアウトバウンドコール

CreateSipMediaApplicationCallAPI を介して新しいアウトバウンドコールが行われました。
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ACTION_SUCCESSFUL

AWS Lambda関数から返されたアクションが成功しました。成功したアクションにはActionData、
成功したアクションと一致するアクションが含まれます。

    "ActionData": { 
        // The previous successful action  
    }, 

ACTION_FAILED

AWS Lambda関数から返されたアクションは成功しませんでした。失敗したアクションに
は、ActionData失敗したアクションと一致するアクション、エラータイプ、失敗を説明するエラー
メッセージが含まれます。

    "ActionData": { 
        // The previous unsuccessful action 
        "ErrorType": "error-type", 
        "ErrorMessage": "error message" 
    },

アクションが中断されました

実行中のアクションが  UpdateSipMediaApplicationCallAPI 呼び出しによって中断されました。に
は、ActionData中断されたアクションが含まれます。

"ActionData": { 
        // The action that was interrupted 
    }, 

HANGUP

ユーザーまたはアプリケーションがコールレッグを切りました。には、ActionDataイベントに関す
る次の詳細が含まれています。

   "ActionData": { 
        "Type": "Hangup", 
        "Parameters": { 
            "SipResponseCode": 486, 
            "CallId": "c70f341a-adde-4406-9dea-1e01d34d033d", 
            "ParticipantTag": "LEG-A" 
        } 
    },

タイプ

ハングアップ。
パラメータ

HANGUPイベントに関する情報:
• SipResponseCode— イベントに関連するレスポンスコード。最も一般的なコードは次のとおり

です。
• 0 — ノーマルクリア
• 480 — 応答なし
• 486 — ユーザーが取り込み中

• CallId電話を切った参加者の ID。
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• ParticipantTag電話を切った参加者のタグ。
電話_応答済み

オーディオサービスが応答し、着信に応答しました。このイベントは、コールがブリッジされていな
い限り、ダイヤルアウトコールで返されます。

ラムダ_レスポンスが無効です

AWS Lambda最後の呼び出しに対する応答が問題を引き起こしました。には、ActionData次の追加
フィールドが含まれます。

    "ErrorType": "error-type-1",  
    "ErrorMessage": "error-msg-1" 
                                 

DIGITS_RECEIVED

アプリケーションは、ReceiveDigitsアクションの完了後に DTMF ディジットを受信しまし
た。ActionDataには受信した数字が含まれます。

    "ActionData": { 
        "ReceivedDigits": ###
        // The ReceiveDigits action data 
    },

CALL _更新_がリクエストされました

UpdateSipMediaApplicationCallAPI が呼び出されました。には、ActionData更新リクエストに関す
る情報が含まれています。

    "ActionData": { 
        "Type": "CallUpdateRequest",  
        "Parameters": { 
            "Arguments": { 
                "leg": "LEG-A" 
                } 
            } 
        }, 
    }

呼び出し中

コールレッグが鳴っている

アクションについて
PSTN Audio サービスでは、SIPAWS Lambda メディアアプリケーションが機能をトリガーします。次
に、AWS Lambda関数は、アクションと呼ばれる命令のリストを返すことができます。アクションとは、
数字の送受信や会議への参加など、電話のレッグで実行する項目のことです。アクションはデータを返す
こともできるので、アクションはデータフィールドを持つオブジェクトと考えることができます。PSTN 
Audio サービスによって呼び出されるアクションの詳細については、「テレフォニーイベントについ
て (p. 163)」を参照してください。
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AWS Lambda 関数を呼び出すテレフォニーイベント
Audio Service は、AWS Lambdaさまざまなイベントに応答して関数を呼び出します。各呼び出しは、呼
び出しイベントタイプを指定し、該当する場合は、参加者を含む呼び出しの詳細を提供します。以下のト
ピックでは、AWS Lambda関数を呼び出す Audio Service イベントを説明します。

発信通話を行う
アウトバウンドコールを作成するには、CreateSipMediaApplicationCallAPI を使用します。API は、指定さ
れた SIP media application ID のエンドポイントを呼び出します。顧客は、SipMediaApplicationエ
ンドポイントから異なるシグナリングとアクションを提供することで、発信のフローを制御できます。

レスポンスが成功した場合、API は 202 HTTP ステータスコードと transactionId を返します。これ
は、UpdateSipMediaApplicationCallAPI で使用して、進行中の発信を更新できます。

次の図は、発信通話の AWS Lambda 関数エンドポイントに対して行われる呼び出しを示しています。
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SIP メディアアプリケーション用に設定されたエンドポイントは、発信通話のさまざまなステータスに対
して呼び出されます。顧客が通話を開始すると、Amazon Chime SDKNEW_OUTBOUND_CALL は呼び出し
イベントタイプでエンドポイントを呼び出します。

この例は、NEW_OUTBOUND_CALL の典型的な呼び出しイベントを示しています。

168



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
AWS Lambda 関数を呼び出すテレフォニーイベント

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
        "Sequence": 1, 
        "InvocationEventType": "NEW_OUTBOUND_CALL", 
        "CallDetails": { 
            "TransactionId": "transaction-id", 
            "AwsAccountId": "aws-account-id", 
            "AwsRegion": "us-east-1", 
            "SipApplicationId": "sip-application-id", 
            "Participants": [ 
                { 
                    "CallId": "call-id-1", 
                    "ParticipantTag": "LEG-A", 
                    "To": "+1xxxx", 
                    "From": "+1xxxxxxx", 
                    "Direction": "Outbound", 
                    "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234" 
                } 
            ] 
    }
}

イベントに関連する AWS Lambda 呼び出しのレスポンスは無視されます。

RINGING受信者からの通知を受け取ると、Amazon Chime SDK は設定されたエンドポイントを再度呼び
出します。

この例は、RINGING の典型的な呼び出しイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
        "Sequence": 1, 
        "InvocationEventType": "RINGING", 
        "CallDetails": { 
            "TransactionId": "transaction-id", 
            "AwsAccountId": "aws-account-id", 
            "AwsRegion": "us-east-1", 
            "SipApplicationId": "sip-application-id", 
            "Participants": [ 
                { 
                    "CallId": "call-id-1", 
                    "ParticipantTag": "LEG-A", 
                    "To": "+1xxxx", 
                    "From": "+1xxxxxxx", 
                    "Direction": "Outbound", 
                    "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234" 
                } 
           ] 
    }
}

イベントに関連する AWS Lambda 呼び出しのレスポンスは無視されます。

受信者が発信に応答しない場合、またはエラーによって発信が失敗した場合、Chime は発信を切断
し、Hangup イベントタイプでエンドポイントを呼び出します。Hangup イベントタイプの詳細について
は、「発信の終了 (p. 178)」を参照してください。

発信に応答した場合、Chime は CALL_ANSWERED アクションでエンドポイントを呼び出します。この例
は、典型的な呼び出しイベントを示しています。

{ 
  "SchemaVersion": "1.0", 
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    "Sequence": 1, 
    "InvocationEventType": "CALL_ANSWERED", 
    "CallDetails": { 
        ""TransactionId": "transaction-id", 
            "AwsAccountId": "aws-account-id", 
            "AwsRegion": "us-east-1", 
            "SipApplicationId": "sip-application-id", 
            "Participants": [ 
                { 
                    "CallId": "call-id-1", 
                    "ParticipantTag": "LEG-A", 
                    "To": "+1xxxx", 
                    "From": "+1xxxxxxx", 
                    "Direction": "Outbound", 
                    "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}

この時点で、アクションリストを使用して呼び出しに応答してアクションを返すことができます。アク
ションを実行しない場合は、空のリストで応答します。AWS Lambda の呼び出しごとに、最大 10 個のア
クションで応答できます。また、発信ごとに 1,000 回 Lambda 関数を呼び出すことができます。一連のア
クションによる応答の詳細については、「アクションリストによる呼び出しへの応答 (p. 185)」を参照し
てください。

受信通話の受け取り
NEW_INCOMING_CALLイベントが発生すると、TransactionIDCallIDオーディオサービスはユニークで
ユニークなものを作成し、HANGUPイベントが発生するまで存続します。

NEW_INCOMING_CALL イベントにはいくつかの方法で応答できます。例:

• PlayAudio または RecordAudio アクションを送信し、自動的に発信に応答します。
• Pause アクションを送信します。
• Hangup アクションを送信します。この場合、発信は応答されず、顧客への課金は発生しません。
• CallAndBridge アクションを送信し、別のユーザーを発信に追加します。
• 何もしなければ、30 秒後に発信がタイムアウトします。

新しい受信通話を受信すると、SIP メディアアプリケーションはこのペイロードで AWS Lambda 関数を呼
び出します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 2, 
    "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL" 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "Direction": "Inbound", 
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                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}

テレフォニーイベントに対するアクションの指定
Audio サービスでは、SIPAWS Lambda メディアアプリケーションが関数を呼び出します。これによ
り、Lambda 関数は、アクションと呼ばれる命令のリストを返すことができます。アクションとは、数字
の送受信や会議への参加など、電話のレッグで実行する項目のことです。PSTN Audio サービスによって
呼び出されるアクションの詳細については、「テレフォニーイベントについて (p. 163)」を参照してくだ
さい。

SIP メディアアプリケーションがアクションのリストを正常に実行すると、アプリケーションは呼び出し
イベントタイプ ACTION_SUCCESSFUL で AWS Lambda 関数を呼び出します。いずれかのアクションが完
了しなかった場合、SIP メディアアプリケーションは ACTION_FAILED イベントで AWS Lambda 関数を
呼び出します。

リストのすべてのアクションが成功した場合、SIP メディアアプリケーションは ACTION_SUCCESSFUL
を返すのみです。リストのいずれかのアクションが失敗した場合、SIP メディアアプリケーションは
ACTION_FAILED イベントで AWS Lambda 関数を呼び出し、リスト内の失敗したアクションより後の残
りのアクションをクリアします。次に、SIP メディアアプリケーションは、AWS Lambda 関数によって
返された次のアクションを実行します。ActionData キーを使用して、関数を呼び出した発信を識別しま
す。

次のイベントは、PlayAudioAndGetDigits アクション後の ACTION_SUCCESSFUL 呼び出しイベント
タイプのサンプルペイロードを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudioAndGetDigits", 
        "Parameters" : { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "failure-audio-file.wav" 
            }, 
            "FailureAudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "failure-audio-file.wav" 
            }, 
            "MinNumberOfDigits": 3, 
            "MaxNumberOfDigits": 5, 
            "TerminatorDigits": ["#"], 
            "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
            "Repeat": 3, 
            "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
        }, 
        "ReceivedDigits": "123" 
    } 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
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        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

リスト内のいずれかのアクションが正常に完了しなかった場合、SIP メディアアプリケーションは AWS 
Lambda 関数を呼び出して失敗を通知し、その呼び出しで新しい一連のアクションを実行します。次のイ
ベントは、PlayAudio アクション実行後の ACTION_FAILED 呼び出しイベントタイプのサンプルペイ
ロードを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 4, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudio", 
        "Parameters" : { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "audio-file.wav"             
            } 
        }, 
        "ErrorType": "InvalidAudioSource", 
        "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid." 
    } 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}
}

発信者の入力の受信
ReceiveDigits アクションを使用してインバウンド DTMF ディジットを収集し、正規表現
と照合します。SIP メディアアプリケーションは、正規表現に一致するディジットを受信する
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と、ACTION_SUCCESSFUL イベントで AWS Lambda 関数を呼び出します。収集されたディジット
は、ActionData オブジェクトの ReceivedDigits 値に表示されます。

例:

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 4, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "ReceivedDigits": "", 
        "Type": "ReceiveDigits", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", 
            "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
            "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
        } 
    }, 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}

発信者が正規表現パターンに一致するディジットを入力すると、SIP メディアアプリケーションは、次の
タイプのペイロードを返す AWS Lambda 関数を呼び出します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 5, 
    "InvocationEventType": "DIGITS_RECEIVED", 
    "ActionData": { 
        "ReceivedDigits": "11#", 
        "Type": "ReceiveDigits", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", 
            "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
            "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
        } 
    }, 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
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            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
} 

GitHubhttps://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording にある実例をご覧くださ
い。

進行中の通話の更新
PSTN オーディオサービスの一部として、SIP メディアアプリケーションでは、着信コールや DTMF ディ
ジットなどのコールイベントに基づいてユーザー定義の Lambda 関数を呼び出すことで、コールで実行さ
れるアクションを設定できます。UpdateSipMediaApplicationCallこの API では、呼び出しがアクティブな
間はいつでも Lambda 関数をトリガーして、現在のアクションを呼び出しによって返された新しいアク
ションに置き換えることができます。

ワークフロー

UpdateSipMediaApplicationCallAPI は、会議への参加者の追加、ユーザのミュート/ミュート解除、接続解
除など、さまざまな場合に使用します。次のユースケースでは、一般的なワークフローについて説明しま
す。

Amazon Chime SDK が会議を設定している間、ユーザーは電話をかけたり音楽を聴いたりします。セット
アップが完了すると、Amazon Chime SDK は音声を停止し、発信者を会議に参加させます。次に、会議を
管理する別のシステムを使用するとします。MyMeetingServiceすべての着信は保留にする必要がありま
す。Chime MyMeetingService MyMeetingService MyMeetingService は着信を通知し、通話ごとに参加者
を作成します。会議を開始する準備が整うと、Chime は SIP メディアアプリケーションに通知し、会議に
参加するためのトークンを提供します。

このケースを処理するには、Lambda 関数に次のロジックを実装する必要があります。

• 新しい着信が到着すると、LambdaNEW_INBOUND_CALL がイベントとともに呼び出されま
す。LambdaMyMeetingService はを呼び出し、transactionId現在の呼び出しを識別するを渡
し、PlayAudioアクションを返します。

• が発信者を会議に追加する準備が整うと、サービスは UpdateSipMediaApplicationCallAPI を呼び出し、
呼び出しのtransactionId andJoinToken を引数の一部として渡します。MyMeetingServiceこの 
API 呼び出しは、CALL_UPDATE_REQUESTEDイベントとともに Lambda 関数を再度トリガーします。
はイベントの一部として Lambda MyMeetingService 関数に渡され、JoinChimeMeetingトークンを使
用してアクションが SIP メディアアプリケーションに返されます。これにより、PlayAudioアクション
が中断され、発信者が会議に接続されます。JoinToken
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Note

UpdateSipMediaApplicationCallAPI は HTTP 202 (承認済み) を返します。SIP メディアアプリ
ケーションは、呼び出しが進行中であり、更新可能であることを確認して、Lambda 関数を呼
び出そうとします。呼び出しは非同期で実行されるため、API からの応答が成功したからといっ
て、Lambda 関数が開始または完了したことが保証されるわけではありません。

以下に、以下に、リクエスト構文を示します。

{ 
    "SipMediaApplicationId": "string", 
    "TransactionId": "string", 
    "Arguments": { 
        "string": "string" 
    }  
}

パラメータのリクエスト

• SipMediaApplicationId— 通話を処理する SIP メディアアプリケーションの ID。
• TransactionId— コールトランザクションの ID。インバウンドコールの場合、は最初の呼

び出し時に LambdaTransactionIdNEW_INCOMING_CALL 関数に渡されるイベントから
取得できます。TransactionIdアウトバウンドコールの場合は、の応答として返されま
すCreateSipMediaApplicationCall。

• 引数 —CallUpdateRequest アクションデータの一部として Lambda 関数で使用できるカスタム引
数。0 ～ 20 組のキーと値のペアを含めることができます。

次の例は、代表的なリクエストを示しています。

aws chime update-sip-media-application-call --sip-media-application-id feb37a7e-2b66-49fb-
b2dd-30f4780dc36d --transaction-id 1322a4e7-c106-4e70-aaaf-a8fa4c77c0cb --arguments 
 '{"JoinToken": "abc123"}'

レスポンスの構文

{ 
  "SipMediaApplicationCall": { 
  "TransactionId": "string" 
  }
}

レスポンス要素
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• TransactionId— コールトランザクションの ID。リクエストと同じ ID。

以下に、CALL_UPDATE_REQUESTED呼び出しイベントの例を示します。

{ 
  "SchemaVersion": "1.0", 
  "Sequence": 2, 
  "InvocationEventType": "CALL_UPDATE_REQUESTED", 
  "ActionData": { 
    "Type": "CallUpdateRequest", 
    "Parameters": { 
      "Arguments": { 
        "string": "string" 
      } 
    } 
  }, 
  "CallDetails": { 
    ... 
  }
}

イベント要素

• SchemaVersion— JSON スキーマのバージョン (1.0)
• シーケンス — 呼び出し中のイベントのシーケンス番号
• InvocationEventType— Lambda 呼び出しイベントのタイプ。この場合は、CALL_UPDATE_REQUESTED
• ActionData—CallUpdateRequest アクションに関連するデータ。

• タイプ — アクションのタイプ (この場合は、CallUpdateRequest
• パラメータ — アクションのパラメータ

• 引数 —UpdateSipMediaApplicationCall API リクエストの一部として渡される引数
• CallDetails— 現在のコール状態に関する情報

中断可能なアクションと中断できないアクションの理解

既存のアクションの実行中に Lambda 関数がアクションの新しいリストを返すと、進行中のアクションに
続くすべてのアクションが新しいアクションに置き換えられます。場合によっては、新しいアクションを
すぐに実行するために、Lambda 関数が進行中のアクションを中断します。

次の図は、代表的な例を示しています。図の下のテキストはロジックを説明しています。

アクション 2 が中断可能な場合は、アクションを停止し、代わりに新しいアクション 1 を実行します。
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アクション 2 が中断できない場合は、新しいアクション 1 が開始される前に完了します。

いずれの場合も、アクション 3 は実行されません。

アクションに伴って何かが中断されると、LambdaACTION_INTERRUPTED 関数がイベントに伴って呼び
出されます。このイベントは情報の提供のみに使用されます。SIP メディアアプリケーションは、この呼
び出しによって返されるすべてのアクションを無視します。

中断可能なアクションのタイプ:

• PlayAudio
• RecordAudio
• Pause

サンプル Lambda 関数

この例は、オーディオファイルを再生し、結合トークンを渡し、呼び出しを更新する一般的な Lambda 関
数を示しています。

const MMS = require('my-meeting-service');
const myMeetingServiceClient = new MMS.Client();

exports.handler = async (event) => { 
    console.log('Request: ' + JSON.stringify(event)); 
     
    const playAudio = () => { 
      return { 
        Type: 'PlayAudio', 
        Parameters: { 
          ParticipantTag: 'LEG-A', 
          AudioSource: { 
            Type: 'S3', 
            BucketName: 'chime-meetings-audio-files-bucket-name', 
            Key: 'welcome.wav' 
          } 
        } 
      } 
    } 
     
    const joinChimeMeeting = (joinToken) => { 
      return { 
        Type: 'JoinChimeMeeting', 
        Parameters: { 
          JoinToken: joinToken
        } 
      } 
    } 
     
    const response = (...actions) => { 
      const r = { 
        SchemaVersion: '1.0', 
        Actions: actions 
      }; 
      console.log('Response: ' + JSON.stringify(r)); 
      return r; 
    }; 
     
    switch (event.InvocationEventType) { 
      case 'NEW_INBOUND_CALL':  
        myMeetingServiceClient.addPendingCall(event.CallDetails.TransactionId);          
        return response(playAudio());       
      case 'CALL_UPDATE_REQUESTED': 
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        const joinToken = event.ActionData.Parameters.Arguments['JoinToken'] 
        return response(joinChimeMeeting(joinToken)); 
      default: 
        return response(); 
    }
}

発信の終了
CreateSipMediaApplicationCallAPI を使用してアウトバウンドコールを終了できます。API は、指定された
SIP メディアアプリケーション ID のエンドポイントを呼び出します。SIP メディアアプリケーションにア
クションを返すことで、発信のフローを制御できます。

レスポンスが成功した場合、API は 202 HTTP ステータスコードと
でtransactionId、UpdateSipMediaApplicationCallAPI で使用して、進行中の発信を更新できます。

次の図は、発信通話の AWS Lambda 関数エンドポイントに対して行われる呼び出しを示しています。
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SIP メディアアプリケーション用に設定されたエンドポイントは、発信通話のさまざまなステータスに対
して呼び出されます。顧客が通話を終了すると、Amazon Chime SDKHANGUP は呼び出しイベントタイプ
でエンドポイントを呼び出します。

この例は、HANGUP の典型的な呼び出しイベントを示しています。
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{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 6, 
    "InvocationEventType": "HANGUP", 
    "ActionData": { 
        "Type": "Hangup", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A" 
        } 
    }, 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "Direction": "Inbound", 
                 "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "StartTimeInMilliseconds": "1597009588", 
                "Status": "Disconnected" 
            } 
        ] 
    }
}

// if LEG-B receives a hangup in a bridged call, such as a meeting ending
{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 6, 
    "InvocationEventType": "HANGUP", 
    "ActionData": { 
        "Type": "ReceiveDigits", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-2", 
            "ParticipantTag": "LEG-B" 
        } 
    }, 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "Leg-A", 
                 "To": "+12065551212", 
                "From": "+15105550101", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "1597009588", 
                "Status": "Connected" 
            }, 
            { 
                "CallId": "call-id-2", 
                "ParticipantTag": "Leg-B", 
                "To": "+17035550122", 
                "From": "SMA", 
                "Direction": "Outbound", 
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                "StartTimeInMilliseconds": "15010595", 
                "Status": "Disconnected" 
            } 
        ] 
    }
}

End-to-end コールの例
このユースケースでは、PSTN 発信者からの通話の受信、音声メッセージによる発信者への挨拶、発信者
からの会議 PIN の取得、音声の再生、および会議への発信者の参加の例を示します。

呼び出しイベントと  アクション

Audio Service は、呼び出しイベントを JSONAWS Lambda オブジェクトとして関数に渡します。オブ
ジェクトには、呼び出しイベントタイプと関連するメタデータが含まれます。また、AWS Lambda 関数
は、SIP メディアアプリケーションのアクションを JSON オブジェクトとして返し、それらのオブジェク
トにはアクションタイプと関連するメタデータが含まれます。

次の表に、呼び出しイベントと、呼び出しイベントを受け取ったときに発生する可能性のある
ActionData.Type の一覧を示します。

呼び出しイベント ActionData.タイプ

ACTION_SUCCESSFUL CallAndBridge

ReceiveDigits

PlayAudio

PlayAudioAndGetDigits

JoinChimeMeeting

ModifyChimeMeetingAttendees

RecordMeeting

ACTION_FAILED CallAndBridge

PlayAudio

PlayAudioAndGetDigits

ModifyChimeMeetingAttendees

RecordMeeting

HANGUP HangUp

DIGITS_RECEIVED ReceiveDigits

Note

次のユースケースを実装するには、Amazon Chime SDK インベントリ、Amazon リソースネー
ム (ARN)AWS Lambda と共に関数を使用する SIP メディアアプリケーションのマネージドオブ
ジェクト、および電話番号をトリガーとして使用する SIP ルールに、1 つ以上の電話番号が必要
です。
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Amazon Chime SDK がルールで指定された電話番号への発信を受け取ると、PSTN Audio サービス
が、AWS LambdaNEW_INBOUND_CALL呼び出しイベントタイプの関数を呼び出します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 1, 
    "InvocationEventType": "NEW_INBOUND_CALL", 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id", 
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+11234567890", 
                "From": "+19876543210", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}

発信の詳細を検証し、将来の使用に備えて保存するよう AWS Lambda 関数をプログラムできます。AWS 
Lambda 関数は、NEW_INBOUND_CALL イベントに対して、挨拶のプロンプトを再生し、会議の PIN を要
求する一連のアクションで応答します。

オーディオファイルには、次の要件があります。

• Amazon Simple Storage Service (S3) バケットからオーディオファイルを再生する必要があります。S3 
バケットは、SIP メディアアプリケーションと同じ AWS アカウントに属している必要があります。さ
らに、Amazon Chime SDK Voice Connectors3:GetObject サービスプリンシパルにアクセス許可を付
与する必要がありますvoiceconnector.chime.amazonaws.com。このためには、S3 コンソールま
たはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用できます。

• 50 MB 以下のサイズの PCM WAV ファイルを使用する必要があります。Amazon Chime SDK で
は、mono 8 kHz が推奨されます。

• 各 WAV ファイルの S3 メタデータには、{'ContentType': 'audio/wav'} が含まれている必要が
あります。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Type" : "PlayAudio",     
            "Parameters" : { 
                "CallId": "call-id-1", 
                 
                "AudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name", 
                    "Key": "welcome-to-meetings.wav" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Type": "PlayAudioAndGetDigits", 
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            "Parameters" : { 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                 
                "AudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name", 
                    "Key": "enter-meeting-pin.wav" 
                }, 
                "FailureAudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name", 
                    "Key": "invalid-meeting-pin.wav" 
                }, 
                "MinNumberOfDigits": 3, 
                "MaxNumberOfDigits": 5, 
                "TerminatorDigits": ["#"], 
                "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
                "Repeat": 3, 
                "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
            } 
        } 
    ]
}

SIP メディアアプリケーションは、通話レッグ A でこれらのアクションを実行しま
す。PlayAudioAndGetDigits アクションがディジットを受け取ることを想定し、SIP メディアアプリ
ケーションは ACTION_SUCCESSFUL イベントタイプで AWS Lambda 関数を呼び出します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 2, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudioAndGetDigits", 
        "Parameters" : { 
            "ParticipantTag": "LEG-A", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name", 
                "Key": "enter-meeting-pin.wav" 
            }, 
            "FailureAudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "chime-meetings-audio-files-bucket-name", 
                "Key": "invalid-meeting-pin.wav" 
            }, 
            "MinNumberOfDigits": 3, 
            "MaxNumberOfDigits": 5, 
            "TerminatorDigits": ["#"], 
            "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
            "Repeat": 3, 
            "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
        }, 
        "ReceivedDigits": "12345" // meeting PIN 
    }, 
    "CallDetails": { 
        ... // same as in previous event 
    }
}
}

CallDetails データに基づいて発信者を識別するよう、AWS Lambda 関数をプログラムできま
す。以前に受信した会議 PIN を検証することもできます。PIN CreateMeetingが正しいと想定し、と
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CreateAttendeeAPI を使用して Amazon Chime SDK 会議を作成し、会議出席者が使用する参加トークンを
生成します。AWS Lambda関数は、Amazon Chime SDK 会議に参加するアクションで応答します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Type": "JoinChimeMeeting", 
            "Parameters": { 
                "JoinToken": "meeting-attendee-join-token" 
            } 
        } 
    ]
}

JoinTokenが有効であると想定し、SIP メディアアプリケーションは Amazon Chime SDK 会議に参加し
て、SIP メディアアプリケーションおよび Chime MediaCallDetails サービスからのデータが含まれま
す (LEG-B)AWS Lambda で関数を呼び出します。ACTION_SUCCESSFUL

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "JoinChimeMeeting", 
        "Parameters" : { 
            "JoinToken": "meeting-attendee-join-token" 
        } 
    }, 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id",  
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+11234567890", 
                "From": "+19876543210", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            }, 
            { 
                "CallId": "call-id-2", 
                "ParticipantTag": "LEG-B", 
                "To": "SMA", 
                "From": "+17035550122", 
                "Direction": "Outbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}

この時点で発信または通話レッグでのアクションの実行を停止する場合は、空のアクションセットで応答
できます。

{ 
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    "SchemaVersion": "1.0" 
    "Actions": []
}

発信者が通話を終了すると、SIP メディアアプリケーションは HANGUP イベントで AWS Lambda 関数を
呼び出します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 4, 
    "InvocationEventType": "HANGUP", 
    "ActionData": { 
        "Type": "Hangup", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A" 
        } 
    }, 
    "CallDetails": { 
        "TransactionId": "transaction-id",  
        "AwsAccountId": "aws-account-id", 
        "AwsRegion": "us-east-1", 
        "SipRuleId": "sip-rule-id", 
        "SipApplicationId": "sip-application-id", 
        "Participants": [ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "To": "+11234567890", 
                "From": "+19876543210", 
                "Direction": "Inbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Disconnected" 
            }, 
            { 
                "CallId": "call-id-2", 
                "ParticipantTag": "LEG-B", 
                "To": "SMA", 
                "From": "+17035550122", 
                "Direction": "Outbound", 
                "StartTimeInMilliseconds": "159700958834234", 
                "Status": "Disconnected" 
            } 
        ] 
    }
}

アクションで Hangup イベントに応答すると、SIP メディアアプリケーションは、他の Participants
が Status として Connected を示した場合、そのアクションを無視します。

アクションリストによる呼び出しへの応答
AWS Lambda呼び出しイベントに応答して、通話の個々の参加者に対して実行するアクションのリスト
を指定できます。AWS Lambda呼び出しごとに最大 10 個のアクションで応答できます。また、1AWS 
Lambda 回の呼び出しで関数を 1,000 回呼び出すことができます。

デフォルトでは、Lambda 関数が 20 秒経っても応答しない場合、SIP メディアアプリケーションはタイム
アウトします。

次の例は、一般的な応答構造を示している。

{ 
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    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions": [         
        { 
            "Type": "PlayAudio", 
            "Parameters": { 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "AudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "bucket-name", 
                    "Key": "audio-file.wav" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Type": "RecordAudio", 
            "Parameters": { 
                "DurationInSeconds": "10", 
                "RecordingTerminators": ["#"], 
                "RecordingDestination": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "bucket-name" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS Lambda関数がアクションのリストを SIP メディアアプリケーションに返すと、次の処理が実行され
ます。

1. アプリケーションは、呼び出し時に現在のアクションの実行を終了します。
2. 次に、アプリケーションは古いアクションセットを、最新の呼び出しイベントから受け取った新しいア

クションセットに置き換えます。

SIP メディアアプリケーションが NULL アクションセットを受け取っても、既存のアクションは保持され
ます。

PSTN オーディオサービスでサポートされるアクショ
ン
AWS Lambda関数からの応答には、さまざまなタイプのシグナリングアクションとメディアアクションを
指定できます。アクションにはそれぞれ異なるプロパティがあります。以下のトピックでは、コードの例
とアクションの使用方法を説明します。

内容
• 使用中 TransactionAttributes (p. 187)
• 通話の記録の使用 (p. 190)
• CallAndBridge (p. 205)
• ハングアップ (p. 213)
• JoinChimeMeeting (p. 214)
• ModifyChimeMeetingAttendee (オーディオのミュートとミュート解除) (p. 216)
• [Pause] (一時停止) (p. 219)
• PlayAudio (p. 220)
• PlayAudioAndGetDigits (p. 224)
• ReceiveDigits (p. 230)
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• RecordAudio (p. 231)
• SendDigits (p. 236)
• 話す (p. 238)
• SpeakAndGetDigits (p. 244)
• StartBotConversation (p. 250)

使用中 TransactionAttributes
TransactionAttributesデータ構造を使用して、通話状態やミーティング ID などのアプリケーショ
ン固有の情報を保存し、そのデータをAWS Lambda 呼び出しに渡します。この構造により、Amazon 
DynamoDB などの外部データベースにデータを保存する必要がなくなります。

TransactionAttributesは、キーと値のペアを含む JSON Application Application Application 
Application です。オブジェクトには最大 100 のキーと値のペアを含めることができ、オブジェクトの最大
ペイロードサイズは 20 KB です。TransactionAttributes構造内のデータは、トランザクションの存
続期間中存続します。

AWS Lambda関数が SIPTransactionAttributes メディアアプリケーションに渡されると、アプリ
ケーションは保存されているすべての属性を更新します。TransactionAttributes既存のキーセットを
含むオブジェクトを渡すと、保存されている値が更新されます。別のキーセットを渡すと、既存の値をそ
の別のキーセットの値に置き換えます。空の map ({}) を渡すと、保存されている値はすべて消去されま
す。

トピック
• セッティング TransactionAttributes (p. 187)
• 更新中 TransactionAttributes (p. 188)
• 清算 TransactionAttributes (p. 188)
• ACTION_SUCCESS イベントの処理 (p. 189)
• 無効な入力 (p. 189)

セッティング TransactionAttributes

次の例は、TransactionAttributesPlayAudio (p. 220)アクションと一緒に設定し、AWS Lambda関
数から SIP メディアアプリケーションに属性を渡す方法を示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Type": "PlayAudio", 
            "Parameters": { 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "AudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad", 
                    "Key": "Welcome3.wav" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "TransactionAttributes": { 
        "key1": "value1", 
        "key2": "value2" 
    }

187

https://www.w3schools.com/js/js_json_objects.asp


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
PSTN オーディオサービスでサポートされるアクション

}

更新中 TransactionAttributes

保存されている内容を変更するにはTransactionAttributes、JSON オブジェクトの内容を新しい値で
更新します。次の例では、NewKey1NewKey2キーとがに追加されていますTransactionAttributes。
これらのキーはNewValue2、NewValue1それぞれおよびの値とペアになっています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Type": "PlayAudio", 
            "Parameters": { 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "AudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad", 
                    "Key": "Welcome3.wav" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "TransactionAttributes": { 
        "NewKey1": "NewValue1", 
        "NewKey2": "NewValue2" 
    }
} 

NewValue1前の例でに渡した場合key1、key1の既存の値はに置き換えられますNewValue1。ただし、に
値を渡すと、NewKey1新しいキーと値のペアが作成されます。

清算 TransactionAttributes

TransactionAttributesオブジェクトの内容をクリアするには、空の 
JSONTransactionAttributes オブジェクトを含むフィールドを渡します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions": [ 
        { 
            "Type": "PlayAudio", 
            "Parameters": { 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                "AudioSource": { 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad", 
                    "Key": "Welcome3.wav" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "TransactionAttributes": { 
    }
}

Note

値をに設定しても、TransactionAttributes構造体からデータを消去することはでき
ませんnull。また、TransactionAttribute構造を省略してもデータは消去されませ
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ん。TransactionAttributesオブジェクトからデータを消去するには、必ず空の JSON オブ
ジェクトをに渡してください。

ACTION_SUCCESS イベントの処理

次の例は、PlayAudio (p. 220)TransactionAttributes正常に送信された場合にストアドがの一部と
して送信される方法を示していますCallDetails 。

{  
    "SchemaVersion": "1.0",  
    "Sequence": 2,  
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL",  
    "ActionData": {  
        "Type": "PlayAudio",  
        "Parameters": {  
            "AudioSource": {  
                "Type": "S3",  
                "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",  
                "Key": "Welcome3.wav"  
            },  
            "Repeat": 1,  
            "ParticipantTag": "LEG-A"  
        }  
    },  
    "CallDetails": {  
        "TransactionId": "mtg1-tx-id",  
        "TransactionAttributes": {  
            "key1": "value1",  
            "key2": "value2"  
        },  
        "AwsAccountId": "166971021612",  
        "AwsRegion": "us-east-1",  
        "SipRuleId": "aafbd402-b7a2-4992-92f8-496b4563c492",  
        "SipMediaApplicationId": "e88f4e49-dd21-4a3f-b538-bc84eae11505",  
        "Participants": [  
            {  
                "CallId": "bbff30c5-866a-41b5-8d0a-5d23d5e19f3e",  
                "ParticipantTag": "LEG-A",  
                "To": "+14345550101",  
                "From": "+14255550199",  
                "Direction": "Inbound",  
                "StartTimeInMilliseconds": "1644539405907",  
                "Status": "Connected"  
            }  
        ]  
    }  
}

無効な入力

以下の例は、無効な入力を示しています。この場合、JSON オブジェクトが SIP メディアアプリケーショ
ンに渡す項目が多すぎます。

{  
    "SchemaVersion": "1.0",  
    "Actions": [  
        {  
            "Type": "PlayAudio",  
            "Parameters": {  
                "ParticipantTag": "LEG-A",  
                "AudioSource": {  
                    "Type": "S3",  
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                    "BucketName": "mtg1-sipmedia-app-iad",  
                    "Key": "Welcome3.wav"  
                }  
            }  
        }  
    ],  
    "TransactionAttributes": {  
        "key1": "value1",  
        "key2": "value2",  
        "key3": "value3",  
        "key4": "value4",  
        "key5": "value5",  
        "key6": "value6",  
        "key7": "value7",  
        "key8": "value8",  
        "key9": "value9",  
        "key10": "value10",  
        "key11": "value11"  
    }  
}

以下の例は、以前に指定された入力に対する応答を示しています。この出力は、SIP メディアアプリケー
ションから、アプリケーションを呼び出したAWS Lambda 関数に渡されます。

{  
    "SchemaVersion": "1.0",  
    "Sequence": 2,  
    "InvocationEventType": "INVALID_LAMBDA_RESPONSE",  
    "CallDetails": {  
        "TransactionId": "mtg1-tx-id",  
        "AwsAccountId": "166971021612",  
        "AwsRegion": "us-east-1",  
        "SipRuleId": "aafbd402-b7a2-4992-92f8-496b4563c492",  
        "SipMediaApplicationId": "e88f4e49-dd21-4a3f-b538-bc84eae11505",  
        "Participants": [  
            {  
                "CallId": "72cbec69-f098-45d8-9ad6-e26cb9af663a",  
                "ParticipantTag": "LEG-A",  
                "To": "+14345550101",  
                "From": "+14255550199",  
                "Direction": "Inbound",  
                "StartTimeInMilliseconds": "1644540839987"  
            }  
        ]  
    },  
    "ErrorType": "TransactionAttributesInvalidMapSize",  
    "ErrorMessage": "Transaction Attributes has too many mappings. Maximum number of 
 mappings is 10"  
}

通話の記録の使用
SIPメディアアプリケーションの通話録音アクションにより、さまざまな用途向けの通話録音および通話
後の文字起こしソリューションを構築できます。たとえば、カスタマーケアの通話を録音してトレーニン
グに使用できます。

通話録音アクションは、SIP メディアアプリケーションと連携して使用します。アクションをオンデマン
ドで使用することも、SIP イベントに応答して使用することもできます。

• SIP メディアアプリケーションで通話のオンデマンド録音を開始するに
は、UpdateSipMediaApplicationAPI を使用してアプリケーションを呼び出し、StartCallRecordingアク
ションを返します。
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• SIP イベントに応じて通話録音を開始するには、StartCallRecordingアプリケーションにアクショ
ンを返します。

進行中の記録は、一時停止および再開できます。一時停止するには、PauseCallRecordingアクションを使
用してください。再開するには、ResumeCallRecordingアクションを使用してください。録音を一時停
止または再開するたびに、アクションは一時停止または再開を示すトーンをキャプチャします。一時停止
すると、アクションによって無音状態が記録され、Amazon Chime SDK はそれを使用して一時停止の長さ
を追跡し、一時停止した時間を請求に含めます。記録は、必要に応じて、一時停止および再開できます。

通話録音を停止するには、StopCallRecordingアクションを返します。ただし、通話が停止すると通話録
音は自動的に停止するため、StopCallRecordingその場合は明示的にアクションを返す必要はありませ
ん。個々のコールレッグで録音を開始および停止できるのは 1 回だけです。

Amazon Chime SDK は、選択した Amazon S3 バケットに通話の記録を配信しま
す。Amazon S3AWS バケットはアカウントに属している必要があります。コールが停止する
と、SIPDestinationStartCallRecording (p. 199) メディアアプリケーションはアクションのパラメータ
で指定されたフォルダに録音を配信します。Amazon Chime SDK はコールをオープンな WAV 形式で記録
します。着信トラックと発信トラックを録音する通話ではステレオモードが使用され、着信トラックは左
チャンネル、発信トラックは右チャンネルになります。入力トラックまたは出力トラックのみを録音する
場合、システムはmono モードを使用します。

Note

この機能を使用して作成された録音は、電子通信記録に関する法律または規制の対象となる場合
があります。録音に関するすべての適用法を遵守することは、お客様とそのエンドユーザーの責
任です。これには、録音セッションまたは通信のすべての参加者にセッションまたは通信が録音
されていることを適切に通知し、同意を得ることを含みます。

通話の記録の請求
Amazon Chime SDK では、コールレッグの通話録音が有効になっている時間（その時間にはすべての一時
停止を含む）について、1 分ごとに請求されます。通話の記録が Amazon S3 バケットに配信されると、通
話の記録の使用料金が請求されます。

オーディオトラックを録音する
通話の着信トラックまたは発信トラックだけを録音することも、通話の両方のトラックを録音することも
できます。

この画像は、一般的な片足またはブリッジなしの着信コールを示しています。

コールには、call-id-1callID のレッグが 1 つしかありません。INCOMINGオーディオトラックは、発信者
から SIP メディアアプリケーションへのオーディオです。OUTGOINGオーディオトラックは、SIP メディ
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アアプリケーションから発信者へのオーディオです。SIP メディアアプリケーションでは、CallId録音す
る通話の番号を指定します。電話をかけた参加者を記録するには、を指定しますINCOMING。通話に応答
する参加者を記録するには、指定しますOUTGOING。両方の参加者を記録するには、を指定しますBOTH。

この画像は、2 人の参加者がいる一般的なブリッジコールを示しています。

この例では、コールには call-id-1 と call-id-2 の 2 つのコールレッグがあり、call-id-1 は call-id-2 にブリッ
ジされます。これにより、両方のコール ID の着信オーディオストリームと発信オーディオストリームの 4 
つのオーディオトラックが作成されます。録音するコール ID とオーディオトラックを指定できます。たと
えば、着信側参加者のオーディオトラックを録音する場合は、トラックとして call-id-2INCOMINGCallId
を指定してオーディオトラックを録音します。INCOMING

発信者が聞く音をすべて録音する場合は、トラックとして call-id-1OUTGOINGCallId をトラックとして指
定してオーディオトラックを録音します。OUTGOING相手が話したり聞いたりしたオーディオをすべて録
音したい場合は、BOTHcall-id-1CallIdトラックとしておよびを指定してオーディオトラックを録音し
ます。CallerBOTH

ユースケースの例

SIP メディアアプリケーションは、通話録音アクションをビルディングブロックとして提供します。これ
により、ビジネスユースケースに合わせた通話録音ソリューションを柔軟に構築できます。以下のケース
では、一般的なユースケースを取り上げます。

