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Amazon Interactive Video Service と
は何ですか?
Amazon Interactive Video Service (IVS) は、マネージド型のライブビデオストリーミングサービスです。
以下のことが行えます。
• チャンネルを作成して数分以内にストリーミングを開始する。
• 魅力的でインタラクティブな体験を、超低レイテンシーのライブビデオと併せて構築できる。
• さまざまなデバイスやプラットフォーム向けに大規模に動画を配信する。
• ウェブサイトやアプリに簡単に統合できる。
Amazon IVS を使えば、独自のインタラクティブアプリケーションと視聴者体験の構築に集中できま
す。Amazon IVS を使うことで、インフラストラクチャの管理や、ビデオワークフローのコンポーネント
の開発および設定が不要になり、安全性、安定性、費用対効果を確保できます。
Amazon IVS は、RTMPS ストリーミングをサポートしています。RTMPS は、TLS 上で実行される RTMP
(リアルタイムメッセージングプロトコル) の安全なバージョンです。RTMP は、ネットワーク経由で動画
を送信するための業界標準です。
製品に関するドキュメントに加えて、https://ivs.rocks/ を参照してください。これは、公開済みコンテンツ
（デモ、コードサンプル、ブログ投稿）を閲覧し、コストを見積もり、ライブデモを通じて Amazon IVS
を体験するための専用サイトです。

超低レイテンシーのライブビデオとは何ですか?
低レイテンシーにより、カメラがライブストリームをキャプチャしてから視聴者の画面に表示されるま
での遅延が短縮されます。Amazon IVS は、5 秒未満のレイテンシーで動画を配信できます。従来のオー
バーザトップ (OTT) ストリームの場合、レイテンシーは最大 30 秒になることもあります。
低レイテンシーは、視聴者体験を豊かにする、優れたインタラクティブユーザー体験を構築する上で欠か
せない要素です。それにより、ストリーマー、ブランド、コミュニティは、ライブの視聴者と直接的かつ
パーソナルな方法でつながることが可能になります。
観測されるレイテンシーは、次の理由によりユーザーによって変化することがあります。
• ストリーマーと視聴者の地理的位置。
• ネットワークの種類と速度。
• ストリーミングチェーン内の個々のコンポーネント。
• ストリーミングプロトコルと出力形式。
詳細については、Amazon IVS Streaming Configuration の「Reducing Latency」を参照してください。
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グローバルソリューション、リージョナルコント
ロール
ストリーミングと視聴はグローバル
Amazon IVS を使用して、世界中の視聴者にストリーミングできます。
• ストリーミングすると、Amazon IVS はユーザーの近くの場所で自動的に動画を取り込みます。
• 視聴者は、Amazon IVS コンテンツ配信ネットワークを介して、ライブストリームをグローバルに視聴
できます。
つまり、「データプレーン」はグローバルです。データプレーンとは、ストリーミング/取り込み、視聴を
指します。

コントロールはリージョナル
Amazon IVS データプレーンはグローバルですが、「コントロールプレーン」はリージョンに基づきま
す。コントロールプレーンとは、Amazon IVS コンソール、API、リソース (チャネル、ストリームキー、
再生キーペア、録画設定)を指します。
つまり、Amazon IVS は「リージョンによる AWS のサービス」です。各リージョンの Amazon IVS リ
ソースは、他のリージョンの類似リソースから独立しています。たとえば、あるリージョンで作成した
チャネルは、他のリージョンで作成したチャネルとは無関係です。
リソースを使用するときは (チャネル作成時など)、リソースを作成するリージョンを指定する必要があり
ます。その後、リソースを管理するときは、リソースを作成したリージョンと同じリージョンで管理する
必要があります。
...を使用した場合

...によりリージョンを指定します。

Amazon IVS コンソール

ナビゲーションバー右上の [Select a Region (リージョンの選択)] ドロップダ
ウンの使用

Amazon IVS API

適切なサービスエンドポイントの使用 Amazon IVS API リファレンスを参照
してください。
(SDK を介して API にアクセスする場合は、SDK のregionパラメータをセッ
トアップします。AWS で構築するツールを参照してください)。

AWS CLI

次のいずれかを実行します:
• CLI コマンドに--region <aws-region>を追加
• ローカルの AWS 設定ファイルにリージョンを追加

チャネルが作成されたリージョンにかかわらず、どこからでも Amazon IVS にストリーミングでき、視聴
者はどこからでも視聴できます。

チャネルのリージョン
チャネルのリージョンは、チャネルの作成時に割り当てられる ARN (Amazon リソースネーム) の一部で
す。チャネル作成時:
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• Amazon IVS コンソールは、ページのGeneral configuration (一般設定)エリアの ARN を表示します。そ
の後は、コンソールが右上にリージョンを常に表示します。
• Amazon IVS API は、チャネルオブジェクトのchannelArnフィールドに ARN を返します。
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Amazon Interactive Video Service の
使用開始
このドキュメントでは、最初の Amazon Interactive Video Service (IVS) ライブストリームをセットアップ
するステップを説明します。
トピック
• ステップ 1: AWS アカウントの作成 (p. 4)
• ステップ 2: IAM アクセス許可の設定 (p. 4)
• ステップ 3: 任意の録画によるチャネルの作成 (p. 7)
• ステップ 4: ストリーミングソフトウェアの設定 (p. 18)
• ステップ 5: ライブストリームの表示 (p. 20)
• ステップ 6: サービスクォータ制限の確認 (オプション) (p. 21)
• 録画を無効にする方法 (p. 21)