トピック
• ケース 1: SIP アクションを含む片足通話の録音 (p. 192)
• ケース 2: ブリッジコールで音声を選択的に録音する (p. 193)
• ケース 3: 複数のコールレッグを録音する (p. 194)
• ケース 4: 一時停止と再開を伴うオンデマンド録画 (p. 197)

ケース 1: SIP アクションを含む片足通話の録音

発信者と、やアクションなどの SIPPlayAudio (p. 220) メディアアプリケーションアクションによって生
成された音声を録音できます。PlayAudioAndGetDigits (p. 224)録音中に発信者が数字を押すと、その数
字のトーンが録音されます。PlayAudioAndGetDigitsこの例ではアクションを使用していますが、自動
音声応答（IVR）は複雑な一連の SIP メディアアプリケーションアクションである可能性があります。

この例では、SIP メディアアプリケーションは、発信者と SIP メディアアプリケーション自体の間の両方
のオーディオトラックを録音します。通話が確立されると録音が開始され、発信者が電話を切ると録音が
停止します。請求は通話が確立されると開始され、発信者が電話を切ると停止します。
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ケース 2: ブリッジコールで音声を選択的に録音する

1 人の通話参加者のオーディオトラックを選択的に録音できます。この機能を使用して、特定の参加者の
みの通話録音を選択的に有効にすることができます。

この例では、SIP メディアアプリケーションは、トラックとして call-id-2 を指定して、CallId着信側
とINCOMING SIP メディアアプリケーション自体の間の着信オーディオトラックを記録します。通話録音
は、発信者が着信側にブリッジされたときに開始され、請求が開始されるときでもあります。着信側が電
話を切ると録音が停止し、請求も終了します。この録音には、着信側のオーディオトラックしか含まれて
いません。
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ケース 3: 複数のコールレッグを録音する

複数のコールレッグを録音できます。たとえば、通話を 1 人の参加者に渡すとします。その参加者が電話
を切ると、その電話は別の参加者にブリッジされます。3 つのコールレッグすべてで通話録音を有効にで
きます。

この例は、3 つの別々の録音ファイルを示しています。最初の通話レッグの録音には、発信者、アプリ
ケーション、および通話にブリッジされた 2 人の参加者間の会話が記録されます。2 回目の通話レッグの
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録音には、発信者と最初の参加者との会話が記録されます。3 回目のコールレッグの録音には、発信者と 
2 人目の参加者間の会話が記録されます。

このケースでは 3 つのコールレッグが作成され、請求は各コールレッグの開始と終了に適用されます。
別の言い方をすれば、システムは 3 つのレコーディングを S3 バケットに配信し、そのたびに請求されま
す。
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ケース 4: 一時停止と再開を伴うオンデマンド録画

UpdateSipMediaApplicationCallAPI を使用して、オンデマンドで通話録音を開始、停止、一時停止、再開
できます。UpdateSipMediaApplicationCallAPI を呼び出し、SIP メディアアプリケーションを呼び
出して通話録音アクションを返すクライアントアプリケーションを構築できます。

エンドユーザーはクライアントアプリケーションを使用して通話録音を制御します。たとえば、コールセ
ンターでは、エージェントはデスクトップクライアントアプリケーションを使用して、オンデマンドで通
話録音アクションをトリガーします。コールセンターの例では、エージェントが通話の録音許可を発信者
に求め、発信者が同意したらクライアントアプリケーションをクリックして録音を開始できます。別の例
として、発信者が社会保障番号 (SSN) などの情報を提供する必要がある場合があります。ただし、コー
ルセンターのポリシーでは、エージェントは顧客のSSNなどの情報を記録してはならないことが義務付け
られています。エージェントは、ユーザーが情報を提供している間、アプリケーションをクリックして記
録を一時停止し、もう一度クリックすると記録を再開できます。エージェントが発信者の要求を処理する
と、エージェントはアプリケーションをクリックして録音を停止し、通話を終了します。

このユースケースでは、SIP メディアアプリケーションは、発信者と SIP メディアア
プリケーション間のオーディオトラックを記録します。call-id-1足は脚にブリッジ
されているため、システムは発信者と着信者の両方の脚の音声を録音します。call-
id-2UpdateSipMediaApplicationCallAPIStartCallRecording がアクションを呼び出すと、記録
と請求が開始されます。UpdateSipMediaApplicationCallAPIStopCallRecording がアクションを
呼び出すと、記録と請求は停止します。念のために言っておきますが、録音を一時停止しても長さは変わ
りません。一時停止した分の料金が請求されます。
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SIP メディアアプリケーションの通話録音アクション
SIPAWS Lambda メディアアプリケーションの機能からの応答には、さまざまな通話録音アクションを指
定できます。以下のトピックでは、コード例を示し、アクションの使用方法について説明します。

トピック
• StartCallRecording (p. 199)
• StopCallRecording (p. 203)
• PauseCallRecording (p. 204)
• ResumeCallRecording (p. 204)

StartCallRecording

StartCallRecordingアクションはコールレッグの録音を開始します。オンデマンドまたは SIP イベン
トに応じて、SIP メディアアプリケーションで通話録音を開始します。

• 通話のオンデマンド録音を開始するには、UpdateSipMediaApplication API を使用してアプリケー
ションを呼び出し、StartCallRecordingアクションを返します。

• SIP イベントに応じて通話録音を開始するには、StartCallRecordingアプリケーションにアクショ
ンを返します。

オーディオトラックを、入力レグ、出力レグ、またはその両方のレッグのどちらで録音するかを指定しま
す。このセクションでは、StartCallRecordingアクションの使用方法について説明します。

Note

この機能を使用して作成された録音は、電子通信記録に関する法律または規制の対象となる場合
があります。録音に関するすべての適用法を遵守することは、お客様とそのエンドユーザーの責
任です。これには、録音セッションまたは通信のすべての参加者にセッションまたは通信が録音
されていることを適切に通知し、同意を得ることを含みます。

トピック
• StartCallRecording アクションをリクエストする (p. 199)
• 記録先の指定 (p. 200)
• Amazon S3 バケット許可の付与 (p. 201)
• アクション成功レスポンス (p. 202)
• アクションエラーレスポンス (p. 203)

StartCallRecording アクションをリクエストする

次の例は、StartCallRecordingBOTHトラックに対してアクションをリクエストする方法を示していま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Type": "StartCallRecording", 
            "Parameters": 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "Track": "BOTH", 
                "Destination": 
                { 
                    "Type": "S3", 
                    "Location": "valid-bucket-name-and-optional-prefix" 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし
トラック

説明 —Track 通話録音の音声。

許容値 —BOTH、INCOMING、またはOUTGOING

必須 – はい

デフォルト値 – なし
宛先. タイプ

説明 – 送信先のタイプ。Amazon S3 のみが許可されています。

許容値 — Amazon S3

必須 – はい

デフォルト値 – なし
目的地. 場所

説明 — 有効な Amazon S3 バケットと、オプションの Amazon S3 key prefix。バケットは、Amazon 
Chime SDK Voice Connector サービスプリンシパルである voiceconnector.amazonaws.com に対する
権限を持っている必要があります。

許可されている値 — Amazon Chime SDKs3:PutObjects3:PutObjectAcl がおよびアクションに
対する権限を持っている有効な Amazon S3 パス。

必須 – はい

デフォルト値 – なし

記録先の指定

Amazon Chime SDK は、Amazon S3 バケットに通話の記録を配信します。AWSバケットはアカウン
トに属している必要があります。DestinationStartCallRecordingバケットの場所はアクショ
ンのパラメータで指定します。TypeDestinationパラメータのフィールドはでなければなりませ
んS3。Locationこのフィールドは、Amazon S3 バケットと、通話録音が配信されるオプションのオブ
ジェクトkey prefix で構成されます。

SIP メディアアプリケーションはLocation、指定されたコールレッグの日付と時刻、トラ
ンザクション ID、コール ID を使用して Amazon S3 オブジェクトキーをフォーマットしま
す。StartCallRecordingアクションレスポンスは、完全な Amazon S3 オブジェクトキーを返します。

Locationフィールドに Amazon S3 バケットのみを指定すると、SIP メディアアプリケーション
は Amazon S3 パスにデフォルトのプレフィックス () を追加します。Amazon-Chime-SMA-Call-
RecordingsSIPメディアアプリケーションでは、通話開始時刻の年、月、日も追加されるため、録音を
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整理しやすくなります。次の例は、Amazon S3 のパスにデフォルトプレフィックスを付けた一般的な形式
を示しています。この例では、myRecordingBucketLocationを値として使用します。

myRecordingBucket/Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings/2019/03/01/2019–03–01–17–10–00–
010_c4640e3b–1478–40fb-8e38–6f6213adf70b_7ab7748e–b47d–4620-ae2c–152617d3333c.wav

次の例は、通話録音 Amazon S3 パスに表示されるデータを示しています。

s3Bucket/Amazon-Chime-SMA-Call-Recordings/year/month/date/year-month-date-hour-minute-
second-millisecond_transactionId_callId.wav

Amazon S3 バケットとオブジェクトkey prefixLocation フィールドに入力すると、SIP メディアアプ
リケーションは、デフォルトのプレフィックスではなく、送信先の Amazon S3 パスのオブジェクトkey 
prefix を使用します。次の例は、Amazon S3 のパスへの通話の記録の一般形式を示しています。たとえ
ば、 myRecordingBucket /テクニカルサポート/英語をとして指定できますLocation。

myRecordingBucket/technicalSupport/english/2019/03/01/2019–03–01–17–10–00–010_c4640e3b1478–
40fb–8e38-6f6213adf70b_7ab7748e–b47d–4620–ae2c–152617d3333c.wav

次の例は、Amazon S3 パス内のデータを示しています。

s3Bucket/yourObjectKeyPrefix/year/month/date/year-month-date-hour-minute-second-
millisecond_transactionId_callId.wav

Amazon S3 バケットに送信される記録には、コールレッグに関する追加の Amazon S3 オブジェクトメタ
データが含まれています。次の表に、サポートされている Amazon S3 オブジェクトメタデータを示しま
す。

名前 説明

トランザクション ID 通話の取引 ID

コール ID CallId CallDetails AWS Lambda関数呼び出しの参
加者の

記録の期間 通話録音時間 (秒単位)

recording-audio-file-format インターネットメディアタイプとして表される通
話録音オーディオファイル形式

Amazon S3 バケット許可の付与

宛先の Amazon S3 バケットは、アプリケーションと同じAWSアカウントに属している必要があります。
さらに、アクションは、Amazon Chime SDK Voice Connectors3:PutObjects3:PutObjectAcl サービ
スプリンシパルに許可を付与する必要がありますvoiceconnector.chime.amazonaws.com。次の例で
は、適切な権限を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SIP media applicationRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [                 
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                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*", 
     "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "aws-account-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

PSTN Audio サービスは、Sip メディアアプリケーションの代わりに S3 バケットに対して読み書きしま
す。「混乱した代理」の問題を回避するには、S3 バケット許可を 1 つの SIP メディアアプリケーション
に制限できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SIP media applicationRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [                 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*", 
     "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "aws-account-id", 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:sma/sip-media-
application-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
     

アクション成功レスポンス

通話レッグで通話の記録が正常に開始されると、SIP メディアアプリケーション
は、ACTION_SUCCESSFULイベントタイプでAWS Lambda関数を呼び出します。通話の記録の場所が応答
で返されます。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": INTEGER, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "StartCallRecording", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "Track": "BOTH", 
            "Destination": { 
                "Type": "S3", 
                "Location": "valid-bucket-name" 
            } 
        } 
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        "CallRecordingDestination": { 
            "Type": "S3", 
            "Location": "call-recording-bucket-and-key" 
        } 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

アクションエラーレスポンス

検証エラーの場合、SIP メディアアプリケーションは、適切なエラーメッセージで AWS Lambda 関数を呼
び出します。次の表にそれらのエラーメッセージを示します。

エラー Message 理由

InvalidActionParameter CallIdアクションのパラメータ
が無効です

パラメータが無効です。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、別のタ
イプのシステムエラーが発生し
ました。

アクションが通話レッグでメディアを録音できない場合、SIP メディアアプリケーション
は、ActionFailed イベントタイプで AWS Lambda 関数を呼び出します。

次の例は、一般的なエラーレスポンスの例です。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 5, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "StartCallRecording", 
        "Parameters": { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "Track": "BOTH", 
            "Destination": { 
                "Type": "S3", 
                "Location": "valid-bucket-name" 
            } 
        } 
        "Error": "NoAccessToDestination: Error while accessing destination" 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

GitHubhttps://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recordingで実例をご覧ください。

StopCallRecording

StopCallRecordingアクションはコールレッグの録音を停止します。通話が終了すると録音が自動的に
停止し、StopCallRecordingアプリケーションが明示的にアクションを返す必要はありません。コール
レッグの録音が停止すると、再開できなくなり、StartCallRecordingアクションで指定された宛先に
録音が配信されます。

次の例では、call-id-1コールレッグの録音を停止します。
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{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "StopCallRecording", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1" 
            } 
        } 
    ]
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし

GitHubhttps://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recordingで実例をご覧ください。

PauseCallRecording

PauseCallRecordingこのアクションは、コールレッグの録音を一時停止します。録音を一時停止する
たびに、録音には一時停止を示すトーンが取り込まれます。一時停止しても録音は続行されますが、無
音状態になるだけです。録音を一時停止しても、録音の合計時間には影響しません。記録は、必要に応じ
て、一時停止および再開できます。

次の例では、録音を一時停止します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "PauseCallRecording", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1" 
            } 
        } 
    ]
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし

GitHubhttps://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recordingで実例をご覧ください。

ResumeCallRecording

ResumeCallRecordingアクションはコールレッグの録音を再開します。録音が再開される前に、短い
トーンが再生されます。コールレッグの間、録音を複数回一時停止および再開できます。
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次の例では、録音を再開します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "ResumeCallRecording", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1" 
            } 
        } 
    ]
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし

GitHubhttps://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recordingで実例をご覧ください。

CallAndBridge
PSTN 電話番号、または Amazon Chime SDK 音声コネクタまたは Amazon Chime SDK 音声コネクタグ
ループとして設定された SIP トランクへのアウトバウンドコールを作成し、それを既存のコールレッグと
ブリッジします。PSTN電話番号に電話をかけるときや、SIPAWS トランクを呼び出すときに使用します。

既存のコールレッグは、CreateSIPMediaApplicationCall API を使用して作成されたアウトバウンドコール
レッグでも、AWS LambdaNewInboundCallイベントで関数を呼び出す SIP ルールによって作成された
インバウンドレッグでもかまいません。CallAndBridge音声コネクタまたは音声コネクタグループのエ
ンドポイントにアクションを実装する場合、音声コネクタまたは音声コネクタグループの Amazon リソー
ス番号 (ARN) を指定する必要があります。

AWS Lambdaアウトバウンドコールレッグと機能にカスタム SIP ヘッダーを追加することもできます。カ
スタムヘッダーを使用すると、フロア番号や郵便番号などの値を渡すことができます。カスタムヘッダー
の詳細については、「」を参照してくださいSIP ヘッダーの使用 (p. 258)。

次のコード例は、PSTN エンドポイントにブリッジする一般的なアクションを示しています。

{ 
    "SchemaVersion":"1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type":"CallAndBridge", 
            "Parameters":{ 
                "CallTimeoutSeconds":30, 
                "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required             
                "Endpoints":[ 
                   { 
                       "BridgeEndpointType":"PSTN" // required 
                       "Uri":"e164PhoneNumber", // required                        
                   } 
                ],             
            } 
         } 
      } 
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   ]
}

次の例は、音声コネクタまたは音声コネクタグループとカスタム SIP ヘッダーを使用する一般的なアク
ションを示しています。

{ 
   "SchemaVersion":"1.0", 
   "Actions":[ 
      { 
         "Type":"CallAndBridge", 
         "Parameters":{ 
            "CallTimeoutSeconds":30, 
            "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required 
            "RingbackTone": { // optional 
                    "Type": "S3", 
                    "BucketName": "s3_bucket_name", 
                    "Key": "audio_file_name" 
                }, 
            "Endpoints":[ 
               { 
                  "BridgeEndpointType":"AWS", // enum type, required                        
            
                  "Arn":"arn:aws:chime:us-
east-1:0123456789101:vc/abcdefg1hijklm2nopq3rs" //VC or VCG ARN, required for AWS endpoints 
                  "Uri":"ValidString", // required, see description below   
               } 
            ], 
            "SipHeaders": {  
                "x-String":"String" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

CallTimeoutSeconds

説明 — コールがタイムアウトするまでの間隔。タイマーは通話設定から始まります

許容値 — 1 から 120 までの値 (両端を含む)

必須 – いいえ

デフォルト値 — 30
CallerIdNumber

説明 — お客様の番号、または A 区間の送信元番号

許容値 — E.164 形式の有効な電話番号

必須 – はい

デフォルト値 – なし
エンドポイント

説明 — 通話のエンドポイント

許可される値:
• BridgeEndpointType—AWS 音声コネクタと音声コネクタグループ用、それ以外の場合PSTN。
• Arn— 音声コネクタまたは音声コネクタグループの ARN。AWSとして使用する場合にのみ必要で

すBridgeEndpointType。
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• Uri— URI 値は、エンドポイントのタイプによって異なります。

PSTNエンドポイントの場合、URI は有効な E.164 電話番号でなければなりません。

AWSエンドポイントの場合、URIuser 値によっての一部が設定されますRequest-URI。拡張バッ
カス・ナウル形式を使用する必要があります。必要な長さ:1 ～ 30 文字以内。次の値を使用してく
ださい:a-z, A-Z, 0-9, &, =, +, $, /, %, -, _, !, ~, *, (,), (.)

Request-URIのホスト値は、ターゲット Voice Connector のインバウンドルートから導出されま
す。次の例は、CallAndBridgeAWSエンドポイントを使用したアクションを示しています。

{ 
   "SchemaVersion":"1.0", 
   "Actions":[ 
      { 
         "Type":"CallAndBridge", 
         "Parameters":{ 
            "CallTimeoutSeconds":30, 
            "CallerIdNumber": "+18005550122", 
            "Endpoints":[ 
               { 
                  "BridgeEndpointType":"AWS",                                    
                  "Arn":"arn:aws:chime:us-
east-1:0123456789101:vc/abcdefg1hijklm2nopq3rs",  
                  "Uri":"5550"    
               } 
            ], 
            "SipHeaders": {  
                "x-String":"String" 
            } 
         } 
      } 
   ]
} 

インバウンドルートと音声コネクタの詳細については、「Amazon Chime SDK 音声コネクタ設定の
編集」を参照してください。

必須 – はい

デフォルト値 – なし
SipHeaders

説明 — 追加の値を渡すことができます。AWSエンドポイントタイプでのみ使用してください。

許容値 — 有効な SIP ヘッダー

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし

以下の例では、PSTNCallAndBridge エンドポイントを使用してアクションの成功を表す。

{ 
   "SchemaVersion": "1.0", 
   "Sequence": 3, 
   "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
   "ActionData": { 
      "Type": "CallAndBridge", 
      "Parameters": { 
         "CallTimeoutSeconds": 30, 
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         "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", 
         "Endpoints":[ 
            { 
               "BridgeEndpointType": "PSTN", 
               "Uri": "e164PhoneNumber"                
            } 
         ], 
         "CallId": "call-id-1" 
      } 
   }, 
   "CallDetails":{ 
      ..... 
      ..... 
      "Participants":[ 
         { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A", 
            .....    
            "Status": "Connected" 
         }, 
         { 
            "CallId": "call-id-2", 
            "ParticipantTag": "LEG-B", 
            ..... 
            "Status": "Connected" 
         } 
      ] 
   }
}

以下の例では、CallAndBridgeアクションの失敗を示しています。

{ 
   "SchemaVersion": "1.0", 
   "Sequence":2, 
   "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
      "ActionData":{ 
      "Type": "CallAndBridge", 
      "Parameters":{ 
         "CallTimeoutSeconds": 30, 
         "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", 
         "Endpoints": [ 
            { 
               "BridgeEndpointType": "PSTN", 
               "Uri": "e164PhoneNumber"            
            } 
         ], 
         "CallId": "call-id-1" 
      }, 
      "ErrorType": "CallNotAnswered", 
      "ErrorMessage": "Call not answered" 
   }, 
   "CallDetails":{ 
      ..... 
      ..... 
      "Participants":[ 
         { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A", 
            .....    
         } 
      ] 
   }
}
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コールフロー

CallAndBridgeこのアクションは、パラメータとレッグが接続されているかどうかによって、既存の
コールレッグに異なるコールシグナリングとオーディオエクスペリエンスを提供します。

次の図は、インバウンドコールレッグ A が既に接続されている場合の、さまざまなパラメータによるコー
ルフローを示しています。
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次の図は、未応答のコールフローを示しています。
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その他の詳細

CallAndBridgeアクションの以下の点を認識しておいてください。

• CallTimeoutSeconds— このタイマーは、SIP 招待が B レッグに送信されたときに開始されます。希望す
る目標値を設定できますが、上流の通信事業者はこの値を無視できます。

• CallerIdNumber— この電話番号はお客様のものであるか、A-Legの送信元番号でなければなりません。
• ハングアップ動作とエッジケース — 一方のコールレッグがハングアップしても、もう一方のコールレッ

グはコールを自動的に切断しません。HangupAWS Lambdaイベントがファンクションに送信された
ら、残りのレッグを個別に切断する必要があります。コールレッグがハングアップしたままになってい
る場合、コールはハングアップするまで課金されます。たとえば、次のシナリオでは、予期しない請求
が発生する可能性があります。
• 宛先の電話番号にブリッジしようとします。宛先が通話中であり、コールがボイスメールに直接送信

されます。オーディオサービスの観点から見ると、ボイスメールにアクセスすると電話に応答したこ
とになります。A レッグは電話を切るが、B レッグはボイスメールメッセージを聞き続ける。B レッ
グがリスニングしている間、料金が請求されます。

• ベストプラクティスとして、AWS Lambdaファンクションまたは通話の相手側を使用して、各コール
レッグを個別に切断します。

• 請求 — を使用すると、次の料金が請求されますCallAndBridge。
• PSTN に作成された各コールレッグ（A レッグ、B レッグなど）のアクティブコール分。
• オーディオサービスの使用時間 (分)。

以下の実例を参照してください GitHub。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-転送
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-デマンド・レコーディング

ハングアップ
通話の任意のレッグにSipStatusCode、Hangup値を a で送信します。

Hangupオーディオサービスがコールレッグでアクションを実行する場合:

• コールレッグが 1 つだけのコールの場合、SIPAWS LambdaHANGUP メディアアプリケーションはイベ
ントを使用して関数を呼び出し、応答を無視します。その後、通話は切断されます。

• コールレッグ（レッグ A）が別のコールレッグ（レッグ B）にブリッジされている場合、Hangupアク
ションがブリッジされたコールレッグ（レッグ B）に関連付けられている場合、PSTN オーディオサー
ビスはブリッジされたコールレッグを切断し、レッグ BHANGUP のイベントで Lambda 関数を呼び出し
ます。PSTN オーディオサービスは、その Lambda 呼び出しから返されたアクションを実行します。

• コールレッグ（レッグ A）が別のコールレッグ（レッグ B）にブリッジされている場合、Hangupアク
ションが元のコールレッグ（レッグ A）に関連付けられている場合、PSTN オーディオサービスは元の
コールレッグを切断し、レグ AHANGUP のイベントで Lambda 関数を呼び出します。PSTN オーディオ
サービスは、その Lambda 呼び出しから返されたアクションを実行します。

• アクションを使用して会議に参加したコールレッグの場合、JoinMeetingアクションが
ミーティングレッグ（通常はレグ B）に関連付けられている場合、発信者は会議から切断さ
れ、ACTION_SUCCESSFULHangupアクションのイベントを受け取ります。Hangup

次の例は、Hangup典型的なアクションを示しています。

{ 

213

https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging
https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-forwarding
https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-demand-recording


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
PSTN オーディオサービスでサポートされるアクション

    "Type": "Hangup", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "ParticipantTag": "LEG-A", 
        "SipResponseCode": "0" 
    }
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
ParticipantTag

説明 – CallDetails に接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

使用できる値 – LEG-A または LEG-B

必須 – いいえ

デフォルト値 – 呼び出された callLeg の ParticipantTag (CallId を指定すると無視されます)
SipResponseCode

説明 — サポートされている SIP 応答コードのいずれか

許容値 — 480-使用不可、486-話中、0-正常終了

必須 – いいえ

デフォルト値 — 0

ユーザが通話通話を受信すると、SIPAWS Lambda メディアアプリケーションは次のコードで関数を呼び
出します発信の終了 (p. 178)。

GitHub次の実際の例を参照してください。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-転送
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-通話通知
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-デマンド・レコーディング

JoinChimeMeeting
Amazon Chime SDK 会議に参加するには、参加者の参加トークンを指定します。そのためには、
と CreateAttendeeAPI にAWS SDK 呼び出しを行ってトークンを取得し、アクションに渡しま
す。CreateMeeting次の例を参照してください。

Note

このアクションはブリッジコールでは実行できません。
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{ 
    "Type": "JoinChimeMeeting", 
    "Parameters": { 
        "JoinToken": "meeting-attendee-join-token", 
        "CallId": "call-id-1" 
        "ParticipantTag": "LEG-A" 
        "MeetingId": "meeting-id"
    }
}

JoinToken

説明 — Amazon Chime SDK ミーティング参加者の有効な参加トークン

許容値 — 有効な結合トークン

必須 – はい

デフォルト値 – なし
CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
ParticipantTag

説明 – CallDetails に接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

許容値 —LEG-A

必須 – いいえ

デフォルト値 – 呼び出された callLeg の ParticipantTag (CallId を指定すると無視されます)
MeetingId

説明 — に関連付けられた有効な Amazon Chime SDK ミーティング IDJoinToken。ミーティングが
Amazon Chime 名前空間の API を使用して作成された場合、ミーティング ID は不要です。ミーティ
ングが Amazon Chime SDK ミーティング名前空間の API を使用して作成された場合は、ミーティン
グ ID が必要です。ミーティングには、ミーティングの作成に使用された API エンドポイントを使用
して参加します。

許容値 — 有効なミーティング ID。

必須 — いいえ。

デフォルト値 – なし。

SIP メディアアプリケーションは、AWS Lambdaこのアクションを実行した後に必ず関数を呼び出しま
す。ACTION_SUCCESSFULACTION_FAILEDまたは呼び出しイベントタイプのいずれかを返します。次の
例は、正常に実行された呼び出しイベント構造を示しています。

{ 
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    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 4, 
    "InvocationEvent": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type": "JoinChimeMeeting", 
        "Parameters": { 
            "JoinToken": "meeting-attendee-join-token", 
            "CallId": "call-id-1" 
            "ParticipantTag": "LEG-A" 
        } 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

エラー処理

会議のブリッジ中に検証エラーが発生すると、SIPAWS Lambda アプリケーションは次の表に示すエラー
メッセージのいずれかを使用してその関数を呼び出します。

エラー Message 理由

InvalidActionParameter JoinToken パラメータの値が無
効です。

アクションの他のパラメータが
無効または欠落しています。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、別のタ
イプのシステムエラーが発生し
ました。

次の例は、典型的なエラーイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEvent": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type": "JoinChimeMeeting", 
        "Parameters": { 
            "JoinToken": "meeting-attendee-join-token", 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A" 
        }, 
        "Error": "ErrorJoiningMeeting: Error while joining meeting." 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

GitHubhttps://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call にある実際の例を参照してくださ
い。

ModifyChimeMeetingAttendee (オーディオのミュートとミュート
解除)
SIP メディアアプリケーションが Amazon Chime SDK ミーティング ID と参加者リストを提供すること
で、テレフォニー参加者のステータスを変更できるようにします。
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Note

このアクションは現在、テレフォニー参加者のミュート操作とミュート解除操作をサポートして
います。また、JoinChimeMeetingユーザーはアクションを使用して会議に参加する必要があり
ます。このアクションはparticipantTag=“LEG-B”、、または対応するオブジェクトに対して
実行できますCallId。

このアクションは、SIP メディアアプリケーションから"+ 13605550122"、LEG-B に参加する CallLeg、
または SIP メディアアプリケーションから会議に参加するレッグにのみ適用されます。

{
"SchemaVersion": "1.0", 
  "Actions": [ 
    { 
      "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees", 
      "Parameters" : { 
        "Operation": "Mute", 
        "MeetingId": "meeting-id", 
        "CallId": "call-id", 
        "ParticipantTag": LEG-B", 
        "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"] 
      } 
    } 
  ]
}

オペレーション

説明 — 出席者リストに対して実行する操作

許容値 — ミュート、ミュート解除

必須 – はい

デフォルト値 – なし
MeetingId

説明 — 参加者が所属する会議の ID

許容値 — 有効なミーティング ID。ミュートまたはミュート解除する人も会議に参加している必要が
あります。

必須 – はい

デフォルト値 – なし
CallId

説明 — 参加者が所属する会議の ID

使用できる値 – 有効な通話 ID。

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
ParticipantTag

説明 — 参加者に割り当てられたタグ。

許容値 — 有効なタグ。
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必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
AttendeeList

説明 — ミュートまたはミュート解除する出席者 ID のリスト

許容値 — 有効な出席者 ID のリスト

必須 – はい

デフォルト値 — なし、最大 100

このアクションを実行すると、オーディオサービスは常に、AWS 
LambdaACTION_SUCCESSFULACTION_FAILEDまたは呼び出しイベントタイプの関数を呼び出します。
次のコード例は、ACTION_SUCCESSFUL一般的な呼び出しイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": INTEGER, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees", 
        "Parameters" : { 
            "Operation": "Mute", 
            "MeetingId": "meeting-id", 
            "CallId": "call-id", 
            "ParticipantTag": "LEG-B", 
            "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"] 
        } 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

エラー処理

命令パラメータが無効な場合や API に障害が発生した場合、SIP メディアアプリケーションは、失敗した
命令または APIAWS Lambda に固有のエラーメッセージを表示して関数を呼び出します。

エラー Message 理由

InvalidActionParameter ModifyChimeMeetingAttendees 
Operationパラメータ値が無効
です

Operation値は [ミュート] また
は [ミュート解除] でなければな
りません。

出席 ID パラメータ値が無効で
す。

出席 ID が空です。

参加者は参加者は出席-パラメー
タ値が無効です。

出席者 ID リストが空か、最大数
の 100 を超えています。

通話中のアクションが無効で
す。

コールはブリッジされません。

コールは Chime ミーティングに
接続されていません。

出席者は Chime ミーティングに
接続されていません。
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エラー Message 理由

1 人以上の出席者がこの会議に参
加していません。参加者は参加
者は会議に出席しなければなり
ません。

参加者は会議に出席している参
加者を修正する権限がありませ
ん。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、システ
ムエラーが発生しました。

次のコード例は、一般的な障害イベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": INTEGER, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "ModifyChimeMeetingAttendees", 
        "Parameters" : { 
            "Operation": "Mute", 
            "MeetingId": "meeting-id", 
            "CallId": "call-id", 
            "ParticipantTag": "LEG-B", 
            "AttendeeList": ["attendee-id-1", "attendee-id-2"] 
        }, 
        "ErrorType": "", 
        "ErrorMessage": "", 
        "ErrorList": [] 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

以下の実際の例を参照してください GitHub。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging。
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call

[Pause] (一時停止)
指定した時間だけ通話を一時停止します。

{ 
    "Type": "Pause", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "ParticipantTag": "LEG-A", 
        "DurationInMilliseconds": "3000" 
    }
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID
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必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
ParticipantTag

説明 – CallDetails に接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

使用できる値 – LEG-A または LEG-B

必須 – いいえ

デフォルト値 – 呼び出された callLeg の ParticipantTag (CallId を指定すると無視されます)
DurationInMilliseconds

説明 — 一時停止時間 (ミリ秒単位)

許容値 — 0 より大きい整数

必須 – はい

デフォルト値 – なし

GitHub実際の例を参照してください。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-通話通知
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-デマンド・レコーディング

PlayAudio
通話の任意のレッグでオーディオファイルを再生します。オーディオは何回でも繰り返すことができま
す。進行中のオーディオは、PlaybackTerminators で設定された DTMF ディジットを使用して終了で
きます。

現在、Amazon Chime SDK は Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからのオーディオ
ファイルの再生のみをサポートしています。S3 バケットは、SIP メディアアプリケーションと同じ AWS 
アカウントに属している必要があります。さらに、Amazon Chime SDK Voice Connectors3:GetObject
サービスプリンシパル許可を付与する必要があります。この操作は、S3 コンソールまたはコマンドライン
インターフェイス (CLI) を使用して実行できます。

次のコード例は、一般的なバケットポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SMARead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*", 
                "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "aws:SourceAccount": "aws-account-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Audio サービスは、Sip メディアアプリケーションの代わりに S3 バケットに対して読み書きします。「混
乱した代理」の問題を回避するには、S3 バケットアクセスを単一の SIP メディアアプリケーションに制
限できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SMARead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*", 
                "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "aws-account-id", 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:sma/sip-media-
application-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のコード例は、一般的なアクションを示しています。

{ 
    "Type": "PlayAudio", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "ParticipantTag": "LEG-A", 
        "PlaybackTerminators": ["1", "8", "#"], 
        "Repeat": "5", 
        "AudioSource": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "valid-S3-bucket-name", 
            "Key": "wave-file.wav" 
        } 
    }
}

CallID

説明 – CallDetails の参加者の CallId。

使用できる値 – 有効な通話 ID。

必須 – ParticipantTag が存在する場合は、いいえ。

デフォルト値 – なし。
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ParticipantTag

説明 – CallDetails で接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

使用できる値 – LEG-A または LEG-B。

必須 – CallId が存在する場合は、いいえ。

デフォルト値 – 呼び出した callLeg の ParticipantTag。CallId を指定すると無視されます。
PlaybackTerminator

説明 – ユーザーからの DTMF 入力を使用して、進行中のオーディオを終了します。

使用できる値 –「0」、「1」、「2」、「3」、「4」、「5」、「6」、「7」、「8」、「9」、
「#」、「*」の値の配列

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
Repeat

説明 – 指定した回数だけオーディオを繰り返します。

使用できる値 – 0 より大きい整数

必須 – いいえ

デフォルト値 – 1
AudioSource.タイプ

説明 – オーディオファイルのソースタイプ。

使用できる値 – S3。

必須 – はい。

デフォルト値 – なし。
AudioSource.BucketName

説明 – S3 ソースタイプの場合、S3 バケットは SIP アプリケーションと同じ AWS アカウントに属し
ている必要があります。バケットは、Amazon Chime SDK Voice Connector サービスプリンシパルで
ある voiceconnector.chime.amazonaws.com にアクセスできる必要があります。

使用できる値 – Amazon Chime SDK が s3:GetObject アクションにアクセスできる有効な S3 バ
ケット。

必須 – はい。

デフォルト値 – なし。
AudioSource. キー

説明 – S3 ソースタイプの場合は、AudioSource.BucketName 属性で指定された S3 バケットの
ファイル名。

使用できる値 – 有効なオーディオファイル。

必須 – はい。
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デフォルト値 – なし。

SIP メディアアプリケーションは、ソース URL からオーディオの再生を試みます。50 MB 以下の未圧縮の 
PCM .wav ファイルを使用できます。Amazon Chime SDK では、モノラル 8 kHz が推奨されます。

ダイヤルプランの最後の指示が PlayAudio で、ファイルが再生を終了するか、ユーザーがキーを押して
再生を停止すると、アプリケーションは次のコード例に示すイベントで、AWS Lambda 関数を呼び出しま
す。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": INTEGER, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudio", 
        "Parameters" : { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "valid-S3-bucket-name", 
                "Key": "wave-file.wav", 
         }            
     }
}

有限小数によってオーディオが停止した後は、繰り返されません。

エラー処理

検証ファイルにエラーが含まれている場合、またはアクションの実行中にエラーが発生した場合、SIP メ
ディアアプリケーションは適切なエラーコードで AWS Lambda 関数を呼び出します。

エラー Message 理由

InvalidAudioSource オーディオソースパラメータが
無効です。

このエラーは、さまざまな理由
で発生します。例えば、許可や 
URL の問題により、SIP メディ
アアプリケーションがファイル
にアクセスできなくなります。
または、形式、継続時間、サイ
ズなどにより、オーディオファ
イルの検証に失敗することがあ
ります。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、別のシ
ステムエラーが発生しました。

InvalidActionParameter CallId ParticipantTag またはア
クションのパラメータが無効で
す。

アクションに無効なパラメータ
が含まれています。

次のコード例は、一般的な呼び出し失敗を示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 2, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
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    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudio", 
        "Parameters" : { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "audio-file.wav" 
            }, 
        }, 
        "ErrorType": "InvalidAudioSource", 
        "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid." 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

GitHub実際の例を参照してください。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging。
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-call-転送
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-通話通知
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-デマンド・レコーディング
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call

PlayAudioAndGetDigits
オーディオを再生し、DTMF ディジットを収集します。ユーザが正しい DTMF 桁数を入力しないなどの障
害が発生した場合、アクションは「失敗」オーディオを再生し、SIPRepeat メディアアプリケーションが
パラメータで定義されている試行回数を使い切るまでメインオーディオを再生します。

S3 バケットからオーディオファイルを再生する必要があります。S3 バケットは、SIP メディアアプ
リケーションと同じ AWS アカウントに属している必要があります。さらに、Amazon Chime SDK 
Voice Connector サービスプリンシパルs3:GetObjectにアクセス許可を付与する必要がありま
すvoiceconnector.chime.amazonaws.com。このためには、S3 コンソールまたは CLI を使用できま
す。

次のコード例は、典型的な S3 バケットポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SMARead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*", 
                "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "aws-account-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

Audio サービスは、Sip メディアアプリケーションに代わって S3 バケットに対して読み書きします。「混
乱した代理」の問題を回避するには、S3 バケットアクセスを単一の SIP メディアアプリケーションに制
限できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SMARead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*", 
                "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "aws-account-id", 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:chime:region:aws-account-id:sma/sip-media-
application-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次の例に、PlayAudioAndGetDigits一般的なアクションを示します。

{ 
    "Type" : "PlayAudioAndGetDigits", 
    "Parameters" : { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "ParticipantTag": "LEG-A"       
        "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", 
        "AudioSource": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "bucket-name", 
            "Key": "audio-file-1.wav" 
        }, 
        "FailureAudioSource": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "bucket-name", 
            "Key": "audio-file-failure.wav" 
        }, 
        "MinNumberOfDigits": 3, 
        "MaxNumberOfDigits": 5, 
        "TerminatorDigits": ["#"],         
        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
        "Repeat": 3, 
        "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
    }
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID
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必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
ParticipantTag

説明 – CallDetails に接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

使用できる値 – LEG-A または LEG-B

必須 – いいえ

デフォルト値 – 呼び出された callLeg の ParticipantTag (CallId を指定すると無視されます)
InputDigitsRegex

説明 — 正規表現パターン

許容値 — 有効な正規表現パターン

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
AudioSource.タイプ

説明 — オーディオファイルタイプでソースタイプ

許容値 — S3 バケット

必須 – はい

デフォルト値 —"S3"

AudioSource.BucketName

説明 — S3AudioSource.Type 値の場合、S3 バケットは SIP メディアアプリケー
ションと同じAWSアカウントに属している必要があります。バケット S3 は、Amazon 
Chime SDK Voice Connector サービスプリンシパルにアクセスできる必要がありま
すvoiceconnector.chime.amazonaws.com。

使用できる値 — Amazon Chime SDKs3:GetObject がアクションアクセスできる有効な S3 バケッ
ト。

必須 – はい

デフォルト値 – なし
AudioSource.キー

説明 —AudioSource.BucketName S3 バケット内のオーディオオブジェクトのキー名。

許容値 — 有効なオーディオファイル

必須 – はい

デフォルト値 – なし
FailureAudioSource.タイプ

説明 —FailureAudioSource.BucketName S3 バケット内のオーディオオブジェクトのキー名。
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使用できる値 – S3

必須 – はい

デフォルト値 – なし
FailureAudioSource.BucketName

説明 — S3 ソースタイプの場合、S3 バケットは SIP メディアアプリケーションと同じAWSアカ
ウントに属している必要があります。Amazon Chime SDK Voice Connector サービスプリンシパ
ルはvoiceconnector.chime.amazonaws.com、S3 バケットにアクセスできる必要があります。

使用できる値 — Amazon Chime SDKs3:GetObject がアクションアクセスできる有効な S3 バケッ
ト。

必須 – はい

デフォルト値 – なし
FailureAudioSource.キー

説明 —FailureAudioSource.BucketName S3 バケット内のオーディオオブジェクトのキー名。

許容値 — 有効なオーディオファイル

必須 – はい

デフォルト値 – なし
MinNumberOfDigits

説明 — タイムアウトまたは「通話失敗」オーディオを再生する前にキャプチャする最小桁数です。

許容値 — >=0

必須 – いいえ

デフォルト値 — 0
MaxNumberOfDigits

説明 — 終了桁なしで停止する前にキャプチャする最大桁数。

許容値 — >MinNumberOfDigits

必須 – いいえ

デフォルト値 — 128
TerminatorDigits

説明 — ユーザーが入力した数字が次の桁数より少ない場合に入力を終了するために使用される数
字MaxNumberOfDigits

指定できる値 — 次のいずれかの桁数:0123456789#*

必須 – いいえ

デフォルト値 — #
InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

説明 — 再生前の数字入力間のミリ秒単位の待機時間FailureAudio。
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使用できる値 – 0 より大きい値

必須 – いいえ

デフォルト値 — 指定しない場合、RepeatDurationInMillisecondsデフォルトは値になります。
Repeat

説明 — 数字の取得を試みた合計回数

使用できる値 – 0 より大きい値

必須 – いいえ

デフォルト値 – 1
RepeatDurationInMilliseconds

説明 —Repeat 次の試行までの待ち時間 (ミリ秒単位)

使用できる値 – 0 より大きい値

必須 – はい

デフォルト値 – なし

SIP メディアアプリケーションは、PlayAudioAndGetDigitsアクションの実行後に必ず、AWS 
LambdaACTION_SUCCESSFULACTION_FAILEDまたは呼び出しイベントタイプで関数を呼び出します。
アプリケーションが数字の収集に成功すると、ReceivedDigitsActionDataオブジェクトに値を設定し
ます。次の例は、AWS Lambdaその関数の呼び出しイベント構造を示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudioAndGetDigits", 
        "Parameters" : { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A", 
            "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "audio-file-1.wav" 
            }, 
            "FailureAudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "audio-file-failure.wav" 
            }, 
            "MinNumberOfDigits": 3, 
            "MaxNumberOfDigits": 5, 
            "TerminatorDigits": ["#"], 
            "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
            "Repeat": 3, 
            "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
        }, 
        "ErrorType": "InvalidAudioSource", 
        "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid." 
    }, 
        "ReceivedDigits": "1234" 
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    }, 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

エラー処理

検証エラーが発生すると、SIP メディアアプリケーションは、対応するエラーメッセージでAWS Lambda
関数を呼び出します。次の表に、発生する可能性のあるエラーメッセージを示します。

エラー Message 理由

InvalidAudioSource オーディオソースパラメータの
値が無効です。

このエラーは、さまざまな理
由で発生します。たとえば、
許可や S3 バケットの問題によ
り、SIP メディアアプリケー
ションがファイルにアクセスで
きなくなります。または、継続
時間、サイズ、またはサポート
されていない形式により、オー
ディオファイルの検証に失敗す
ることがあります。

InvalidActionParameter CallIdParticipantTagまた
はアクションのパラメータが無
効です。

、CallIdParticipantTag、
または他のパラメータは無効で
す。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションがタイムアウトしたり、再試行回数が多すぎたりして、指定された桁数を収集できない場
合、SIP メディアアプリケーションは、ACTION_FAILED呼び出しイベントタイプでAWS Lambda関数を
呼び出します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 4, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type": "PlayAudioAndGetDigits", 
        "Parameters" : { 
            "CallId": "call-id-1", 
            "ParticipantTag": "LEG-A", 
            "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", 
            "AudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "audio-file-1.wav" 
            }, 
            "FailureAudioSource": { 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "bucket-name", 
                "Key": "audio-file-failure.wav" 
            }, 
            "MinNumberOfDigits": 3, 
            "MaxNumberOfDigits": 5, 
            "TerminatorDigits": ["#"], 
            "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000, 
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            "Repeat": 3, 
            "RepeatDurationInMilliseconds": 10000
        }, 
        "ErrorType": "InvalidAudioSource", 
        "ErrorMessage": "Audio Source parameter value is invalid." 
    } 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

GitHub次の実際の例を参照してください。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-bridging。
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call

ReceiveDigits
ユーザーがこのアクションで指定された正規表現パターンと一致する数字を入力すると、SIPAWS 
Lambda メディアアプリケーションが関数を呼び出します。

{ 
    "Type": "ReceiveDigits", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "ParticipantTag": "LEG-A", 
        "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", 
        "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 1000,  
        "FlushDigitsDurationInMilliseconds": 10000
    }
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
ParticipantTag

説明 – CallDetails に接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

使用できる値 – LEG-A または LEG-B

必須 – いいえ

デフォルト値 – 呼び出された callLeg の ParticipantTag (CallId を指定すると無視されます)
InputDigitsRegex

説明 — 正規表現パターン

許容値 — 有効な正規表現パターン

必須 – はい
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デフォルト値 – なし
InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

説明 — 入力が正規表現パターンと一致するかどうかをチェックする前の桁間隔

許容値 — 継続時間 (ミリ秒)

必須 – はい

デフォルト値 – なし
FlushDigitsDurationInMilliseconds

説明 — 受信した DTMFAWS Lambda ディジットがフラッシュされて関数に送信されるまでの間隔。
間隔の終了後に SIP メディアアプリケーションが新しいディジットを受信すると、タイマーが再び起
動します。

許容値 —InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

必須 – はい

デフォルト値 – なし

SIP メディアアプリケーションは、ReceiveDigits新しいアクションを受信するまで、コール中に 
DTMF ディジットを破棄します。FlushDigitsDurationInMillisecondsこのインターバルは、SIP 
メディアアプリケーションが最初の DTMF ディジットを受信したときに始まります。間隔が切れる前に
ユーザが正しい数字を入力すると、SIPAWS Lambda メディアアプリケーションはで説明されている機能
を呼び出します発信者の入力の受信 (p. 172)。

ユーザー入力が正規表現パターンと一致しない場合、SIP メディアアプリケーションは、アプリケーショ
ンがリピート回数を使い切るか、ユーザーが有効な数字を入力するまで「失敗」オーディオファイルメッ
セージを繰り返します。

GitHub実際の例を参照してください。

• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-outbound-通話通知
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-on-デマンド・レコーディング
• https://github.com/aws-samples/amazon-chime-sma-update-call

RecordAudio
SIP メディアアプリケーションが、特定の通話 ID からメディアを録音できるよう許可します。例え
ば、音声メールアプリケーションや、会議参加者のお知らせなどです。アプリケーションは、設定
した時間に達するまで、またはユーザーがいずれかの RecordingTerminators を押すか、アプ
リケーションが無音を検出するまで録音を実行します。このような場合、アクションは、結果のメ
ディアファイルを指定された S3 バケットに配置するようアプリケーションに指示します。S3 バケッ
トは、SIP メディアアプリケーションと同じ AWS アカウントに属している必要があります。さら
に、アクションは Amazon Chime SDK 音声コネクタサービスプリンシパルである Amazon Chime 
SDKs3:PutObjects3:PutObjectAcl 音声コネクタサービスプリンシパルに許可を与える必要がありま
すvoiceconnector.chime.amazonaws.com。

Note

この機能を使用して作成された録音は、電子通信記録に関する法律または規制の対象となる場合
があります。録音に関するすべての適用法を遵守することは、お客様とそのエンドユーザーの責
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任です。これには、録音セッションまたは通信のすべての参加者にセッションまたは通信が録音
されていることを適切に通知し、同意を得ることを含みます。

次の例では、Amazon Chime SDK Voice Connector サービスプリンシパル
にs3:PutObjects3:PutObjectAclおよび許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "SMARead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [                 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
        } 
    ]
}

次の例では、発信者がシャープキー (#) を押したとき、アクティビティなしで 10 秒経過したとき、または
発信者が 3 秒間無音状態になったときに録音を停止し、RecordingDestination パラメータで定義され
た場所に、結果のメディアファイルを書き込みます。

Note

この例では CallId パラメータを使用します。代わりに ParticipantTag パラメータを使用で
きますが、両方を使用することはできません。

{ 
    "Type": "RecordAudio", 
    "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "DurationInSeconds": "10", 
        "SilenceDurationInSeconds": 3, 
        "SilenceThreshold": 100, 
        "RecordingTerminators": [ 
            "#" 
        ], 
        "RecordingDestination": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "valid-bucket-name", 
            "Prefix": "valid-prefix-name" 
        } 
    }
}

CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
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ParticipantTag

説明 – CallDetails に接続されている参加者のうちの 1 人の ParticipantTag。

使用できる値 – LEG-A または LEG-B

必須 – いいえ

デフォルト値 – 呼び出された callLeg の ParticipantTag (CallId を指定すると無視されます)
RecordingDestination.タイプ

説明 – 送信先のタイプ。S3 のみ。

使用できる値 – S3

必須 – はい

デフォルト値 – なし
RecordingDestination.BucketName

説明 – 有効な S3 バケット名。バケットは、Amazon Chime SDK Voice Connector サービスプリンシ
パルにアクセスできる必要がありますvoiceconnector.chime.amazonaws.com。

使用できる値 – Amazon Chime SDK が s3:PutObject および s3:PutObjectAcl アクションにア
クセスできる有効な S3 バケット。

必須 – はい

デフォルト値 – なし
RecordingDestination.プレフィックス

説明 – 録音ファイルの S3 プレフィックス

使用できる値 – 979 文字までのセーフ文字を含む有効なプレフィックス名。セーフ文字の詳細につい
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「セーフ文字」を参照してください。

必須 – いいえ

デフォルト – なし。指定しない場合、録音は S3 バケットのルートに保存されます。
DurationInSeconds

説明 – 録音の長さ (秒単位)。

使用できる値 – 0 より大きい値

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
SilenceDurationInSeconds

説明 – 録音が停止するまでの無音の継続時間 (秒単位)。指定しない場合、無音検出は無効になりま
す。

使用できる値 – [1;1000]

必須 – いいえ

デフォルト値 – 200
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SilenceThreshold

説明 – 「無音」と見なされるノイズのレベル。SilenceDurationInSeconds を指定しない場合、
このパラメータは無視されます。

基準値 (ノイズを無音として扱うためのノイズレベルとしきい値):

• 1 – 30 dB 以下 (静かな部屋など)
• 100 – 40～50 dB (ささやきや静かなオフィスなど)
• 200 – 60 dB (混雑したオフィスなど)
• 1000 – 75 dB (大声や音楽など)

使用できる値 – [1;1000]

必須 – いいえ

デフォルト値 – 200
RecordingTerminators

説明 – 使用可能なすべての録音ターミネータを一覧表示します。

使用できる値 – [123456789*0#] の 1 桁の数字と記号の配列

必須 – はい

デフォルト値 – なし

ACTION_SUCCESS イベントの処理

録音が終了すると、Amazon Chime SDK SIP メディアアプリケーションは AWS Lambda 関数を呼び出
し、呼び出し結果と共に ACTION_SUCCESS イベントを渡します。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": INTEGER, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "RecordAudio", 
        "Parameters": { 
           ...            
        }, 
        "RecordingDestination": { 
            "Type": "S3", 
            "BucketName": "valid-bucket-name", 
            "Key": "valid-S3-key"               
        }, 
        "RecordingTerminatorUsed":"#" 
    }, 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

ACTION_SUCCESSFUL イベントには、ActionData が含まれます (以下のフィールドがあります)。

[Type] (タイプ)

説明 – アクションのタイプ (RecordAudio)。
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[Parameters] (パラメータ)

説明 – アクションのパラメータ。
RecordingDestination.タイプ

説明 – 送信先のタイプ。S3 のみ。
RecordingDestination.BucketName

説明 – 録音ファイルが含まれる S3 バケット。
RecordingDestination.キー

説明 – 録音ファイルの S3 キー。
RecordingTerminatorUsed

説明 – 録音を停止するために使用されるターミネーター (RecordingTerminators パラメータ
に渡されるいずれかのターミネーター)。最大持続時間 (DurationInSeconds) に達したか、無音 
(SilenceDurationInSeconds) により録音が停止した場合、このキーと値のペアは出力に含まれま
せん。

エラー処理

検証エラーの場合、SIP メディアアプリケーションは、適切なエラーメッセージで AWS Lambda 関数を呼
び出します。次の表に、発生する可能性のあるエラーメッセージを示します。

エラー Message 理由

InvalidActionParameter アクションの CallId また
はParticipantTag パラメータ
が無効です。

DurationInSeconds パラメー
タの値が無効です。

SilenceDurationInSeconds
パラメータの値が無効です。

SilenceThreshold パラメータ
の値が無効です。

RecordingDestination パラ
メータの値が無効です。

S3 バケットへの録音のアップ
ロード中にエラーが発生しまし
た。

パラメータが無効です。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、別のタ
イプのシステムエラーが発生し
ました。

ACTION_FAILED イベントの処理

アクションが通話レッグでメディアを録音できない場合、SIP メディアアプリケーション
は、ACTION_FAILED イベントタイプで AWS Lambda 関数を呼び出します。次の例を参照してくださ
い。
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{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 5, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type" : "RecordAudio", 
        "Parameters": { 
           ...            
        }, 
        "ErrorType": "InvalidActionParameter", 
        "ErrorMessage": "RecordingDestination parameter value is invalid." 
    }, 
    "CallDetails": { 
        ... 
    }
}

https://github.com/aws-samples/ にある実際の例を参照してください GitHub。amazon-chime-sma-bridging

SendDigits
通話のどの区間でも、最大 50 桁のデュアルトーン多周波数（DTMF）ディジットを送信できます。信号に
は次のものが含まれます。

• 0 から 9 までの数字
• 特殊文字スター (*) とポンド (#)
• ネットワーク制御信号 A、B、C、D
• カンマ文字 (,)。この信号は、前の信号と次の信号の間に 0.5 秒の遅延を加えます。

トピック
• SendDigits アクションを使う (p. 236)
• ACTION_SUCCESS イベントの処理 (p. 237)
• ACTION_FAILED イベントの処理 (p. 237)
• コールフロー (p. 238)

SendDigits アクションを使う

次の例は、SendDigits典型的なアクションを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "SendDigits", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1", // required 
                "Digits": ",,*1234,56,7890ABCD#", // required 
                "ToneDurationInMilliseconds": 100 // optional 
            } 
        } 
    ]
} 

CallId

説明 —CallDetailsAWS Lambda 関数呼び出しの参加者の名前CallId
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使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし
数字

説明 — コールレッグで送信される番号のうち、CallId

指定できる値 — 0 ～ 9、*、#、A、B、C、D、カンマ (,)

必須 – はい

デフォルト値 – なし
ToneDurationInMilliseconds

説明 — 各桁の送信に許容される時間（ミリ秒単位）。

指定できる値 — 50 から 24000 までの任意の整数

必須 – いいえ

デフォルト値 — 250

ACTION_SUCCESS イベントの処理

次の例は、ACTION_SUCCESSFULSendDigitsアクションの典型的なイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type": "SendDigits", 
        "Parameters": { 
            "Digits": "1,2A#", 
            "ToneDurationInMilliseconds": 100, 
            "CallId": "call-id-1" 
        },   
    "CallDetails": {  
        ... 
        } 
    }
}

ACTION_FAILED イベントの処理

次の例は、ACTION_FAILEDSendDigitsアクションの典型的なイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData": { 
        "Type": "SendDigits", 
        "Parameters": { 
            "Digits": "1,2A#", 
            "ToneDurationInMilliseconds": 20000000, 
            "CallId": "call-id-1" 
        }, 
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    "ErrorType": "InvalidActionParameter", 
    "ErrorMessage": "ToneDuration parameter value is invalid." 
    }, 
    "CallDetails": { 
        ... 
        } 
    }
}

コールフロー

次の図は、発信者から着信者に数字を送信するためのプログラムフローを示しています。

話す
テキストを入力することで、どのコールレッグでも音声を再生できます。プレーンテキストまたはスピー
チ合成マークアップ言語 (SSML) を使用できます。SSML では、一時停止を追加したり、特定の単語を強
調したり、話し方を変更したりすることで、Amazon Chime SDK が音声を生成する方法をより細かく制御
できます。

Amazon Chime SDK は、Amazon Polly text-to-speech サービスを使用して変換します。Amazon 
Polly では、音声品質を向上させるために標準エンジンとニューラルエンジンのどちらかを選択できま
す。Amazon Polly は 20 以上の言語と 60 の音声をサポートしており、アプリケーションのユーザー
エクスペリエンスをカスタマイズできます。Amazon Chime SDK は音声機能を無料で提供しています
が、Amazon Polly の使用には料金がかかります。価格情報については、Amazon Polly の料金ページまた
は請求ダッシュボードを参照してください。

Important

Amazon Polly の使用には、AWS Machine Learning および人工知能サービスに固有の条件を含む 
AWS サービス規約が適用されます。
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トピック
• 「スピーク」アクションの使用 (p. 239)
• ACTION_SUCCESS イベントの処理 (p. 240)
• ACTION_FAILED イベントの処理 (p. 240)
• プログラムフロー (p. 242)

「スピーク」アクションの使用

次の例は、Speakアクションの典型的な使用方法を示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "Speak", 
            "Parameters": { 
                "Text": "Hello, World!",        // required 
                "CallId": "call-id-1",          // required 
                "Engine": "neural",             // optional. Defaults to standard 
                "LanguageCode": "en-US",        // optional 
                "TextType": "text",             // optional 
                "VoiceId": "Joanna"             // optional. Defaults to Joanna 
            } 
        } 
    ]
}

CallId

説明 — LambdaCallIdCallDetails 関数呼び出しの参加者の名前

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし
[Text] (テキスト)

説明 — 音声に合成する入力テキストを指定します。ssml を TextType として指定した場合は、入力
テキストの SSML 形式に従います。

許容値 — 文字列

必須 – はい

デフォルト値 – なし
エンジン

説明 — 音声合成用のテキストを処理するときに使用するエンジン（標準またはニューラル）を指定し
ます。

許容値 — 標準 | ニューラル

必須 – いいえ

デフォルト値 — 標準
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LanguageCode

説明 — 言語コードを指定します。バイリンガルの音声を使用する場合にのみ必要です。言語コードな
しでバイリンガル音声を使用する場合、バイリンガル音声のデフォルト言語が使用されます。

許容値 — Amazon Polly 言語コード

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
TextType

説明 — 入力テキスト、プレーンテキスト、または SSML のタイプを指定します。入力タイプが指
定されていない場合、プレーンテキストがデフォルトとして使用されます。SSML の詳細について
は、Amazon Polly 開発者ガイドの「SSML ドキュメントからの音声生成」を参照してください。

指定可能な値 — ssml | テキスト

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
VoiceId

説明 — 使用したい音声の ID を指定します。

許容値 — Amazon Polly ボイス ID

必須 – いいえ

デフォルト値 — ジョアンナ

ACTION_SUCCESS イベントの処理
次の例は、Amazon Polly の音声を使用して「Hello World」ACTION_SUCCESSFULJoanna というテキス
トを英語の音声に合成するアクションの典型的なイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
       "Type": "Speak", 
       "Parameters": { 
          "CallId": "call-id-1",           
          "Engine":  "neural",              
          "LanguageCode":  "en-US",         
          "Text": "Hello World",           
          "TextType":  "text",              
          "VoiceId":  "Joanna"         
       } 
    }, 
    "CallDetails":{        
       ... 
    }
}

ACTION_FAILED イベントの処理
次の例は、ACTION_FAILED前の例で使用された同じイベントの一般的なイベントを示しています。

{ 
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    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence":2, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData":{ 
       "Type": "Speak", 
       "Parameters": { 
          "CallId": "call-id-1",           
          "Engine":  "neural",              
          "LanguageCode":  "en-US",         
          "Text": "Hello  World",           
          "TextType":  "text",              
          "VoiceId":  "Joanna"         
       }, 
       "ErrorType": "SystemException", 
       "ErrorMessage": "System error while running  action" 
    }, 
    "CallDetails":{        
       ... 
    }
}

エラー処理

この表は、Speakアクションによってスローされるエラーメッセージの一覧と説明です。

エラー Message 理由

AccessDenied AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnectorサー
ビスにリンクされたロールが正
しく設定されていません。

Amazon Polly へのリクエスト
に使用されているサービスに
リンクされたロールが存在し
ないか、ロールのアクセス許
可がありません。解決するに
は、Amazon Chime SDK 音声コ
ネクタサービスにリンクされた
ロールを使用する (p. 250)セク
ションの手順を参照してくださ
い。

InvalidActionParameter   アクションパラメータの検証
中にエラーが発生しました。
パラメータの詳細について
は、Amazon Polly 開発者ガイド
のSynthesizeSpeech  API を参照
してください。

ActionExecutionThrottled Amazon Polly は音声合成のリク
エストを制限しています。

Amazon Polly へのリクエ
ストはスロットリング例外
を返します。Amazon Polly 
のスロットリング制限の
詳細については、https:// 
docs.aws.amazon.com/polly/ 
latest/dg/limits.html#limits-throttle
を参照してください。

MissingRequiredActionParameterTextは必須パラメータです。 Textアクションパラメータには
値が必要です

MissingRequiredActionParameterTextこれらに限定される文字数
は 1,000 文字まで入力できます

テキストが文字制限を超えまし
た。
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エラー Message 理由

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、システ
ムエラーが発生しました。

プログラムフロー
次の図は、Speak発信者のアクションを可能にするプログラムフローを示しています。この例では、発信
者には次のようなテキストが聞こえます。

ダイアグラムでは

ソフトフォンを使用して、発信者は SIP メディアアプリケーションに登録されている番号を入力します。
アプリケーションは SIPINVITE メソッドを使用して、Trying (100)発信者に応答を送信します。これ
は、ネクストホップサーバがコールリクエストを受信したことを示しています。その後、SIPINVITE アプ
リケーションはを使用してエンドポイントに接続します。接続が確立されると、Ringing (180)アプリ
ケーションは呼び出し元に応答を送信し、警告が開始されます。

次に、SIP メディアアプリケーションが LambdaNEW_INBOUND_CALL 関数にイベントを送信しま
す。Lambda 関数は、発信者の IDSpeak と音声に変換したいテキストを含むアクションを返します。次
に、SIP アプリケーションは、200 (OK)コールに応答したことを示す応答を送信します。このプロトコ
ルはメディアも有効にします。
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Speakアクションが成功してテキストを音声に変換すると、SIPACTION_SUCCESSFUL メディアアプリ
ケーションにイベントが返され、次のアクションセットが返されます。アクションが失敗した場合、SIP 
メディアアプリケーションは LambdaACTION_FAILED 関数にイベントを送信し、LambdaHangup 関数は
一連のアクションで応答します。アプリケーションは呼び出し元を切断し、LambdaHANGUP 関数にイベン
トを返します。Lambda 関数はそれ以上のアクションは実行されません。

次の図は、Speak呼び出し先のアクションを可能にするプログラムフローを示しています。

ダイアグラムでは

発信者が SIP メディアアプリケーションに登録されている番号を入力すると、アプリケーションは前の図
で説明したとおりに応答します。LambdaNEW_INBOUND_CALL 関数はイベントを受け取ると、the section 
called “CallAndBridge” (p. 205)アクションを SIP アプリケーションに返します。次に、アプリケーショ
ンは SIPINVITETrying (100)Ringing (180) メソッドを使用して着信者におよび応答を送信しま
す。

着信側が応答すると、SIP200 (OK) メディアアプリケーションは応答を受け取り、同じ応答を
発信者に送信します。これでメディアが確立され、SIPACTION_SUCCESSFULthe section called 
“CallAndBridge” (p. 205) アプリケーションはアクションのイベントを Lambda 関数に送信します。次
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に、この関数は Speak アクションとデータを SIP アプリケーションに返し、SIP アプリケーションが変換
します。

SpeakAndGetDigits
テキストを入力して音声を再生し、ユーザーからデュアルトーンマルチ周波数 (DTMF) の数字を収集し
ます。テキストはプレーンテキストでも、音声合成マークアップ言語 (SSML) で拡張されたテキストで
もかまいません。これにより、サポートされている SSML 機能の中でも特に、一時停止の追加、特定の
単語の強調、話し方の変更など、Amazon Chime SDK による音声生成方法をより細かく制御できます。
ユーザが正しい DTMF 桁数を入力しないなどの障害が発生した場合、アクションは「失敗」音声を再生
し、SIPRepeat メディアアプリケーションがパラメータで定義されている試行回数を使い切るまでメイン
音声を再生します。

Amazon Chime SDK は、テキストを本物そっくりの音声に変換するクラウドサービスである Amazon 
Polly を使用しています。Amazon Polly には、音声品質を向上させるための標準エンジンとニューラル
エンジンの両方が用意されており、20 を超える言語と 60 種類の音声がサポートされています。Amazon 
Polly は音声機能を無料で提供していますが、Amazon Polly の使用には料金がかかります。価格情報につ
いては、Amazon Polly の料金ページまたは請求ダッシュボードを参照してください。

Important

Amazon Polly の使用にはAWS、AWS Machine Learning および人工知能サービスに固有の条件を
含むサービス規約が適用されます。

トピック
• SpeakAndGetDigits アクションを使う (p. 244)
• ACTION_SUCCESS イベントの処理 (p. 248)
• ACTION_FAILED イベントの処理 (p. 248)
• Amazon Chime SDK 音声コネクタサービスにリンクされたロールを使用する (p. 250)

SpeakAndGetDigits アクションを使う

次の例は、典型的なSpeakAndGetDigitsアクションの使用方法を示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "SpeakAndGetDigits", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1",          // required 
                "InputDigitsRegex": "^\d{2}#$", // optional 
                "SpeechParameters": { 
                    "Text": "Hello World",      // required 
                    "Engine": "neural",         // optional. Defaults to standard 
                    "LanguageCode": "en-US",    // optional 
                    "TextType": "text",         // optional 
                    "VoiceId": "Joanna"         // optional. Defaults to Joanna 
                }, 
                "FailureSpeechParameters": { 
                    "Text": "Hello World",      // required 
                    "Engine": "neural",         // optional. Defaults to the Engine value 
 in SpeechParameters 
                    "LanguageCode": "en-US",    // optional. Defaults to the LanguageCode 
 value in SpeechParameters 
                    "TextType": "text",         // optional. Defaults to the TextType value 
 in SpeechParameters 
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                    "VoiceId": "Joanna"         // optional. Defaults to the VoiceId value 
 in SpeechParameters 
                }, 
                "MinNumberOfDigits": 3,         // optional 
                "MaxNumberOfDigits": 5,         // optional 
                "TerminatorDigits": ["#"],      // optional 
                "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,  // optional 
                "Repeat": 3,                    // optional 
                "RepeatDurationInMilliseconds": 10000           // required 
            } 
        } 
    ]
}

CallId

説明 — LambdaCallId CallDetails 関数呼び出しの参加者の名前。

許容値 — 有効callID

必須 – はい

デフォルト値 — いいえ
InputDigitsRegex

説明 — ユーザーが正しい数字と文字を入力できるようにするための正規表現パターン。

許容値 — 有効な正規表現パターン

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
SpeechParameters.エンジン

説明 — 音声合成用のテキストを処理するときに使用するエンジン (標準またはニューラル) を指定し
ます。

許容値 —standard |neural

必須 – いいえ

デフォルト値 — 標準
SpeechParameters.LanguageCode

説明 — 言語コードを指定します。これはバイリンガルの音声を使用する場合にのみ必要です。バイリ
ンガル音声の使用時に言語コードが指定されていない場合、バイリンガル音声のデフォルト言語が使
用されます。

許容値 — Amazon Polly 言語コード

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
SpeechParameters.テキスト

説明 — 入力テキストを指定しま
す。-------ssml----SpeechParameters.TextType-------------------------- SSML の詳細について
は、Amazon Polly 開発者ガイドの「SSML ドキュメントからの音声生成」を参照してください。
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許容値 — 文字列

必須 – はい

デフォルト値 – なし
SpeechParameters.TextType

説明 — のテキスト形式を指定しますSpeechParameters.Text。指定されない場合、デフォルトで
text が使用されます。SSML の詳細については、Amazon Polly 開発者ガイドの「SSML ドキュメン
トからの音声生成」を参照してください。

許容値 —ssml |text

必須 – いいえ

デフォルト値 —text

SpeechParameters.VoiceId

説明 — テキストを読み上げるために使用される Amazon Polly の音声の 
IDSpeechParameters.Text。

許容値 — Amazon Polly ボイス ID

必須 – いいえ

デフォルト値 — ジョアンナ
FailureSpeechParameters.エンジン

説明 — お客様が音声合成に対して無効な応答を入力した場合に使用されるエラーメッセージを処理す
るときに使用するエンジン (標準またはニューラル) を指定します。

許容値 —standard |neural

必須 – いいえ

デフォルト値 —SpeechParameters.Engine 値
FailureSpeechParameters.LanguageCode

説明 — 顧客が無効な応答を入力するときに使用する言語コードを指定します。バイリンガルの音声を
使用する場合にのみ必要です。言語コードを指定せずにバイリンガル音声を使用する場合、バイリン
ガル音声のデフォルト言語が使用されます。

許容値 — Amazon Polly 言語コード

必須 – いいえ

デフォルト値 —SpeechParameters.LanguageCode 値。
FailureSpeechParameters.テキスト

説明 — 顧客が無効な応答を入力したときに読み上げられる入力テキストを指定しま
す。-------ssml----FailureSpeechParameters.TextType--------------------------

許容値 — 文字列

必須 – はい

デフォルト値 – なし
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FailureSpeechParameters.TextType

---------------------------------FailureSpeechParameters.Text デフォルト値はプレーンテキストで
す。詳細については、Amazon Polly 開発者ガイドの「SSML ドキュメントからの音声生成」を参照し
てください。

許容値 —ssml |text

必須 – いいえ

デフォルト値 —SpeechParameters.Text 値
FailureSpeechParameters.VoiceId

説明 — 文字列を読み上げるのに使用される音声の IDFailureSpeechParameters.Text。

許容値 — Amazon Polly ボイス ID

必須 – はい

デフォルト値 —SpeechParameters.VoiceId 値
MinNumberOfDigits

説明 — タイムアウトまたは「Call failed」メッセージを再生する前にキャプチャする最小桁数です。

必須 – いいえ

デフォルト値 — 0
MaxNumberOfDigits

説明 — 終了桁なしで停止する前にキャプチャする最大桁数。

許容値 — より大きいMinNumberOfDigits

必須 – いいえ

デフォルト値 — 128
TerminatorDigits

説明 — ユーザーが入力した数字が次の数より少ない場合に入力を終了するために使用される数字 
MaxNumberOfDigits

指定できる値 — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # または * のいずれか

必須 – いいえ

デフォルト値 — #
InBetweenDigitsDurationInMilliseconds

説明 — 失敗音声を再生するまでの数字入力間の待ち時間 (ミリ秒単位)。

許容値 — 0 より大きい

必須 – いいえ

デフォルト値 — 指定しない場合、RepeatDurationInMillisecondsデフォルトは値になります
Repeat

説明 — 数字の取得を試みた合計回数。このパラメータを省略すると、デフォルトでは数字の収集が 1 
回試行されます。
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許容値 — 0 より大きい

必須 – いいえ

デフォルト値 – 1
RepeatDurationInMilliseconds

説明 — 数字の取得を試みるたびに発生するミリ秒単位のタイムアウト。

許容値 — 0 より大きい

必須 – はい

デフォルト値 – なし

ACTION_SUCCESS イベントの処理
次の例は、ACTION_SUCCESSFUL典型的なイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
            "Type":  "SpeakAndGetDigits", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1",           
                "InputDigitsRegex":  "^\d{2}#$",  
                "SpeechParameters": { 
                    "Engine":  "neural",          
                    "LanguageCode": "en-US",     
                    "Text":  "Hello World",            
                    "TextType":  "text",          
                    "VoiceId": "Joanna"          
                }, 
                "FailureSpeechParameters": { 
                    "Engine":  "neural",          
                    "LanguageCode":  "en-US",     
                    "Text":  "Hello World",            
                    "TextType": "text",          
                    "VoiceId": "Joanna"          
                }, 
                "MinNumberOfDigits": 3,          
                "MaxNumberOfDigits": 5,          
                "TerminatorDigits": ["#"],       
                "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,   
                "Repeat": 3,                     
                "RepeatDurationInMilliseconds": 10000           
            }, 
            "ReceivedDigits": "1234" 
    }, 
    "CallDetails":{        
       ... 
    }
}

ACTION_FAILED イベントの処理
次の例は、典型的な ACTION--------------。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
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    "Sequence":2, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData":{ 
            "Type":  "SpeakAndGetDigits", 
            "Parameters": { 
                "CallId": "call-id-1",           
                "InputDigitsRegex":  "^\d{2}#$",  
                "SpeechParameters": { 
                    "Engine":  "neural",          
                    "LanguageCode": "en-US",     
                    "Text":  "Hello World",            
                    "TextType":  "text",          
                    "VoiceId": "Joanna"          
                }, 
                "FailureSpeechParameters": { 
                    "Engine":  "neural",          
                    "LanguageCode":  "en-US",     
                    "Text":  "Hello World",           
                    "TextType": "text",         
                    "VoiceId": "Joanna"         
                }, 
                "MinNumberOfDigits": 3,       
                "MaxNumberOfDigits": 5,         
                "TerminatorDigits": ["#"],       
                "InBetweenDigitsDurationInMilliseconds": 5000,   
                "Repeat": 3,                     
                "RepeatDurationInMilliseconds": 10000         
            }, 
            "ErrorType":  "SystemException", 
            "ErrorMessage":  "System error while running action" 
    }, 
    "CallDetails":{        
       ... 
    }
}

エラー処理

この表は、Speakアクションによってスローされるエラーメッセージの一覧と説明です。

エラー Message 理由

AccessDenied AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnectorロー
ルが正しく設定されていませ
ん。

- 解決するには、Amazon Chime 
SDK 音声コネクタサービスに
リンクされたロールを使用す
る (p. 250)セクションの手順を
参照してください

InvalidActionParameter   アクションパラメータの検証中
にエラーが発生しました。こ
のアクションで使用できるパ
ラメータとそのオプションを確
認するには、Amazon Polly 開
発者ガイドのを参照してくださ
いSynthesizeSpeech。

MissingRequiredActionParameterTextは必須パラメータです。 Textアクションパラメータには
値が必要です

MissingRequiredActionParameterText テキストが文字数制限を超えま
した。

249

https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/API_SynthesizeSpeech.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
PSTN オーディオサービスでサポートされるアクション

エラー Message 理由

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、システ
ムエラーが発生しました。

Amazon Chime SDK 音声コネクタサービスにリンクされたロールを使用する

SpeakまたはSpeakAndGetDigitsアクションのサービスにリンクされたロールを手動で作成する必要は
ありません。、またはAWS API で SIP メディアアプリケーションを作成したり、更新したりするとAWS 
Command Line Interface、Amazon Chime SDK によってサービスにリンクされたロールが自動的に作成さ
れます。

詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime サービスにリンクされたロールの
使用」を参照してください。

StartBotConversation
StartBotConversationこのアクションにより、エンドユーザーと Amazon Lex v2 ボットの間で音声会
話が確立されます。ユーザーは必要な情報をボットに提供します。次に、ボットは情報を公衆交換電話網 
(PSTN) Audio Lambda関数に返し、関数は要求されたタスクを実行します。

たとえば、ボットは会話の開始時にオプションのウェルカムメッセージを再生して、PSTN Audio Lambda 
関数が実行できるタスクを簡単に説明できます。ボットが必要な情報を収集するまで、ユーザーとボット
の間で会話が繰り返されます。会話が終了すると、Amazon Chime SDK はボットによって収集された情
報を含むアクション成功イベントで PSTN オーディオ Lambda 関数を呼び出します。PSTN オーディオ 
Lambda 関数は情報を処理し、要求されたタスクを実行します。

オーディオサービスは、ユーザーとの会話のようなインタラクションを実現します。例えば、ユーザーは
音声プロンプトが終了する前に、ボットに割り込み、質問に答えることができます。さらに、ユーザーは
音声と DTMF の数字を自由に組み合わせて情報を提供できます。ボットは、ユーザーの情報入力を待機
と応答します。ボットが音声入力を解釈する前に、ユーザーが話し終えるまで待機する時間を設定できま
す。ユーザーは、通話中にクレジットカード番号などの追加情報を取得する時間が必要な場合、ボットに
待機するように指示することもできます。

StartBotConversationアクションは、ボットとの会話の間、Amazon Lex と Amazon Polly を使用しま
す。Amazon Lex および Amazon Polly の標準料金が適用されます。料金の詳細については、Amazon Lex 
ストリーミングカンバセーション料金ページと Amazon Polly 料金ページをご覧ください。

Note

このアクションは、ブリッジコールや Amazon Chime SDK ミーティングに参加したコールでは
実行できません。

Important

Amazon Lex と Amazon Polly の使用にはAWS、AWS Machine Learning および人工知能サービス
に固有の条件を含むサービス規約が適用されます。

トピック
• StartBotConversation 構文 (p. 251)
• StartBotConversation アクションを使う (p. 253)
• ACTION_SUCCESS イベントの処理 (p. 254)
• ACTION_FAILED イベントの処理 (p. 256)
• ボットを使用するアクセス許可の付与 (p. 257)
• 音声と DTMF のタイムアウトの設定 (p. 258)
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• 会話中の DTMF 入力の使用 (p. 258)
• 請求およびサービスクォータ (p. 258)

StartBotConversation 構文

次の例は、StartBotConversation典型的な構文を示しています。

{ 
  "SchemaVersion": "1.0", 
  "Actions":[ 
    { 
      "Type": "StartBotConversation", 
      "Parameters": { 
        "CallId": "string", 
        "ParticipantTag": "string", 
        "BotAliasArn": "string", 
        "LocaleId": "string", 
        "Configuration": { 
          "SessionState": { 
             "SessionAttributes": { 
                "string": "string"  
             }, 
             "DialogAction" : { 
               "Type": "string" 
             } 
          }, 
          "WelcomeMessages": [ 
            { 
              "Content": "string", 
              "ContentType": "string"  
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

CallId

説明 —CallDetailsAWS Lambda 関数呼び出しの参加者の名
前。CallIDStartBotConversationアクションはこの IDSessionId をボットのIDとして使用し
ます。通話中に行われるすべてのボットの会話は、同じ会話セッションを共有します。Amazon Lex 
PutSession API を使用して、ユーザーとボットの間のセッション状態を変更できます。詳細について
は、Amazon Lex 開発者ガイドの「Amazon Lex v2 API によるセッションの管理」を参照してくださ
い。

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 — いいえ (ParticipantTag存在する場合)

デフォルト値 - なし
ParticipantTag

ParticipantTag説明—接続している参加者のうちの1人の説明CallDetails.