ステップ 1: AWS アカウントの作成
Amazon IVS を使用するには、AWS アカウントが必要です。アカウントをまだお持ちでない場合は、サイ
ンアップ時に画面の指示に従って作成してください。AWS アカウントを作成するには:
1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しまたはテキストメッセージを受け取り、確認コードを入
力することが求められます。また、請求情報を提供する必要がありますが、ベーシックなサービス層は
無料です。サインアップした AWS サービスの料金は、そのサービスを使用しない限り発生することは
ありません。
3. アカウントの作成後に、サインイン URLおよびユーザー名が記載された電子メールが送信され、(AWS
アカウント管理者から) パスワードが記載された別の電子メールが送信されます。初回サインイン時に
パスワードを変更する必要があります。

ステップ 2: IAM アクセス許可の設定
次に、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成し、Amazon IVS チャネルを作成する
ユーザーアクセス許可を付与するポリシーを追加する必要があります。Amazon S3 に自動録画する場合
は、そのための適切なアクセス許可も追加する必要があります。
新しいユーザー (p. 5)の作成と組み合わせてアクセス許可を追加するか、あるいは既存のユー
ザー (p. 6)にアクセス許可を追加することができます。 両方の手順を以下に示します。
詳細 (IAM ユーザーとポリシーについて、ポリシーをユーザーにアタッチする方法、Amazon IVS を使用し
てユーザーのアクションを制限する方法など) については、以下を参照してください。
• IAM ユーザーガイドのIAM ユーザーの作成
• Amazon IVS のセキュリティ (p. 163)の IAM 情報
• S3 への録画機能の場合: Amazon IVS ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの使
用 (p. 172)」および「Amazon S3 への自動録画 (p. 135)」

4

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
新しいユーザーを作成し、アクセス許可を付与します。

新しいユーザーを作成し、アクセス許可を付与しま
す。
以下の手順に従います。
1. 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。https://
console.aws.amazon.com/iam/
2. ナビゲーションペインで [Users (ユーザー)]、[Add user (ユーザーの追加)] の順に選択します。
3. [Add user (ユーザーの追加)] ウィンドウ:
a. 作成される新しいユーザー名を入力します。
b. [Programmatic access (プログラムによるアクセス)] および [AWS Management Console access
(AWS マネジメントコンソールへのアクセス)] を選択します。
c. [Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。
4. [Set Permissions (アクセス許可の設定)] で、[Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接ア
タッチする)] を選択してから、[ポリシーの作成] を選択します。[Create Policy (ポリシーの作成)] ウィ
ンドウが開きます。
5. [Create Policy (ポリシーの作成)] ウィンドウで、[JSON] タブをクリックし、次の IVS ポリシーをコピー
して [JSON] タブに貼り付けます。このポリシーは、標準動画機能と S3 への自動録画機能の両方を対
象としています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ivs:CreateChannel",
"ivs:CreateRecordingConfiguration",
"ivs:GetChannel",
"ivs:GetRecordingConfiguration",
"ivs:GetStream",
"ivs:GetStreamKey",
"ivs:GetStreamSession",
"ivs:ListChannels",
"ivs:ListRecordingConfigurations",
"ivs:ListStreamKeys",
"ivs:ListStreams",
"ivs:ListStreamSessions"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
"servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
"servicequotas:ListServiceQuotas",
"servicequotas:ListServices",
"servicequotas:ListTagsForResource"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
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"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource":
"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ivs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIVSRecordToS3*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
}
]
}

6. [Create Policy (ポリシーの作成)] ウィンドウで [Next: Tags (次へ: タグ) ] を選択します。
7. [Tags (タグ)] ページで、[Review Policy (次へ: レビュー) ] を選択します。ポリシーの [Name (名前)] を
入力し、[Create policy (ポリシーの作成)] を選択します。このウィンドウを閉じ、Add User (ユーザーの
追加) ウィンドウに戻ります。
8. [Add user (ユーザーの追加) ] ウィンドウに戻り、新しいポリシーをアタッチします。まず、右側のテー
ブルの上にあるリロードボタンを押して、ポリシーテーブルを更新します。名前を入力してポリシーを
フィルタリングします。ポリシーがリストに表示されたら、ポリシーを選択して [Next: Tags (次へ: タ
グ) ] を選択します。[Tags (タグ) ] ページで、[Next: Review (次へ: レビュー) ] を選択します。
9. [Review (確認)] ページで、[Create User (ユーザーの作成)] を選択します。
10.最終成功画面には、アクセスキー ID,シークレットアクセスキー、およびパスワードが表示されま
す。今後の参照用にこれらすべてを保管します。完了したら、[Close (閉じる)] を選択します。

既存のユーザーのアクセス許可を追加する
以下の手順に従います。
1. 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。https://
console.aws.amazon.com/iam/
2. ナビゲーションペインで、 [Users (ユーザー) ] を選択し、更新する既存のユーザー名を選択します。
3. 概要ページの[アクセス許可] タブで、[アクセス許可の追加] を選択します。
4. [Add Permissions (アクセス許可の追加)] で、[Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接ア
タッチする)] を選択してから、[ポリシーの作成] を選択します。[Create Policy (ポリシーの作成)] ウィ
ンドウが開きます。
5. [Create Policy (ポリシーの作成)] ウィンドウで、[JSON] タブをクリックし、次の IVS ポリシーをコピー
して [JSON] タブに貼り付けます。このポリシーは、標準動画機能と S3 への自動録画機能の両方を対
象としています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ivs:CreateChannel",
"ivs:CreateRecordingConfiguration",
"ivs:GetChannel",
"ivs:GetRecordingConfiguration",
"ivs:GetStream",
"ivs:GetStreamKey",
"ivs:GetStreamSession",
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"ivs:ListChannels",
"ivs:ListRecordingConfigurations",
"ivs:ListStreamKeys",
"ivs:ListStreams",
"ivs:ListStreamSessions"

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
"servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
"servicequotas:ListServiceQuotas",
"servicequotas:ListServices",
"servicequotas:ListTagsForResource"
],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource":
"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ivs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIVSRecordToS3*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
}
]
}

6. [Create Policy (ポリシーの作成)] ウィンドウで [Next: Tags (次へ: タグ) ] を選択します。
7. [Tags (タグ)] ページで、[Review Policy (次へ: レビュー) ] を選択します。ポリシーの [Name (名前)] を
入力し、[Create policy (ポリシーの作成)] を選択します。このウィンドウを閉じ、Add Permissions (ア
クセス許可の追加) ウィンドウに戻ります。
8. [Add Permissions (アクセス許可の追加) ] ウィンドウに戻り、新しいポリシーをアタッチします。ま
ず、右側のテーブルの上にあるリロードボタンを押して、ポリシーテーブルを更新します。名前を入力
してポリシーをフィルタリングします。ポリシーがリストに表示されたら、ポリシーを選択して[Next:
Review (次の手順:レビュー) ] を選択します。
9. [Review (レビュー)] ページで、[Add Permissions (アクセス許可の追加) ] を選択します。
10.Summary (概要) ページで、更新されたアクセス許可ポリシーが表示されます。この時点で、ユーザー
のアクセス許可が更新され、このウィンドウを閉じることができます。

ステップ 3: 任意の録画によるチャネルの作成
Amazon IVS チャネルには、ライブストリームに関連する設定情報が保存されます。まず、チャネルを作
成し、チャネルのストリームキーを使用してチャネルに動画を投稿し、ライブストリームを開始します。
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チャネル作成の一環として、以下の項目が割り当てられます。
• 取り込みサーバーは、ストリームを受信する特定の Amazon IVS コンポーネントと、取り込みプロトコ
ル (RTMPS) を識別します。
• チャネルを作成し、ストリーミングを許可する際に、Amazon IVS はストリームキーを割り当てま
す。すべてのユーザーがチャネルにストリーミングできるため、ストリームキーは機密情報として扱っ
てください。
• 再生 URLは、特定のチャネルの再生を開始するエンドポイントを識別します。このエンドポイントはグ
ローバルに使用できます。このエンドポイントは、Amazon IVS グローバルコンテンツ配信ネットワー
クから、視聴者が動画をストリーミングするのに最適な場所を自動的に選択します。(Amazon IVS は再
生用のカスタムドメインをサポートしていないことに注意してください。自分のドメインで再生 URL を
プロキシしないでください。ドメインが機能せず、問題が発生します。)
Amazon IVS コンソールまたは AWS CLI を介して、 — 録画しながら、または録画せずに — チャネルを作
成できます。チャンネルの作成と録画については、以下で説明します。

Amazon S3 への自動録画
チャンネルの録画を有効にするオプションもあります。S3 への自動録画機能が有効になっている場合、
チャンネル上のすべてのストリームが録画され、所有する Amazon S3 ストレージバケットに保存されま
す。その後、この録画はオンデマンド再生が可能です。
このセットアップはアドバンストオプションです。デフォルトでは、チャネルの作成時に録画は無効に
なっています。
録画用のチャンネルを設定する前に、録画設定を作成する必要があります。これは、チャンネルの録画さ
れたストリームが保存される Amazon S3 の場所を指定するリソースです。コンソールまたは CLI を使用
して、録画設定を作成および管理することができます。両方の手順を以下に示します。録画設定を作成し
た後、チャネルの作成時（以下で説明）または後で既存のチャネルを更新することで、録画設定をチャネ
ルに関連付けます。（API では、「CreateChannel」および「UpdateChannel」を参照してください。）
複数のチャネルを同じ録画設定に関連付けることができます。どのチャンネルにも関連付けられていない
録画設定は削除できます。
次の制約に注意が必要です。
• S3 バケットを所有している必要があります。つまり、録画するチャンネルを設定するアカウントは、録
画を保存する S3 バケットを所有している必要があります。
• チャネル、録画設定、および S3 の場所は、同じ AWS リージョン内にある必要があります。他のリー
ジョンでチャンネルを作成して録画する場合は、それらのリージョンで録画設定と S3 バケットも設定
する必要があります。
S3 バケットに録画するには、AWS 認証情報を使用した承認が必要です。IVS に必要なアクセス権を付与
するには、AWS IAM サービスにリンクされたロール（SLR）が録画設定を作成するときに自動的に作成さ
れます。SLR は、特定のバケットだけに対して IVS 書き込み許可を与えるように制限されます。
録画を有効にした後で再度、無効にするには、the section called “録画を無効にする方法” (p. 21)を参照
してください。
ストリーミングロケーションと AWS 間、または AWS 内のネットワークの問題により、ストリームの録
画中にデータが失われる可能性があることに注意してください。このような場合、Amazon IVS は録画よ
りもライブストリームを優先します。冗長性のために、ストリーミングツールでローカルに録画してくだ
さい。
録画したファイルのポスト処理や VOD 再生の設定方法など、詳しい情報は「Amazon S3 への自動録
画 (p. 135)」を参照してください。。
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コンソールでの手順
これらのステップは、初期チャネルのセットアップ、Amazon S3 への自動録画のセットアップ (オプショ
ン)、最終的なチャネル作成の 3 つのフェーズに分かれています。