許容値 —LEG-A

必須 — いいえ (CallId存在する場合)
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デフォルト値 – 呼び出した callLeg の ParticipantTag。指定した場合は無視されま
すCallDetails

BotAliasArn

説明 — Lex ボットのボットエイリアス ARN。ボットは、PSTN オーディオアプリケーションと
同じ AWS リージョンに作成する必要があります。有効な Amazon Lex ボットエイリアスの形式
は:arn:aws:lex:region:awsAccountId:bot-alias/botId/botAliasId, regionはボッ
トが置かれている AWS リージョンです。awsAccountIdは、Amazon Lex ボットが作成される 
AWS アカウント ID です。botId値は、その作成時にボットに割り当てた識別子です。ボット
の Amazon Lex コンソールでボット ID は、ボットの Amazon Lex コンソールで参照してくださ
い。botAliasIdは、その作成時にボットエイリアスに割り当てた識別子です。ボットエイリアス ID 
は、Amazon Lex コンソールのエイリアス ID で参照してください。

許容値 — 有効なボット ARN

必須 — はい

デフォルト値-なし
LocaleId

説明-ボットに使用したロケールの識別子。ロケールと言語コードのリストについては、「Amazon 
Lex でサポートされている言語とロケール」を参照してください。

許容値 — Amazon Lex がサポートする言語とロケール

必須 – いいえ

デフォルト値 —en_US
構成

説明 — セッション状態やウェルカムメッセージを含む会話設定。Configurationオブジェクトの 
JSON 文字列表現の合計サイズは 10 KB に制限されています。

許容値 —Configuration オブジェクト

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
コンフィギュレーション。 SessionState

説明 — Amazon Lex v2 とのユーザーのセッションの状態。

許容値 —SessionState オブジェクト

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
コンフィギュレーション。 SessionState。 SessionAttributes

説明-セッション固有のコンテキスト情報を表すキーバリューのペアのマップ。このマップに
は、Amazon Lex v2 とクライアントアプリケーションの間でやり取りされるアプリケーション情報が
含まれています。

許容値 — 文字列から文字列へのマップ

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
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コンフィギュレーション。 SessionState。 DialogAction.タイプ

説明-ユーザーとのインタラクションにおいて、ボットが取る次のアクション。使用できる値:
• デリゲート Amazon Lex v2 が次のアクションを決定します。
• ElicitIntent次のアクションは、ユーザーの意図を引き出します。

許容値 —Delegate |ElicitIntent

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
コンフィギュレーション。 WelcomeMessages

説明-会話の開始時にユーザーに送信するメッセージのリストです。welcomeMessageフィールドを
設定する場合は、DialogAction.Type値をに設定する必要がありますElicitIntent。

許容値 — メッセージオブジェクト

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
コンフィギュレーション。 WelcomeMessages.コンテンツ

説明 — ウェルカムメッセージのテキスト。

許容値 — 文字列

必須 – いいえ

デフォルト値 – なし
コンフィギュレーション。 WelcomeMessages。 ContentType

説明 — ウェルカムメッセージの種類を示します。

許容値 — PlainText |SSML
• PlainText-メッセージには UTF-8 形式テキストが含まれています。
• SSML-メッセージには音声出力のテキスト形式が含まれています。

必須 – はい

デフォルト値 – なし

StartBotConversation アクションを使う

次の例は、StartBotConversation典型的なアクションを示しています。

{ 
  "SchemaVersion": "1.0", 
  "Actions":[ 
    { 
      "Type": "StartBotConversation", 
      "Parameters": { 
        "CallId": "call-id-1", 
        "BotAliasArn": "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-
alias/ABCDEFGHIH/MNOPQRSTUV", 
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        "LocaleId": "en_US", 
        "Configuration": { 
          "SessionState": { 
             "SessionAttributes": { 
                "mykey1": "myvalue1"  
             }, 
             "DialogAction" : { 
               "Type": "ElicitIntent" 
             } 
          }, 
          "WelcomeMessages": [ 
            { 
              "Content": "Welcome. How can I help you?", 
              "ContentType": "PlainText"  
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ACTION_SUCCESS イベントの処理

次の例は、ACTION_SUCCESSFULStartBotConversationアクションの一般的なイベントを示していま
す。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": number, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": 
    { 
        "CallId": "string", 
        "Type": "StartBotConversation", 
        "Parameters": { 
            // parameters provided in the StartBotConversation action. 
        }, 
        "CallDetails": { 
            // Information about the call associated with the AWS Lambda invocation. 
        }, 
        "IntentResult": { 
            "SessionId": "string", 
            "SessionState": { 
                "SessionAttributes": { 
                    "string": "string" 
                }, 
                "Intent": { 
                    "Name": "string", 
                    "Slots":  { 
                        "string": { 
                            "Value": { 
                                "OriginalValue": "string", 
                                "InterpretedValue": "string", 
                                "ResolvedValues": ["string"] 
                            }, 
                            "Values": [] 
                        } 
                    }, 
                    "State": "string", 
                    "ConfirmationState": "string" 
                } 
            }, 
            "Interpretations": [ 
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                { 
                    "NluConfidence": { 
                        "Score": number
                    }, 
                    "Intent": { 
                        "Name": "string", 
                        "Slots": { 
                            "string": { 
                                "Value": { 
                                    "OriginalValue": "string", 
                                    "InterpretedValue": "string", 
                                    "ResolvedValues": ["string"] 
                                }, 
                                "Values": [] 
                            } 
                        }, 
                        "State": "string", 
                        "ConfirmationState": "string" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

IntentResult

ユーザーとボットの間の会話の結果。
SessionId

ボット会話セッションの識別子です。ユーザーがボットとの会話を開始すると、Amazon Lex により
セッションが作成されます。セッションは、ユーザーとボットの間で交換される情報をカプセル化し
ます。StartBotConversationアクションはコール IDSessionId をボットのものとして使用しま
す。Lex  PutSessionAPI を使用して、ユーザーとボットの間のセッション状態を変更できます。詳細
については、Amazon Lex 開発者ガイドの「Amazon Lex V2 API によるセッションの管理」を参照し
てください。

SessionState

ユーザーの Amazon Lex v2 セッションの状態。
SessionState.SessionAttributes

セッション固有のコンテキスト情報を表すキーバリューのペアのマップ。マップには、ボットに接続
されている Lambda 関数と PSTN Audio Lambda 関数の間で渡されるボット会話情報が含まれていま
す。

解釈

Amazon Lex によって導き出された、顧客の発話を満足させる可能性のある意図のリス
ト。NluConfidenceスコアが最も高いインテントが、のインテントになりますSessionState。

解釈。 NluConfidence.スコア

インテントがユーザーのインテントを満たしているという Amazon Lex v2 の信頼度を示すスコ
ア。0.00～1.00 までの範囲になります。スコアが高いほど、信頼度が高くなります。

Intent

ユーザーが実行したいアクション。
意図. 名前

インテントの名前。
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インテント. スロット

インテントのすべてのスロットのマップ。スロットの名前は、スロットの値にマップされます。ス
ロットがいっぱいになっていない場合は、値は null です。

インテント、スロット、バリュー

スロットの値。
インテント、スロット、バリュー

スロットにユーザーが指定した 1 つ以上の値のリスト。
インテント、スロット、バリュー。 OriginalValue

スロットに対して入力されたユーザーの返信のテキスト。
インテント、スロット、バリュー。 InterpretedValue

説明 — Amazon Lex v2 がスロットについて決定する値。実際の値は、ボットの値選択戦略の設
定によって異なります。ユーザーが入力した値を使用できるか、Amazon Lex v2 に Amazon Lex 
v2resolvedValues に一覧中の値を選ばせるかが行えます。

インテント、スロット、バリュー。 ResolvedValues

Amazon Lex v2 がスロットについて認識する追加の値のリストです。
意図、状態

説明-インテントのフルフィルメント情報。使用できる値:
• Failed-Lambda 関数はインテントを達成できませんでした。
• 成功 — Lambda 関数が意図を満たしました。
• ReadyForFulfillment— インテントの情報があり、Lambda関数でインテントを実行できます。

インテント。 ConfirmationState

説明 — 意図の確認を示します。使用できる値:
• 確認済み — 意図が満たされました。
• Denied-ユーザーは確認プロンプトに「いいえ」とレスポンスしました。
• None-ユーザーに対して、確認を求めていないか、ユーザーに対して、確認を求めたが肯定も否定

もされなかった場合。

ACTION_FAILED イベントの処理

次の例は、ACTION_FAILEDStartBotConversationアクションの一般的なイベントを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": number, 
    "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
    "ActionData":{ 
        "CallId": "string", 
        "Type": "StartBotConversation", 
        "Parameters": { 
            // parameters provided in the StartBotConversation action 
        }, 
        "ErrorType": "string", 
        "ErrorMessage": "string" 
    }, 
    "CallDetails":{ 
    }
}
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ErrorType

エラー状態を個別に識別する文字列。
ErrorMessage

エラー状態の一般的な説明。

エラーコード

次の表は、LambdaACTION_FAILED 関数がイベントで返す可能性のあるエラーメッセージを示していま
す。

エラー 説明

InvalidActionParameter 1 つ以上のアクションパラメータが無効です。エ
ラーメッセージには、無効なパラメーターが示さ
れます。

SystemException アクションの実行中に、システムエラーが発生し
ました。

ResourceNotFound 指定したボットは見つかりませんでした。

ResourceAccessDenied ボットへのアクセスは拒否されます。

ActionExecutionThrottled ボット会話のサービスの制限を超えています。エ
ラーメッセージには、特定のサービスの制限を超
えていることが示されます。

ボットを使用するアクセス許可の付与

次の例では、Amazon Lex StartConversationAPI を呼び出すためのアクセス権限を Amazon Chime SDK に
付与しています。ボットを使用するには、オーディオサービスに明示的に許可を与える必要があります。
条件ブロックはサービスプリンシパルに必要です。AWS:SourceAccount条件ブロックにはグローバルコ
ンテキストキーとを使用する必要がありますAWS:SourceArn。AWS:SourceAccountは AWS アカウン
ト ID です。AWS:SourceArnは、Lex ボットを起動する PSTN オーディオアプリケーションのリソース 
ARN です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowChimePstnAudioUseBot", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "voiceconnector.chime.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "lex:StartConversation", 
      "Resource": "arn:aws:lex:region:awsAccountId:bot-alias/botId/aliasId", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "awsAccountId" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
        "AWS:SourceArn": "arn:aws:voiceconnector:region:awsAccountId:sma/smaId" 
        } 
      } 
    } 
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  ]
}

音声と DTMF のタイムアウトの設定

ユーザ入力をキャプチャするときに、音声と DTMF のタイムアウトを設定できます。ボットとの会話を
開始するときにセッション属性を使用してタイムアウトを設定し、必要に応じて Lex ボットの Lex の 
Lambda 関数で上書きすることもできます。Amazon Lex では、1 つのインテントまたはボットに複数のス
ロットを設定できます。セッション属性をインテントレベルとスロットレベルに適用するように指定でき
るため、特定のタイプの入力を収集するときにのみ属性を設定するように指定できます。たとえば、アカ
ウント番号を収集する場合は、日付を収集する場合よりも長いタイムアウトを指定できます。セッション
属性キーにはワイルドカードを使用できます。

たとえば、すべてのインテントのすべてのスロットの音声タイムアウトを 4000 ミリ秒に設定するに
は、x-amz-lex:start-timeout-ms:*:*4000セッション属性名およびセッション属性値として:を使
用してセッション属性を指定できます。詳細については、Amazon Lex 開発者ガイドの「ユーザー入力を
キャプチャするためのタイムアウトの設定」を参照してください。

会話中の DTMF 入力の使用

Amazon Lex ボットは、会話中の音声入力とキーパッド入力をサポートします。ボットはキーパッド入力
を DTMF ディジットとして解釈します。入力をシャープ記号 (#) で終了し、星記号 (*) を使用して会話を
キャンセルするよう問い合わせに求めることができます。入力をシャープキーで終了するようにユーザー
に促さないと、Lex は 5 秒後にさらにキーが押されるのを待たなくなります。

請求およびサービスクォータ

AWS次の費用が請求されます。

• 通話での Amazon Chime SDK の使用状況。詳細については、「Amazon Chime SDK 料金表」を参照し
てください。

• ユーザーの音声を解釈するための Amazon Lex の使用。詳細については、「Amazon Lex ストリーミン
グ会話料金」を参照してください。

• Amazon Polly を使用してボットからのテキスト応答を合成します。詳細については、Amazon Pollyの料
金表を参照してください。

また、次のサービスクォータに注意する必要があります。

• Amazon Lex には、Lex ボット 1 台あたりの同時音声会話の最大数に関するサービスクォータがありま
す。クォータの増額については、Amazon Lex サービスチームにお問い合わせください。詳細について
は、Amazon Lex 開発者ガイドの「Amazon Lex ガイドラインとクォータ」を参照してください。

• Amazon Polly には、テキスト応答を合成するためのサービスクォータがあります。クォータの増額につ
いては、Amazon Polly サービスチームにお問い合わせください。Amazon Polly のサービスのクォータ
の詳細については、「Amazon Polly のクォータ」を参照してください。

SIP ヘッダーの使用
SIP インフラストラクチャと通話コンテキスト情報を交換するときに、AWS Lambda関数内で User-to-
User ヘッダー、Diversion ヘッダー、カスタム SIP ヘッダーを送受信できるようになりました。

• User-to-User（UUI）ヘッダーを使用してコール制御データを送信できます。このデータは、セッション
を開始するアプリケーションによって挿入され、セッションを受け入れるアプリケーションによって使
用されます。基本的な SIP 機能には使用されません。たとえば、コールセンターの UUI ヘッダーを使用
して、コールに関する情報をエージェント間で受け渡すことができます。
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• Diversion ヘッダーは、通話がどこから転送されたか、またその理由を示すために使用されます。この
ヘッダーを使用して、他の SIP エージェントからの転送情報を確認したり、渡したりできます。

• カスタム SIP ヘッダーを使用すると、必要なその他の情報を渡すことができます。たとえば、アカウン
ト ID を渡す場合は、「X-Account-Id」という名前の X ヘッダーを作成し、この情報を追加できます。

カスタム SIP ヘッダーにはプレフィックスを付ける必要がありますx-。AWS Lambdaヘッダーは関
数内で公開され、NEW_INBOUND_CALLインバウンドコール中のイベントの一部として受信されま
す。CallAndBridge (p. 205)アクションまたは CreateSipMediaApplicationCallAPI をトリガーするとき
に、これらのヘッダーをアウトバウンドコールレッグに含めることもできます。

LambdaParticipantsSipHeaders 関数のセクションにはフィールドが含まれます。このフィールド
は、カスタムヘッダーを受け取ったとき、User-to-UserDiversionまたはヘッダーを入力したときに使
用できます。

この例は、AWS Lambda 呼び出しに SIP ヘッダーが含まれている場合に予想される応答を示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Sequence": 3, 
    "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
    "ActionData": { 
        "Type":"actionType", 
        "Parameters":{ 
            // Parameters vary by actionType 
        } 
    }, 
    "CallDetails":{ 
        ..... 
        ..... 
        "Participants":[ 
            { 
                "CallId": "call-id-1", 
                "ParticipantTag": "LEG-A", 
                .....  
                "Status": "Connected" 
                "SipHeaders": { 
                    "X-Test-Value": "String", 
                    "User-to-User": 
 "616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex", 
                    "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional" 
                } 
            }, 
            { 
            "CallId": "call-id-2", 
            "ParticipantTag": "LEG-B", 
            ..... 
            "Status": "Connected" 
            } 
        ] 
    }
}

次の例は、SipHeadersパラメータのエントリが無効なため、CallAndBridge (p. 205)アクションが成功
したことを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "CallAndBridge", 
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            "Parameters":{ 
            "CallTimeoutSeconds": 30, 
            "CallerIdNumber": "e164PhoneNumber", // required 
            "RingbackTone": { // optional 
                "Type": "S3", 
                "BucketName": "s3_bucket_name", 
                "Key": "audio_file_name" 
            }, 
            "Endpoints":[ 
               { 
                    "Uri":"e164PhoneNumber", // required 
                    "BridgeEndpointType":"PSTN" // required 
               } 
            ], 
            "SipHeaders": { 
                "X-Test-Value": "String", 
                "User-to-User": 
 "616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex", 
                "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

次の例は、CallAndBridge (p. 205)SipHeaders無効なパラメータが原因で失敗したアクションを示して
います。

{ 
    "SchemaVersion":"1.0", 
    "Sequence":3, 
    "InvocationEventType":"ACTION_FAILED", 
    "ActionData":{ 
        "Type":"actionType", 
        "Parameters":{ 
            // Parameters vary by Action Type 
            "SipHeaders": { 
                "X-AMZN": "String", 
                "User-to-User": 
 "616d617a6f6e5f6368696d655f636f6e6e6563745f696e746567726174696f6e;encoding=hex", 
                "Diversion": "sip:+11234567891@public.test.com;reason=unconditional" 
             }, 
        }, 
        "ErrorType": "InvalidActionParameter", 
        "ErrorMessage": "Invalid SIP header(s) provided: X-AMZN" 
   }, 
   "CallDetails":{ 
      ..... 
      "Participants":[ 
         { 
            "CallId":"call-id-1", 
            "ParticipantTag":"LEG-A", 
            .....    
            "Status":"Connected" 
         }, 
         { 
            "CallId":"call-id-2", 
            "ParticipantTag":"LEG-B", 
            ..... 
            "Status":"Connected" 
         } 
      ] 
   }
}
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SIP ヘッダーフィールドを使用する
CreateSipMediaApplicationCallAPI をトリガーすると、SipHeadersオプションのフィールドでカスタム 
SIP ヘッダーを発信コールレッグに渡すことができます。有効なヘッダーキーには、次のいずれかを含め
る必要があります。

• x-プレフィックス
• User-to-Userヘッダー
• Diversionヘッダー

X-AMZNは予約済みヘッダーです。API 呼び出しでこのヘッダーを使用すると、失敗します。この最大長は 
2048 文字です。

次の例は、SipHeadersオプションパラメータを指定したコマンドラインインターフェイスの一般的な
CreateSipMediaApplicationCallAPI を示しています。

create-sip-media-application-call 
    --from-phone-number value // (string) 
    --to-phone-number value // (string) 
    --sip-media-application-id value // (string) 
    --sip-headers // (map)

詳細については、「SIP でのユーザ間コール制御情報の転送メカニズム」および「SIP での転送指示」を
参照してください。

通話詳細レコードの使用
Amazon Chime SDK 管理者は、通話詳細レコード (CDR) を保存するように Amazon Chime SDK 音声コネ
クタを設定できます。CDR を保存するように Amazon Chime SDK 音声コネクタを設定する方法の詳細に
ついては、Amazon Chime SDK 管理ガイドの「Amazon Chime SDK でのグローバル設定の管理」を参照
してください。

CDR を有効にすると、呼び出しのたびに SIP メディアアプリケーションが S3 バケット内の Amazon-
Chime-Smadrs という名前のフォルダにレコードを送信します。

次の表は、CDR の属性と、その適切な形式の一覧です。レコードには、すべての呼び出しについて、ここ
にリストされているすべてのフィールドが含まれています。

値 説明

"AwsAccountId":"AWS-account-ID" PSTN の使用を開始した SIPAWS メディアアプリ
ケーションに関連付けられたアカウント ID

"TransactionId":"transaction-ID" 電話のトランザクション ID

"CallId":"SIP-media-application-call-
ID"

関連する使用に関する参加者のコール ID

"VoiceConnectorId":"voice-connector-
ID"

Amazon Chime SDK Voice Connector ID UUID

"Status":"status" 通話のステータス (完了、失敗)

"BillableDurationSeconds":"billable-
duration-in-seconds"

請求可能な通話時間 (秒単位)

"SchemaVersion":"schema-version" CDR スキーマバージョン
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値 説明

"SourcePhoneNumber":"12075550155" E.164 発信元の電話番号

"DestinationPhoneNumber":"13605551214" E.164 宛先の電話番号

"UsageType":"usage-type" 価格表APIの明細項目の使用詳細

"ServiceCode":"service-code" 価格表APIのサービスのコード

"Direction":"direction" 通話の方向、OutboundまたはInbound

"TimeStampEpochSeconds":"start-time-
epochseconds"

Epoch/UNIX タイムスタンプ形式のレコードのタイ
ムスタンプ

"Region":"AWS-region" AWSAmazon Chime SDK 音声コネクタのリージョ
ン

"SipRuleId":"sip-rule-id" コールが PSTN オーディオサービスに到達したと
きにトリガーされる SIP ルールの ID

"SipApplicationId":"sip-application-
id"

通話を処理する SIP アプリケーションの ID

"CallLegTriggerType":"trigger-type" コールをトリガーしたイベントのタイプ

"BillableVoiceFocusSeconds":"billable-
voice-focus-in-seconds"

請求可能なVoice Focusの使用量（秒単位）

タイムアウトと再試行
PSTNAWS Lambda オーディオサービスは機能と同期して相互作用します。アプリケーションは、AWS 
Lambda関数が応答するまで 5 秒待ってから、呼び出しを再試行します。関数が 4 つの XX ステータス
コードのいずれかでエラーを返した場合、デフォルトでは、SIP メディアアプリケーションは呼び出しを 
1 回だけ再試行します。再試行回数がなくなると、480 Unavailable呼び出しはエラーコードで終了し
ます。AWS Lambdaエラーの詳細については、の「呼び出しに関する問題のトラブルシューティング」を
参照してくださいAWS Lambda。

デバッグとトラブルシューティング
以下の情報を使用して、Amazon Chime の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断と修正に役
立てます。

トピック
• ログの確認 (p. 262)
• 予期しないハングアップのデバッグ (p. 263)
• 予期しないACTION_FAILED イベントのデバッグ (p. 264)

ログの確認
SIP メディアアプリケーションをデバッグする場合は、CloudwatchAWS Lambda ログでアプリケーション
に関連する機能を確認してください。

次に、SIP メディアアプリケーションに関連するログを確認します。必要に応じて、SIP メディアアプリ
ケーションをロギング用に設定できます。詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「SIP 
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メディアアプリケーションの使用」を参照してください。ロギングを有効にすると、Cloudwatch の/aws/
ChimeSipMediaApplicationSipMessages/ SIP メディアアプリケーション ID ロググループでログを確認で
きます。

予期しないハングアップのデバッグ

• AWS Lambdaポリシーで voiceconnector.chime.amazonaws.comlambda:InvokeFunction のサービ
スプリンシパルにアクセス権限が付与されていることを確認してください。

• 関数のログをチェックして、AWS Lambda関数が正常に呼び出されていることを確認します。
• ログに受信イベントと返されたアクションが表示される場合は、AWS Lambda関数が呼び出されたとき

にハングアップアクションを返さないことを確認してください。
• SIP メディアアプリケーションの Cloudwatch ログを確認してください。次の表は、発生する可能性が

あるメッセージの一部を次の表に示します。

Message 解像度

AWS Lambdaクライアント操作がタイムアウトし
ました。

関数が完了するまでに20秒以上かかりました。応
答時間を 20 秒未満に短縮します。

AWS Lambda関数を呼び出すときにアクセスが拒
否されました。

AWS Lambdaこの関数には、サービス
が Amazon Chime SDK 音声コネクタ
のサービスプリンシパルにアクセスす
ることを許可するポリシーはありませ
ん。voiceconnector.chime.amazonaws.comlambda:InvokeFunctionAWS 
Lambda にポリシーで許可を与えてください。

AWS Lambdaこの機能はスロットルされました。 AWS Lambda関数がスロットリングされたた
め、オーディオサービスは関数を呼び出すこと
ができませんでした。詳細については、https://
aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-
center/lambda-troubleshoot-throttling/を参照して
ください。

アクションリストの読み取り中にエラーが発生し
ました。

PSTN Audio サービスは、AWS Lambda関数に
よって返されたアクションを解析できませんでし
た。ACTION_FAILEDログにイベントがないか確
認し、失敗したアクションのドキュメントを参照
して、正しくコーディングされていることを確認
します。

呼び出しリクエストのスキーマバージョンが、応
答のスキーマバージョンと一致しません。

ログをチェックして、リクエストとレスポンスが
同じスキーマバージョンを使用していることを確
認してください。

サポートされていないアクション名が指定されま
した

AWS Lambdaこの関数は、PSTN Audio サービス
が認識しなかったアクションを返しました。アク
ションのスペルが正しいことを確認し、アクショ
ンのマニュアルを参照してください。

アクションリストが空です。 NEW_INCOMING_CALLイベントへの応答は何のア
クションも返しませんでした。そのイベントに応
じてアクションを返します。

レスポンスに指定されているアクションが多すぎ
ます。

AWS Lambda呼び出しに対して返されたアクショ
ンが 10 件を超えました。10 個以下のアクション
を返します。

263

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/ag/use-sip-apps.html
http://voiceconnector.chime.amazonaws.com/
http://voiceconnector.chime.amazonaws.com/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-troubleshoot-throttling/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-troubleshoot-throttling/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-troubleshoot-throttling/


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
デバッグとトラブルシューティング

Message 解像度

レスポンスが空白または空です NULL または空の文字列が返されまし
た。SchemaVersionレスポンスオブジェクトに
少なくともフィールドが含まれていることを確認
してください。

予期しないACTION_FAILED イベントのデバッグ
ACTION_FAILED予期しないイベントが発生した場合は、次のチェックを行います。

アクション エラータイプ エラーメッセージ 解像度

CallAndBridge (p. 205)、PlayAudio (p. 220)、
および
PlayAudioAndGetDigits (p. 224)

InvalidAudioSource S3 バケットまたはオー
ディオファイルにアクセ
スできません。

• S3 バケットが SIP メ
ディアアプリケーショ
ンと同じAWSアカウ
ントにあることを確認
してください。

• S3 バケットが
voiceconnector.chime.amazonaws.coms3:GetObject
サービスプリンシパル
にアクセス許可を与え
ていることを確認して
ください。

PlayAudio (p. 220), 
および
PlayAudioAndGetDigits (p. 224)

InvalidAudioSource オーディオソースパラ
メータの値が無効です。

• S3Type などの有効な
ものを使用してくださ
い。

• S3 バケットが
voiceconnector.chime.amazonaws.coms3:GetObject
サービスプリンシパル
にアクセス権限を付与
していることを確認し
てください。

• BucketNameフィール
ドが NULL または空で
ないことを確認してく
ださい。

• Keyフィールドが 
NULL または空でない
ことを確認してくださ
い。

CallAndBridge (p. 205) InvalidAudioSource 着信音パラメータの値が
無効です。

• などType、必ず有効
なものを使用してくだ
さいS3。

• BucketNameフィール
ドが NULL または空で
ないことを確認してく
ださい。

• Keyフィールドが 
NULL または空でない
ことを確認してくださ
い。
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アクション エラータイプ エラーメッセージ 解像度

InvalidActionParameter指定されたエンドポイン
トの数が無効です。

エンドポイントが NULL 
または 0 ではなく、1 以
下であることを確認しま
す。

InvalidActionParameterエンドポイントパラメー
タが無効です。

• エンドポイント URI 
値が提供されているこ
とを確認します。

• エンドポイントタイ
プが PSTN の場合
は、Uri フィールドに
入力された電話番号が
有効な E.164 電話番号
であることを確認して
ください。

• エンドポイントタイ
プが PSTN の場合
は、ARN フィールド
が設定されていない
か、NULL に設定され
ていることを確認して
ください。

InvalidActionParameter発信者 ID が無効です。 CallerIdフィールドに
は、有効な E.164 形式の
電話番号を入力します。

InvalidActionParameter発信者 ID が定義されて
いません。

CallerIdフィールドに
は、有効な E.164 形式の
電話番号を入力します。

InvalidActionParameterMaxCallTimeoutパラ
メータが無効です。タイ
ムアウトは 0～120 秒の
間で指定してください。

MaxCallTimeoutこの
間隔は 0～120 秒の値で
指定してください。

InvalidActionParameter入力された発信者ID番号
は無効です。AWS番号
はこのアカウントが所有
しているか、From LEG-
Aの番号でなければなり
ません。

• CallerId番号がプ
ロビジョニングさ
れ、SIPAWS メディア
アプリケーションと同
じアカウントに関連付
けられていることを確
認してください。

• 番号がアカウントに関
連付けられていない場
合は、From LEG-Aの
フィールドの番号と一
致する必要がありま
す。
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アクション エラータイプ エラーメッセージ 解像度

InvalidActionParameter.指定された SIP ヘッダー
が無効です:{Header}。

• 内部のカスタ
ムヘッダー (x-
vine、、、x-amznx-
vcx-canary、)x-
voice をすべて削除
します。

• カスタムヘッダーは必
ずで始まってくださ
いx-。また、user-
to-userまたはに設
定することもできま
すdiversion。

JoinChimeMeeting (p. 214)InvalidActionParameter.JoinToken パラメータの
値が無効です。

• ミーティング参加トー
クンが正しいことを確
認します。

• トークンが関連付けら
れている参加者がまだ
会議の有効な参加者で
あることを確認しま
す。

• 会議がまだ存在するこ
とを確認してくださ
い。

InvalidActionParameterOperationModifyChimeMeetingAttendeesア
クションのフィールドの
値が無効です。

サービスがミュート操作
とミュート解除操作をサ
ポートしていることを確
認します。

InvalidActionParameterミーティング ID パラ
メータが無効です。

ミーティング ID が正し
いことを確認してくださ
い。

InvalidActionParameter参加者リストのパラメー
タが無効です。

出席者を指定しなかった
か、出席者が 100 人を
超えました。参加者は1
～100 の範囲で指定して
ください。

ModifyChimeMeetingAttendee 
(オーディオのミュー
トとミュート解
除) (p. 216)

InvalidActionParameter1 人以上の出席者がこの
会議に参加していませ
ん。参加者はこの会議に
出席しなければなりませ
ん。

アクションで指定された
出席者の 1 人が、指定さ
れた会議の有効な参加者
ではありません。会議に
出席していない参加者は
無効です。

[Pause] (一時停
止) (p. 219)

InvalidActionParameterDurationパラメータが
無効です。

一時停止時間を 100 か
ら 30000 までの間で設
定します。
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アクション エラータイプ エラーメッセージ 解像度

InvalidActionParameterMaxNumberOfDigitsパ
ラメータが無効です。

0 から 
128MaxNumberOfDigits
の間
で、MinNumberOfDigits/
より大きいことを確認し
てください

InvalidActionParameterRepeatDurationInMillisecondsパ
ラメータが無効です。

RepeatDurationInMilliseconds値
が正であることを確認し
てください。

PlayAudioAndGetDigits (p. 224)

InvalidActionParameterInputDigitsRegexパ
ラメータが無効です。

InputDigitsRegexが
有効な正規表現パターン
であることを確認してく
ださい。

InvalidActionParameterInBetweenDigitsDurationInMillisecondsパ
ラメータが無効です。

この値は 0 より大きいこ
とを確認してください。

InvalidActionParameterFlushDigitsDurationInMillisecondsパ
ラメータが無効です。

FlushDigitsDurationInMillisecondsこ
の間隔
は、InBetweenDigitsDurationInMillisecondsこ
の間隔以
下。InBetweenDigitsDurationInMilliseconds間
隔を間隔より
も大きくしま
す。FlushDigitsDurationInMilliseconds

ReceiveDigits (p. 230)

InvalidActionParameterInputDigitsRegexパ
ラメータが無効です。

値が空または null でな
いことを確認してくださ
い。

InvalidActionParameterRecordingDestinationパ
ラメータが無効です。

• Typeフィールドが有
効であること (S3 な
ど) を確認します。

• BucketNameフィール
ドが空でも NULL で
もないことを確認しま
す。

• プレフィックスが有効
な文字で構成されてい
ることを確認します。

• プレフィックスが 979 
バイト以下であること
を確認します。

InvalidActionParameterDurationInSecondsパ
ラメータが無効です。

DurationInSecondsnull 
ではなく、0 より大きい
必要があります。

RecordAudio (p. 231)

InvalidActionParameterSilenceThresholdパ
ラメータが無効です。

SilenceThresholdnull 
ではなく、1～1000 の範
囲で指定してください。
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アクション エラータイプ エラーメッセージ 解像度

InvalidActionParameterSilenceDurationInSecondsパ
ラメータが無効です。

SilenceDurationInSecondsnull 
ではなく、0 より大きい
必要があります。

InvalidActionParameterS3 バケットへの録音の
アップロード中にエラー
が発生しました。

• S3 バケットが SIP メ
ディアアプリケーショ
ンと同じAWSアカウ
ントにあることを確認
してください。

• S3 バケットに
voiceconnector.chime.amazonaws.coms:PutObject:PutObjectAcl
サービスプリンシパル
に使用する権限が付与
されていることを確認
してください。

InvalidActionParameter録音トラックが無効
です。[INCOMING]、
[OUTGOING]、または 
[BOTH] を選択します。

Track パラメータを
INCOMING、OUTGOING、
または BOTH に設定しま
す。

StartCallRecording

InvalidActionParameterDestinationパラメー
タが無効です。

• Typeフィールドに S3 
などの有効な値が含ま
れていることを確認し
ます。

• Locationフィールド
が NULL または空でな
いことを確認してくだ
さい。

VoiceFocus (p. 268) MissingRequiredActionParameter必須のアクションパラ
メータがありません。

Enableパラメータに有
効な boolean 値を指定し
ます。

VoiceFocus
公衆交換電話ネットワーク (PSTN) 通話のインバウンドコールとアウトバウンドコールレッグに Amazon 
Voice Focus ノイズ抑制を適用できます。Amazon Voice Focus を適用すると、人間の発話に影響を与えず
に周囲の雑音を低減できます。これにより、現在のスピーカーが聞きやすくなります。

インバウンドコールレッグを作成するには、AWS LambdaNewInboundCallイベントを含む関数を呼び
出す SIP ルールを使用します。アウトバウンドコールレッグは、CallAndBridge (p. 205)アクションを使
用するか、CreateSIPMediaApplicationCall API オペレーションを使用して作成できます。Amazon Voice 
Focus の詳細については、「Amazon Chime SDK のノイズキャンセリングの仕組み」を参照してくださ
い。

Amazon Voice Focus は、次のような会話以外の不要なノイズを低減します。

• 環境ノイズ — 風、換気扇、流水
• バックグラウンドノイズ-芝刈り機、犬の鳴き声
• フォアグラウンドノイズ — タイピング、paper シャッフル
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Note

Amazon Voice Focus を使用すると、各コールレッグのアクティブコール分数と SIP メディアア
プリケーションの使用時間 1AWS 分ごとに請求されます。

この例は、VoiceFocus典型的なアクションを示しています。

{ 
    "SchemaVersion": "1.0", 
    "Actions":[ 
        { 
            "Type": "VoiceFocus", 
            "Parameters": { 
                "Enable": True|False,            // required 
                "CallId": "call-id-1",           // required     
            } 
        } 
    ]
}

有効

説明 — Amazon ボイスフォーカスを有効または無効にします

許容値 —True |False

必須 – はい

デフォルト値 – なし
CallId

説明 – AWS Lambda 関数呼び出しの CallDetails における、参加者の CallId

使用できる値 – 有効な通話 ID

必須 – はい

デフォルト値 – なし

この例は、ACTION_SUCCESSFULVoiceFocusアクションが成功したイベントを示しています。

{ 
   "SchemaVersion": "1.0", 
   "Sequence": 3, 
   "InvocationEventType": "ACTION_SUCCESSFUL", 
   "ActionData": { 
      "Type": "VoiceFocus", 
      "Parameters": { 
         "Enable": True, 
         "CallId": "call-id-1" 
      } 
   }, 
   "CallDetails":{ 
      ..... 
      ..... 
      "Participants":[ 
         { 
            "CallId": "call-id-of-caller", 
            .....    
            "Status": "Connected" 
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         }, 
         { 
            "CallId": "call-id-of-callee", 
            ..... 
            "Status": "Connected" 
         } 
      ] 
   }
}

この例は、ACTION_FAILEDVoiceFocusアクションに対する一般的なイベントを示しています。

{ 
   "SchemaVersion": "1.0", 
   "Sequence":2, 
   "InvocationEventType": "ACTION_FAILED", 
      "ActionData":{ 
      "Type": "VoiceFocus", 
      "Parameters": { 
         "Enable": True, 
         "CallId": "call-id-1" 
      } 
      }, 
      "ErrorType": "SystemException", 
      "ErrorMessage": "System error while running action" 
   }, 
   "CallDetails":{ 
      ..... 
      ..... 
      "Participants":[ 
         { 
            "CallId": "call-id-of-caller", 
            .....    
         } 
      ] 
   }
}

エラー処理

セキュリティ上の理由から、PSTN 音声アクションでは、カスタマーアカウント (CPS) ごとに 1 秒あたり 
5 件のコールリクエストに制限されています。コールリクエストが 5 CPS の制限を超えると、アクション
はエラーメッセージを返します。このテーブルは、VoiceFocusアクションから返されたエラーメッセー
ジを示しています。

エラー Message 理由

ActionExecutionThrottled アクションを実行できませんで
した。1 秒あたりのアクションの
最大数に達しました。

1 秒あたりの Voice Focus アク
ションリクエストの数がシステ
ム制限を超えました。

MissingRequiredActionParameter必要なアクションパラメータが
ありません。

アクションの実行中に、いずれ
かの必須パラメーターが説明し
ます。

SystemException アクションの実行中にシステム
エラーが発生しました。

アクションの実行中に、システ
ムエラーが発生しました。

コールフロー
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この図は、2 つの PSTNCallAndBridge コール間のアクションで Amazon Voice Focus を有効または無
効にするコールフローを示しています。

PSTN オーディオサービス用語集
| A (p. 272) | C (p. 272) | E (p. 272) | I (p. 273) | L (p. 273) | M (p. 273) | N (p. 273) |
O (p. 273) | P (p. 273) | S (p. 274) | T (p. 275) | V (p. 275) |
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A
アクション

AWS Lambdaアクションとは、数字の送受信や会議への参加など、電話のレッグで実行する項目のこ
とです。PSTN オーディオサービスでサポートされるアクションの詳細については、を参照してくだ
さいPSTN オーディオサービスでサポートされるアクション (p. 186)。

AWS Lambda

サーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもほぼすべてのタイプのアプリケーションやバック
エンドサービスのコードを実行できるコンピューティングサービスです。

AWS Lambda 関数

PSTN Audio サービスのコンテキストでは、発信コールの発信など、SIP メディアアプリケーション
から渡されるデータに応答して実行される関数です。

C
通話詳細記録

アカウント ID、発信元の電話番号、宛先の国などの Amazon Chime SDK 音声コネクタ呼び出しか
らのデータ。レコードは、アカウントの Amazon Simple Storage Service (S3) バケットに保存され
ます。詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK でのグローバ
ル設定の管理」を参照してください。レコードスキーマの詳細については、通話詳細レコードの使
用 (p. 261)このガイドのを参照してください。

コール ID

すべての着信コールのレッグに割り当てられる ID。
コールレッグ

電話のレッグです。Amazon Chime SDK アプリケーションでは、有効な電話番号、PSTN、または 
Amazon Chime SDK 音声コネクタから電話をかけることができます。詳細については、このガイドの
「PSTN オーディオサービスのコールレッグの使用について (p. 149)」を参照してください。

Carrier

モバイルサービスを提供する会社。ワイヤレスキャリアの略です。
Amazon Chime

が提供するユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーションサービスAWS。
Amazon Chime SDK

開発者がカスタムコミュニケーションアプリケーションにリアルタイムメディアとコミュニケーショ
ンを追加するために使用するソフトウェア開発キットです。

E
E.164

PSTN オーディオサービスで唯一受け入れられている電話番号の形式です。ITU-T の推奨では、
番号には 1 ～ 3 桁の国コードを使用し、その後に最大 12 桁の加入者番号を付けます。例:米
国:+14155552671, 英国:+442071838750 44, オーストラリア:+61285993444.

エンドポイント

電話やユニファイドコミュニケーションアプリケーションなどのハードウェアデバイスまたはソフト
ウェアサービス。
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EventBridge

アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続できるようにするサーバーレスのイベント
バスサービスです。

Note

SIP メディアアプリケーションはにデータを送信しません EventBridge。詳細については、
『Amazon Chime SDK 管理者ガイド』の「Amazon Chime SDK を自動化する」を参照して
ください。 EventBridge

I
IVR

インタラクティブな音声応答。音声認識またはタッチトーンキーパッドを使用して、コンピューター
操作の電話システムを操作できるようにするシステム。

L
脚

Call leg を参照してください。

M
メディア

Amazon Chime SDK 会議中に使用できるオーディオ、ビデオ、またはチャットのメッセージです。カ
スタム通信アプリケーションには、各メディアタイプを 1 つ以上含めることができます。

メディアパイプライン

Amazon Chime SDK ミーティング中にオーディオ、ビデオ、メッセージ、およびイベントをストリー
ミングおよびキャプチャするためのメカニズム。詳細については、このガイドの「Amazon Chime 
SDK メディアパイプラインの作成 (p. 39)」を参照してください。

N
数字ポータビリティ

電話会社またはユニファイドコミュニケーションシステム間で電話番号を移動する機能。

O
発信

PSTN からコールを受信し、そのコールを VoIP エンドポイントに渡すプロセス。

P
参加者タグ

各通話参加者に割り当てられた識別子、LEG-AまたはLEG-B。
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ポリシー

Amazon Chime SDK には、次の種類のポリシーが必要です。
• IAM ユーザーポリシー — Identity and Access Management ユーザーの権限を定義するポリシー。
• 会議ポリシー — 会議中に画面を共有するときに、あるユーザーが別のユーザーのコンピューターを

制御できるようにし、会議の参加者が Amazon Chime SDK から電話を受けることで会議に参加で
きるようにするポリシー。

PSTN

公衆交換電話網。通話機能を提供するインフラストラクチャとサービス。
PSTN オーディオサービス

開発者がコミュニケーションソリューションにオーディオ機能を追加できるようにする Amazon 
Chime SDK サービスです。

R
ルーティング

Amazon Chime SDK を使用して作成されたアプリは、1 つ以上のタイプのルーティングを使用しま
す。
• ネットワークルーティング — ネットワーク内、または複数のネットワーク間またはネットワーク間

のトラフィックのパスを選択するプロセス。
• インタラクションルーティング — コールが正しい受信者またはエンドポイントに確実に届くように

するプロセス。
• コールルーティング — 着信コールをキューに入れ、定義済みの受信者またはエンドポイントに配信

するコール管理機能。

S
SBC

セッションボーダーコントローラー。SIP ベースのボイスオーバーインターネットプロトコル
（VoIP）ネットワークを保護するために導入されたネットワーク要素。

[Sequence] (シーケンス)

AWS Lambda関数を呼び出すイベントのシーケンス。呼び出し中に関数が呼び出されるたびに、シー
ケンスがインクリメントされます。

サービス制限/サービスクォータ

Amazon Chime SDK で許可されるミーティング、オーディオストリーム、コンテンツ共有などのリ
ソースの最大数詳細については、Audioこのガイドのを参照してください。

SIP

セッション開始プロトコルは、音声、ビデオ、およびメッセージングアプリケーションを任意に組み
合わせたリアルタイムセッションを開始、維持、および終了するために使用されるシグナリングプロ
トコルです。詳細については、「SIP: セッション開始プロトコル」を参照してください。

SIP ヘッダー

コール制御データと、ユーザーアカウント IDAWS Lambda などの他のデータを含む関数内のパラ
メータ。
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SIP メディアアプリケーション

SIPAWS Lambda ルールからターゲット関数に値を渡す管理対象オブジェクト。開発者は
CreateSipMediaApplicationAPI を呼び出して SIP メディアアプリケーションを作成できますが、その
ためには管理者権限が必要です。

SIP ルール

Amazon Chime SDK 音声コネクタ URI の電話番号を対象の SIP メディアアプリケーションに渡す管
理対象オブジェクト。

SIP トランク

Amazon Chime SDK Voice Connector を参照してください。
SMA

SIP メディアアプリケーションのことです。
サムキッド

SIP メディアアプリケーションのことです。

T
電話会社

電気通信サービスプロバイダー。
終了

通話を終了するプロセス。
トランザクション

1 つ以上のコールレッグを含むコール。詳細については、このガイドの「PSTN オーディオサービス
のコールレッグの使用について (p. 149)」を参照してください。

トランザクション ID

複数のコールレッグを含むトランザクションの ID。詳細については、このガイドの「PSTN オーディ
オサービスのコールレッグの使用について (p. 149)」を参照してください。

V
Amazon Chime SDK 音声コネクタ

電話システムにセッション開始プロトコル (SIP) 追跡サービスを提供するオブジェクトです。管理者
は Amazon Chime SDK 管理コンソールを使用して音声コネクタを作成および管理します。詳細につ
いては、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタの管理」を参照し
てください。

Amazon Chime SDK Voice Connector グループ

AWS異なる地域の複数の音声コネクタを含むラッパー。グループを使用すると、着信コールをリー
ジョン間でフェールオーバーできるため、フォールトトレラントなメカニズムが構築されます。詳細
については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタグループの管
理」を参照してください。
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Amazon Chime SDK 呼び出し分析の
使用

Amazon Chime SDK のコール分析は、開発者がオーディオの取り込み、分析、アラート、データレイク統
合など、リアルタイムオーディオから費用対効果の高いインサイトを生成するためのローコードソリュー
ションを提供します。通話分析では、Amazon Transcribe 分析をネイティブに利用して、Amazon Chime 
SDK の音声分析をネイティブに利用して、分析情報を得ることができます。通話分析では、Amazon S3 
バケットへの通話も記録できます。

Note

通話分析機能は、Amazon Chime SDK メディアパイプラインと Amazon Chime SDK Voice 名前
空間の一連の API によって有効化されます。Amazon Chime SDK メディアパイプライン名前空間
では、メディアインサイトパイプライン設定およびメディアインサイトパイプラインと呼ばれる
リソースを作成できます。

トピック
• コール分析の概念と用語 (p. 276)
• アナリティクスリージョンとリソースクォータ (p. 277)
• 通話分析ワークフローの使用 (p. 278)
• コール分析プロセッサとシンク (p. 292)
• EventBridge 通知を使用する (p. 302)
• Amazon Chime SDK データレイクを作成する (p. 305)
• Amazon QuickSight ダッシュボードの設定 (p. 309)
• コール分析データモデル (p. 313)
• Amazon Chime SDK のVoice Analytics の使用 (p. 332)

コール分析の概念と用語
Amazon Chime SDK コール分析の使用方法を理解するために重要な用語と概念を、以下に示します。

Note

通話分析機能は、Amazon Chime SDK メディアパイプラインと Amazon Chime SDK Voice 名前
空間の一連の API によって有効化されます。Amazon Chime SDK メディアパイプライン名前空間
では、メディアインサイトパイプライン設定およびメディアインサイトパイプラインと呼ばれる
リソースを作成できます。

メディアインサイトパイプライン設定要素

メディア (プロセッサエレメント) を処理したり、生成されたインサイトを提供したり (シンクエレメ
ント) したりするための命令が含まれます。

メディアインサイトパイプラインの設定

メディアインサイトパイプラインの作成に使用される静的設定。1 つの設定を使用して、1 つ以上の
パイプラインをインスタンス化できます。
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メディアインサイトパイプライン