初期チャネルの設定
1. Amazon IVS コンソールを開きます。
(AWS マネジメントコンソールから Amazon IVS コンソールにアクセスすることもできます)。
2. ナビゲーションバーから、[Select a Region (リージョンの選択)] ドロップダウンをクリックして、リー
ジョンを選択します。新しいチャネルがこのリージョンに作成されます。
3. [Get started (開始する)] ボックス (右上) で、[Create Channel (チャネルの作成)] を選択します。
4. [Channel configuration (チャネル設定)] で、[Default configuration (デフォルト設定)] を許可します。オ
プションで、[Channel name (チャネル名)] を指定します。チャネル名は一意ではありませんが、チャネ
ル ARN (Amazon リソースネーム) 以外のチャネルを区別するのに役立ちます。
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5. Amazon S3 に自動録画する場合は、以下のAmazon S3 への自動録画の設定 (オプション) (p. 11) に
進みます。それ以外の場合は、スキップして直接最終チャネルの作成 (p. 13)に進んでください。
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Amazon S3 への自動録画の設定 (オプション)
次のステップに従って、新しいチャネルの作成中に録画を有効にします。
1. [Create channel (チャネルの作成)] ページの [Record and store streams (ストリームの記録と保存)] で、
[Auto-record to Amazon S3 (Amazon S3 への自動録画)] を選択します。追加のフィールドが表示され、
既存の [Recording configuration (録画設定)] を選択できます。新規の録画設定を作成することもできま
す。

2. [Create recording configuration (録画設定の作成）] を選択します。新しいウィンドウが開きます。オプ
ションを使用して、Amazon S3 バケットを作成し、新しい録画設定にアタッチします。
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3. 次のフィールドに入力します。
a. 必要に応じて録画設定名を入力します。
b. Bucket Name (バケット名)を入力します。
c. デフォルトの選択はそのままにしておきます。
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d. 必要に応じて、ウィンドウ内で [Reconnect] (再接続) を選択することで、断片化されたストリームの
結合を有効にします。表示された [Reconnect] (再接続) ウィンドウフィールドで、デフォルトをその
まま使用するか、秒数を指定します。ブロードキャストが切断され、指定された再接続間隔内に再接
続された場合、複数のストリームは 1 つのブロードキャストと見なされマージされます。
4. [Create] (作成) を選択して、一意の ARN を持つ新規の録画設定リソースを作成します。通常、録画
設定の作成は数秒ですが、最大で 20 秒かかることがあります。録画設定が作成されると、[Create
channel (チャネルの作成)] ウィンドウに戻ります。そのストリーミングの録画と保存エリアには、新し
い記録設定が、状態 (アクティブ) と作成した S3 バケットとともに表示されています。

最終チャネルの作成
1. [Create channel (チャネルの作成)] を選択し、一意の ARN で新しいチャネルを作成します。新しいチャ
ネルのチャネル詳細ページが表示されます。このページは開いたままにします。(注: 録画を有効にしな
かった場合は、S3 への自動録画は、無効に設定されます。画面には、録画設定セクションが表示され
ません)。
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2. 重要:
• [Stream configuration (ストリームの設定)] エリアで、取り込みサーバーおよびストリームキーを書き
留めます。次のステップでこれらを使用し、ストリーミングを設定します。
• [Playback configuration (再生設定)] エリアで、再生 URL を書き留めます。後でそれを使用し、スト
リームを再生します。

CLI の手順
AWS CLI を使用してチャネルを作成することはアドバンストオプションであり、最初に CLI をダウンロー
ドしてマシンに設定する必要があります。詳細については、AWS コマンドラインインターフェイスのユー
ザーガイドを参照してください。
チャネル作成時に録画を有効／無効にするかどうかに応じて、次の 2 つの手順のいずれかに従います。

録画せずにチャネルを作成する
1. create-channelコマンドを実行し、オプション名を渡します:
aws ivs create-channel --name test-channel

2. これにより、新しいチャネルが返されます。
{

"channel": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
"authorized": false,
"ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
"latencyMode": "LOW",
"name": "channel-live",
"playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/
v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
"recordingConfigurationArn": "none",
"tags": {},
"type": "STANDARD"
},
"streamKey": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
"channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
"tags": {},
"value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef"
}
}

注: API の latencyMode 値は、LOW および NORMAL です。Amazon IVS コンソールでは、これらの値
はそれぞれ「超低値」と「スタンダード」に対応しています。
3. 重要: ingestEndpoint、streamKey value、および playbackUrl の点に注意してください。これ
らを使用して、ストリーミングと再生を設定します。

録画付きチャネルの作成
前提条件 この手順を開始する前に Amazon S3 バケットを作成し、その ARN を書き留めます。Amazon
S3 の開始方法を参照してください。S3 バケットは、録画設定を作成する同じリージョンに作成する必要
があります。以下のステップ 1 の既知の問題を参照してください。
次に、以下のステップに従ってチャネルを作成します。
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1. create-recording-configurationコマンドを実行して、既存の Amazon S3 バケットの ARN を渡
します。
aws ivs create-recording-configuration --name configuration-1 --destinationconfiguration s3={bucketName=test-bucket}

オプションで、thumbnail-configuration パラメータを渡してサムネイルの記録モードとサムネイ
ル間隔を手動で設定します。
aws ivs create-recording-configuration --name configuration-1 --destinationconfiguration s3={bucketName=s3_bucket_name} --thumbnail-configuration
recordingMode="INTERVAL",targetIntervalSeconds=60

必要に応じて recording-reconnect-window-seconds パラメータを渡して、断片化されたスト
リームの結合の機能を有効にします。
aws ivs create-recording-configuration --name configuration-1 --destinationconfiguration s3={bucketName=test-bucket} --recording-reconnect-window-seconds 60

既知の問題: 米国東部 1 リージョンでは、AWS CLI を使用して録画設定を作成すると、S3 バケットが
別のリージョンにある場合でも成功が返されます。この場合、録画設定のstateは、(ACTIVEの代わり
に) CREATE_FAILEDとなります。(他のリージョンでは、バケットが別のリージョンにある場合、CLI
は正しく失敗を返します)。
回避方法: S3 バケットが録画設定と同じリージョンにあることを確認してください。S3 バケットとし
て別のリージョンに録画設定を作成する場合は、その録画設定を削除し、正しいリージョンから S3 バ
ケットで新しい録画設定を作成します。
2. これにより、一意の ARN を持つ新しい録画設定が返されます。録画設定の状態がCREATINGの場合
は、作成中であることを示しています。
{

}

"recordingConfiguration": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNaO1te",
"name": "configuration-1",
"destinationConfiguration": {
"s3": {
"bucketName": "s3_bucket_name"
}
},
"recordingReconnectWindowSeconds": 60,
"state": "CREATING",
"tags": {},
"thumbnailConfiguration": {
"recordingMode": "INTERVAL",
"targetIntervalSeconds": 60
}
}

3. 通常、録画設定の作成は数秒ですが、最大で 20 秒かかることがあります。録画設定が作成されたこと
を確認するには、get-recording-configurationコマンドを実行します。
aws ivs get-recording-configuration --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recordingconfiguration/mhndauNaO1te"

4. これにより、録画設定が作成されたことを示すレスポンスが返されます (stateはACTIVE)。
{
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}

"recordingConfiguration": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNaO1te",
"name": "configuration-1",
"destinationConfiguration": {
"s3": {
"bucketName": "s3_bucket_name"
}
},
"recordingReconnectWindowSeconds": 60,
"state": "ACTIVE",
"tags": {},
"thumbnailConfiguration": {
"recordingMode": "INTERVAL",
"targetIntervalSeconds": 60
}
}

5. チャネルを作成し、そのチャネルでの録画を有効にするには、create-channelコマンドを実行し、録
画設定の ARN を渡します。
aws ivs create-channel --name channel-live --recording-configuration-arn
"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/mhndauNaO1te"

または、既存のチャネルでの録画を有効にするために、update-channelコマンドを実行し、録画設定
の ARN を渡します。
aws ivs update-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh"
--recording-configuration-arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recordingconfiguration/mhndauNaO1te"

6. これにより、録画が有効であることを示す、recordingConfigurationArnの「なし」以外の値を
持つチャネルオブジェクトが返されます。(以下の応答はcreate-channelからのものです。updatechannelレスポンスにはstreamKeyオブジェクトは含まれません)。
{

"channel": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
"authorized": false,
"ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
"latencyMode": "LOW",
"name": "channel-live",
"playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/
v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
"recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recordingconfiguration/mhndauNaO1te",
"tags": {},
"type": "STANDARD"
},
"streamKey": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
"channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
"tags": {},
"value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef"
}
}