コール分析パイプラインの設定とランタイムパラメータを使用して作成されるMediaPipelineId、
ユニークで識別されるエフェメラルリソース。一般に、ランタイムパラメータはパイプラインのデー
タのソースを指定するために使用されます。

スピーカー検索

通話参加者を特定できる音声分析機能。
Voice 分析

スピーカー検索と声調分析を含む Amazon Chime SDK の機能です。
Voice エンベディング

発信者の声のベクターマップと固有の ID。
Voice プロファイル

音声埋め込み、その ID、および有効期限の組み合わせ。
Voice ドメインドメイン Do

音声プロフィールのコレクション。デフォルトでは、3 つの音声プロファイルドメインを作成し、各
ドメインに 20,000 の音声プロファイルを追加できます。必要に応じて、サービスクォータの増額をリ
クエストすることで両方の制限を調整できます。

Voice Transcribe 分析

発信者の声、positivenegative、neutralまたは感情を分析できる音声分析機能。

メディアインサイト設定とパイプラインを作成および使用するための API の詳細については、「Amazon 
Chime SDK メディアパイプライン」を参照してください。音声分析 API の詳細については、「Amazon 
Chime SDK ボイス」を参照してください。

アナリティクスリージョンとリソースクォータ
Amazon Chime SDK の通話分析は、次のリージョンで利用できます。

AWS リージョン Amazon Chime SDK コールアナリティクス

米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) はい

米国西部 (オレゴン) (us-west-2) はい

Amazon Chime SDK の通話分析と音声分析には次のクォータがあります。

リソース デフォルトの制限 調整可能

地域ごとのメディアインサイト
パイプラインの設定

20 はい

地域ごとのアクティブメディア
インサイトパイプライン

20 はい

地域ごとの音声プロファイルド
メイン

3 はい
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リソース デフォルトの制限 調整可能

音声プロファイルドメインごと
の音声プロファイル

20,000 はい

地域ごとのアクティブスピー
カー検索タスク

25 はい

地域ごとのアクティブボイス
トーン分析タスク

25 はい

地域ごとの音声分析によるアク
ティブボイスコネクターコール

25 はい

トランザクションIDごとのVoice 
Connectorコールごとのアクティ
ブスピーカー検索タスク

1 いいえ

トランザクションIDごとのVoice 
Connectorコールごとのアクティ
ブボイストーン分析タスク

1 いいえ

音声プロファイルドメインあた
りの同時APIコールの最大数

1 はい

音声プロファイルあたりの同時
APIコールの最大数

0 はい

スピーカー検索タスクあたりの
同時API呼び出しの最大数

0 はい

ボイストーン分析タスクあたり
の同時APIコールの最大数

1 はい

API レートとクォータの詳細については、『AWS一般リファレンス』の「Amazon Chime SDK エンドポイ
ントとクォータ」を参照してください。

Note

いずれかのリージョンのクォータを超えると、「リソース制限超過」例外が表示されます。AWS
コンソールのService Quotas ページを使用して増額をリクエストするか、カスタマーサポート担
当者に問い合わせることができます。
コール分析 API のいくつかは、AWS他のサービスのリソースと API リクエストを作成します。こ
れらの追加はアカウントのクォータにカウントされます。 transactions-per-second 通話分析から
割り当てや増加をリクエストする場合は、AWSそれらの他のサービスの増加もリクエストする必
要があります。そうしないと、リクエストが制限されて失敗する可能性があります。

通話分析ワークフローの使用
Amazon Chime SDK Voice Connector またはAWS SDK を使用して通話分析を開始できます。ただし、ど
ちらのワークフローを使用する場合でも、通話分析パイプラインのライフサイクルを理解する必要があり
ます。

目次
• 通話分析パイプラインのライフサイクル (p. 279)

• 設定の使用 (p. 279)
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• パイプラインの使用 (p. 279)
• 分析パイプラインの一時停止と再開 (p. 280)

• パイプライン作成ワークフローの使用 (p. 280)
• ワークフロー 1: 音声コネクタが通話分析を開始する (p. 281)
• ワークフロー 2: Voice Connector で通話分析の使用方法をカスタマイズする (p. 282)

• Voice Connector ストリーミングイベントによる Lambda Voice Connector ストリー
ミングイベントの例 (p. 283)

• S3 への録音用サンプルコール分析 Lambda (p. 285)
• ワークフロー 3: カスタム Kinesis ビデオストリームプロデューサーでの通話分析の使

用 (p. 287)
• コール分析リソースアクセスロール (p. 288)

通話分析パイプラインのライフサイクル
通話分析パイプラインは、通話分析パイプラインの 1 つ以上のインスタンスを作成するための情報を含む
構成から始まります。Amazon Chime SDK コンソールまたは通話分析 API を使用して設定を作成できま
す。次に、設定を使用して呼び出しが発生したときにパイプラインを作成します。次に、パイプラインは
設定で指定されたとおりにコールデータを処理します。通話が終了すると、パイプラインを手動または自
動で停止できます。必要に応じて、通話データを Amazon S3 バケットに保存して、通話後の分析を行う
ことができます。

以下のセクションでは、パイプラインのライフサイクルについて詳細に説明します。

設定の使用
すべてのメディアインサイトパイプラインは、メディアインサイトパイプラインの 1 つ以上のインスタン
スを作成するための情報を含む構成から始まります。 CreateMediaInsightsPipelineConfigurationAPIAWS 
またはコンソールを使用して構成を作成できます。

、、DeleteMediaInsightsPipelineConfigurationAPI を使用して設定名または ARNIdentifier をフィール
ドに渡すことでGetMediaInsightsPipelineConfigurationUpdateMediaInsightsPipelineConfiguration、設定の
読み取り、更新、削除を行うこともできます。

ListMediaInsightsPipelineConfigurationsAPI を呼び出すことで構成を一覧表示できます。

Note

1 つ以上の Voice Connector が使用している間は、メディアインサイトのパイプライン設定を削
除できません。

メディアインサイトのパイプライン設定では、IAM ロールを指定する必要があります。Amazon Chime 
SDKAWS メディアパイプラインサービスはそのロールを使用してユーザーに代わってサービスを呼び出し
ます。AWSコンソールを使用して構成を作成する場合、ワークフローに従って必要な権限を持つロールを
作成します。ロールの作成の詳細については、「コール分析リソースアクセスロール (p. 288)」を参照し
てください。

AWSリソースアクセスロールが使用するサービスは、AWSアカウントのサービスとリソースクォータも使
用します。これらのサービスの料金は、アカウントに直接請求されます。

パイプラインの使用
設定を作成したら、次のパイプライン作成ワークフローを使用できます。セットアップとカスタマイズの
しやすさのバランスが取れています。
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• ワークフロー 1: 音声コネクタが通話分析を開始します。
• ワークフロー 2: Voice Connector で通話分析の使用方法をカスタマイズする。
• ワークフロー 3: カスタム Kinesis ビデオストリームプロデューサーで通話分析を使用する。

これらのワークフローの詳細については、「」を参照してくださいパイプライン作成ワークフローの使
用 (p. 280)。を参照してください。

、および DeleteMediaPipelineAPI を呼び出すことで、メディアインサイトパイプラインの読み取り
GetMediaPipeline、一覧表示 ListMediaPipelines、削除を行うことができます。

次のいずれかの条件が満たされると、メディアインサイトパイプラインは停止します。

• いずれの Kinesis ビデオストリームも、15 秒間、InProgressパイプラインに新しいフラグメントを送
信しません。

• DeleteMediaPipelineAPI が呼び出されます。
• メディアインサイトパイプラインは 8 時間以上前に作成されました。システムはパイプラインを自動的

に停止します。
• メディアインサイトパイプラインが 2 時間以上停止しています。システムはパイプラインを自動的に停

止します。

分析パイプラインの一時停止と再開
メディアインサイトパイプラインを一時停止して再開するには、PauseResumeまたはアクションで
UpdateMediaInsightsPipelineStatusAPI を呼び出します。そのためには、パイプラインの ID または 
ARNIdentifier をフィールドに渡します。

一時停止している間、パイプラインはプロセッサへのメディアの送信とシンクへのデータの書き込みを停
止します。Resumeパイプラインを作成すると、サービスはストリームで使用可能な最新のチャンクを送信
します。メディアインサイトパイプラインは、2 時間以上一時停止すると自動的に停止します。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• EventBridge 通知を使用する (p. 302).
• StartSelectorType.NOW は Amazon Kinesis Video Streams 開発者ガイドに記載されています。
• Amazon Transcribe 呼び出し分析プロセッサ Amazon Transcribe 呼び出し (p. 293).

Note

パイプラインが一時停止している間は、コール分析の使用量に応じて請求されます。ただ
し、Amazon Transcribe や Amazon Kinesis など、AWSリソースアクセスロールを介してアクセ
スされたサービスについては請求されません。

Warning

UpdateMediaInsightsPipelineStatusこの API は音声分析プロセッサには影響しません。

パイプライン作成ワークフローの使用
設定を作成したら、次のパイプライン作成ワークフローを使用できます。セットアップとカスタマイズの
しやすさのバランスが取れています。

• ワークフロー 1: 音声コネクタを使用してパイプラインを自動的に作成する。以下の条件に該当する場合
は、ワークフロー 1 を使用します。
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• 迅速で便利なセットアップが必要です。
• また、すでに音声コネクタを使用するワークフローがあります。
• また、きめ細かく制御する必要がないため、同じ設定を使用して Voice Connector コールごとにコー

ル分析セッションを開始できます。
• または、Amazon Chime SDK の音声分析を使用する必要があります。

詳細については、「ワークフロー 1: 音声コネクタが通話分析を開始する (p. 281)」を参照してくださ
い。

• ワークフロー 2: CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出す。Voice Connector を使用しているがロ
ジックをきめ細かく制御する必要がある場合や、S3 バケットへの通話を録音する必要がある場合は、
ワークフロー 2 を使用してください。詳細については、「ワークフロー 2: Voice Connector で通話分析
の使用方法をカスタマイズする (p. 282)」を参照してください。

• ワークフロー 3: カスタム Kinesis ビデオストリームプロデューサーで通話分析を使用する。Voice 
Connectorを使用していないが通話分析を使用したい場合は、ワークフロー3を使用してください。詳
細については、「ワークフロー 3: カスタム Kinesis ビデオストリームプロデューサーでの通話分析の使
用 (p. 287)」を参照してください。

ワークフロー 1: 音声コネクタが通話分析を開始する
次の図表は、Voice Connector が通話分析セッションを開始したときのデータフローを示しています。図
中の数字は、以下の番号の付いたテキストに対応しています。

以下の図表表表表表では、

1. Amazon Chime SDK コンソールまたは CreateMediaInsightsPipelineConfigurationAPI を使用して、メ
ディアインサイトパイプライン設定を作成します。

2. Amazon Chime SDK コンソールまたは PutVoiceConnectorStreamingConfigurationAPI を使用して、設
定を音声コネクタに関連付けます。

3. Voice Connector は、進行中の通話から参加者の音声を受信します。
4. 音声コネクタは CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出します。
5. メディアパイプラインサービスはイベントをに送信します EventBridge。
6. メディアパイプラインサービスは、1 つ以上のプロセッサ要素を呼び出します。
7. メディアパイプラインサービスは、出力データを 1 つ以上のシンクエレメントに送信します。
8. 音声分析プロセスを選択した場合、StartSpeakerSearchTaskまたは StartVoiceToneAnalyisTaskAPI を

呼び出すことで音声分析を開始します。
9. UpdateMediaInsightsPipelineStatusAPI を呼び出すことで、通話分析セッションを一時停止または再開

できます。
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このオプションを使用するには、既存のメディアインサイトパイプライン設定を取得
し、PutVoiceConnectorStreamingConfigurationAPI を呼び出して Voice Connector に関連付けま
す。Amazon Chime SDK コンソールでこれを行うこともできます。詳細については、Amazon Chime SDK 
管理者ガイドの「音声分析を使用するように音声コネクタを設定する」を参照してください。

また、Voice Connector のストリーミングを有効にする必要があります。詳細については、Amazon Chime 
SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタメディアを KKinesis Video Streams にストリー
ミングする」を参照してください。

時間、日、または年のデータを保存できます。データ保持なしを選択した場合、データは即時利用にのみ
使用できます。コストは、使用する帯域幅と総ストレージ容量によって異なります。データ保持は、Voice 
Connectorのストリーミング設定でいつでも変更できます。通話分析記録を使用するには、データ保持期
間を指定して、Kinesis Video Stream がデータを保持していることを確認する必要があります。

メディアインサイトのパイプライン設定は、必要な数の Voice Connector に関連付けること
ができます。ボイスコネクタごとに異なる設定を作成することもできます。Voice Connector 
は、AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnectorトランザクション ID ごとに 1 回、を使用し
てユーザーに代わって CreateMediaInsightsPipelineConfigurationAPI を呼び出します。ロールの詳細につ
いては、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタ用の Amazon Chime 
SDK サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

ワークフロー 2: Voice Connector で通話分析の使用方法をカスタ
マイズする
次の図は、Voice Connectorで通話分析を使用する場合に、より詳細な制御を実装する方法を示していま
す。図の数字は、以下のテキストの数字に対応しています。

画像では:

1. AWSコンソールまたは CreateMediaInsightsPipelineConfigurationAPI を使用して、メディアインサイト
のパイプライン設定を作成します。

2. Voice Connector は、進行中の通話から参加者の音声を受信します。
3. 音声コネクタはイベントを送信します EventBridge
4. アプリケーションは EventBridge Target EventBridge 経由でサブスクライブされています
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5. アプリケーションが CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出します
6. メディアパイプラインサービスはイベントを送信します EventBridge
7. メディアパイプラインサービスは、1 つ以上のプロセッサ要素を呼び出します。
8. メディアパイプラインサービスは、出力データを 1 つ以上のシンクエレメントに送信します。
9. UpdateMediaInsightsPipelineStatusAPI を呼び出すことで、通話分析セッションを一時停止または再開

できます。

このオプションを使用して音声コネクタからの通話を処理するには、 EventBridge 音声コネクタが公開す
るイベントのターゲットを作成する必要があります。詳細については、『Amazon Chime SDK 管理者ガイ
ド』の「Amazon Chime SDK を自動化する」を参照してください。 EventBridge

Note

Amazon Chime SDK コール音声分析をサポートしているのはワークフロー 1 だけで
す。音声分析には、StartSpeakerSearchTaskまたはへの明示的な API 呼び出しが必要で
すStartVoiceToneAnalyisTask。CreateMediaInsightsPipelineAPI 呼び出しを使用して自動的にト
リガーすることはできません。

Voice Connector ストリーミングイベントによる Lambda Voice Connector スト
リーミングイベントの例

Transcribe Call Analytics で通話分析を呼び出すには、Voice Connector からのストリーミングステータス
イベントを処理するように Lambda を設定できます。Python 3 で記述されたこの Lambda の例では、ト
ランザクション ID を含む DynamoDB テーブルをプライマリキーとして使用して状態を保持し、呼び出
しの両レグのイベントが受信されると CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出します。この例の設定で
は、Transcribe Call Analytics プロセッサと Kinesis データストリームシンクを使用しています (p. 292)。

Note

ワークフロー 1 (p. 281) を使用する場合、これは必要ありません。

次のイベントパターンを使用して、 EventBridge EventBridge ルールのターゲットとして設定されている 
Lambda 関数に次の Python コードを追加できます。

{ 
  "detail-type": ["Chime VoiceConnector Streaming Status"], 
  "source": ["aws.chime"], 
  "detail": { 
    "streamingStatus": ["STARTED"], 
    "voiceConnectorId": ["voiceConnectorId"] 
  }
}

import json
import logging

import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key

log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.INFO)

# a DDB table with a primary key "transactionId"  
TABLE_NAME = 'MyTable'
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
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def get_call_record_by_transaction_id(table, transaction_id): 
    response = table.query( 
        KeyConditionExpression=Key('transactionId').eq(transaction_id), 
    ) 
    items = response['Items'] 
    if len(items): 
        return items[0] 
    return None

def write_call_record(table, record): 
    with table.batch_writer() as writer: 
        writer.put_item(Item=record)

def format_call_record(transaction_id, fragment_number, stream_arn): 
    return {"transactionId": transaction_id, "startFragmentNumber": fragment_number, 
 "streamArn": stream_arn}

def create_media_insights_pipeline(caller_kvs_arn, caller_fragment_number, callee_kvs_arn, 
 callee_fragment_number, 
                                   runtime_metadata): 
    media_pipelines = boto3.client("chime-sdk-media-pipelines") 
    result = media_pipelines.create_media_insights_pipeline( 
        MediaInsightsPipelineConfigurationArn="arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
insights-pipeline-configuration/MyConfiguration", 
        KinesisVideoStreamSourceRuntimeConfiguration={"Streams": 
            [ 
                {"StreamArn": caller_kvs_arn, 
                 "FragmentNumber": caller_fragment_number, "StreamChannelDefinition": 
 {"NumberOfChannels": 1, 
                                                                                       
 "ChannelDefinitions": [ 
                                                                                           
 {"ChannelId": 0, 
                                                                                            
 "ParticipantRole": "CUSTOMER"}]}, 
                 }, 
                {"StreamArn": callee_kvs_arn, 
                 "FragmentNumber": callee_fragment_number, "StreamChannelDefinition": 
 {"NumberOfChannels": 1, 
                                                                                       
 "ChannelDefinitions": [ 
                                                                                           
 {"ChannelId": 1, 
                                                                                            
 "ParticipantRole": "AGENT"}]}} 
            ], 
            "MediaEncoding": "pcm", 
            "MediaSampleRate": 8000
        }, 
        MediaInsightsRuntimeMetadata=runtime_metadata 
    ) 
    log.info(f"Created media insights pipeline with id: {result['MediaInsightsPipeline']
['MediaPipelineId']}")

def handle_voice_connector_streaming_started(detail): 
    transaction_id = detail['transactionId'] 
    log.info(f"Handling streaming started for call with transaction id: 
 ['transaction_id']") 

    table = dynamodb.Table(TABLE_NAME) 
    other_call_record = get_call_record_by_transaction_id(table, transaction_id) 
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    if other_call_record: 
        log.info(f"Found existing record with transaction id: transaction_id") 
        call_metadata = {"callId": detail['callId'], "transactionId": transaction_id, 
 "voiceConnectorId": detail["voiceConnectorId"]} 
        if detail['isCaller']: 
            create_media_insights_pipeline( 
                detail['streamArn'], 
                detail['startFragmentNumber'], 
                other_call_record['streamArn'], 
                other_call_record['startFragmentNumber'], 
                call_metadata 
            ) 
        else: 
            create_media_insights_pipeline( 
                other_call_record['streamArn'], 
                other_call_record['startFragmentNumber'], 
                detail['streamArn'], 
                detail['startFragmentNumber'], 
                call_metadata 
            ) 
    else: 
        log.info(f"No existing record found with transaction id: {transaction_id}. 
 Inserting new record.") 
        write_call_record(table, format_call_record(transaction_id, 
 detail['startFragmentNumber'], detail['streamArn']))

def lambda_handler(event, context): 
    detail = event['detail'] 
    streaming_status = detail['streamingStatus'] 
    if streaming_status == 'STARTED': 
        handle_voice_connector_streaming_started(detail) 

    return { 
        'statusCode': 200, 
        'body': json.dumps('Success!') 
    }

S3 への録音用サンプルコール分析 Lambda

音声コネクタの呼び出しを S3 に録音するには、音声コネクタからのストリーミングステータスイベント
を処理するように Lambda を設定できます。Python 3 で記述されたこの Lambda の例では、トランザク
ション ID を含む DynamoDB テーブルをプライマリキーとして使用して状態を保持し、呼び出しの両レグ
のイベントが受信されると CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出します。この例の設定では、S3 レ
コーディングシンクを使用しています (p. 292)。

次のイベントパターンを使用して、 EventBridge EventBridge ルールのターゲットとして設定されている 
Lambda 関数に次の Python コードを追加できます。

{ 
  "detail-type": ["Chime VoiceConnector Streaming Status"], 
  "source": ["aws.chime"], 
  "detail": { 
    "streamingStatus": ["ENDED"], 
    "voiceConnectorId": ["voiceConnectorId"] 
  }
}

import json
import logging
from dateutil.parser import isoparse
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import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key

log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.INFO)

# a DDB table with a primary key called "transactionId"
TABLE_NAME = 'MyTable'
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

# the S3 Bucket path where recordings will be delivered
OUTPUT_BUCKET_PATH="arn:aws:s3:::MyBucket/OptionalPath"

def get_call_record_by_transaction_id(table, transaction_id): 
    response = table.query( 
        KeyConditionExpression=Key('transactionId').eq(transaction_id), 
    ) 
    items = response['Items'] 
    if len(items): 
        return items[0] 
    return None

def write_call_record(table, record): 
    with table.batch_writer() as writer: 
        writer.put_item(Item=record)

def format_call_record(transaction_id, other_stream): 
    return {"transactionId": transaction_id,  "streamArn": other_stream}

def create_media_insights_pipeline(stream_1_arn, stream_2_arn, start_time, end_time, 
                                   runtime_metadata): 
    media_pipelines = boto3.client("chime-sdk-media-pipelines") 
    result = media_pipelines.create_media_insights_pipeline( 
        MediaInsightsPipelineConfigurationArn="arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
insights-pipeline-configuration/MyRecordingConfiguration", 
        KinesisVideoStreamRecordingSourceRuntimeConfiguration={ 
            "Streams": [ 
                { 
                    "StreamArn": stream_1_arn 
                }, 
                { 
                    "StreamArn": stream_2_arn 
                } 
            ], 
            "FragmentSelector": { 
                "FragmentSelectorType": "ProducerTimestamp", 
                "TimestampRange": { 
                    "StartTimestamp": int(isoparse(start_time).timestamp()), 
                    "EndTimestamp": int(isoparse(end_time).timestamp()), 
                } 
            } 
        }, 
        S3RecordingSinkRuntimeConfiguration={ 
            "RecordingFileFormat": "Wav" 
            "Destination": OUTPUT_BUCKET_PATH 
        }, 
        MediaInsightsRuntimeMetadata=runtime_metadata 
    ) 
    log.info(f"Created media insights pipeline with id: {result['MediaInsightsPipeline']
['MediaPipelineId']}")

def handle_voice_connector_streaming_ended(detail): 
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    transaction_id = detail['transactionId'] 
    log.info(f"Handling streaming ended for call with transaction id: {transaction_id}") 

    table = dynamodb.Table(TABLE_NAME) 
    other_call_record = get_call_record_by_transaction_id(table, transaction_id) 
    if other_call_record: 
        log.info(f"Found existing record with transaction id: {transaction_id}") 
        call_metadata = {"callId": detail['callId'], "transactionId": transaction_id} 
        create_media_insights_pipeline( 
            detail['streamArn'], 
            other_call_record['streamArn'], 
            detail['startTime'], 
            detail['endTime'], 
            call_metadata 
        ) 
    else: 
        log.info(f"No existing record found with transaction id: {transaction_id}. 
 Inserting new record.") 
        write_call_record(table, format_call_record(transaction_id, detail['streamArn']))

def lambda_handler(event, context): 
    detail = event['detail'] 
    streaming_status = detail['streamingStatus'] 
    if streaming_status == 'ENDED': 
        handle_voice_connector_streaming_ended(detail) 

    return { 
        'statusCode': 200, 
        'body': json.dumps('Success!') 
    }

ワークフロー 3: カスタム Kinesis ビデオストリームプロデュー
サーでの通話分析の使用
CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出すときに、各 KVS ストリームチャンネル定義にフラグメント番
号を指定するかどうかを選択できます。フラグメント番号を指定すると、コール分析はそのフラグメント
からストリームの処理を開始します。フラグメント ID を指定しない場合、コール分析は利用可能な最新の
フラグメントからストリームの処理を開始します。

KKinesis Video Streams プロデューサー SDK には、オーディオデータを Kinesis ビデオストリームにス
トリーミングするために使用できる一連のライブラリが用意されています。詳細については、Amazon
Kinesis Video Streams デベロッパーガイドの Kinesis Video Streams デベロッパーガイドの Kinesis Video 
Streams デベロッ

次の図は、カスタム Kinesis Video Stream プロデューサーで通話分析を使用する場合のデータフローを示
しています。図中の数字は、以下の番号の付いたテキストに対応しています。

287

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_media-pipelines-chime_CreateMediaInsightsPipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/producer-sdk.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
コール分析リソースアクセスロール

1. AWSコンソールまたは CreateMediaInsightsPipelineConfigurationAPI を使用して、メディアインサイト
のパイプライン設定を作成します。

2. Kinesis ビデオストリームプロデューサーを使用して KinKinesis Video Streams にオーディオを書き込
みます。

3. アプリケーションが CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出します。
4. メディアパイプラインサービスは、お客様の Kinesis Video Streams からオーディオを読み取ります。
5. メディアパイプラインサービスはにイベントを送信します EventBridge。
6. メディアパイプラインサービスは、1 つ以上のプロセッサ要素を呼び出します。
7. メディアパイプラインサービスは、出力データを 1 つ以上のシンクエレメントに送信します。
8. UpdateMediaInsightsPipelineStatusAPI を呼び出すことで、通話分析セッションを一時停止または再開

できます。

コール分析リソースアクセスロール
呼び出し側アカウントは、メディアインサイトのパイプライン設定で使用されるリソースアクセスロール
を作成する必要があります。クロスアカウントロールを使用できません。このロールには、少なくとも次
のポリシーが必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription", 
                "transcribe:StartStreamTranscription" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:GetMedia" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:GetMedia" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["kms:Decrypt"], 
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次の信頼ポリシーも使用する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "mediapipelines.chime.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceARN": "arn:aws:chime:*:111122223333:*" 
        } 
        } 
    } 
  ]
}

を使用する場合はKinesisDataStreamSink、次のポリシーを追加してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:PutRecord" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/output_stream_name" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

を使用する場合はS3RecordingSink、次のポリシーを追加してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:PutObjectTagging", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::input_bucket_path/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:ListFragments", 
                "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:ListFragments", 
                "kinesisvideo:GetMediaForFragmentList" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/Chime*" 
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            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

のポストコール分析機能を使用する場合はAmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor、次のポリ
シーを追加してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::111122223333:role/transcribe_role_name" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "transcribe.streaming.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

を使用する場合はVoiceAnalyticsProcessor、SnsTopicSink定義したシンクに応じ
てLambdaFunctionSinkSqsQueueSink、、、のポリシーを追加してください。

LambdaFunctionSink ポリシー:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction", 
        "lambda:GetPolicy" 
       ], 
      "Resource": [ 
          "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function_name" 
       ], 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}
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SqsQueueSink ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "sqs:SendMessage", 
        "sqs:GetQueueAttributes" 
       ], 
      "Resource": [ 
          "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:queue_name" 
        ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"], 
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
            "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

SnsTopicSink ポリシー:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "sns:Publish", 
        "sns:GetTopicAttributes" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"], 
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
            "aws:ResourceTag/AWSServiceName": "ChimeSDK" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

コール分析プロセッサとシンク
ユニークな要素は、メディアインサイトパイプラインの設定ごとに 1 回のみ指定できます。AWSプロセッ
サとシンクはすべて同じアカウントにある必要があり、AWS呼び出すエンドポイントと同じリージョンに
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作成する必要があります。例えば、AWS Amazon Chime SDK メディアパイプラインに us-east-1 エンド
ポイントを使用する場合、us-west-2 リージョンから Kinesis データストリームを渡すことはできません。

トピック
• Amazon Transcribe 呼び出し分析プロセッサ Amazon Transcribe 呼び出し (p. 293)
• Amazon Transcribe 呼び出しの解析出力 Amazon Transcribe 呼び出し (p. 294)
• Amazon Transcribe プロセッサ (p. 296)
• Amazon Transcribe 出力 (p. 297)
• Voice 分析プロセッサ (p. 299)
• Kinesis Data Streams シンク (p. 299)
• S3 記録シンク (p. 300)

Amazon Transcribe 呼び出し分析プロセッサ Amazon 
Transcribe 呼び出し
対応シンク:KinesisDataStreamSink.

このプロセッサーを Amazon Transcribe プロセッサーまたはレコーディングプロセッサーと組み合わせ
ることはできません。Amazon Transcribe 通話分析の概要については、Amazon Transcribe 開発者ガイド
の「リアルタイム通話分析」を参照してください。PostCallAnalyticsSettingsに含めて Post Call 
Analytics を有効にするとAmazonTranscribeCallAnalyticsProcessorConfiguration、メディア
インサイトのパイプラインが停止して処理が完了したときに、指定した Amazon S3 ロケーションにアー
ティファクトが表示されます。パイプラインを 35 秒以上一時停止してから再開すると、コール後のアー
ティファクトは Amazon S3 バケットのセッション ID が異なる個別のファイルに生成されます。

通話後のアーティファクトには、分析 JSON ファイルとオーディオ録音 WAV ファイルが含まれ
ます。編集済み (コンテンツ編集を有効にしている場合) および編集されていない録音ファイル
の Amazon S3 バケット URL は、メタデータセクションの一部として Amazon Transcribe Call 
AnalyticsonetimeMetadata のポストコールセッションごとに 1 回 Kinesis Data Stream に送信されま
す。

Amazon Transcribe 通話分析による通話分析は、AWS Kinesis ビデオストリームから入力された音声デー
タを取得します。

• 対応メディアエンコーディング:PCM 署名付き 16 ビットリトルエンディアンオーディオ。
• サポートされているメディアサンプリングレート:8,000 Hz ～ 48,000 Hz の間。

StreamConfigurationAmazon の文字起こし分析プロセスの入力:

1. KinesisVideoStreamArnストリームごとにを指定する必要があります。
2. （オプション）KVSFragmentNumber-指定されたフラグメントの後のチャンクでコール分析ジョブを

開始します。指定しない場合は、Kinesis ビデオストリームの最新のチャンクを使用します。
3. StreamChannelDefinition

Amazon Transcribe の通話分析には 2 チャンネルの音声が必要です。CreateMediaInsightsPipelineAPI 
を呼び出すときは、どのスピーカーがどのオーディオチャンネルにあるかを指定する必要があります。
たとえば、エージェントが最初に発言した参加者であれば、0ChannelId に設定すると最初のチャンネ
ルを示し、0ParticipantRoleAGENT に設定するとエージェントが発言中であることを示します。

Note

Amazon Transcribe Call AnalyticsMediaInsightsPipeline プロセッサで作成された音声
コネクタの場合、AGENT音声コネクタのアカウントレッグオーディオはで、PSTNCUSTOMER
レッグオーディオは用ですParticipantRole。
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析出力 Amazon Transcribe 呼び出し

音声コネクタ SIPREC については、SIPREC メタデータを使用します。ほとんどの場合、辞書
式値が最も低いストリームラベルがと見なされますAGENT。

次の例は、1 つのデュアルチャンネルオーディオストリームの Kinesis ビデオストリーム入力を示して
います。

"StreamChannelDefinition" : { 
    "NumberOfChannels"  : 2 
    "ChannelDefinitions": [ 
        { 
            "ChannelId": 0, 
            "ParticipantRole": "AGENT" 
        }, 
        { 
            "ChannelId": 1, 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
        } 
    ]
}

これに対し、次の例では、2 つの異なる Kinesis Video ストリームからの 2 つのmono 入力を示していま
す。

KVS-1: 
    "StreamChannelDefinition" : { 
        "NumberOfChannels"  : 1 
        "ChannelDefinitions": [ 
            { 
                "ChannelId": 0, 
               "ParticipantRole": "AGENT" 
            } 
        ] 
    }

KVS-2: 
    "StreamChannelDefinition" : { 
        "NumberOfChannels"  : 1 
        "ChannelDefinitions": [ 
            { 
                "ChannelId": 1, 
               "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
            } 
        ] 
    }

Amazon Transcribe 呼び出しの解析出力 Amazon 
Transcribe 呼び出し
Amazon Transcribe の各レコードには、UtteranceEventどちらか一方しか含まれていません
がCategoryEvent、両方は含みません。 CategoryEventsdetail-typeぜひお試しくださ
いTranscribeCallAnalyticsCategoryEvent。

次の例は、1 回限りの通話分析メタデータペイロードを示しています。

{
"time": ISO8601,
"service-type": "CallAnalytics",
"detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
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"mediaInsightsPipelineId": "string",
"metadata": { 
  "voiceConnectorId": "string", 
  "callId": "string", 
  "transactionId": "string", 
  "fromNumber": "string", 
  "toNumber": "string", 
  "isCaller": boolean, 
  "direction": "Inbound / Outbound", 
  "oneTimeMetadata": ' 
      "inviteHeaders": { 
        "string": "string" 
      }, 
      "siprecMetadata": "string", 
                                     // if postcallsettings are enabled for Amazon 
 Transcribe Call Analytics 
      "s3RecordingUrlUnRedacted": "URI", 
      "s3RecordingUrlRedacted": "URI" 
  },
}

次の例で、TranscribeCallAnalyticsペイロードを示します。

{
"time": ISO8601,
"service-type": "CallAnalytics",
"detail-type": "TranscribeCallAnalytics",
"mediaInsightsPipelineId": "string",
"metadata": { 
  "voiceConnectorId": "string", 
  "callId": "string", 
  "transactionId": "string", 
  "fromNumber": "string", 
  "toNumber": "string", 
  "isCaller": boolean, 
  "direction": "Inbound / Outbound"
},
"UtteranceEvent": { 
        "UtteranceId": "string", 
        "ParticipantRole": "string", 
        "IsPartial": boolean, 
        "BeginOffsetMillis": "Integer", 
        "EndOffsetMillis" : "Integer", 
        "Transcript": "string", 
        "Sentiment": "string", 
        "Items": [ 
            { 
                "Content": "string", 
                "Confidence": number, 
                "VocabularyFilterMatch": boolean, 
                "Stable": boolean, 
                "ItemType": "string", 
                "BeginOffsetMillis": "Integer", 
                "EndOffsetMillis": "Integer", 
            }, 
        ] 
        "Entities": [ 
            { 
                "Content": "string", 
                "Confidence": number, 
                "Category": "string", // Only PII is supported currently 
                "Type": "string", 
                "BeginOffset": "Integer", 
                "EndOffset": "Integer", 
            }, 
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        ], 
        "IssuesDetected":[ 
            { 
                "CharacterOffsets": { 
                    "Begin": "Integer",            
                    "End": "Integer" 
                } 
            } 
        ] 
    }, 
    "CategoryEvent": { 
        "MatchedCategories": [ "string" ],  
        "MatchedDetails": { 
            "string" : { 
                "TimestampRanges": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": number, 
                        "EndOffsetMillis": number 
                    } 
                ]  
            } 
        } 
    }
}

Amazon Transcribe プロセッサ
対応シンク:KinesisDataStreamSink.

このプロセッサを Amazon Transcribe コール分析プロセッサまたは録音プロセッサと組み合わせること
はできません。Amazon Transcribe への入力と出力の詳細については、Amazon Transcribe 開発者ガイド
の「ストリーミングオーディオを文字起こし」を参照してください。

Amazon Transcribe の通話分析では、AWS Kinesis ビデオストリームからオーディオデータ入力を受け取
ります。

• サポート MediaEncoding:PCM 署名付き 16 ビットリトルエンディアンオーディオ。
• MediaSampleRate サポートされているサンプリングレート:8,000 Hz ～ 48,000 Hz のサンプリングレー

ト。

StreamConfigurationAmazon Transcribe プロセッサーへの入力:

1. KinesisVideoStreamArnストリームごとにを指定する必要があります。
2. (オプション) KVSFragmentNumber-特定のフラグメントの後のチャンクを使用して通話分析ジョブ

を開始します。指定しない場合は、Kinesis ビデオストリームで利用可能な最新のチャンクを使用しま
す。

3. StreamChannelDefinition

Amazon Transcribe は現在 2 つのチャンネルのオーディオをサポートしていま
す。NumberOfChannelsランタイムでを指定する必要がありますStreamChannelDefinition。ま
た、mono オーディオを 2ChannelId つの別々のチャンネルで送信する場合は、を渡す必要がありま
す。トランスクリプトでは、ch_0チャンネルにはラベルとが割り当てられますch_1。

次の例は、1 つのmono オーディオチャンネルストリームの KVS 入力を示しています。

  "StreamChannelDefinition" : { 
     "NumberOfChannels"  : 1 
  }
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次の例は、1 つのデュアルチャンネルオーディオストリームの KVS 入力を示しています。

  "StreamChannelDefinition" : { 
     "NumberOfChannels"  : 2 
  }

次の例は、2 つの異なるストリームの 2 つのmono オーディオ入力の KVS 入力を示しています。

KVS-1: 
    "StreamChannelDefinition" : { 
        "NumberOfChannels"  : 1 
        "ChannelDefinitions": [ 
            { 
                "ChannelId": 0 
            } 
        ] 
    }

KVS-2: 
    "StreamChannelDefinition" : { 
        "NumberOfChannels"  : 1 
        "ChannelDefinitions": [ 
            { 
                "ChannelId": 1 
            } 
        ] 
    }

Note

Amazon TranscribeMediaInsightsPipeline プロセッサで作成された音声コネクタで
は、channel-0音声コネクタアカウントのレッグオーディオがに割り当てられ、PSTN レッグ
オーディオがに割り当てられますchannel-1。
音声コネクタ SIPREC については、SIPREC メタデータを使用します。ほとんどの場合、辞書式
値が最も低いストリームラベルが割り当てられますchannel-0。

Amazon Transcribe および Amazon Transcribe コール分析プロセッサでは、2 つの Kinesis ビデオスト
リームを渡し、各ストリームにmono オーディオチャネルが含まれる場合、トランスクリプションまたは
Transcribe コール分析データを処理する前に、両方のチャネルを 1 つのオーディオストリームにインター
リーブします。

Amazon Transcribe 出力
次の例は、Amazon Transcribe の 1CallAnalyticsMetadata 回限りのペイロードを示しています。

{
"time": ISO8601,
"service-type": "CallAnalytics",
"detail-type": "CallAnalyticsMetadata",
"mediaInsightsPipelineId": "string",
"metadata": { 
  "voiceConnectorId": "string", 
  "callId": "string", 
  "transactionId": "string", 
  "fromNumber": "string", 
  "toNumber": "string", 
  "isCaller": boolean, 
  "direction": "Inbound / Outbound", 
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  "oneTimeMetadata": ' 
      "inviteHeaders": { 
        "string": "string" 
      }, 
      "siprecMetadata": "string" 
  }'
}

次の例は、Amazon Transcribe ペイロードを示しています。

{
"time": ISO8601,
"service-type": "CallAnalytics",
"detail-type": "Transcribe",
"mediaInsightsPipelineId": "string",
"metadata": { 
  "voiceconnectorId": "string", 
  "callId": "string", 
  "transactionId": "string", 
  "fromNumber": "string", 
  "toNumber": "string", 
  "isCaller": boolean, 
  "direction": "Inbound / Outbound", 
  "oneTimeMetadata": ' 
      "inviteHeaders": { 
        "string": "string" 
      }, 
      "siprecMetadata": "string", 
  }'
},
"channelId": "ch_0" 
     "TranscriptEvent": {  
         "Transcript": {  
            "Results": [  
               {  
                  "Alternatives": [  
                     {  
                        "Entities": [  
                           {  
                              "Category": "string", 
                              "Confidence": number, 
                              "Content": "string", 
                              "EndTime": number, 
                              "StartTime": number, 
                              "Type": "string" 
                           } 
                        ], 
                        "Items": [  
                           {  
                              "Confidence": number, 
                              "Content": "string", 
                              "EndTime": number, 
                              "Speaker": "string", 
                              "Stable": boolean, 
                              "StartTime": number, 
                              "Type": "string", 
                              "VocabularyFilterMatch": boolean
                           } 
                        ], 
                        "Transcript": "string" 
                     } 
                  ], 
                  "ChannelId": "string", 
                  "EndTime": number, 
                  "IsPartial": boolean, 
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                  "LanguageCode": "string", 
                  "LanguageIdentification": [  
                     {  
                        "LanguageCode": "string", 
                        "Score": number
                     } 
                  ], 
                  "ResultId": "string", 
                  "StartTime": number
               } 
            ] 
         } 
      }
}

Voice 分析プロセッサ
対応シンク:KinesisDataStreamSinkSqsQueueSinkSnsTopicSink、、LambdaFunctionSink、

このプロセッサを Amazon Transcribe 通話分析プロセッサまたは Amazon Transcribe プロセッサと組み合
わせることができます。StartSpeakerSearchTaskまたは StartVoiceToneAnalysisTaskAPI を使用して音声
分析プロセッサを呼び出す必要があります。音声分析の使用方法の詳細については、「」を参照してくだ
さいAmazon Chime SDK のVoice Analytics の使用 (p. 332)。を参照してください。

Kinesis Data Streams シンク
通話分析によって生成される Kinesis Data Stream (KDS) レコードには、メディアパイプライン ID、詳
細タイプ、メタデータ、およびプロセッサ固有のセクションが含まれます。Kinesis データストリーム
からデータを消費する方法については、Amazon Kinesis ストリーム開発者ガイドの「Amazon Kinesis 
Data Streams からのデータの読み取り」を参照してください。このシンクを使用して構成を作成するに
は、kinesis:DescribeStream指定されたストリームに対する権限が必要です。

メタデータ

生成された KDSmetadata レコードのセクションに
は、CreateMediaInsightsPipelineAPICallAnalyticsRuntimeMetadata 呼び出し中に指定されたすべて
のキーと値のペアが含まれます。通話分析セッションが Voice Connector によって開始された場合、メタ
データセクションには次のパラメータが自動的に入力されます。

• transactionId

• fromNumber

• toNumber

• callId

• voiceConnectorId

• direction

上記のパラメータに加えて、Voice Connectorが開始した通話分析セッションのメタデータセクションに
は、oneTimeMetadata以下を含むフィールドが入力されます。

• inviteHeaders

• siprecMetadata

これは、セッションの開始時に 1 回だけ Kinesis Data Stream に公開され、「」detail-
typeCallAnalyticsMetadata が付きます。
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Kinesis Data Stream に配信される各レコードのソースを一意に識別できるよう
に、CreateMediaInsightsPipelineAPIMediaInsightsRuntimeMetadata 呼び出しごとに固有の識別子を
渡すことができます。