7. 重要: ingestEndpoint、streamKey value、および playbackUrl の点に注意してください。これ
らを使用して、ストリーミングと再生を設定します。
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ステップ 4: ストリーミングソフトウェアの設定
ネイティブのモバイルブロードキャスト SDK または他のストリーミングソフトウェア（次の 2 つの例:
Open Broadcast Software（OBS）と FFmpeg）を使用して Amazon IVS にストリーミングできます。こ
れらは、Amazon IVS 同様に RTMPS をサポートしています。RTMPS は、暗号化された TLS ストリーム
を使用して、高セキュリティを実現します。RTMPS をサポートする任意のストリーミングソフトウェア
を使用できます。
キーエンコーダの設定は、キーフレーム間隔（2 秒）と解像度/ビットレート/フレームレート（相互に関連
する）です。エンコーダ設定の詳細については、次を参照してください。
• Amazon IVS ユーザーガイドの「ストリーミング設定 (p. 183)」を参照してください。
• ブログ記事: Setting Up for Streaming with Amazon Interactive Video Service
注意:
• Amazon IVS ストリームの最大継続時間は 48 時間です。その後、ストリームは終了し、ストリーミング
セッションは切断されます。(自動または手動で) 正常に再接続すると、新しいストリームが開始されま
す。
• エンコーダーが (一時的なネットワークの問題などの原因で) データの送信を停止した場合、Amazon
IVS は 30 秒間待機します。この間にブロードキャスターのデータが受信されない場合、Amazon IVS の
接続が解除されます。

Amazon IVS ブロードキャスト SDK によるストリー
ミング
iOS または Android アプリケーションからブロードキャストするには、Amazon IVS ブロードキャスト
SDK を使用できます。ブロードキャスト SDK は Amazon IVS アーキテクチャを活用し、Amazon IVS と
共に継続的な改善と新しい機能を見ていきます。ネイティブのモバイルブロードキャスト SDK として、ア
プリケーションおよびユーザーがアプリケーションにアクセスするデバイスに対するパフォーマンスへの
影響を最小限に抑えるように設計されています。
以下からブロード
キャストするに
は...

以下を使用できま
す...

メモ

Android または
iOS アプリケー
ション

Amazon IVS
Android または
iOS ブロードキャ
スト SDK

ネイティブのモバイルブロードキャスト SDK として、アプリ
ケーションおよびユーザーがアプリケーションにアクセスす
るデバイスに対するパフォーマンスへの影響を最小限に抑え
るように設計されています。

ウェブ環境

Amazon IVS ウェ
ブブロードキャス
ト SDK

ウェブブロードキャスト SDK として、Amazon IVS ウェブ
ブロードキャスト SDK を使用すると、WebRTC を使用して
ウェブ環境からブロードキャストできます。クロスブラウザ
とクロスプラットフォームをサポートします。

詳細については、「」を参照してくださいAmazon IVS ブロードキャスト SDK (p. 40)
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OBS Studio によるストリーミング
(OBS Studio) は、録画およびライブストリーミングに適した無料のオープンソースソフトウェアで
す。OBS Studio は、リアルタイムのソースとデバイスのキャプチャ、シーンの構成、エンコーディング、
記録、ストリーミングを提供します。
OBS Studio を起動して実行するには、次のステップに従います。
1. ソフトウェアをダウンロードしてインストールします: https://obsproject.com/download。
2. OBS Studio を初めてロードするときに表示される、OBS Studio の自動設定ウィザードを実行します。
ステップに従い、デフォルト値を受け入れます。
3. [Stream Information] (ストリーム情報) で、[Service] (サービス) ドロップダウンから [Custom...] (カス
タム…) を選択し、[Server (Ingest server)] (サーバー (取り込みサーバー)) と [Stream Key] (ストリーム
キー) を入力します。
Amazon IVS コンソールでチャネルを作成した場合:
• OBS で入力するサーバーは、コンソールの取り込みサーバーです。
rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/
• OBS で入力するストリームキーは、コンソールのストリームキーです。
sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl
AWS CLI でチャネルを作成した場合:
• OBS に入力するサーバーは、以下の 4 つの組み合わせです。
• 取り込みプロトコル: rtmps://
• CLI レスポンスからの IngestEndpoint:
a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net
• ポート: 443
• パス: /app/
完全なエントリは次のとおりです。
rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/
• OBS で入力するストリームキーは、CLI レスポンスの StreamKey 値です。
sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl
4. 動画出力の解像度とビットレートについては、「Amazon IVS ストリーミング設定」の「チャンネルタ
イプ (p. 185)」を参照してください。OBS ウィザードで選択したいずれかの値が Amazon IVS で許可
されている値を超える場合は、Amazon IVS への接続に失敗しないように手動で値を調整する必要があ
ります。ウィザードの完了後、次の操作を行います。
a. 動画の解像度を調整するには、[Settings > Video > Output (Scaled) Resolution] (設定 > 動画 > 出力
(スケーリング) 解像度) を使用します。
b. 動画のビットレートを調整するには、[Settings > Output > Streaming > Video Bitrate] (設定 > 出力 >
ストリーミング > 動画ビットレート) を使用します。
5. ストリームの安定性を高め、ビューア再生時のバッファリングを回避するために、2 秒間のキーフ
レーム間隔をお勧めします。ウィザードが完了したら、[Settings > Output > Output Mode] (設定 > 出
力 > 出力モード) に進み、[Advanced] (アドバンスト) を選択し、[Streaming] (ストリーミング) タブで
[Keyframe Interval] (キーフレーム間隔) が 2 になっていることを確認します。
6. OBS Studio のメインウィンドウで、[Start Streaming (ストリーミングの開始)] を選択します。
OBS Studio によるストリーミングの詳細については、OBS Studio Quickstartを参照してください。
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OBS の設定は後で手動で変更できます。
1. [Settings (設定) > Stream (ストリーム)] を選択します。
2. ドロップダウンから、[Custom (カスタム)] を選択します。
3. サーバーおよび/またはストリームキーに貼り付けます。
ウィザードはいつでも再実行できます。[Tools (ツール) > Auto-Configuration Wizard (自動構成ウィザー
ド)] を選択してください。
オプションで、ライブストリームをSettings (設定) > General (全般)にローカルに保存することで、後で使
用できます。前述のように、ブロードキャストと AWS 間または AWS 内のネットワークの問題により、
ストリームの録画中にデータが失われる可能性があります。このような場合、Amazon IVS は録画よりも
ライブストリームを優先します。ストリーミングツールでローカルに録画することで、冗長性が得られま
す。
OBS Studioのアップデートを定期的にチェックして、最新バージョンに更新することをお勧めします。
（例えば、「Failed to connect to server (サーバーへの接続に失敗しました) 」というエラーが表示され
た場合は、RTMPS をサポートしていない古いバージョンの OBS Studio を使用している可能性がありま
す。）