S3 記録シンク
Note

• Amazon S3 レコーディングリンクを他のプロセッサやシンクエレメントと組み合わせることは
できません。

• また、Voice Connectorを使用して録音の通話分析パイプラインを自動的に作成することはでき
ません。代わりに、CreateMediaInsightsPipelineAPI を呼び出してパイプラインを作成し、呼び
出しを記録する必要があります。

コール分析録音では、KVS ストリームからオーディオを読み取り、オーディオファイルとして録音し、指
定した Amazon Amazon S3 バケットにファイルをアップロードします。

メディアインサイトパイプラインを作成するには、まずパイプラインの設定を作成します。Amazon 
Chime SDK コンソールまたはAWS CLI を使用して設定を作成できます。その後、AWS CLI を使用してパ
イプラインを作成します。次の一連の手順では、両方の方法の使用方法を説明します。

設定の作成
メディアインサイトパイプラインの設定を作成するときは、音声分析や Amazon Transcribe などの他の分
析サービスを有効にしないでください。

コンソールを使用して設定を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [コール分析] で、[設定] を選択し、次に [設定の作成] を選択します。
3. [基本情報] に、設定の名前を入力します。
4. (オプション) [タグ] で、次の操作を行います。

a. [新しいタグを追加] をクリックします。
b. [キー] ボックスにキーを入力し、[値] ボックスにオプションの値を入力します。
c. 必要に応じてステップ 1 と 2 を繰り返します。

5. [次へ] を選択し、[Analytics サービスの詳細] で、もう一度 [次へ] を選択します。他のアナリティクス
を有効にしないでください。

6. [レコーディングの設定] で [アクティブレコーディング] を選択し、Amazon S3 バケットの ARN を入
力して、[次へ] を選択します。

7. 「アクセス権限の設定」で、IAM ロールを選択します。IAM ロールの詳細については、「コール分析
リソースアクセスロール (p. 288)」を参照してください。

8. 「リアルタイムアラートの設定」セクションをスキップし、「確認と作成」で「構成を作成」を選択
します。

CLI を使用して構成を作成するには

• 次のコマンドを実行します。

aws chime-sdk-media-pipeline create-media-insights-pipeline-configuration --cli-input-
json file://configuration.json 

300

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_media-pipelines-chime_CreateMediaInsightsPipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_media-pipelines-chime_CreateMediaInsightsPipeline.html
https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
S3 記録シンク

次の例は、設定 JSON ファイルを示します。

{ 
    "MediaInsightsPipelineConfigurationName": configuration_name, 
    "ResourceAccessRoleArn": role_arn, 
    "Elements": [ 
         { 
            "S3RecordingSinkConfiguration":{ 
               "Destination": arn:aws:s3:::bucket_name/prefix
            }, 
            "Type":"S3RecordingSink" 
         } 
    ]
}

Note

• ユニークなものを使用する必要がありま
すMediaInsightsPipelineConfigurationName。

• ResourceAccessRoleArn の詳細については、「コール分析リソースアクセスロー
ル (p. 288)」を参照してください。

• Destination値は Amazon S3 パス ARN である必要があります。Amazon S3 バケットは、同
じアカウントによって所有されている必要があります。

メディアインサイトパイプラインの作成
AWSCLI を使用してメディアインサイトパイプラインを作成します。

パイプラインを作成するには

• 次のコマンドを実行します。

aws chime-sdk-media-pipeline create-media-insights-pipeline --cli-input-json file://
pipeline.json 

次に、パイプラインの JSON ファイルの例を示します。

{ 
    "MediaInsightsPipelineConfigurationArn": arn:aws:chime:us-east-1:111122223333:media-
insights-pipeline-configuration/MyConfiguration, 
    "KinesisVideoStreamRecordingSourceRuntimeConfiguration": { 
        "Streams": [ 
            { 
                "StreamArn": kinesis_video_stream_arn_1
            }, 
            { 
                "StreamArn": kinesis_video_stream_arn_2
            } 
        ], 
        "FragmentSelector": { 
            "FragmentSelectorType": "selector_type", // Specify "server_timestamp" or 
 "producer_timestamp" as the fragment selector type 
            "TimestampRange": { 
                "StartTimestamp": epoch_time_seconds, 
                "EndTimestamp": epoch_time_seconds
            } 
        } 
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    }, 
    "S3RecordingSinkRuntimeConfiguration": { 
        "Destination": arn:aws:s3:::bucket_name/prefix/optional_file_name, 
        "RecordingFileFormat": "file_format" // Specify "Opus" or "WAV" as the recording 
 file format 
    }
}

Note

• MediaInsightsPipelineConfigurationArnは、ステップ 1 で受け取った設定 ARN で
す。

• 録画するには、2 つの Kinesis ビデオストリーム ARN を指定する必要があります。
• Kinesis ビデオストリームメディアには、PCM 署名付き 16 ビットリトルエンディアンオー

ディオが含まれている必要があります。サンプルレートは 8,000 Hz にする必要がありま
す。Kinesis Video Stream のデータ保持期間を設定して、フラグメントが確実に保持され、通
話分析に使用できるようにする必要があります。

• FragmentSelectorTypeserverproducerがまたはタイムスタンプの由来です。
• TmestampRangeは記録するタイムスタンプの範囲です。
• Amazon S3 パス ARNDestination は Amazon S3 パス ARN です。で定義されているのと同

じプレフィックスを使用する必要がありますMediaInsightsPipelineConfiguration。オ
プションで、録音のファイル名を指定できます。API リクエストで指定されていない場合、デ
フォルトのファイル名はメディアインサイトのパイプライン ID です。ファイル名の末尾が.ogg 
または.wav である必要があります。

EventBridge 通知を使用する
Amazon Chime SDK Call Analytics では、メディアインサイトパイプラインの状態が変化したり、
特定の条件が満たされたりした場合に、 EventBridge デフォルトバスにイベントを送信できます。 
EventBridge リソースに非同期障害が発生した場合に通知するようにターゲットを設定することをお勧め
します。aws.chime通話分析通知にはソースとさまざまな詳細タイプがあり、これらは次のセクションで
説明します。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。

ステータスの更新
メディアインサイトパイプラインの状態が変わると、「Call Analytics の状態変更」 EventBridge 詳細タイ
プの通知が届きます。詳細セクションには、常に次のフィールドが含まれます。

• version

• mediaInsightsPipelineArn

• eventType

次のイベントタイプが表示される場合があります。

• chime:MediaInsightsInProgress

• chime:MediaInsightsPaused

• chime:MediaInsightsStopped

• chime:MediaInsightsTemporaryFailure

• chime:MediaInsightsPermanentFailure
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afailureReason はdetail ifeventType is の下に追加されま
すMediaInsightsPermanentFailure。

詳細セクションには、 CreateMediaInsightsPipeline APIMediaInsightsRuntimeMetadata 呼び出し中
に指定されたキーと値のペアも含まれます。Call Analytics セッションが Voice Connector によって開始さ
れた場合、メタデータセクションには次のパラメータが自動的に入力されます。

• transactionId

• fromNumber

• toNumber

• callId

• voiceConnectorId

• direction

次の例は、chime:MediaInsightsInProgress イベントを示しています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "string", 
    "detail-type": "Call Analytics State Change",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": number, 
    "region": "string", 
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    "resources": []  
    "detail":  
    { 
        "version": "0", 
        "mediaInsightsPipelineArn": "string", 
        "eventType": "chime:MediaInsightsInProgress", 
        "callId": "string", 
        "transactionId": "string", 
        "fromNumber": "string", 
        "toNumber": "string", 
        "voiceConnectorId": "string",  
        "direction": "string" 
    }
}

リアルタイムアラート
Amazon Chime SDK コール分析を使用すると、開発者は分析セッション中にプロセッサを介してリアル
タイムアラートを送信するためのルールを設定できます。 EventBridge アラートは詳細タイプで Amazon 
経由で送信されますCall Analytics Rules Matched。 EventBridge は、Amazon Lambda、Amazon 
SQS、Amazon SNS などのダウンストリームサービスとの統合をサポートし、エンドユーザーへの通
知をトリガーしたり、他のカスタムビジネスロジックを開始したりできます。リアルタイムアラート
は、Amazon Transcribe および Amazon Transcribe コール分析プロセッサでのみサポートされています。

RealTimeAlertConfigurationリアルタイムアラートはのフィールドの
一部として設定されMediaInsightsPipelineConfiguration、AWS
CreateMediaInsightsPipelineConfigurationUpdateMediaInsightsPipelineConfigurationコンソールまたはまた
はAPIを呼び出すことで設定できます。

この例は、API を使用してリアルタイムアラート設定を作成または更新する方法を示しています。

{ 
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    "MediaInsightsPipelineConfigurationName": "config_name", 
    "ResourceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account_id:role/role_name", 
    "RealTimeAlertConfiguration": { 
        "Disabled": false, 
        "Rules": [ 
            { 
                "Type": "KeywordMatch", 
                "KeywordMatchConfiguration": { 
                    "RuleName": "rule_name_1", 
                    "Keywords": [ 
                        "hello", 
                        "thank you" 
                    ], 
                    "Negate": false 
                } 
            }, 
            { 
                "Type": "Sentiment", 
                "RuleName": "rule_name_2", 
                "SentimentType": "NEGATIVE", 
                "TimePeriod": 60
            }, 
            { 
                "Type": "IssueDetection", 
                "RuleName": "rule_name_3" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Elements": [ 
        { 
            "Type": "AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessor", 
            "AmazonTranscribeCallAnalyticsProcessorConfiguration": { 
                "LanguageCode": "en-US" 
            } 
        }, 
        { 
            "Type": "KinesisDataStreamSink", 
            "KinesisDataStreamSinkConfiguration": { 
                "InsightsTarget":"arn:aws:kinesis:us-east-1:account_id:stream/stream_name" 
            } 
        } 
    ]
}

リアルタイムアラート構成の各ルールは個別にトリガーされます。複数のルール条件が同時に満たされる
と、 EventBridge 複数の通知を受け取ることがあります。アラートのルールリストを作成するには、次の
ルールタイプから選択できます。

キーワードマッチ

発話イベントまたはトランスクリプトイベントで、指定したキーワードまたはフレーズのセットが一
致したときにアラートが送信されます。次の場合にイベントを送信するようにアラートを設定できま
す。
• 指定されたキーワードはすべて読み上げられ、Negateに設定されますfalse。
• Negateがに設定されている場合、指定されたキーワードはすべて呼び出し中ずっと音声化されませ

んtrue。

このルールタイプは、Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Analytics がサポートされています。
センチメント分析

特定のセンチメントタイプが一定期間継続しているとアラートが送信されます。このルールタイプ
は、Transcribe 通話分析でのみサポートされています。
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問題検知

発話イベントで問題が検出されたときに警告します。このルールタイプは、Transcribe 通話分析での
みサポートされています。

次の例は、KeywordMatchルールのリアルタイムアラートイベントを示しています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "string", 
    "detail-type": "Call Analytics Rules Matched",  
    "source": "aws.chime",  
    "account": number, 
    "region": "us-east-1", 
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
    "resources": [], 
    "detail":  
    { 
        "version": "0", 
        "sourceMetadata": {} 
        "ruleName": "string" 
        "utteranceId": "string", 
        "beginTimestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    }
}

EventBridge 一部のフィールドは、一致するルールタイプに固有です。

キーワードマッチ:

• utteranceId: Amazon Transcribe 通話分析を使用している場合の、一致するキーワードを含むトラン
スクリプトの ID。音声によるキーワードマッチのみ。

• resultId: Amazon Transcribe を使用している場合に、一致するキーワードを含むトランスクリプトの 
ID。音声によるキーワードマッチのみ。

• beginTimestamp: 一致するキーワードを含むトランスクリプトの開始時間。音声によるキーワード
マッチのみ

感情分析:

• beginTimestamp: マッチしたセンチメントのローリングウィンドウの開始時間。
• endTimestamp: 一致したセンチメントのローリングウィンドウの終了時間。

Amazon Chime SDK データレイクを作成する
Amazon Chime SDK の通話分析データレイクを使用すると、Amazon Kinesis Data Stream から Amazon 
S3 バケットに通話分析情報をストリーミングできるようになります。データレイクを作成するに
は、Amazon Chime SDK CloudFormation コンソールからテンプレートのセットをデプロイします。デー
タレイクでは、Amazon Athena のAWS Glue データテーブルを参照して、通話分析データや音声分析デー
タをクエリできます。

トピック
• 前提条件 (p. 306)
• データレイク用語と概念 (p. 306)
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• データレイク地域での可用性 (p. 306)
• データレイクアーキテクチャ (p. 307)
• データレイク設定 (p. 308)

前提条件
Amazon Chime SDK レイクを作成するには、次のアイテムが必要です。

• Amazon Kinesis Data Streams。詳細については、Amazon Kinesis Streams 開発者ガイドの「AWS マネ
ジメントコンソールによるストリームの作成」を参照してください。

• Amazon S3 バケット。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「最初の Amazon S3 バケットを
作成する」を参照してください。

データレイク用語と概念

データレイクの仕組みを理解するには、次の用語と概念を使用してください。

Amazon Kinesis Data Firehose

ストリーミングデータを確実にキャプチャ、変換、ロード (ETL) サービスであり、このサービス 
(ETL) サービスであり、このサービス (ETL) サービスであり、詳細については、「Amazon Kinesis 
Data Firehose とは」を参照してください。を参照してください。

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
して分析できるようになります。Athena はサーバーレスであるため、管理するインフラストラクチャ
がなく、実行したクエリの料金のみを支払います。Athena を使用するには、Amazon S3 内のデータ
を指定し、スキーマを定義し、標準の SQL クエリを使用します。また、ワークグループを使用して
ユーザーをグループ化し、クエリを実行する際にアクセスできるリソースを制御することもできま
す。ワークグループを使用すると、クエリの同時実行を管理し、さまざまなユーザーグループやワー
クロードでのクエリ実行に優先順位を付けることができます。

Glue データカタログ

Amazon Athena のテーブルとデータベースには、基盤となるソースデータのスキーマを詳述するメタ
データが含まれています。Athena では、データセットごとにテーブルが存在する必要があります。
テーブルのメタデータによって、Amazon S3 バケットの場所が Athena に伝わります。また、列名、
データ型、テーブルの名前などのデータ構造も指定します。データベースには、データセットのメタ
データおよびスキーマ情報のみが含まれます。

データレイク地域での可用性
Amazon Chime SDK データレイクは、次のリージョンで利用できます。

リージョン Glue テーブル アマゾン QuickSight

us-east-1 使用可能 使用可能

us-west-2 使用可能 使用可能

eu-central-1 使用可能 使用可能

306

https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/how-do-i-create-a-stream.html
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/how-do-i-create-a-stream.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
データレイクアーキテクチャ

データレイクアーキテクチャ
次の図に、データレイクのアーキテクチャを示します。図面内の数字は、以下の番号の付いたテキストに
対応しています。

この図では、AWSコンソールを使用して Media Insights CloudFormation パイプライン設定ワークフロー
からテンプレートをデプロイすると、次のデータが Amazon S3 バケットに流れます。

1. Amazon Chime SDK の通話分析は、お客様の Kinesis データストリームへのリアルタイムデータのスト
リーミングを開始します。

2. Amazon Kinesis Firehose は、このリアルタイムデータが 128 MB になるまで、つまり 60 秒が
経過するまでのいずれか早いほうになるまでバッファリングします。その後、Firehose は Glue 
データカタログのを使用してデータを圧縮し、JSON レコードをパーケットファイルに変換しま
す。amazon_chime_sdk_call_analytics_firehose_schema

3. 寄木細工ファイルは、Amazon S3 バケットにパーティション形式で格納されます。
4. リアルタイムデータに加えて、通話後の Amazon Transcribe Call Analytics の概要.wav ファイル (設

定で指定されている場合、編集済みおよび編集されていないファイル) と通話録音.wav ファイルも 
Amazon S3 バケットに送信されます。

5. Amazon Athena と標準 SQL を使用して、Amazon S3 バケット内のデータをクエリすることができま
す。

6. CloudFormation このテンプレートでは、このコール後のサマリーデータを Athena 経由でクエリするた
めの Glue データカタログも作成されます。

7. Amazon S3 バケットのすべてのデータは、Amazon を使用して視覚化することもできます 
QuickSight。 QuickSight Amazon Athena を使用して Amazon S3 バケットとの接続を構築します。

Amazon Athena テーブルは、次の機能を使用してクエリパフォーマンスを最適化します。

データのパーティション化

分割によってテーブルが複数の部分に分割され、日付、国、地域などの列の値に基づいて関連データ
がまとめられます。パーティションは仮想列として機能します。この場合、 CloudFormation テンプ
レートはテーブル作成時にパーティションを定義します。これにより、クエリごとにスキャンされ
るデータ量が減り、パフォーマンスが向上します。パーティションでフィルタリングして、クエリで
スキャンされるデータ量を制限することもできます。詳細については、Amazon Athena Athena ユー
ザーガイドの「Athena でのデータのパーティショニング」を参照してください。

次の例は、日付が 2023 年 1 月 1 日のパーティション構造を示しています。
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i.
s3://example-bucket/amazon_chime_sdk_data_lake 
                            /serviceType=CallAnalytics/detailType={DETAIL_TYPE}/
year=2023
                            /month=01/day=01/example-file.parquet

ii. ここで 1DETAIL_TYPE つは、以下のいずれかになります。
a. CallAnalyticsMetadata
b. TranscribeCallAnalytics
c. TranscribeCallAnalyticsCategoryEvents
d. Transcribe
e. VoiceAnalyticsStatus
f. SpeakerSearchStatus

g. VoiceToneAnalysisStatus
列指向データストア生成を最適化

Apache Parquetは、列単位の圧縮、データ型に基づく圧縮、および述語プッシュダウンを使用して
データを保存します。圧縮率を高くしたり、データブロックをスキップしたりすると、Amazon S3 
バケットから読み取るバイト数が少なくなります。これにより、クエリのパフォーマンスが向上し、
コストが削減されます。この最適化では、JSON からパーケットへのデータ変換が Amazon Kinesis 
Data Firehose で有効になっています。

パーティション射影

この Athena 機能は、日付ベースのクエリパフォーマンスを向上させるために、毎日自動的にパー
ティションを作成します。

データレイク設定
Amazon Chime SDK コンソールを使用して、以下のステップを完了します。

1. Amazon Chime SDK コンソール (https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home) を起動し、ナビ
ゲーションペインの [通話分析] で [設定] を選択します。

2. ステップ 1 を完了して [次へ] を選択し、ステップ 2 ページで [Voice Analytics] チェックボックスを選択
します。

3. 「出力の詳細」で、「履歴分析を実行するデータウェアハウス」チェックボックスを選択し、「
CloudFormation スタックをデプロイ」リンクを選択します。

システムにより、 CloudFormation コンソールの [スタックのクイック作成] ページが表示されます。
4. スタックの名前を入力してから、次のパラメータを入力します。

a. DataLakeType—「通話分析の作成」を選択します DataLake。
b. KinesisDataStreamName— ストリームを選択してください。通話分析ストリーミングに使用され

るストリームでなければなりません。
c. S3BucketURI— Amazon S3 バケットを選択します。URI にはプレフィックスが必要で

すs3://bucket-name

5. 確認チェックボックスを選択してから、[データレイクの作成] を選択します。システムが湖を作成する
までに 10 分ほどかかります。

データレイクのセットアップによって作成されたリソース
次の表は、データレイクを作成したときに作成されるリソースを示しています。
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リソースタイプ リソース名と説明 サービス名

AWS Glue データ
カタログデータ
ベース

amazon_chime_sdk_database — コールインサイトと音声分
析に属するすべての AWS Glue データテーブルを論理的にグ
ループ化します。

通話分析、音声分
析

amazon_chime_sdk_call_analytics_firehose_schema — 
Kinesis Firehose に送られる通話分析音声分析用の複合ス
キーマ。

通話分析、音声分
析

call_analytics_metadata — ワンタイムメタデータペイロード
のスキーマ

コール分析

transcribe_call_analytics — TranscribeCallAnalytics ペイロー
ド「発話イベント」のスキーマ

コール分析

transcribe_call_analytics_category_events — 
TranscribeCallAnalytics ペイロード「CategoryEvent」のス
キーマ

コール分析

transcribe_call_analytics_post_call — コール後のTranscribe
コール分析サマリーペイロードのスキーマ

コール分析

転記 — Transcribe ペイロードのスキーマ コール分析

voice_analytics_status — 音声分析対応イベントのスキーマ Voice 分析

speaker_search_status — 識別マッチのスキーマ Voice 分析

AWS Glue データ
カタログテーブル

voice_tone_analysis_status — ボイストーン分析イベントのス
キーマ

Voice 分析

Amazon Kinesis 
Data Firehose

AmazonChimeSDKAnalytics-call-analytics -##### — コール
分析用の Kinesis Data Firehose パイピングデータ

通話分析、音声分
析

Amazon Athena 
ワークグループ 
Amazon Athena 
ワーク

bucket-name-AmazonChime SDKDataAnalytics — クエリを
実行する際にアクセスできるリソースを制御するための論理
的なユーザーグループ

通話分析、音声分
析

Amazon QuickSight ダッシュボードの設定
データレイクを設定したら、データを視覚化する定義済みのメトリックスを使用して Amazon QuickSight 
ダッシュボードを設定できます。次のダッシュボードを使用できます｡

• 通話分析+音声分析をTranscribe。メトリックには、 turn-by-turn トランスクリプト、検出された問題、
結果、エンティティ検出、音声プロフィールIDの一致の概要と詳細が含まれます。

• Transcribe + 音声分析 指標には、 turn-by-turn トランスクリプト、語彙の一致、声調、プロフィールID
の一致の概要と詳細なビジュアルが含まれます。

以下のトピックでは、Amazon QuickSight アカウントをまだお持ちでない場合の設定方法と、ダッシュ
ボードの設定方法について説明します。

トピック
• QuickSight アカウント作成 (p. 310)
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• QuickSight アカウントを設定する (p. 311)
• QuickSight ダッシュボードの作成 (p. 312)

QuickSight アカウント作成
このセクションのステップでは、Amazon QuickSight アカウントを作成する方法について説明しま
す。すでにアカウントをお持ちの場合は、「」を参照してください QuickSight ダッシュボードの作
成 (p. 312)。

QuickSight アカウントは次の方法で作成できます。

• Amazon CloudFormation テンプレートを使用する。
• Amazon Chime SDK コンソールを使用する。

前提条件
始める前に、次の情報を収集してください。

• コール分析の Amazon S3 バケットの名前。
• 通知メールアドレス。 QuickSight システムはこのアドレスに通知を配信します。

CloudFormation テンプレートを使用してアカウントを作成する
以下の手順では、Amazon CloudFormation テンプレートをデプロイして Amazon QuickSight アカウント
を作成する方法について説明します。このプロセスでは、Enterprise アカウントにのみサブスクライブさ
れます。料金については、「Amazon QuickSight の料金」を参照してください。

テンプレートをデプロイするには

1. AWSコンソールを起動して、AWS アカウントにログインします。
2. 次の URL をブラウザのアドレスバーに貼り付けます。表示されているとおりに地域を入力してくださ

い。

https://region.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=region#/
stacks/quickcreate?templateURL=https://chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/
public_templates/AmazonChimeSDKQuickSightSubscription.yaml.

3. [Quick create stack] ページで、次のように入力します。

a. [Stack name] に、アカウントの名前を入力します。
b. QuickSightNotificationEmail以前に収集したメールアドレスで。
c. でQuickSightSubscriptionForDataVisualization、[AWS QuickSight 新しいアカウントを作成] を選択

します。
d. [S3] にBucketName、Amazon S3 バケットの名前を入力します。
e. [AWS CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します] を選択し

ます。 チェックボックス。
4. [スタックの作成] を選択します。

システムがスタックを作成するのに約 10 分かかります。
5. ビルドが完了したら、[Go to Amazon QuickSight] を選択し、メールアドレスを入力してアカウントに

サインインします。
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コンソールを使用してアカウントを作成する
Amazon Chime SDK コンソールを使用して Amazon QuickSight アカウントを作成する方法を、以下に示
します。エンタープライズアカウントまたは Enterprise + Q アカウントを使用する必要があります。

コンソールを使用するには

1. Amazon Chime SDK コンソールを https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/home で起動
しQuickSight、を検索し、検索結果でを選択しますQuickSight。

2. [サインアップ] を選択します QuickSight。
3. [エンタープライズ] または [エンタープライズ+ Q] を選択し、[続行] を選択します。
4. [姓]、[電話番号] と、以前に収集した電子メールアドレスを入力して、[続行] を選択します。
5. 次のコマンドを実行します

i. [認証方法] で、オプションを選択します。

Note

フェデレーティッドユーザーを使用するオプションを選択した場合、正しい IAM アクセ
ス許可が必要です。詳細については、Amazon  QuickSight ユーザーガイドの「Amazon 
QuickSight サブスクリプションへのサインアップ」を参照してください。

ii. 「QuickSight 地域」で、地域を選択します。
iii. [アカウント情報] に、アカウントの名前と、以前に収集したメールアドレスを入力します。
iv. 「AWSQuickSight サービスへのアクセス」で、デフォルトのロールを使用するか、[既存のロール

を使用] を選択してリストからロールを選択します。
v. (オプション) 必要に応じて、[これらのリソースへのアクセスと自動検出を許可] で追加のリソース

を選択します。
vi. 完了したら、[完了] を選択します。
vii.ビルドが完了したら、[Go to Amazon QuickSight] を選択し、メールアドレスを入力してアカウント

にサインインします。

QuickSight アカウントを設定する
QuickSight アカウントにログインしたら、セキュリティを設定し、セットアッププロセスで作成されたグ
ループに自分を追加する必要があります。

セキュリティを設定するには

1. 右上隅のプロファイルアイコンを選択し、 QuickSight表示されたメニューから [管理] を選択します。
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2. ナビゲーションペインで [セキュリティとアクセス許可] を選択します。
3. [QuickSight AWSサービスへのアクセス] で [管理] を選択し、次のサービスが選択されていることを確

認します。

• Amazon Redshift
• Amazon RDS
• Amazon S3
• Amazon Athena
• IAM

4. 「Amazon S3 バケットを選択」 リンクを選択します。
5. Amazon S3 バケットの横にあるチェックボックスを選択し、右側の「Athena Workgroup の書き込み

権限」列のチェックボックスを選択します。
6. [Finish] (終了) を選択します。
7. [Save] (保存) を選択します。

自分をグループに追加するには

1. ナビゲーションペインで [グループの管理] を選択し、名前に Admins が含まれているグループを選択
します。たとえば、S3BucketName — 管理者。

2. [ユーザーを追加] を選択し、表示されるボックスにメールエイリアスを入力します。

あなたの名前は「管理者- あなたのエイリアス」として表示されます。
3. [Add] (追加) を選択します。

QuickSight ダッシュボードの作成
データレイクを作成したら、 QuickSight データを視覚化するダッシュボードを作成できます。ダッシュ
ボードを作成するには、Amazon CloudFormation テンプレートまたは Amazon Chime SDK コンソールを
使用できます。以下では、両方の方法について説明します。
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テンプレートを使用するには

1. Amazon CloudFormation コンソールを起動します。
2. ブラウザのアドレスバーに次のリンクを貼り付けま

す。https://region.console.aws.amazon.com/cloudformation/
home?region=region#/stacks/quickcreate?templateURL=https://
chime-sdk-assets.s3.amazonaws.com/public_templates/
AmazonChimeSDKQuickSightDashboards.yaml

3. [スタックのクイック作成] ページの [スタック名] に、アカウントの名前を入力します。
4. でActiveQuickSightAccount、「False」を選択します。
5. 下の QuicksightDashboardSelection[通話分析]-[通話分析と音声分析のTranscribe] ダッシュボードまた

は [通話分析]-[音声Transcribe と音声分析] ダッシュボードを選択します。
6. [Amazon S3] にBucketName、Amazon S3 バケットの URI を入力します。
7. 「AWS が IAM CloudFormation リソースを作成する可能性があることを承知します」チェックボック

スを選択し、「スタックを作成」を選択します。

QuickSight ダッシュボードを手動で構成するには

1. QuickSight アカウントに移動します。
2. 右上隅のプロファイルアイコンを選択してから、[管理] を選択します QuickSight。

3. ナビゲーションペインで [Manage groups] を選択し、セットアッププロセスで作成されたグループを
選択します。

4. [ユーザーを追加] を選択し、メールアドレスを入力して、[追加] を選択します。

システムがページを展開するのに 10 分かかります。
5. Amazon Chime SDK QuickSight コンソールを使用してアカウントにログインし、ダッシュボードを使

用します。

コール分析データモデル
このセクションの情報では、AWS Glue データカタログのテーブルセットである Amazon Chime SDK 
コール分析データモデルを一覧表示して説明します。
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トピック
• Glue データカタログテーブル構造 (p. 314)
• データカタログテーブルGlue する (p. 314)
• サンプルクエリ (p. 329)

Glue データカタログテーブル構造
次の図は、Amazon Chime SDK コール分析セッション用に作成されたAWS Glue データカタログのテーブ
ル構造を示しています。

データカタログテーブルGlue する
次の表は、AWS Glue データカタログのテーブルの一覧と説明です。

トピック
• コール・アナリティクス・メタデータ (p. 315)
• 文字起こし_コール_アナリティクス (p. 315)
• 通話記録_分析_カテゴリ_イベント (p. 318)
• 転記_コール_分析_ポストコール (p. 319)
• transcribe (p. 319)
• ボイス・アナリティクス・ステータス (p. 324)
• スピーカー_検索_ステータス (p. 326)
• ボイス・トーン分析ステータス (p. 327)
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コール・アナリティクス・メタデータ

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

mediaInsightsPipelineId string メディアインサイトパ
イプライン ID。

voiceConnectorId Amazon Chime SDK 
Voice Connector ID。

CallId 関連する使用に関する
参加者のコール ID。

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。

差出人番号 E.164 発信者の電話番号

番号へ E.164 宛先の電話番号

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

メタデータ string

方向 コールの方向（アウト
バウンドまたはインバ
ウンド）。

文字起こし_コール_アナリティクス

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

mediaInsightsPipelineId string メディアインサイトパ
イプライン ID

メタデータ string voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

CallId 関連する使用に関する
参加者のコール ID。

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。

差出人番号 E.164 発信者の電話番号

番号へ E.164 宛先の電話番号

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

方向 通話の方
向、Outboundまた
はInbound

UtteranceId UtteranceEvent指定
された一意の識別子で
す。

IsPartial UtteranceEvent内
のセグメントが完全 
(FALSE) か、部分的 
(TRUE) かを示します。

ParticipantRole 各オーディオチャンネ
ル（お客様またはエー
ジェント）のスピー
カーの役割を指定しま
す。

BeginOffsetMillis オーディオストリーム
の開始からの開始ま
での時間（ミリ秒単
位）UtteranceEvent。

EndOffsetMillis オーディオストリーム
の開始からの開始ま
での時間（ミリ秒単
位）UtteranceEvent。

Transcript 文字起こしされたテキ
ストが含まれていま
す。

感情 指定されたセグメント
で検出されたセンチメ
ントを提供します。

アイテム. ビギナー・オ
フセット・ミリス

文字起こしされたアイ
テムの開始時間 (ミリ秒
単位)。

UtteranceEvent struct

アイテム. エンドオフ
セットミリス

文字起こしされたアイ
テムの終了時間 (ミリ秒
単位)。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

アイテム. アイテムタイ
プ

識別されたアイテム
のタイプ。オプショ
ン:PRONUNCIATION(話
し言葉) 
とPUNCTUATION.

アイテム. コンテンツ 文字起こしされた単語
または句読点

アイテム. 信頼 成績証明書内の単語ま
たはフレーズに関連す
る信頼度スコア。スコ
アは 0～1 の間の値で
す。値が大きいほど、
識別された項目がメ
ディアで話されている
項目と正しく一致する
可能性が高いことを示
します。

項目. 語彙フィルター
マッチ

指定された項目が、リ
クエストに含まれる語
彙フィルターの単語と
一致するかどうかを示
します。true の場合、
ボキャブラリーフィル
ターが一致します。

アイテム. ステーブル 部分結果安定化が有効
になっています。「安
定版」は、指定された
項目が安定しているか
（true）、セグメントが
完了すると変化する可
能性があるか（false）
を示します。

IssuesDetected. 
character offsets_begin

一致する文字が見つ
かった最初の文字の文
字数を示します。たと
えば、問題に関連する
最初の文字や、セグメ
ントトランスクリプト
内のカテゴリが一致し
た場合などです。

IssuesDetected. キャラ
クターオフセット_終了

一致する文字が最後に
見つかった文字の文字
数を示します。たとえ
ば、問題に関連する最
後の文字や、セグメン
トトランスクリプト内
のカテゴリが一致した
文字などです。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

エンティティ. 開始オフ
セットミリス

として識別された発話
の開始時間 (ミリ秒単
位)PII。

エンティティ. エンドオ
フセットミリス

と識別された発話の
終了時間 (ミリ秒単
位)PII。

エンティティ. カテゴリ 特定された情報のカテ
ゴリ。唯一のカテゴリ
はPII.

エンティティ. エンティ
ティタイプ

特定された PII 
のタイプ。例え
ば、NAME、CREDIT_DEBIT_NUMBER
などです。

エンティティ. コンテン
ツ

PIIとして識別される 1 
つまたは複数の単語

エンティティ. 信頼 PIIオーディオ内の識
別されたエンティティ
に関連する信頼度スコ
ア。信頼スコアは 0～1 
の間の値です。値が大
きいほど、識別された
エンティティがメディ
アで話されているエン
ティティと正しく一致
する可能性が高いこと
を示します。

通話記録_分析_カテゴリ_イベント

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

mediaInsightsPipelineId string メディアインサイトパ
イプライン ID

voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。

メタデータ string

CallId 関連する使用に関する
参加者のコール ID。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。

差出人番号 E.164 発信者の電話番号

番号へ E.164 宛先の電話番号

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

方向 コールの方向（アウト
バウンドまたはインバ
ウンド）。

CategoryEvent array MatchedCategories ユーザーが定義したカ
テゴリに一致するもの
を一覧表示します。

転記_コール_分析_ポストコール

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

JobStatus string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

LanguageCode string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

LoudnessScores 各参加者が話している
音量を測定します。こ
のメトリクスを使用し
て、通話者またはエー
ジェントが大声で話し
ている、または怒鳴っ
ているかどうかを確認
します。多くの場合、
怒っていることを示し
ます。

このメトリクスは、0 か
ら 100 の範囲で正規化
された値 (特定のセグメ
ントにおける音声の1秒
あたりの音声レベル) と
して表され、値が大き
いほど音声が大きいこ
とを示します。

コンテンツ 文字起こしされたテキ
ストが含まれていま
す。

Transcript struct

ID UtteranceEvent指定
された一意の識別子で
す。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

BeginOffsetMillis オーディオストリーム
の開始からの開始ま
での時間（ミリ秒単
位）UtteranceEvent。

EndOffsetMillis オーディオストリーム
の開始からの開始ま
での時間（ミリ秒単
位）UtteranceEvent。

感情 指定されたトランスク
リプトセグメントで検
出されたセンチメント
を提供します。

ParticipantRole 各オーディオチャ
ンネルのスピーカー
の役割を指定します
（CUSTOMERまたはいず
れか）AGENT。

IssuesDetected。 
CharacterOffsets.開始

一致する文字が見つ
かった最初の文字に文
字オフセットを指定し
ます。たとえば、受講
実績セグメント内の案
件に関連する最初の文
字。

IssuesDetected。 
CharacterOffsets.終了

一致する文字が見つ
かった最後の文字への
文字オフセットを提供
します。たとえば、受
講実績セグメント内の
案件に関連する最後の
文字。

OutcomesDetected。 
CharacterOffsets.開始

OutcomesDetected。 
CharacterOffsets.終了

通話で特定された結果
または解決策を提供し
ます。

ActionItemsDetected。 
CharacterOffsets.開始

ActionItemsDetected。 
CharacterOffsets.終了

呼び出しで特定された
すべてのアクション
項目が一覧表示されま
す。

AccountId string AWSアカウント ID

カテゴリ struct MatchedCategories 一致したカテゴリが一
覧表示されます。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

MatchedDetails オーディオストリーミ
ングの開始時点から
当該カテゴリ内で一致
するまでの時間（ミリ
秒単位）が表示されま
す。

チャンネル string チャンネル 音声チャンネルを示し
ます。

参加者 array ParticipantRole 各オーディオチャ
ンネルのスピーカー
の役割を指定しま
すAGENT。CUSTOMERま
たは

NonTalkTime 音声が含まれていない
時間を測定します。こ
のメトリクスを使用し
て、長時間保留されて
いる顧客など、長い無
音時間があることを示
します。

中断 一方の参加者がもう一
方の参加者の発言を途
中で中断したかどうか
と、そのタイミングを
測定します。頻繁な割
り込みは無礼または怒
りと関連している可能
性があり、一方または
両方の参加者の否定的
なセンチメントと関連
していることもありま
す。

TotalConversationDurationMillis会話の全長。

センチメント。 
OverallSentiment.エー
ジェント

OverallSentimentエー
ジェントのラベル。

センチメント。 
OverallSentiment.顧客

OverallSentimentの
ラベルCustomer。

センチメント。 
SentimentByPeriod.QUARTER.AGENT

の各四半期のセンチメ
ントラベルAgent.

ConversationCharacteristicsstruct

センチメント。 
SentimentByPeriod.四半
期.顧客

の各四半期のセンチメ
ントラベルCustomer.
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

TalkSpeed 両方の参加者が話し
ている速度を測定しま
す。1 人の参加者が話す
のが速すぎると理解度
に影響が出ることがあ
ります。このメトリク
スは 1 分あたりの単語
数で測定されます。

TalkTime 通話中に各参加者が通
話した時間 (ミリ秒単位) 
を測定します。このメ
トリクスを使って、1 人
の参加者が通話を独占
しているかどうか、ま
たは会話のバランスが
とれているかどうかを
識別します。

SessionId string SessionId電話用

ContentMetadata string ユーザーが指定した構
成に従って、未加工コ
ンテンツと編集済みコ
ンテンツのラベルを付
けるフィールド。

transcribe

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

mediaInsightsPipelineId string メディアインサイトパ
イプライン ID

voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。

CallId 関連する使用に関する
参加者のコール ID。

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。

メタデータ string

差出人番号 E.164 発信者の電話番号
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

番号へ E.164 宛先の電話番号

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

方向 通話の方
向、Outboundまた
はInbound

voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。

ResultId :Result の一意の識別
子

StartTime の開始時間 (ミリ秒単
位)Result。

EndTime の終了時間 (ミリ秒単
位)Result。

IsPartial セグメントが完成し
ているかどうかを示
します。もしそうな
らIsPartialtrue、セ
グメントは完成してい
ません。それ以外の場
合は、セグメントは完
成です。

ChannelId オーディオストリーム
に関連付けられている
チャネルの ID。

代替案. エンティティ 文字起こし出力に、個
人を特定できる情報 
(PII) として識別される
エンティティが含まれ
ます。

代替案。アイテム。自
信

成績証明書内の単語ま
たはフレーズに関連す
る信頼度スコア。信頼
スコアは 0～1 の間の
値です。値が大きいほ
ど、識別された項目が
メディアで話されてい
る項目と正しく一致す
る可能性が高いことを
示します。

代替案、アイテム、コ
ンテンツ

文字起こしされた単語
または句読点

TranscriptEvent struct

代替品. アイテム。 
EndTime

文字起こしされたアイ
テムの終了時間 (ミリ秒
単位)。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

オルタナティブ. アイテ
ム. スピーカー

スピーカーの分割が有
効になっている場合
は、Speaker指定され
た項目のスピーカーに
ラベルを付けます。

代替案.アイテム.安定版 部分結果安定化が有効
になっている場合。
Stable 指定された
項目が安定しているか
（true）、セグメント
が完了したときに変更
される可能性があるか
（false）を示します。

代替品. アイテム。 
StartTime

文字起こしされたアイ
テムの開始時間 (ミリ秒
単位)。

代替案.品目.タイプ 識別されたアイテム
のタイプ。オプショ
ン:PRONUNCIATION(話
し言葉) 
とPUNCTUATION.