FFmpeg による録画動画のストリーミング
以下のステップに従ってください。
1. FFmpeg をダウンロードしてインストールします。https://www.ffmpeg.org/download.html。
2. $VIDEO_FILEPATHをストリーミングする MP4 動画の場所に設定します。
VIDEO_FILEPATH=/home/test/my_video.mp4

3. STREAM_KEYを StreamKey 値に設定します。
STREAM_KEY=sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl

4. (ingestEndpoint に INGEST_ENDPOINT を設定します (AWS CLI から)。
INGEST_ENDPOINT=a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net

5. 次のターミナルコマンドでストリーミングを開始します (これはすべて 1 行です)。
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i $VIDEO_FILEPATH -r 30 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p
-profile:v main -preset veryfast -x264opts "nal-hrd=cbr:no-scenecut" -minrate
3000 -maxrate 3000 -g 60 -c:a aac -b:a 160k -ac 2 -ar 44100 -f flv rtmps://
$INGEST_ENDPOINT:443/app/$STREAM_KEY

上記のコマンドは一例です。プロダクションストリーミングの場合は、必要に応じてパラメータを調整
します。

ステップ 5: ライブストリームの表示
ライブストリームを表示するには
1. Amazon IVS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Live channels] (ライブチャネル) を選択します。(ナビゲーションペインが折
りたたまれている場合は、まずハンバーガーアイコンを選択して開きます。)
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3. ストリームを表示するチャネルを選択し、そのチャネルの詳細ページに移動します。
ライブストリームは、詳細ページのライブストリームセクションで再生されています。
注: ストリーミング開始後、コンソールでストリームを表示できるようになるまでに少し時間がかかります
(通常は 30 秒以内)。

ステップ 6: サービスクォータ制限の確認 (オプショ
ン)
すべてのアカウントは、同時視聴者と同時ブロードキャストの数に制限があります。制限が適切であるこ
とを確認し、必要に応じて引き上げをリクエストします (特に大規模なストリーミングイベントを計画し
ている場合)。詳細については、「Amazon IVS Service Quotas (p. 176)」を参照してください。

録画を無効にする方法
既存のチャネルで Amazon S3 録画を無効にするには
• コンソール — 該当するチャネルの詳細ページにある [Record and store (記録と保存)] ストリームセク
ションで、[Disabled (無効)] を選択し、次に [Save Channel (チャネルの保存)] を選択します。これによ
り、録画設定とチャネルとの関連付けが解除され、そのチャネル上のストリームは録画されなくなりま
す。
• CLI — update-channelコマンドを実行し、録画設定の ARN を空の文字列として渡します。
aws ivs update-channel --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh" -recording-configuration-arn none

これにより、録画が無効であることを示す、recordingConfigurationArnの空の文字列を持つチャ
ネルオブジェクトが返されます。
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Amazon IVS チャットの開始方法
Amazon Interactive Video Service (IVS) チャットは、ライブ動画ストリームに付随するマネージド型のラ
イブチャット機能です。チャットルームを作成し、ユーザー間でチャットセッションを有効にできます。
Amazon IVS チャットでは、ライブ動画に付随するカスタマイズされたチャット体験を構築することに注
力できます。インフラストラクチャの管理や、チャットワークフローのコンポーネントの開発および設定
は不要です。Amazon IVS チャットは、スケーラブルかつ安全で、信頼性が高く、コスト効率に優れてい
ます。
Amazon IVS チャットは、ライブ動画ストリームの参加者間の開始と終了時のメッセージングを容易にす
るために最適です。
このドキュメントの残りの部分では、Amazon IVS チャットを使用して最初のチャットアプリケーション
を構築する手順を説明します。
例: 以下のデモアプリが利用可能です (3 つのサンプルクライアントアプリとトークン作成用のバックエン
ドサーバーアプリ)。
• Amazon IVS チャットウェブ用デモ
• Amazon IVS チャット Android 用デモ
• Amazon IVS チャット iOS 用デモ
• Amazon IVS チャットデモバックエンド
重要: 24 か月間新しい接続や更新がないチャットルームは自動的に削除されます。
トピック
• ステップ 1: AWS アカウントを作成し、IAM アクセス許可を設定する (p. 22)
• ステップ 2: チャットルームを作成する (p. 23)
• ステップ 3: チャットトークンを作成する (p. 26)
• ステップ 4: 最初のメッセージを送受信する (p. 28)
• ステップ 5: Service-Quota 制限の確認 (オプション) (p. 29)