代替品. アイテム。 
VocabularyFilterMatch

指定された項目が、リ
クエストに含まれる語
彙フィルターの単語と
一致するかどうかを示
します。true の場合、
ボキャブラリーフィル
ターが一致します。

代替案. トランスクリプ
ト

文字起こしされたテキ
ストが含まれていま
す。

ボイス・アナリティクス・ステータス

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

ソース string イベントを生成する 
AWS サービス。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

アカウント string AWS アカウント ID。

region string AWS アカウントリー
ジョン。

バージョン string イベントスキーマの
バージョン。

id string イベントの一意の ID。

taskId タスクの一意の ID。

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

SIP レックメタデータ コールに関連付けられ
た SIPREC メタデー
タ。

招待ヘッダー コールに関連付けられ
ている招待状出典

streamStartTime ストリームの開始時
間。

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。

voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。

コール ID 関連する使用に関する
参加者のコール ID。

詳細ステータス サービスタイプに関連
する詳細な機能タイ
プ。

statusMessage タスク ID の成功または
失敗のステータス。

speakerSearchDetails.voiceProfileId登録されている音声プ
ロファイルの ID で、そ
の音声の埋め込みが通
話中の話し手とほぼ一
致している。

detail struct

speakerSearchDetails3. 
信頼度スコア

[0, 1] の間の数値。数
字が大きいほど、機械
学習モデルが音声プロ
ファイルの一致に自信
を持っていることを示
します。
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スピーカー_検索_ステータス

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

ソース string イベントを生成する 
AWS サービス。

アカウント string AWS アカウント ID。

region string AWS アカウントリー
ジョン。

バージョン string イベントスキーマの
バージョン。

id string イベントの一意の ID。

taskId タスクの一意の ID。

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

SIP レックメタデータ コールに関連付けられ
た SIPREC メタデー
タ。

招待ヘッダー コールに関連付けられ
ている招待状出典

streamStartTime ストリームの開始時
間。

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。

voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。

コール ID 関連する使用に関する
参加者のコール ID。

詳細ステータス サービスタイプに関連
する詳細な機能タイ
プ。

statusMessage タスク ID のステータ
ス、成功または失敗。

detail struct

speakerSearchDetails.voiceProfileId登録されている音声プ
ロファイルの ID で、そ
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義
の音声の埋め込みが通
話中の話し手とほぼ一
致している。

speakerSearchDetails3. 
信頼度スコア

[0, 1] の間の数値。数
字が大きいほど、機械
学習モデルが音声プロ
ファイルの一致に自信
を持っていることを示
します。

ボイス・トーン分析ステータス

列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

time string イベント生成タイムス
タンプ ISO 8601。

detail-type (ディテール
タイプ)

string サービスタイプに関連
する機能タイプ。

サービスタイプ string AWSサービスの名前、 
VoiceAnalytics または 
CallAnalytics。

ソース string イベントを生成する 
AWS サービス。

アカウント string AWS アカウント ID。

region string AWS アカウントリー
ジョン。

バージョン string イベントスキーマの
バージョン。

id string イベントの一意の ID。

taskId タスクの一意の ID。

iSCaller 参加者が発信者かどう
かを示します。

SIP レックメタデータ コールに関連付けられ
た SIPREC メタデー
タ。

招待ヘッダー コールに関連付けられ
ている招待状出典

streamStartTime ストリームの開始時
間。

detail struct

トランザクション ID コールのトランザク
ション ID。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

voiceConnectorId Amazon Chime Voice 
Connector ID。

コール ID 関連する使用に関する
参加者のコール ID。

詳細ステータス サービスタイプに関連
する詳細な機能タイ
プ。

statusMessage タスク ID の成功または
失敗のステータス。

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
currentAverageVoice
トーン、開始時間

現在の平均センチメン
トの基になっている話
者の通話音声の開始タ
イムスタンプ（ISO8601 
形式）。

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
currentAverageVoice
トーン. エンドタイム

現在の平均センチメン
トの基になっている話
者の通話音声の終了タ
イムスタンプ（ISO8601 
形式）。

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
currentAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneScore. 
ポジティブ

[0, 1] の間で、話者の感
情が肯定的である確率
的確率

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
currentAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneScore. 
否定応答出典

[0, 1] の間で、話者の感
情が否定的である確率
的確率

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
currentAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneScore. 
ニュートラル

[0, 1] の間で、話者の感
情が中立である確率的
確率

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
currentAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneLabel

平均音声トーンスコア
の確率が最も高いラベ
ル。

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
overallAverageVoice
トーン、開始時間

全体的な平均センチメ
ントの基準となる話者
の通話音声の開始タイ
ムスタンプ（ISO8601 
形式）。
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列名 データ型 [Elements] (要素) 定義

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
overallAverageVoice
トーン. エンドタイム

全体の平均センチメン
トの基準となる、発言
者の通話音声の終了タ
イムスタンプ（ISO8601 
形式）。

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
overallAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneScore. 
ポジティブ

[0, 1] の間で、話者の感
情が肯定的である確率
的確率

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
overallAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneScore. 
否定応答出典

[0, 1] の間で、話者の感
情が否定的である確率
的確率

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
overallAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneScore. 
ニュートラル

[0, 1] の間で、話者の感
情が中立である確率的
確率

voiceToneAnalysis[詳
細]。 
overallAverageVoice[トー
ン出典 voiceToneLabel

センチメントスコアが
最も高いセンチメント
ラベル（ポジティブ、
ネガティブ、または
ニュートラル）。

サンプルクエリ
これらのサンプルクエリを使用して、Amazon Chime SDK コール分析 Glue データカタログのデータを抽
出して整理します。

Note

Amazon Athena への接続と Glue データカタログのクエリについては、「ODBC を使用して 
Amazon Athena に接続する」を参照してください。

必要に応じて各セクションを拡張します。

コール・アナリティクス・メタデータ
call_analytics_metadata には JSONmetadata 文字列形式のフィールドがあります。Athena の
json_extract_scalar 関数を使用して、この文字列内の要素をクエリします。

SELECT 
    json_extract_scalar(metadata,'$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.fromNumber') AS "From Number", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.toNumber') AS "To Number", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.callId') AS "Call ID", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.direction') AS Direction, 
    json_extract_scalar(metadata,'$.transactionId') AS "Transaction ID"
FROM  
    "amazon_chime_sdk_database"."call_analytics_metadata"
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ボイス・アナリティクス・ステータス

voice_analytics_status には、構造体データ型の詳細フィールドがあります。次の例は、構造体データタイ
プフィールドをクエリする方法を示しています。

SELECT 
    detail.transactionId AS "Transaction ID", 
    detail.voiceConnectorId AS "VoiceConnector ID", 
    detail.siprecmetadata AS "Siprec Metadata", 
    detail.inviteheaders AS "Invite Headers", 
    detail.streamStartTime AS "Stream Start Time"
FROM  
    "amazon_chime_sdk_database"."voice_analytics_status"

ボイス・アナリティクス・ステータスとコール・アナリティクス・メタデータの
結合

次のクエリ例は call_analytics_metadata と voice_analytics_status を結合します。

SELECT 
    a.detail.transactionId AS "Transaction ID", 
    a.detail.voiceConnectorId AS "VoiceConnector ID", 
    a.detail.siprecmetadata AS "Siprec Metadata", 
    a.detail.inviteheaders AS "Invite Headers", 
    a.detail.streamStartTime AS "Stream Start Time" 
    json_extract_scalar(b.metadata,'$.fromNumber') AS "From Number", 
    json_extract_scalar(b.metadata,'$.toNumber') AS "To Number", 
    json_extract_scalar(b.metadata,'$.callId') AS "Call ID", 
    json_extract_scalar(b.metadata,'$.direction') AS Direction
FROM  
    "amazon_chime_sdk_database"."voice_analytics_status" a
INNER JOIN  
    "amazon_chime_sdk_database"."call_analytics_metadata" b
ON a.detail.transactionId = json_extract_scalar(b.metadata,'$.transactionId')

転記_コール_分析_ポストコール

transcribe_call_analytics_post_call には、ネストされた配列を含む構造体形式のトランスクリプトフィール
ドがあります。次のクエリを使用して、これらの配列をネスト解除します。

SELECT  
    jobstatus, 
    languagecode, 
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL, 
 e.transcript.id) AS utteranceId, 
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL, 
 e.transcript.content) AS transcript, 
    accountid, 
    channel, 
    sessionid, 
    contentmetadata.output AS "Redaction"
FROM  
    "amazon_chime_sdk_database"."transcribe_call_analytics_post_call" m
CROSS JOIN UNNEST 
    (IF(CARDINALITY(m.transcript)=0, ARRAY[NULL], transcript)) AS e(transcript)

transscribe_call_analytics_post_call と call_analytics_metadata の結合

次のクエリは transcribe_call_analytics_post_call と call_analytics_metadata を結合します。
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WITH metadata AS(
SELECT  
    from_iso8601_timestamp(time) AS "Timestamp", 
    date_parse(date_format(from_iso8601_timestamp(time), '%m/%d/%Y %H:%i:%s') , '%m/%d/%Y 
 %H:%i:%s') AS "DateTime", 
    date_parse(date_format(from_iso8601_timestamp(time) , '%m/%d/%Y') , '%m/%d/%Y') AS 
 "Date", 
    date_format(from_iso8601_timestamp(time) , '%H:%i:%s')  AS "Time", 
    mediainsightspipelineid, 
    json_extract_scalar(metadata,'$.toNumber') AS "To Number", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.voiceConnectorId') AS "VoiceConnector ID", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.fromNumber') AS "From Number", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.callId') AS "Call ID", 
    json_extract_scalar(metadata,'$.direction') AS Direction, 
    json_extract_scalar(metadata,'$.transactionId') AS "Transaction ID", 
    
 REGEXP_REPLACE(REGEXP_EXTRACT(json_extract_scalar(metadata,'$.oneTimeMetadata.s3RecordingUrl'), 
 '[^/]+(?=\.[^.]+$)'), '\.wav$', '') AS "SessionID"
FROM "amazon_chime_sdk_database"."call_analytics_metadata"
),
transcript_events AS(
SELECT  
    jobstatus, 
    languagecode, 
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL, 
 e.transcript.id) AS utteranceId, 
    IF(CARDINALITY(m.transcript)=0 OR CARDINALITY(m.transcript) IS NULL, NULL, 
 e.transcript.content) AS transcript, 
    accountid, 
    channel, 
    sessionid, 
    contentmetadata.output AS "Redaction"
FROM  
    "amazon_chime_sdk_database"."transcribe_call_analytics_post_call" m
CROSS JOIN UNNEST 
    (IF(CARDINALITY(m.transcript)=0, ARRAY[NULL], transcript)) AS e(transcript)
)
SELECT  
    jobstatus, 
    languagecode, 
    a.utteranceId, 
    transcript, 
    accountid, 
    channel, 
    a.sessionid, 
    "Redaction" 
    "Timestamp", 
    "DateTime", 
    "Date", 
    "Time", 
    mediainsightspipelineid, 
    "To Number", 
    "VoiceConnector ID", 
    "From Number", 
    "Call ID", 
    Direction, 
    "Transaction ID"
FROM  
    "amazon_chime_sdk_database"."transcribe_call_analytics_post_call" a
LEFT JOIN  
    metadata b
ON  
    a.sessionid = b.SessionID
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Amazon Chime SDK のVoice Analytics の使用
Amazon Chime SDK の音声分析機能を使用すると、話者検索と声調分析を実装できます。話者検索を使用
して、新しい発信者を特定して登録し、繰り返し電話をかけてきた人を特定してその識別情報に信頼度ス
コアを割り当てます。声調分析を使用して、発信者の感情をnegative、neutral、positiveまたはと
して予測します。

Amazon Chime SDK コール分析セッションのオプションコンポーネントとして音声分析を実行します。

音声分析は Amazon Chime SDK 音声コネクタ呼び出しでのみ機能します。この機能は音声コネクタと直
接統合されるため、この機能を使用するには音声コネクタが必要です。音声コネクタの作成と使用の詳細
については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタの管理」を参照し
てください。

音声分析には次の機能もあります。

• 非同期タスク処理。タスクは相互に独立して実行されます。
• インサイトを処理するタイミングを制御できます。

音声分析は次の方法で有効にできます。

• Amazon Chime SDK コンソールを使用して通話分析設定を作成し、設定の ARN を音声コネクタに関連
付けます。詳細については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK コールアナリ
ティクスの使用」を参照してください。

• CreateMediaInsightsPipelineConfigurationおよび PutVoiceConnectorStreamingConfigurationAPI を呼び
出します。詳細については、「メディアインサイトパイプラインの作成 (p. 301)」を参照してくださ
い。

次のトピックでは、Voice Analytics の使い方について説明します。

トピック
• Voice Analytics アーキテクチャ (p. 332)
• スピーカー検索ワークフローの例 (p. 334)
• ボイストーン分析ワークフローの例 (p. 335)
• タスク結果のポーリング (p. 337)
• Notification について (p. 337)
• 同意の撤回とオプトアウトの処理 (p. 344)
• データ保持期間 (p. 344)

Voice Analytics アーキテクチャ
このセクションのトピックでは、各機能のデータフローを含む Amazon Chime SDK のVoice Antification 
アーキテクチャの概要について説明します。

この図では、Voice Analycation を通じてデータがどのようにフローするかを確認できます。
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図では、以下のようになっています。

1. 発信者は Amazon Chime SDK 音声コネクタの電話番号を使用してエージェントに電話をかけます。そ
の逆も同様です。

2. 通話分析の設定では、発信者が同意した後にのみ、話者検索、音声トーン分析、あるいはその両方がト
リガーされます。

3. コール中、Voice Analyfication Service (SQS)、Voice Service (SQS)、Amazon Simple Notification 
Service (SQS)、Amazon Kimple Notification Service (SQS)、Amazon KinesisAWS Data Streams いずれ
かのターゲットに通知を送信します。

さらに、音声分析には、生成されるデータを管理するためのこれらのツールが用意されています。

Voice Profile

音声埋め込み、埋め込みのユニーク ID、有効期限の組み合わせ。音声プロファイルは、セキュリティ
上の理由と、時間の経過とともに音声が変化するため、3 年後に期限切れになります。音声プロファ
イルの再作成を避けるには、 UpdateVoiceProfileAPI を呼び出します。有効期限についての詳細は、
「」を参照してくださいデータ保持期間 (p. 344)。

音声埋め込みを登録するか、登録済みの音声埋め込みを更新するには、通話終了後 24 
CreateVoiceProfile時間以内にまたは  UpdateVoiceProfileAPI を呼び出す必要があります。

Voice Profile ドメイン

音声プロフィールのコレクション。

333

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_voice-chime_UpdateVoiceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_voice-chime_CreateVoiceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_voice-chime_CreateVoiceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_voice-chime_UpdateVoiceProfile.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
スピーカー検索ワークフローの例

スピーカー検索ワークフローの例
Important

スピーカー検索機能には、音声埋め込みの作成が含まれます。これにより、発信者の音声を以前
に保存された音声データと比較できます。バイオメトリック識別子およびバイオメトリック情報
をデジタル声紋形式で収集、使用、保存、および保持するには、書面による発信者のインフォー
ムドコンセントが必要になる場合があります。このような同意は、イリノイ州、テキサス州、ワ
シントン州の生体認証法、その他の州のプライバシー法など、さまざまな州法で義務付けられて
います。スピーカー検索機能を使用する前に、適用法および機能の使用に適用される AWS サー
ビス条件に基づき、すべての通知を提出し、すべての同意を得る必要があります。

次の図は、発言者検索分析タスクでのデータフローの例を示しています。画像の下の番号付きのテキスト
には、プロセスの各ステップが説明されています。

Note

この図では、Amazon Chime SDK 音声コネクタに、を含む通話分析設定があらかじめ設定されて
いることを前提としていますVoiceAnalyticsProcessor。詳細については、「ワークフロー 
1: 音声コネクタが通話分析を開始する (p. 281)」を参照してください。

図では、以下のようになっています。

1. ユーザーまたはシステム管理者は、音声埋め込みと音声プロファイルを保存するための音
声プロファイルドメインを作成します。音声プロファイルドメインの作成の詳細について
は、Amazon Chime SDK 管理者ガイドのを参照してくださいCreating a voice profile 
domain。CreateVoiceProfileDomainAPI を使用することもできます。
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2. 発信者は Amazon Chime SDK 音声コネクタに割り当てられた電話番号を使用してダイヤルインしま
す。または、エージェントがVoice Connector 番号を使用してアウトバウンドコールを発信します。

3. Amazon Chime SDK 音声コネクタサービスはトランザクション ID を作成し、それを通話に関連付けま
す。

4. 音声コネクタは、AnalyticsReady設定された通知ターゲット（Amazon SQS キュー、Amazon SNS 
トピック、AWS Lambda 関数、または Kinesis データストリーム）に通知を送信します。通知には、音
声コネクタ ID とトランザクション ID が含まれます。必要に応じて、コールの SIP ヘッダーから直接ト
ランザクション ID を取得できます。

5. 自動音声応答システムなどのアプリケーションまたはエージェントは、通話の録音と音声分析のための
音声埋め込みの使用について発信者に通知し、参加の同意を求めます。

6. 発信者が同意すると、アプリケーションまたはエージェントが StartSpeakerSearchTaskAPI を呼び出し
ます。音声コネクタ ID、トランザクション ID、および音声プロファイルドメイン ID を API に渡す必要
があります。非同期タスクを識別するスピーカー検索タスク ID が返されます。

Note

StartSpeakerSearchTaskAPI を開始する前に、法律および AWS サービス規約で義務付け
られているように、必要な通知を行い、必要な同意を得る必要があります。

7. システムは、発信者の音声を 10 秒間蓄積します。発信者は少なくともその時間だけ話さなければなり
ません。システムは沈黙をキャプチャまたは分析しません。

8. Voice Connectorは、音声をドメイン内の音声プロファイルと比較し、一致率の高い上位10件を一覧表
示します。一致するものが見つからない場合、Voice Connector は音声プロファイルを作成します。

9. Voice Connector は、設定された通知ターゲットに通知イベントを送信します。
10.発信者は話し続け、さらに 10 秒間、無音で話します。
11.Voice Connectorは、音声プロファイルの作成や既存の音声プロファイルの更新に使用できる登録音声埋

め込みを生成します。
12.Voice Connector は、VoiceprintGenerationSuccessful設定された通知ターゲットに通知を送信

します。
13.アプリケーションは、 CreateVoiceProfileまたは  UpdateVoiceProfileAPI を呼び出して、プロファイル

を作成または更新します。
14.アプリケーションは、 GetSpeakerSearchTask必要に応じてAPIを呼び出し、スピーカー検索タスクの

最新ステータスを取得します。

ボイストーン分析ワークフローの例
Important

声調分析では、言語情報と声調情報に基づいて話者の感情を予測します。感情分析を法律で禁止
されている方法で使用してはなりません。これには、その個人に法的または同様に重大な影響を
及ぼす可能性のある個人に関する意思決定（雇用、住居、信用力、または金銭的オファーなど）
が含まれます。

音声トーン分析では、通話中の相手の声を分析し、、、、positivenegative、neutralのいずれかの
感情を予測します。

次の図は、Voice Toon 分析のワークフロー例を示しています。画像の下の番号付きの項目は、プロセスの
各ステップを説明しています。

Note

この図では、Amazon Chime SDK 音声コネクタに、を含む通話分析設定があらかじめ設定されて
いることを前提としていますVoiceAnalyticsProcessor。詳細については、「ワークフロー 
1: 音声コネクタが通話分析を開始する (p. 281)」を参照してください。
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図では、以下のようになっています。

1. 発信者は Amazon Chime SDK 音声コネクタに割り当てられた電話番号を使用してダイヤルインしま
す。または、エージェントがVoice Connector 番号を使用してアウトバウンドコールを発信します。

2. Voice Connector サービスはトランザクション ID を作成し、それをコールに関連付けます。
3. 音声コネクタは、AnalyticsReady設定された通知ターゲット（Amazon SQS キュー、Amazon SNS 

トピック、またはAWS Lambda 関数）に通知を送信します。通知には、音声コネクタ ID とトランザク
ション ID が含まれます。必要に応じて、コールの SIP ヘッダーから直接トランザクション ID を取得で
きます。

4. 自動音声応答システムなどのアプリケーションまたはエージェントは、通話録音について発信者に通知
し、参加の同意を求めます。

5. 発信者が同意すると、アプリケーションまたはエージェントが StartVoiceToneAnalysisTaskAPI を呼び
出します。通話に関連する音声コネクタ ID とトランザクション ID を渡す必要があります。非同期タス
クを識別するための音声トーン分析タスク ID が返されます。

6. ユーザーは通話中ずっと話します。
7. エージェントは通話中ずっと話します。
8. Voice Connector は 5 秒ごとに、機械学習モデルを使用して最後の 30 秒間の会話を分析

し、StartVoiceToneAnalysisTaskその間隔および最初に電話をかけたときからの通話全体の発信
者のトーンを予測します。

9. Voice Connector は、設定した通知ターゲットにその情報を含む通知を送信します。
• Voice Connector は、通話の各区間に 1 つずつ、合計 2 つの通知を送信します。
• isCaller = falseイベントをチェックすることで、ユーザーのトーン推定値を判断できます。
• isCaller = trueイベントをチェックすることで、エージェントのトーン推定値を決定できます。

10.通話が終了するまで手順 9 と 10 を繰り返します。
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11.通話が終了すると、Voice Connector は、過去 30 秒間の現在の平均トーン予測と通話全体の平均トーン
を含む最終通知を 1 回送信します。

12.アプリケーションは、 GetVoiceToneAnalysisTask必要に応じてAPIを呼び出して、音声トーン分析タス
クの最新ステータスを取得します。

Note

GetVoiceToneAnalysisTaskAPI はトーンデータをストリーミングしません。

タスク結果のポーリング
Important

デフォルトでは、音声分析は結果を 7 日間閲覧可能にし、その後データを自動的に削除します。
タスクデータをそれ以上使用する場合、またはデータ保持法を遵守する場合は、タスクデータを
保存する必要があります。詳細については、このガイドで後述する「」を参照してくださいデー
タ保持期間 (p. 344)。

音声分析では、各タスクの結果が少なくとも 1 回配信されるようにします。ただし、ネットワークの問題
により待ち時間が長くなる可能性があります。潜在的な問題を回避するため、または同期処理を希望する
場合は、次の API を使用できます。

• GetSpeakerSearchTask
• GetVoiceToneAnalysisTask

Important

GetVoiceToneAnalysisTaskAPI はタスクのステータスのみを返します。タスクの結果
は返されません。結果を確認するには、SQS、SQS、SQS、SNS、Amazon SQS、Amazon 
SQS、Amazon SQS、AWS Lambda を通じて通知ターゲットを使用してください。

GetSpeakerSearchTaskAPI は、タスク ID、遅延メッセージ、または順序が間違って届いたメッセージ
について、最新の結果を同期して取得します。ただし、通知ターゲットと非同期処理を使用することをお
勧めします。そうすることで、消費するコンピューティングリソースが少なくなります。

Notification について
音声分析は、話者検索または声調分析タスクが開始されたとき、実行中、終了したときに、自動的にイベ
ントをターゲットに送信します。通知ターゲットを使用してこれらのイベントを受信します。ワークフ
ローまたはアプリケーションに高可用性が必要な場合は、複数の通知ターゲットを使用することをお勧め
します。

また、通知ターゲットへのアクセスに必要なポリシーを含む IAM ロールを使用する必要があります。詳細
については、「コール分析リソースアクセスロール (p. 288)」を参照してください。

Note

Amazon SQS と Amazon SNS では、 first-in-first-out キューはサポートされていません。その結
果、メッセージが順不同で届く可能性があります。タイムスタンプを確認して必要に応じてメッ
セージを並べ替え、Amazon DynamoDB などのデータストアにメッセージを永続化することをお
勧めします。タスク結果のポーリング (p. 337)で説明されている Get API を使用して最新の結果
を受け取ることもできます。

以下の表に示しています。イベントとそれに対応する詳細タイプを示しています。
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Notification イベント Detail-type

Voice Analytics メタデータ VoiceAnalyticsStatus

スピーカー検索 SpeakerSearchStatus

Voice Toon Antification VoiceToneAnalysisStatus

通知対象の IAM ポリシー
Amazon SQS、Amazon SNS、AWS Lambda、または Amazon KDS の通知ターゲットへのアクセスを許
可するコール分析設定の IAM ロールのポリシーを使用する必要があります。詳細については、このガイド
の「コール分析リソースアクセスロール (p. 288)」を参照してください。

次のトピックでは、通知グループについて説明します。

音声分析対応イベント
VoiceAnalyticsStatus音声分析対応イベントには詳細タイプがあります。

Amazon Chime SDK 音声コネクタを使用して分析タスクを開始します。音声分析準備完了イベントを受け
取ったら、次のプロパティで識別される通話の発話者検索または音声トーン分析タスクをトリガーできま
す。

• voiceConnectorId
• transactionId

音声コネクタから返される SIP ヘッダーには、が含まれますtransactionId。SIP ヘッダーにア
クセスできない場合、AnalyticsReadyvoiceConnectorId通知イベントにはおよびも含まれま
すtransactionId。これにより、プログラムで情報を受け取り、StartSpeakerSearchTask、または
StartVoiceToneAnalysisAPI を呼び出すことができます。

音声分析の処理準備が整うと、Voice Connector は JSON"detailStatus": "AnalyticsReady" 本文
として通知ターゲットにイベントを送信します。Amazon SNS または Amazon SQS を使用する場合、そ
の本文は Amazon SNS または Amazon SQS ペイロードの「レコード」フィールドに表示されます。

次の例は、典型的な JSON ボディを示しています。

{ 
    "detail-type": "VoiceAnalyticsStatus", 
    "version": "0", 
    "id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "detailStatus": "AnalyticsReady", 
        "callDetails": { 
            "isCaller": false, 
            "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436", 
            "voiceConnectorId": "fuiopl1fsv9caobmqf2vy7" 
        } 
    }
}

338

https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_voice-chime_StartSpeakerSearchTask
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/APIReference/API_voice-chime_StartVoiceToneAnalysis.html


Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
Notification について

この通知により、音声分析タスク API を呼び出す前に、アプリケーションへの追加のコールバックをトリ
ガーしたり、通知や同意などの法的要件を処理したりできます。

スピーカー検索イベント
SpeakerSearchStatusスピーカー検索イベントには詳細タイプがあります。

Amazon Chime SDK 音声コネクタは、以下のスピーカー検索イベントを送信します。

• 識別マッチ
• 音声埋め込み生成

イベントには、以下のステータスがあります。

• IdentificationSuccessful— 指定された音声プロファイルドメインで、信頼スコアが高い一致す
る音声プロファイル ID を少なくとも 1 つ正常に識別しました。

• IdentificationFailure— 識別を実行できませんでした。原因:発信者が10秒以上話さない、音質が
悪い。

• IdentificationNoMatchesFound— 指定された音声プロファイルドメインで一致率の高いものが見
つからない。発信者が新しいか、声が変わった可能性があります。

• VoiceprintGenerationSuccessful— システムは、20 秒間の無音でない音声を使用して音声埋め
込みを生成しました。

• VoiceprintGenerationFailure— システムは音声埋め込みを生成できませんでした。原因:発信者
が20秒以上話さない、音質が悪い。

Note

スピーカー検索は、Voice Connector がとマークされている通話側でのみ実行されますisCaller 
= false。これは、オリジネーションとターミネーションの設定に基づきます。これらの詳細
については、Amazon Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタ設定の編
集」を参照してください。SIPREC コールの場合、これは参加者のストリームラベルで制御でき
ます。10ラベルをまたはに設定すると1、a_legそのストリームが発信者になり、他のストリー
ムが話者検索を実行します。

Note

スピーカー検索は、Voice Connector が発信者ではない通話側でのみ実行されます。これは、オ
リジネーションとターミネーションの設定に基づきます。これらの詳細については、Amazon 
Chime SDK 管理者ガイドの「Amazon Chime SDK 音声コネクタ設定の編集」を参照してくださ
い。

識別マッチ

特定の StartSpeakerSearchTaskAPI が呼び出されるとtransactionId、Voice Connector サービス
は、10 秒間の無音通話の後に識別一致通知を返します。このサービスは、一致した上位10件を、音声プロ
フィールIDと [0、1] の範囲の信頼スコアとともに返します。信頼度スコアが高いほど、通話中の話者が音
声プロファイル ID と一致する可能性が高くなります。機械学習モデルで一致するものが見つからない場
合、detailStatus通知のフィールドには次の内容が含まれますIdentificationNoMatchesFound。

次の例は、一致が成功した場合の通知を示しています。

{     
    "version": "0", 
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333", 
    "detail-type": "SpeakerSearchStatus", 
    "service-type": "VoiceAnalytics", 
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    "source": "aws.chime", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "taskId": "uuid", 
        "detailStatus": "IdentificationSuccessful", 
        "speakerSearchDetails" : { 
            "results": [ 
                { 
                    "voiceProfileId": "vp-505e0992-82da-49eb-9d4a-4b34772b96b6", 
                    "confidenceScore": "0.94567856", 
                }, 
                { 
                    "voiceProfileId": "vp-fba9cbfa-4b8d-4f10-9e41-9dfdd66545ab", 
                    "confidenceScore": "0.82783350", 
                }, 
                { 
                    "voiceProfileId": "vp-746995fd-16dc-45b9-8965-89569d1cf787", 
                    "confidenceScore": "0.77136436", 
                } 
            ] 
        }, 
        "isCaller": false, 
        "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4", 
        "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436" 
    }
} 

音声埋め込み生成
さらに 10 秒間の無音通話の後、Voice Connector は音声埋め込み生成通知を通知対象に送信します。音声
プロファイルに新しい音声埋め込みを登録したり、音声プロフィールにすでに登録されている印刷物を更
新したりできます。

次の例は、マッチが成功したときの通知を示しています。つまり、関連する音声プロファイルを更新でき
ます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333", 
    "detail-type": "SpeakerSearchStatus", 
    "service-type": "VoiceAnalytics", 
    "source": "aws.chime", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "taskId": "guid", 
        "detailStatus": "VoiceprintGenerationSuccess", 
        "isCaller": false, 
        "transactionId": "12345678-1234-1234", 
        "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr" 
    }
}

ボイストーン分析イベント
VoiceToneAnalysisStatusボイストーン分析イベントには詳細タイプがあります。分析の結果、次の
ステータスが返されることがあります。
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• VoiceToneAnalysisSuccessful—発信者とエージェントの声をうまく分析して、感情の確率（ポジ
ティブ、ネガティブ、ニュートラル）を特定しました。

• VoiceToneAnalysisFailure— トーン分析を実行できませんでした。これは、発信者が 10 秒間話さ
ずに電話を切ったり、音質が悪くなりすぎたりした場合に発生する可能性があります。

• VoiceToneAnalysisCompleted—ユーザーとエージェントの声をうまく分析して、通話全体の感情の
確率を調べました。これは音声トーン分析が終了したときに送信される最後のイベントです。

次の例は、典型的な Voice Tone 分析イベントを示しています。

{ 
  "detail-type": "VoiceToneAnalysisStatus", 
  "service-type": "VoiceAnalytics", 
  "source": "aws.chime", 
  "account": "216539279014", 
  "time": "2022-08-26T17:55:15.563441Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "detail": { 
    "taskId": "uuid", 
    "detailStatus": "VoiceToneAnalysisSuccessful", 
    "voiceToneAnalysisDetails": { 
      "currentAverageVoiceTone": { 
          "startTime": "2022-08-26T17:55:15.563Z", 
          "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z", 
          "voiceToneLabel": "neutral", 
          "voiceToneScore": {     
            "neutral": "0.83",     
            "positive": "0.13",     
            "negative": "0.04" 
          } 
      }, 
      "overallAverageVoiceTone": { 
          "startTime": "2022-08-26T16:23:13.344Z", 
          "endTime": "2022-08-26T17:55:45.720Z", 
          "voiceToneLabel": "positive", 
          "voiceToneScore": {     
            "neutral": "0.25",     
            "positive": "0.65",     
            "negative": "0.1" 
          } 
      } 
    }, 
    "isCaller": true, 
    "transactionId": "daaeb6bf-2fe2-4e51-984e-d0fbf2f09436", 
    "voiceConnectorId": "fuiopl1fsv9caobmqf2vy7" 
  }, 
  "version": "0", 
  "id": "Id-f928dfe3-f44b-4965-8a17-612f9fb92d59"
}

音声分析の例 Lambda 関数
次の例の Python コードは、音声コネクタから受信した通知を処理します。このコードはAWS Lambda 
関数に追加できます。また、これを使用して Amazon SQS キュー、Amazon SNS トピック、ま
たは Amazon Kinesis データストリームをトリガーすることもできます。その後、通知をに保存し
て、EventTable今後の処理に備えることができます。正確な通知形式については、を参照してくださ
いNotification について (p. 337)。

import base64
import boto3
import json
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import logging
import time

from datetime import datetime
from enum import Enum

log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.INFO)

dynamo = boto3.client("dynamodb")

EVENT_TABLE_NAME = "EventTable"

class EventType(Enum): 
    """ 
    This example code uses a single Lambda processor to handle either 
    triggers from SQS, SNS, Lambda, or Kinesis. You can adapt it to fit your 
    desired infrastructure depending on what you prefer. To distinguish 
    where we get events from, we use an EventType enum as an 
    example to show the different ways of parsing the notifications. 
    """ 
    SQS = "SQS" 
    SNS = "SNS" 
    LAMBDA = "LAMBDA" 
    KINESIS = "KINESIS"

class AnalyticsType(Enum): 
    """ 
    Define the various analytics event types that this Lambda will 
    handle. 
    """ 
    SPEAKER_SEARCH = "SpeakerSearch" 
    VOICE_TONE_ANALYSIS = "VoiceToneAnalysis" 
    ANALYTICS_READY = "AnalyticsReady" 
    UNKNOWN = "UNKNOWN" 
  
    
class DetailType(Enum): 
    """ 
    Define the  various detail types that Voice Connector's voice 
    analytics feature can return. 
    """ 
    SPEAKER_SEARCH_TYPE = "SpeakerSearchStatus" 
    VOICE_TONE_ANALYSIS_TYPE = "VoiceToneAnalysisStatus" 
    ANALYTICS_READY = "VoiceAnalyticsStatus" 
  

def handle(event, context): 
    """ 
    Example of how to handle incoming Voice Analytics notification messages 
    from Voice Connector. 
    """ 
    logging.info(f"Received event of type {type(event)} with payload {event}") 
    is_lambda = True 
     
    # Handle triggers from SQS, SNS, and KDS. Use the below code if you would like 
    # to use this Lambda as a trigger for an existing SQS queue, SNS topic or Kinesis 
    # stream. 
    if "Records" in event: 
        logging.info("Handling event from SQS or SNS since Records exists") 
        is_lambda = False 
        for record in event.get("Records", []): 
            _process_record(record) 
     
    # If you would prefer to have your Lambda invoked directly, use the 
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    # below code to have Voice Connector directly invoke your Lambda. 
    # In this scenario, there are no "Records" passed. 
    if is_lambda: 
        logging.info(f"Handling event from Lambda") 
        event_type = EventType.LAMBDA 
        _process_notification_event(event_type, event)

def _process_record(record): 
    # SQS and Kinesis use eventSource. 
    event_source = record.get("eventSource") 
     
    # SNS uses EventSource. 
    if not event_source: 
        event_source = record.get("EventSource") 

    # Assign the event type explicitly based on the event source value. 
    event_type = None 
    if event_source == "aws:sqs": 
        event = record["body"] 
        event_type = EventType.SQS 
    elif event_source == "aws:sns": 
        event = record["Sns"]["Message"] 
        event_type = EventType.SNS 
    elif event_source == "aws:kinesis": 
        raw_data = record["kinesis"]["data"] 
        raw_message = base64.b64decode(raw_data).decode('utf-8') 
        event = json.loads(raw_message) 
        event_type = EventType.KINESIS 
    else: 
        raise Exception(f"Event source {event_source} is not supported") 

    _process_notification_event(event_type, event)

def _process_notification_event( 
    event_type: EventType, 
    event: dict
): 
    """ 
    Extract the attributes from the Voice Analytics notification message 
    and store it as a DynamoDB item to process later. 
    """ 
    message_id = event.get("id") 
    analytics_type = _get_analytics_type(event.get("detail-type")) 
    pk = None 
    if analytics_type == AnalyticsType.ANALYTICS_READY.value or analytics_type == 
 AnalyticsType.UNKNOWN.value: 
        transaction_id = event.get("detail").get("transactionId") 
        pk = 
 f"transactionId#{transaction_id}#notificationType#{event_type.value}#analyticsType#{analytics_type}" 
    else: 
        task_id = event.get("detail").get("taskId") 
        pk = 
 f"taskId#{task_id}#notificationType#{event_type.value}#analyticsType#{analytics_type}" 
    logging.info(f"Generated PK {pk}") 
    _create_request_record(pk, message_id, json.dumps(event))

def _create_request_record(pk: str, sk: str, body: str): 
    """ 
    Record this notification message into the Dynamo db table 
    """ 
    try: 
        # Use consistent ISO8601 date format. 
        # 2019-08-01T23:09:35.369156 -> 2019-08-01T23:09:35.369Z 
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        time_now = ( 
            datetime.utcnow().isoformat()[:-3] + "Z" 
        ) 
        response = dynamo.put_item( 
            Item={ 
                "PK": {"S": pk}, 
                "SK": {"S": sk}, 
                "body": {"S": body}, 
                "createdOn": {"S": time_now}, 
            }, 
            TableName=EVENT_TABLE_NAME, 
        ) 
        logging.info(f"Added record in table {EVENT_TABLE_NAME}, response : {response}") 
    except Exception as e: 
        logging.error(f"Error in adding record: {e}")

def _get_analytics_type(detail_type: str): 
    """ 
    Get analytics type based on message detail type value. 
    """ 
    if detail_type == DetailType.SPEAKER_SEARCH_TYPE.value: 
        return AnalyticsType.SPEAKER_SEARCH.value 
    elif detail_type == DetailType.VOICE_TONE_ANALYSIS_TYPE.value: 
        return AnalyticsType.VOICE_TONE_ANALYSIS.value 
    elif detail_type == DetailType.ANALYTICS_READY.value: 
        return AnalyticsType.ANALYTICS_READY.value 
    else: 
        return AnalyticsType.UNKNOWN.value

Important

StartSpeakerSearchTaskまたは StartVoiceToneAnalysisAPI を呼び出す前に同意を得る必要があ
ります。同意を得るまで、Amazon DynamoDB などの開催エリアにイベントを保存することをお
勧めします。

同意の撤回とオプトアウトの処理
ユーザーが同意を拒否した場合は、記録しないでください。ユーザーが以前に与えた同意を取り消
したり、スピーカー検索や音声録音をオプトアウトしたりする場合は、DeleteVoiceProfileまたは
DeleteVoiceProfileDomainAPI を呼び出して顧客データを削除してください。

1 つの音声埋め込みを削除するには、DeleteVoiceProfile API を使用して関連する音声プロファイル
も削除する必要があります。

音声埋め込みのグループを削除するには、DeleteVoiceProfileDomain API を使用してドメインを削除
します。このアクションは、ドメイン内のすべての音声プロファイルを削除します。

Important

これらのアクションは元に戻せません。削除されたデータを復元することはできません。

データ保持期間
デフォルトでは、システムは 3 年後に音声埋め込みを削除します。これは、人々の声が時間とともに変化
するためであり、セキュリティのためでもあります。UpdateVoiceProfileAPI を使用して、期限切れの音声
埋め込みを更新できます。

StartVoiceToneAnalysisTaskの結果は、GetSpeakerSearchTaskGetVoiceToneAnalytisTaskそれぞれのAPI
やAPIからも最大7日間確認できます。StartSpeakerSearchTask
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StartSpeakerSearchTaskから生成された音声埋め込みは、 CreateVoiceProfileおよび
UpdateVoiceProfileAPI を介して 24 時間持続させることができ、その後は削除されて使用できなくなりま
す。

結果を削除したり、顧客からの同意の取り消しを処理したりするには、前のセクションを参照してくださ
い。
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アンドロイド用 Amazon Chime SDK 
クライアントライブラリの使用

現在、Android 用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリはにあります GitHub。https://
github.com/aws/ にアクセスしてくださいamazon-chime-sdk-android。
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iOS 用の Amazon Chime SDK クライ
アントライブラリの使用

現在、iOS 用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリはにあります GitHub。https://github.com/
aws/ にアクセスしてくださいamazon-chime-sdk-ios。
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Amazon Chime SDK クライアン
トライブラリを以下に使用する 
JavaScript

このガイドでは、Amazon Chime SDK クライアントライブラリの概念的な概要と JavaScript、重要なサー
バーおよびクライアントコンポーネントのサンプルコードについて説明します。

トピック
• Amazon Chime SDK アプリケーションのコンポーネント (p. 348)
• 主要なコンセプト (p. 349)
• サービスアーキテクチャ (p. 350)
• ウェブアプリケーションアーキテクチャ (p. 350)
• サーバーアプリケーションアーキテクチャ (p. 350)
• Amazon Chime SDK メディアコントロールプレーン (p. 350)
• Amazon Chime SDK メディアデータプレーン (p. 351)
• ウェブアプリケーションコンポーネントのアーキテクチャ (p. 351)
• サーバーアプリケーションの構築 (p. 352)
• クライアントアプリケーションの構築 (p. 354)
• バックグラウンドフィルターをクライアントアプリケーションに統合 (p. 354)

Amazon Chime SDK アプリケーションのコンポー
ネント

リアルタイムの音声、動画、画面共有機能を Amazon Chime SDK アプリケーションに埋め込むには、次
のコンポーネントを使用します。

• ブラウザまたは Electron ウェブアプリケーションに統合するクライアントサイド SDK  JavaScript用の 
Amazon Chime SDK クライアントライブラリ。そのためには、 JavaScript NPM 用 Amazon Chime SDK 
パッケージを依存関係として追加します。このパッケージは、 MediaDevicesおよび WebRTC API を活
用して会議に参加したり、音声、ビデオを交換したり、他の参加者とコンテンツを共有したりします。
これにより、さまざまなタイプのメディアを管理したり、それらのリソースをアプリケーションのユー
ザーインターフェイスにバインドしたりするためのコントロールサーフェスが提供されます。

• AWSSDK は、サーバーアプリケーションがウェブアプリケーションからの会議リクエストを
認証および承認するために使用する Amazon Chime SDK API です。AWSSDK には、chime: や
chime:CreateMeeting などの API アクションが用意されており、会議や出席者のリソースを作成および
管理できます。CreateAttendee

AWS他のリソースと同様に、Amazon IIdentity and Access Management (IAM) サービスもこのようなア
クションへのアクセスを設定します。AWSSDK は複数のプログラミング言語で利用可能で、サーバー
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アプリケーションからAWS SDK Chime API を呼び出す際の複雑さを軽減します。アプリケーションが
現在サーバーアプリケーションを使用していない場合は、demos/serverlessAWS CloudFormation フォ
ルダーに含まれるテンプレートから始めることができます。このデモでは、AWS SDK Chime APIAWS 
Lambda を使用するベースのサーバーレスアプリケーションを構築する方法を示しています。

• Amazon Chime SDK メディアサービスは、Amazon Chime SDK JavaScript クライアントライブラリ
が会議に接続するために使用する音声、ビデオ、およびシグナリングを提供します。TURN リレーを
使用した、オーディオミキシング、ビデオ転送、NAT トラバーサルをサポートするメディアサービス
は世界中で利用できます。Amazon Chime サービスチームは、これらのサービスをデプロイ、モニタ
リング、管理します。メディアサービスは単一範囲のIPアドレス（99.77.128.0/18）でホストされ、
ポートTCP/443とUDP/3478を使用するため、IT管理者のファイアウォール構成が簡素化されます。最後
に、AWSこれらのサービスはグローバルクラウドインフラストラクチャを活用します。

主要なコンセプト
会議やユーザーを作成および管理する方法を完全に理解するには、次の概念を理解する必要があります。

ミーティング — 複数政党によるメディアセッション。すべての会議には固有の会議識別子がありま
す。AWSサポートされているリージョンのいずれかで会議を作成できます。会議を作成すると、メディア 
URL のリストが返されます。これらは会議に参加するために必要なデータの重要な部分であり、そのデー
タを会議に参加しようとするすべてのユーザーに広める必要があります。

参加者 — マルチパーティのメディアセッションに参加しようとしているユーザー。各出席者には固有の識
別子、開発者のシステム内のユーザーと出席者を割り当てるための外部ユーザー識別子、および会議への
アクセスを許可する署名済みの参加トークンがあります。

MeetingSessionand (DefaultMeetingSession) — 会議における各ユーザーのセッションを表す Amazon 
Chime SDK JavaScript クライアントライブラリのルートオブジェクト。ウェブアプリケーションは、 
MeetingSession まず適切な会議と出席者情報をインスタンス化して構成することから始めます。

MeetingSessionConfiguration— 会議セッションへの参加に必要な会議と出席者のデータを保存します。
そのデータは、 CreateMeeting サーバーアプリケーションが行ったおよび CreateAttendee API 呼び出し
の応答です。サーバーアプリケーションはこのデータを Web アプリケーションに渡し、Web アプリケー
ションはそのデータを使用してをインスタンス化します MeetingSession。

DeviceController(DefaultDeviceController) — ユーザーのシステムで使用可能なオーディオデバイスとビデ
オデバイスのリストを列挙するために使用されます。会議中にデバイスコントローラーを使用して、アク
ティブなデバイスを切り替えることもできます。

AudioVideoFacade(DefaultAudioVideoFacade) — 会議を強化する主要なインターフェイス。会議を開始、
制御、退出する API を提供します。また、参加または退出するユーザー、ミュートまたはミュート解除
されているユーザー、活発に話しているユーザー、接続が不十分なユーザーを追跡することで、出席者の
リストなど、ユーザーエクスペリエンスの変化を促す重要なイベントを聞くためのAPIも用意されていま
す。これらの API を使用して、オーディオコントロール HTML 要素を会議のオーディオ出力にバインド
し、選択したオーディオ出力デバイスで再生することもできます。

ActiveSpeakerDetectorFacade(DefaultActiveSpeakerDetector) — アクティブなスピーカーイベントに登録
する API。マイクの音量順に出席者の一覧を定期的に返します。アクティブスピーカーポリシーは、必要
に応じてオーバーライドおよび微調整できます。

ContentShareController(DefaultContentShareController) — コンテンツ共有を開始、停止、一時停止解除
する API。また、ライフサイクルイベントを監視してコンテンツ共有状況を追跡する API も提供します。

Logger (ConsoleLogger) — コンソールログを利用したり、ロガーオブジェクトを渡して現在のロギング実
装をオーバーライドしたり、Amazon Chime SDK からさまざまなレベルのログを取得したりするために使
用されるインターフェイスです。
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サービスアーキテクチャ
このアーキテクチャ図の大まかな図は、主要なコンセプト (p. 349)AWSに記載されているコンポーネン
トが他のサービスとどのように相互作用し、機能するかを示しています。

ウェブアプリケーションアーキテクチャ
コンテンツ配信ネットワークからウェブアプリケーションを提供し、ユーザーがブラウザで URL に移動
したときに読み込むことができます。また、ユーザーがマシンにインストールするプラットフォームネイ
ティブのElectronアプリケーションにラップすることもできます。

新規または既存の会議に参加するために、Web アプリケーションはサーバーアプリケーションに REST 
要求を行います。通常、リクエストには、アプリケーションが他の API リクエストに使用する認証トー
クンまたは Cookie が含まれています。また、サーバーにリージョンヒントを送信するようにウェブ
クライアントを設計することもできます。リージョンのヒントは、chime: MediaRegion  にパラメー
ターを指定するときに使用できますCreateMeeting。ウェブアプリケーションでは、nearest-media-
regionhttps://.l.chime.aws エンドポイントに HTTP GET リクエストを送信することで、最も近いメディア
サービスリージョンを判断できます。

サーバーアプリケーションアーキテクチャ
サーバーがクライアントからリクエストを受け取ると、まずそのユーザーが会議を開始または参加する権
限を持っていることを確認します。サーバーは、選択した言語の埋め込みAWS SDK を使用して、グロー
バルメディアコントロールプレーンへの chime:CreateMeeting と chime:CreateAttendee API 呼び出しを
行います。そうすることで、AWSサポートされているいずれかの地域で会議と出席者が集まるようにな
ります。これらのリクエストを行うには、サービスに適切な IAM ユーザーまたはロールが必要です。次
に、IAM ユーザーとロールには  AmazonChimeSDK ポリシーが必要です。

Amazon Chime SDK メディアコントロールプレー
ン

Amazon Chime SDK のメディアコントロールプレーンはグローバルで、us-east-1 でホストさ
れ、CreateMeetingCreateAttendeeデータプレーン全体で会議や出席者のリソースを作成および管理するた
めに使用される API である chime: と chime (API) を処理します。認証情報を検証し、セッションが要求さ
れたリージョンのデータプレーンでブートストラップされていることを確認します。

また、コントロールプレーンは Amazon、Amazon 簡易キューイングサービス (SQS)、Amazon 
EventBridge 簡易通知サービス (SNS) などの通知メカニズムに対して Amazon Chime SDK イベントをト
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リガーします。 AWSサービスを常に監視し、負荷が増えると自動的にスケーリングされます。これらの
APIは、ユーザーデータではなく不透明なユーザー識別子のみを受け入れるように設計されているため、
データ主権の要件に準拠しています。

Amazon Chime SDK メディアデータプレーン
任意のコントロールプレーンリージョンを使用して、AWSすべてのリージョンでミーティングを作成でき
ます。AWSメディアデータプレーンはすべてのリージョンで利用できます。オーディオミキシングサービ
ス、ビデオ転送サービス、TURNサービス、セッション開始プロトコル（SIP）相互運用性サービスが含ま
れます。サービスは常に監視されており、負荷が増えると自動的にスケーリングするように設計されてい
ます。詳細については、「Amazon Chime SDK メディアリージョン」を参照してください。

リージョンとアベイラビリティーゾーンの最新リストについては、「リージョンとアベイラビリティー
ゾーン」を参照してください。

ウェブアプリケーションコンポーネントのアーキテ
クチャ

次の図は、Amazon Chime SDK ウェブクライアントアプリケーションのアーキテクチャを示しています。
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Web アプリケーションは通常、アプリケーションビジネスロジックレイヤーを利用した HTML と CSS の
ユーザーインターフェイスレイヤーで構成されます。Web アプリケーションはプレーンな HTML で構築す
ることも JavaScript、React や Angular などの UI フレームワークを使用することもできます。

ウェブアプリケーションのビジネスロジックレイヤーは、一連の JavaScript API JavaScript を通じて 
Amazon Chime SDK クライアントライブラリと相互作用します。 DefaultMeetingSessionは SDK のルー
トオブジェクトです。サーバーアプリケーションを構築するときは、会議と出席者の情報でサーバーアプ
リケーションを初期化し、会議に参加します。 MeetingSessionConfiguration DefaultMeetingSession また
AudioVideoFacade、はを公開しているため、ビジネスロジックレイヤーがアクションを実行したり、セッ
ションの基になる状態が変化したときにユーザーインターフェイスを更新するコールバックを登録したり
できます。

の Amazon Chime SDK JavaScript クライアントライブラリはオープンソースで、必要に応じてオーバー
ライドできるカスタマイズ可能なコンポーネントのセットがあります。デフォルトの実装では、デモ版の 
MeetingV2 アプリケーションなど、完全なユニファイドコミュニケーションアプリケーションを構築でき
ます。の Amazon Chime SDK クライアントライブラリは、他の 2 JavaScript つのライブラリに依存して
います。

• ブラウザ検出機能により、ブラウザの種類と機能を識別できます。
• ProtoBufJs メディアセッションへの参加に必要なシグナリングコマンドと応答をエンコードおよびデ

コードします。

Amazon Chime SDK は、オーディオビデオセッション用のデバイス管理 API と WebRTC 実装を提供する
のも、ブラウザまたは Electron アプリケーションに依存しています。

のソース Amazon Chime SDK JavaScript クライアントライブラリは用意されていますが TypeScript、 
TypeScript コンパイラを使用してコンパイルできます JavaScript。その後、Webpack などのモジュール
バンドラーを使用してバンドルできます。ベストプラクティスとして、NPM JavaScript レジストリから 
Amazon Chime SDK クライアントライブラリをインストールし、それを CommonJS 環境で使用します。 
AWSまた、Amazon Chime SDK をスクリプトタグとして HTML に直接含めたい場合に備えて、Amazon 
Chime SDK を圧縮した JS ファイルにバンドルするためのロールアップスクリプトも用意されています。

サーバーアプリケーションの構築
次のセクションの情報では、Amazon Chime SDK サーバーアプリケーションを構築する方法について説明
します。各セクションには必要に応じてサンプルコードが提供されており、そのコードをニーズに合わせ
て調整できます。

トピック
• IAM ユーザーまたはロールの作成 (p. 352)
• API を呼び出すためのAWS SDK の設定 (p. 353)
• 会議の作成 (p. 353)
• 出席者の作成 (p. 354)
• クライアントにレスポンスを送信する (p. 354)

IAM ユーザーまたはロールの作成
IAM ユーザーとして、またはユースケースに適したロールでユーザーを作成します。次に、以下のポリ
シーを適用します。これにより、最小AWS SDK に必要なアクセス許可がサーバーアプリケーションに埋
め込まれます。その結果、会議や出席者のリソースに対してライフサイクル操作を実行できるようになり
ます。
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   // Policy ARN:     arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK  
    // Description:    Provides access to Amazon Chime SDK operations 
    { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "chime:CreateMeeting", 
                "chime:DeleteMeeting", 
                "chime:GetMeeting", 
                "chime:ListMeetings", 
                "chime:CreateAttendee", 
                "chime:BatchCreateAttendee", 
                "chime:DeleteAttendee", 
                "chime:GetAttendee", 
                "chime:ListAttendees" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
     } 
 ]} 
   

API を呼び出すためのAWS SDK の設定
このコードサンプルでは、認証情報をAWS SDK に渡し、リージョンとエンドポイントを設定する方法を
示しています。

    AWS.config.credentials = new AWS.Credentials(accessKeyId, secretAccessKey, null); 
    const chime = new AWS.Chime({ region: 'us-east-1' }); 
    chime.endpoint = new AWS.Endpoint('https://service.chime.aws.amazon.com/console'); 
   

会議の作成
CreateMeeting API 呼び出しには、開発者が一意性コンテキストを渡すための必須パラメータであるが
渡されます。 ClientRequestTokenまた、ミーティング用に選択するメディアサービスデータプレーン
のリージョンを表すパラメータ、 MeetingHostId 該当する場合はミーティング主催者を表す不透明な
識別子を渡すために使用するパラメータ、 NotificationsConfiguration ミーティングのライフサイクルイ
ベントを受信するためのパラメータなど MediaRegion、オプションのパラメータも指定できます。デ
フォルトでは、Amazon EventBridge がイベントを配信します。オプションで、SQS キュー ARN また
は SNS トピック ARN を渡してイベントを受信することもできます NotificationsConfiguration。API は、
一意の MeetingId、 MediaRegion およびを含むオブジェクト（メディア URL のセット）を含む Meeting 
MediaPlacement オブジェクトを返します。

   meeting = await chime.createMeeting({ 
                ClientRequestToken: clientRequestToken, 
                MediaRegion: mediaRegion, 
                MeetingHostId: meetingHostId, 
                NotificationsConfiguration: { 
                   SqsQueueArn: sqsQueueArn, 
                   SnsTopicArn: snsTopicArn 
                } 
            }).promise(); 
   

353



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
出席者の作成

出席者の作成
会議を作成したら、メディアセッションに参加しようとする各ユーザーを表す出席者リソースを作成しま
す。 CreateAttendee API には以下のものがあります。

• MeetingId ユーザーを追加する会議の場所。
• は ExternalUserId、ID システムからの不透明なユーザー識別子であればどれでもかまいません。

たとえば、Active Directory (AD) を使用する場合、これは AD 内のユーザーのオブジェクト ID になる可能
性があります。 ExternalUserId は、クライアント SDK から出席者イベントを受け取ったときにクライア
ントアプリケーションに返されるので便利です。これにより、クライアントアプリケーションは誰が会議
に参加または退出したかを知ることができ、表示名、電子メール、写真など、そのユーザーに関する追加
情報をサーバーアプリケーションから取得できます。

CreateAttendee API を呼び出すと、Attendee オブジェクトが生成されます。オブジェクトには、サー
ビスによって生成されたユニーク AttendeeId 、渡されたユニーク、および出席者が会議期間中、または 
DeleteAttendee API JoinToken が出席者を削除するまで会議にアクセスできるようにする署名が含まれて
います。 ExternalUserId

       attendee = await chime.createAttendee({ 
                MeetingId: meeting.MeetingId, 
                ExternalUserId: externalUserId, 
              }).promise(); 
   

クライアントにレスポンスを送信する
会議と出席者のリソースを作成したら、サーバーアプリケーションは会議と出席者のオブジェクトをエン
コードして、クライアントアプリケーションに送り返す必要があります。クライアントは Amazon Chime 
SDK クライアントライブラリをブートストラップし、出席者がウェブまたは Electron ベースのアプリケー
ションから会議に正常に参加できるようにするために、これらの情報を必要とします。 JavaScript

クライアントアプリケーションの構築
クライアントアプリケーションを構築するには、の Amazon Chime JavaScript SDK API の概要に記載され
ている手順に従ってください GitHub。概要には、必要に応じてサンプルコードが表示されます。

バックグラウンドフィルターをクライアントアプリ
ケーションに統合

このセクションでは、背景ぼかし 2.0 と背景置換 2.0 を使用して動画の背景をプログラムでフィ
ルタリングする方法について説明します。ビデオストリームに背景フィルターを追加するに
は、VideoFxProcessorVideoFxConfigオブジェクトを含むフィルターを作成する必要があります。次
に、VideoTransformDeviceそのプロセッサをに挿入します。

背景フィルタープロセッサーは、 JavaScript Web Workers TensorFlow WebAssembly という軽量な機械
学習モデルを使用して、ビデオストリームの各フレームの背景にフィルターを適用します。これらのア
セットは、VideoFxProcessorを作成すると実行時にダウンロードされます。
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新しい背景ぼかしと置換フィルターは、 GitHub上のブラウザデモアプリケーションに統合されています。
試してみるには、npm run startでデモを起動して会議に参加し、カメラをクリックしてビデオを有効

にしてください。「フィルターの適用」メニュー ( ) を開き、「背景ぼかし 2.0」または「背景置
換 2.0」オプションのいずれかを選択します。

トピック
• バックグラウンドフィルターの使用について (p. 355)
• コンテンツセキュリティポリシーを使用する (p. 356)
• アプリケーションにバックグラウンドフィルターを追加する (p. 357)
• 背景フィルターの例 (p. 361)

バックグラウンドフィルターの使用について
バックグラウンドフィルターは CPU を大量に消費する場合も GPU を大量に消費する場合もあります。一
部のモバイルデバイスや低スペックのラップトップまたはデスクトップコンピューターには、複数のビデ
オストリームとともにフィルターを実行する機能がない場合があります。

SIMD ではがサポートされています
バックグラウンドフィルターは、単一命令、複数データ (SIMD) をサポートする環境ではより効率的で
す。SIMD を有効にすると、特定の複雑度レベルではフィルターの CPU 使用量が少なくなります。SIMD 
をサポートしていないブラウザを実行している低消費電力のデバイスでは、バックグラウンドフィルター
を実行できない場合があります。

ウェブGL2 ではがサポートされています
VideoFxProcessorオブジェクトにクライアントデバイス上の GPU にアクセスするには、WebGL2 をサ
ポートするブラウザが必要です。

コンテンツ配信と帯域幅
Amazon コンテンツ配信ネットワークは、 machine-learning-model 実行時にバックグラウンドフィルター
用のファイルをロードします。これにより、アプリケーションの一部としてファイル一式を提供しなくて
も、低レイテンシーでグローバルに配信できます。ただし、モデルファイルを読み込むと、アプリケー
ションの一部に遅延が発生する可能性があります。その影響を軽減するために、ブラウザはモデルファイ
ルを無期限にキャッシュします。このキャッシュにより、後続のロードが大幅に高速化されます。ベスト
プラクティスとして、サポートされているブラウザを確認し、ユーザーがレイテンシーに気付かない可能
性があるときにバックグラウンドフィルターリソースを作成してください。たとえば、ユーザーがロビー
で待機している間、またはデバイスピッカーを使用している間にモデルファイルをダウンロードできま
す。

アプリケーションは以下に接続する必要があります。

• Amazon Chime SDK SDK メディアサービス。
• HTTPS (ポート 443) CloudFront 経由のAmazon (ポート 443))。

すべてのリクエストは、sdkassets.chime.awsのサブドメインに送信されます。コンテンツ配信ネット
ワークにアクセスできないアプリケーションや、コンテンツセキュリティポリシーに正しいドメインが含
まれていないアプリケーションは (p. 356)、サポートチェックに失敗し、フィルターを使用できなくなり
ます。

CloudFrontの IP アドレス範囲の詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの 「 CloudFront エッ
ジサーバーの場所と IP アドレス範囲」を参照してください。
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ブラウザの互換性
次の表に、バックグラウンドフィルターがサポートされているブラウザとバージョンを以下の表に示して
います。

ブラウザ 最小、サポートされているバージョン

Firefox 76+

エッジやエレクトロンを含む Chromium ベースの
ブラウザと環境

78+

macOS 向け Safari 16.3+

iOS のサファリ (iPhone、iPad) 16.x

iOS 向け Chrome on i 110.0.0.x

iOS 版 Firefox (iPhone iPad) 16.x

コンテンツセキュリティポリシーを使用する
最新のウェブアプリケーションでは、コンテンツセキュリティポリシーを使用して、特定のクラスの攻撃
からユーザーを保護しています。以下のアイテムにより、Amazon Chime SDK は実行時に背景のぼかしや
置換に必要なリソースにアクセスできます。

• script-src: add https://*.sdkassets.chime.awswasm-evalwasm-unsafe-evalビデオ処
理コードをロードして実行できるようにします。バージョン 108 FireFox 以前のバージョンとの互換性
を保つため、blob:追加してください。

• script-src-elem:https://*.sdkassets.chime.awsを追加すると、blob:ソースからビデオ処
理コードが読み込まれ、クライアント上で実行できるようになります。

• connect-src:https://*.sdkassets.chime.aws追加すると、フェッチでモデルファイルをロード
できます。また、画像配信ドメインを追加すると、背景画像にアクセスして背景を置き換えることがで
きます。

• worker-src:blob: JavaScript オリジン全体のロードワーカーに追加します。
• Safariのみ:child-src:blob: JavaScript 複数のオリジンでロードワーカーに追加します。

これらのエントリのいずれかを省略した場合、または HTTPhttp-equiv ヘッダーとメタタグを使用して
ポリシーを指定し、これらのいずれかを誤って重複して除外した場合、バックグラウンドフィルターは初
期化できません。このフィルターはサポートされていないようです。または、ビデオフレームプロセッサ
が動作しません。ブラウザコンソールに次のようなエラーが表示されます。

Refused to connect to
'https://static.sdkassets.chime.aws/bgblur/workers/worker.js…'
because it violates the document's content security policy.

次の例は、一般的なコンテンツセキュリティポリシーを示しています。フィルターの実行に必要なリソー
スにアクセスするために必要なタグが含まれています。この例は必要に応じて変更することができます。

<head> 
    <meta http-equiv="Content-Security-Policy"  
        content="base-uri 'self'; 
        default-src       'unsafe-inline' 'unsafe-eval' * *.sdkassets.chime.aws blob:* 
 *.amazonaws.com; 
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        object-src        'none'; 
        script-src        'self' 'unsafe-eval' 'wasm-eval' 'wasm-unsafe-eval'  https://
*.sdkassets.chime.aws; 
        style-src         'unsafe-inline' 'self' 'unsafe-eval'; 
        connect-src       'self' https://*.chime.aws wss://*.chime.aws https://
*.amazonaws.com  https://*.sdkassets.chime.aws wss://*.chime.aws; 
        script-src-elem   'self' 'unsafe-inline' blob: https://*.sdkassets.chime.aws; 
        worker-src        'self' blob:; 
        child-src         'self' blob:">
</head>

クロスオリジンオープナーポリシーの使用
メモリ使用量を制限するために、モジュールは処理に aSharedArrayBuffer を使用することを好みま
す。ただし、これには Web セキュリティを慎重に設定する必要があります。アプリケーションの HTML 
を提供するときには、次の両方のヘッダーを設定する必要があります。

Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp

これらには同等のメタタグがないため、サーバーがこれらを設定する必要があります。これらのヘッダー
を設定しない場合、バックグラウンドフィルターは少し多くの RAM を使用する可能性があります。

アプリケーションにバックグラウンドフィルターを追
加する
背景フィルターを追加する手順は大まかに次のとおりです。

• サポートされているブラウザを確認してください。
• VideoFxConfig使用したい構成でオブジェクトを作成します。
• VideoFxProcessor設定オブジェクトを使用してオブジェクトを作成します。
• VideoFxProcessorオブジェクトを a に含めてくださいVideoTransformDevice。
• VideoTransformDeviceを使用してビデオ入力を開始します。

Note

これらの手順を完了するには、まず以下を行う必要があります。

• Logger を作成します。
• MediaDeviceInfoクラスのビデオデバイスを選択してください。
• 正常に参加しましたMeetingSession.

次のセクションのステップでは、プロセスを完了する方法を解説します。

トピック
• フィルターを提供する前にサポートを確認中 (p. 358)
• VideoFxConfig オブジェクトの作成 (p. 358)
• VideoFxProcessor オブジェクトの作成 (p. 358)
• VideoFxProcessor オブジェクトの設定 (p. 359)
• VideoTransformDevice オブジェクトの作成 (p. 360)
• ビデオ入力のスタート (p. 360)

357



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
アプリケーションにバックグラウンドフィルターを追加する

• リソース使用率のチューニング (p. 360)

フィルターを提供する前にサポートを確認中
Amazon Chime SDK には、サポートされているブラウザをチェックして必要なアセットのダウンロードを
試みる非同期静的メソッドが用意されています。ただし、デバイスのパフォーマンスはチェックされませ
ん。ベストプラクティスとして、フィルターを提供する前に、必ずユーザーのブラウザとデバイスがフィ
ルターをサポートしていることを確認してください。

import { 
    VideoFxProcessor
} from 'amazon-chime-sdk-js';

if (!await VideoFxProcessor.isSupported(logger)) {      
    // logger is optional for isSupported
}

VideoFxConfig オブジェクトの作成
backgroundBlurbackgroundReplacementおよびのコンフィギュレーションを同じオブジェクト内で
定義できます。ただし、isEnabledtrue両方のフィルターに同時にに設定することはできません。これ
は無効な構成です。

VideoFxConfigこのクラス自体では検証は行いません。検証は次のステップで行われます。

次の例は、VideoFxConfig有効なものです。

const videoFxConfig: VideoFxConfig = { 
    backgroundBlur: { 
        isEnabled: false, 
        strength: 'medium' 
    }, 
    backgroundReplacement: { 
        isEnabled: false, 
        backgroundImageURL: 'space.jpg', 
        defaultColor: undefined, 
    }
}

VideoFxProcessor オブジェクトの作成
VideoFxProcessor オブジェクトを作成すると、AWS サーバーがランタイムアセットをダウンロード
するか、ブラウザキャッシュがアセットをロードします。ネットワークまたは CSP の設定によって
アセットへのアクセスが妨げられると、VideoFx.create操作によって例外が発生します。その結果 
VideoFxProcessor、ビデオストリームに影響を与えないノーオペレーションプロセッサとして構成されま
す。

let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;
try { 
  videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig);
} catch (error) { 
  logger.warn(error.toString());
}

VideoFxProcessor.createからの画像の読み込みも試みま
すbackgroundReplacement.backgroundImageURL。イメージのロードに失敗すると、プロセッサは
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例外をスローします。また、プロセッサは、構成が無効である、ブラウザがサポートされていない、ハー
ドウェアの処理能力が低いなど、他の理由でも例外を発生させます。

VideoFxProcessor オブジェクトの設定
次の表に、VideoFxProcessor設定可能なプロパティの一覧を以下の表に示しています。表の下の例は、
一般的なランタイム構成を示しています。

背景ぼかし

背景ぼかしには次の特性があります。

プロパティ 型 説明

isEnabled boolean その場合true、フィルターは背
景をぼかします。

strength string ぼかしの程度を決定します。有
効な値: low | medium | high
.

バックグラウンドの交換

バックグラウンド置換には以下のパラメータがあります。

プロパティ 型 説明

isEnabled boolean その場合true、フィルターが背
景に置き換わります。

backgroundImageURL string 背景画像の URL。フィルター
は、現在の画面のサイズに合わ
せて画像のサイズを動的に変更
します。https://...などの
文字列またはなどのデータ URL 
を使用できますdata:image/
jpeg;base64。

defaultColor string またはのような 16 進数のカ
ラー文字列FFFFFF、000000ま
たは、blackなどの文字
列white。画像 URL を指定し
ない場合、defaultColorプ
ロセッサはを背景として
使用します。指定しない場
合、defaultColorプロセッサ
のデフォルトは黒になります。

実行時の設定の変更

videoFxProcessor.setEffectConfigパラメータを使用して、VideoFxProcessor実行時に構成を
変更できます。次の例は、背景置換を有効にし、背景ぼかしの無効化を無効にする方法を示しています。

Note

一度に 1 つのタイプのバックグラウンド置換しか指定できません。backgroundImageURLまた
はには値を指定しますがdefaultColor、両方は指定しないでください。
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videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false;
videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = true;
try { 
  await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
} catch(error) { 
  logger.error(error.toString())
}

例外が発生してもsetEffectConfig、以前の設定は有効なままです。
setEffectConfigVideoFxProcessor.create例外をスローする原因となる条件と同様の条件で例外
をスローします。

次の例は、動画の実行中に背景画像を変更する方法を示しています。

videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageURL = "https://my-domain.com/my-other-
image.jpg";
try { 
  await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig);
} catch(error) { 
  logger.error(error.toString())
}

VideoTransformDevice オブジェクトの作成
次の例は、VideoTransformDeviceを含むオブジェクトを作成する方法を示していま
すVideoFxProcessor。

// assuming that logger and videoInputDevice have already been set     
const videoTransformDevice = new DefaultVideoTransformDevice( 
  logger, 
  videoInputDevice, 
  [videoFxProcessor]
);

ビデオ入力のスタート
次の例は、VideoTransformDeviceオブジェクトを使用してビデオ入力を開始する方法を示していま
す。

// assuming that meetingSession has already been created
await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(videoTransformDevice);
meetingSession.audioVideo.start();
meetingSession.audioVideo.startLocalVideoTile();

リソース使用率のチューニング
を作成するときはVideoFxProcessor、processingBudgetPerFrameオプションのパラメータを指定
して、フィルタが使用する CPU と GPU の量を制御できます。

let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;
const processingBudgetPerFrame = 50;
try { 
  videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig, 
 processingBudgetPerFrame);
} catch (error) { 
  logger.warn(error.toString());

360



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
背景フィルターの例

}

VideoFxProcessorはフレームを処理するのに時間がかかります。時間は、デバイス、ブラウザ、および
ブラウザまたはデバイスで実行されているその他の内容によって異なります。プロセッサは、バジェット
の概念を使用して、各フレームの処理とレンダリングに要する時間を目標とします。

処理時間はミリ秒単位です。バジェットの使い方の例として、1 秒は 1000 ミリ秒です。1 秒あたり 15 フ
レームのビデオキャプチャをターゲットにすると、合計バジェットは 1000 ミリ秒/15 fps = 66 ミリ秒にな
ります。上の例に示すように、50processingBudgetPerFrameパラメータに値を入力することで、その
予算の 50%、つまり 33 ミリ秒に設定できます。

VideoFxProcessor次に、は、指定された予算内でフレームを処理しようとします。処理が予算を超える
と、プロセッサは予算内に収まるように画質を低下させます。プロセッサは引き続き画質を最低限に低下
させますが、その時点で低下は止まります。この処理時間は継続的に測定されるため、別のアプリを閉じ
てCPUを解放するなどのリソースが使用可能になると、プロセッサは予算に達するか、最高の画質が得ら
れるまで画質を再び上げます。

に値を指定しない場合processingBudgetPerFrame、VideoFxProcessor50デフォルトはです。

背景フィルターの例
次の例は、フィルターを実装する方法を示しています。

import { 
    VideoFxConfig, 
    VideoFxTypeConversion, 
    VideoTransformDevice, 
    DefaultVideoTransformDevice, 
    Logger, 
    VideoFxProcessor, 
    MeetingSession
} from 'amazon-chime-sdk-js';

let videoTransformDevice: VideoTransformDevice | undefined = undefined;
let videoFxProcessor: VideoFxProcessor | undefined = undefined;

const videoFxConfig: VideoFxConfig = { 
    backgroundBlur: { 
        isEnabled: false, 
        strength: "medium" 
    }, 
    backgroundReplacement: { 
        isEnabled: false, 
        backgroundImageURL: 'space.jpg', 
        defaultColor: undefined, 
    }
}

export const addEffectsToMeeting = async (videoInputDevice: MediaDeviceInfo, 
 meetingSession: MeetingSession, logger: Logger): Promise<void> => { 
    try { 
        videoFxProcessor = await VideoFxProcessor.create(logger, videoFxConfig); 
    } catch (error) { 
        logger.error(error.toString()); 
        return; 
    } 

    videoTransformDevice = new DefaultVideoTransformDevice( 
        logger, 
        videoInputDevice, 
        [videoFxProcessor] 
    ); 

361



Amazon Chime SDK デベロッパーガイド
背景フィルターの例

    await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(videoTransformDevice);
}

export const enableReplacement = async (logger: Logger) => { 
    videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false; 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = true; 
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const enableBlur = async (logger: Logger) => { 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = false; 
    videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = true; 
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const pauseEffects = async (logger: Logger) => { 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.isEnabled = false; 
    videoFxConfig.backgroundBlur.isEnabled = false; 
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);

}

export const setReplacementImage = async (newImageUrl: string, logger: Logger) => { 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageURL = newImageUrl; 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.defaultColor = undefined; 
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setReplacementDefaultColor = async (newHexColor: string, logger: Logger) => { 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.defaultColor = newHexColor; 
    videoFxConfig.backgroundReplacement.backgroundImageURL = undefined; 
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);
}

export const setBlurStrength = async (newStrength: number, logger: Logger) => { 
    videoFxConfig.backgroundBlur.strength = 
 VideoFxTypeConversion.useBackgroundBlurStrengthType(newStrength); 
    await updateVideoFxConfig(videoFxConfig, logger);

}

export const updateVideoFxConfig = async (config: VideoFxConfig, logger: Logger) => { 
    try { 
        await videoFxProcessor.setEffectConfig(videoFxConfig); 
    } catch (error) { 
        logger.error(error.toString()) 
    }
}

export const turnOffEffects = () => { 
    const innerDevice = await videoTransformDevice?.intrinsicDevice(); 
    await videoTransformDevice?.stop(); 
    videoTransformDevice = undefined; 
    videoFxProcessor = undefined; 
    await meetingSession.audioVideo.startVideoInput(innerDevice);
}
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Windows 用 Amazon Chime SDK ク
ライアントライブラリの使用

現在、C++ で書かれた Windows 用の Amazon Chime SDK クライアントライブラリはにあります 
GitHub。https://github.com/aws/ にアクセスしてくださいamazon-chime-sdk-cpp。
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ドキュメント履歴
以下の表は、「Amazon Chime デベロッパーガイド」の 2019 年 9 月以降の重要な変更点をまとめたもの
です。このドキュメントの更新に関するお知らせをするために、RSSフィードをサブスクライブすること
ができます。

変更 説明 日付

通話分析と音声分析 (p. 364) 開発者は、ローコードの分析機
能と文字起こし機能をソリュー
ションに追加できるようになりま
した。詳細については、このガイ
ドの「Amazon Chime SDK コー
ル分析の使用」を参照してくださ
い。

2023 年 3 月 27 日

Windows 用クライアントライブ
ラリ (p. 364)

開発者は、C++ で記述された 
Windows 用の Amazon Chime 
SDK クライアントライブラリを
使用できるようになりました。
詳細については、このガイドの
「Windows 用 Amazon Chime 
SDK クライアントライブラリ」
を参照してください。

2023 年 2 月 2 日

リージョンの更新 (p. 364) Amazon Chime SDK を使用する
開発者は、より多くのリージョ
ンを使用できるようになりまし
た。詳細については、「利用可能
なリージョン」を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 18 日

上の C++ クライアントライブラ
リ GitHub (p. 364)

Amazon Chime SDK ミーティン
グを使用する開発者は、上の C+
+ シグナリングクライアントライ
ブラリと統合できるようになりま
した GitHub。詳細については、
「クライアントライブラリとの統
合」を参照してください。

2022 年 8 月 19 日

メディアパイプライン (p. 364) Amazon Chime SDK ミーティン
グを使用する開発者がメディアパ
イプラインを作成できるようにな
りました。一方、メディアパイプ
ラインは、メディアキャプチャパ
イプライン、メディア連結パイプ
ライン、ライブコネクタパイプラ
インで構成されます。詳細につい
ては、「Amazon Chime SDK メ
ディアパイプラインの作成」を参
照してください。

2022 年 8 月 18 日

エラスティックチャネ
ル (p. 364)

Amazon Chime SDK メッセージ
ングを使用する開発者は、チャッ
トソリューションでエラスティッ

2022 年 8 月 12 日
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クチャネルを使用できるように
なりました。エラスティックチャ
ネルは最大 100 万人のユーザー
をホストできます。詳細について
は、「エラスティックチャネルを
使用してライブイベントをホスト
する」を参照してください。

緊急911アドレス検証 (p. 364) Amazon Chime SDK ミーティン
グを使用する開発者は、緊急電
話の発信元のアドレスをプログ
ラムで検証できます。詳細につ
いては、Amazon Chime API リ
ファレンスの「E911 アドレスの
検証」を参照してください。 お
よび『Amazon Chime SDK 管理
ガイド』の「緊急通報用の住所の
検証」を参照してください。

2022 年 8 月 11 日

会議タグの更新 (p. 364) ChimeChimeSDKMeetings開発
者はおよび名前空間で会議タグを
使用できるようになりました。詳
細については、「Amazon Chime 
SDK ミーティング」を参照して
ください。

2022 年 8 月 4 日

CallAndBridge 音声コネクタと音
声コネクタグループのアクショ
ン (p. 364)

Amazon Chime SDK オーディ
オサービスを使用する開発者
は、CallAndBridgeアクション
を使用して、音声コネクタまたは
音声コネクタグループとして設定
された SIP トランクにアウトバ
ウンドコールを発信できます。詳
細については、を参照してくださ
いCallAndBridge。

2022 年 7 月 14 日

AppKeys およびテナント 
ID (p. 364)

Amazon Chime SDK 
Meetings を使用する開発者
はAppKeys、TenantIDsお客様
のネットワークからの WebRTC 
メディアセッションを使用した
り、アクセスを制御したりできる
ようになりました。詳細について
は、「 AppKeys 使用とテナント 
ID」を参照してください。

2022 年 7 月 7 日

Connect API (p. 364) Amazon Chime SDK Messaging 
を使用する開発者は、 
WebSockets を使用してバックエ
ンドサーバーに接続し、のメッ
セージを受信できるようになり
ましたAppInstanceUser。詳細
については、「Connect API の使
用」と「 WebSockets メッセー
ジの受信方法」を参照してくださ
い。

2022 年 6 月 6 日
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出席者機能 (p. 364) 開発者は、Amazon Chime 
SDK ミーティング中のオー
ディオ、ビデオ、コンテンツ
への出席者のアクセスを制御
する機能を使用できるように
なりました。詳細については、
「https://docs.aws.amazon.com/ 
chime-sdk/latest/ 
APIReference/API_meeting-
chime_AttendeeCapabilities.html」
を参照してください。

2022 年 6 月 2 日

CloudWatch アマゾンの指
標 (p. 364)

開発者は Amazon Chime SDK が
公開するサービスと使用状況の
メトリックを利用できるようにな
りました CloudWatch。メトリッ
クスにより、 CloudWatch グラ
フやダッシュボードを使用して 
Amazon Chime SDK サービスの
利用状況をモニタリングできま
す。詳細については、「Amazon 
CloudWatch メトリクス」を参照
してください。

2022 年 6 月 1 日

エコーリダクション (p. 364) 開発者はエコーリダクションを
実装できるようになりました。
これにより、エコー (ユーザーの
スピーカーから発せられて、マイ
クで拾われた音) が会議の音声に
戻って議論が停止するのを防ぐこ
とができます。詳細については、
「エコーリダクションの使用」を
参照してください。

2021 年 11 月 23 日

通話録音 (p. 364) 開発者は Amazon Chime SDK 
SIP メディアアプリケーショ
ンコールの 1 つ以上の区間に
オーディオ録音を実装できる
ようになりました。詳細につ
いては、「通話録音を使用す
る」を参照してください。さら
に、RecordAudioSilenceDurationInSecondsア
クションにはやなどの新しいパラ
メータが含まれるようになりまし
たRecordingTerminatorUsed。
詳細については、「」を参照して
くださいRecordAudio。

2021 年 10 月 28 日

背景ぼかし (p. 364) 開発者は Amazon Chime SDK 
アプリケーションに背景ぼか
しを追加できるようになりまし
た。詳細については、「Using 
background blur」(背景ぼかしの
使用) を参照してください。

2021 年 10 月 21 日
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IAM ポリシーの更新 (p. 364) 開発者の IAM ポリシーが更新さ
れ、Amazon Chime SDK ミー
ティングのライブ文字起こしが
サポートされるようになりまし
た。詳細については、「Amazon
Chime SDK ポリシーを使用した 
IAM ユーザーまたはロールの作
成」を参照してください。

2021 年 9 月 22 日

SIP ヘッダー (p. 364) 開発者は、ユーザー間ヘッ
ダー、Diversion ヘッダー、カス
タム SIPAWS Lambda ヘッダー
を関数内で送受信できるように
なりました。詳細については、
「SIP ヘッダーの使用」を参照し
てください。

2021 年 9 月 13 日

Amazon Chime SDK ミーティン
グ (p. 364)

開発者は Amazon Chime SDK の
ライブトランスクリプションを
使用できるようになりました。詳
細については、「Amazon Chime 
SDK ライブトランスクリプショ
ンの使用」を参照してください。

2021 年 8 月 11 日

Amazon Chime SDK ミーティン
グ (p. 364)

開発者はメディアパイプラインを
作成できるようになりました。詳
細については、「Amazon Chime 
SDK メディアキャプチャパイプ
ラインの作成」を参照してくださ
い。

2021 年 7 月 7 日

AWS Lambda機能付きの SIP 
メディアアプリケーションの使
用 (p. 364)

タイトルが「Lambda functions 
SDK」から変更され、すべ
てのトピックの内容が正確に
なるように改訂されました。 
CallAndBridge セクションが追加
されました。詳細については、
「AWS Lambda機能付きの SIP 
メディアアプリケーションの使
用」および「」を参照してくださ
いCallAndBridge。

2021 年 6 月 17 日

Lambda 関数 SDK (p. 364) 開発者は、Amazon Chime SDK 
管理者が作成した Amazon 
Chime SDK SIP メディアアプリ
ケーションで使用するカスタム 
Lambda 関数を構築できます。
詳細については、Amazon Chime 
開発者ガイドの「SIP メディアア
プリケーション用の Lambda 関
数の構築」を参照してください。

2020 年 11 月 17 日
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JavaScript SDK (p. 364) JavaScript 開発者はを使用して 
Amazon Chime SDK アプリケー
ションを構築できます。詳細につ
いては、Amazon Chime 開発者
ガイドの「Amazon Chime SDK 
の使用」を参照してください。 
JavaScript

2020 年 11 月 17 日

Android と iOS のクライアントラ
イブラリ (p. 364)

開発者
は、Android、iOS、Windows 用
のクライアントライブラリをよ
り短時間で、より少ないクリッ
ク数で見つけることができます。
詳細については、Amazon Chime
開発者ガイドの「Android 用の 
Amazon Chime SDK クライアン
トライブラリの使用」と「iOS 用
の Amazon Chime SDK クライア
ントライブラリの使用」を参照し
てください。

2020 年 11 月 17 日

プロキシ電話セッショ
ン (p. 364)

開発者は Amazon Chime SDK 音
声コネクタで使用するプロキシ
電話セッションを作成できます。
詳細については、Amazon Chime 
開発者ガイドの「Amazon Chime 
SDK の使用」を参照してくださ
い。 JavaScript

2020 年 4 月 7 日

Amazon Chime SDK コンテンツ
共有 (p. 364)

Amazon Chime SDK はコンテン
ツ共有をサポートしています。
詳細については、Amazon Chime 
開発者ガイドの「Amazon Chime 
SDK アーキテクチャ」を参照し
てください。

2020 年 3 月 31 日

アンドロイドとiOS 用のAmazon 
Chime SDK (p. 364)

Android と iOS 用の Amazon 
Chime SDK がリリースされまし
た。詳細については、Amazon 
Chime 開発者ガイドの「クライ
アントライブラリとの統合」を参
照してください。

2020 年 3 月 24 日

Amazon Chime SDK (p. 364) Amazon Chime SDK がリリー
スされました。詳細について
は、Amazon Chime 開発者ガイ
ドの「Amazon Chime SDK を使
用する」を参照してください。

2019 年 11 月 20 日

Amazon Chime デベロッパーガ
イド (p. 364)

Amazon Chime デベロッパーガ
イドがリリースされました。

2019 年 9 月 11 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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