ステップ 1: AWS アカウントを作成し、IAM アクセ
ス許可を設定する
続行する前に、チャットリソースの作成と管理に十分な IAM アクセス許可を持つ AWS アカウントが必要
です。
具体的なステップについては、「Amazon IVS ユーザーガイド」の「Amazon IVS の使用開始 (p. 4)」を参
照してください。「ステップ 2: IAM アクセス許可の設定」には、次のポリシーを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ivschat:CreateChatToken",
"ivschat:CreateRoom",
"ivschat:DeleteMessage",
"ivschat:DeleteRoom",
"ivschat:DisconnectUser",
"ivschat:GetRoom",
"ivschat:ListRooms",
"ivschat:ListTagsForResource",
"ivschat:SendEvent",
"ivschat:TagResource",
"ivschat:UntagResource",
"ivschat:UpdateRoom"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicequotas:ListServiceQuotas",
"servicequotas:ListServices",
"servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
"servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
"servicequotas:ListTagsForResource",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:DescribeAlarms"
],
"Resource": "*"

ステップ 2: チャットルームを作成する
Amazon IVS チャットルームには、それに関連付けられた設定情報 (メッセージの最大長など) がありま
す。

コンソールでの手順
これらのステップは、初期ルーム設定、ルームメッセージのレビューの設定 (オプション)、最終ルームの
作成の 3 つのフェーズに分かれています。
オプションで、メッセージがレビューされるようにルームを設定できます。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。これについては、ルームメッセージのレビュー設定 (オプション) (p. 25) で説明してい
ます。

初期ルーム設定
1. Amazon IVS チャットコンソールを開きます。
(AWS マネジメントコンソールから Amazon IVS コンソールにアクセスすることもできます。)
2. ナビゲーションバーから、[Select a Region (リージョンの選択)] ドロップダウンをクリックして、リー
ジョンを選択します。新しいルームがこのリージョンに作成されます。
3. [Get started] (使用開始) ボックス (右上) で、[Amazon IVS Chat Room] (Amazon IVS チャットルーム)
を選択します。[Create room] (ルームの作成) ウィンドウが表示されます。
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4. [Setup] (セットアップ) を選択し、オプションで [Room name] (ルーム名) を指定します。ルーム名は
一意ではありませんが、ルーム ARN (Amazon リソースネーム) 以外のルームを区別するのに役立ちま
す。
5. [Setup > Room configuration] (設定 > ルーム設定) で、[Default configuration] (デフォルト設定) を受け入
れるか、[Custom configuration] (カスタム設定) を選択して、[Maximum message length] (最大メッセー
ジ長) および/または [Maximum message rate] (最大メッセージレート) を設定することができます。
6. メッセージをレビューする場合は、以下の「ルームメッセージのレビュー設定 (オプショ
ン) (p. 25)」に進みます。それ以外の場合は、その手順をスキップして (つまり、[Message
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Review Handler > Disabled] (メッセージレビューハンドラ > 無効) を受け入れ)、直接 [Final Room
Creation] (p. 25) (最終ルームの作成) に進みます。

ルームメッセージのレビュー設定 (オプション)
1. [Message Review Handler] (メッセージレビューハンドラ) で、[Handle with AWS Lambda] (AWS
Lambda で処理する) を選択します。[Message Review Handler] (メッセージレビューハンドラ) セク
ションが展開され、追加のオプションが表示されます。

2. ハンドラが有効な応答を返さない場合、エラーが発生した場合、またはタイムアウト期間を超えた場合
に、メッセージを許可または拒否するようにフォールバック結果を設定します。
3. 既存の [Lambda function] (Lambda 関数) を指定するか、[Create Lambda function] (Lambda 関数の作成)
を使用して新しい関数を作成します。
Lambda 関数は、チャットルームと同じ 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。Amazon Chat SDK サービスに Lambda リソースを呼び出すアクセス許可を与える必要が
あります。リソースベースのポリシーは、選択した Lambda 関数に対して自動的に作成されます。権限
の詳細については、「Amazon IVS ユーザーガイド」のセキュリティページの「Resource-Based Policy
for Amazon IVS Chat」(Amazon IVS チャットのリソースベースポリシー) を参照してください。

最終ルームの作成
1. レビュー後、[Create room] (ルームの作成) をクリックして、一意の ARN で新しいチャットルームを作
成します。
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CLI の手順
AWS CLI を使用してチャットルームを作成することはアドバンストオプションであり、最初に CLI をダウ
ンロードしてマシンに設定する必要があります。詳細については、AWS Command Line Interface のユー
ザーガイドを参照してください。
1. チャット create-room コマンドを実行し、オプション名を渡します。
aws ivschat create-room --name test-room

2. これにより、新しいチャットルームが返されます。
{

}

"arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:room/g1H2I3j4k5L6",
"id": "string",
"createTime": "2021-06-07T14:26:05-07:00",
"maximumMessageLength": 200,
"maximumMessageRatePerSecond": 10,
"name": "test-room",
"tags": {},
"updateTime": "2021-06-07T14:26:05-07:00"

3. arn フィールドに注意してください。クライアントトークンを作成してチャットルームに接続するに
は、これが必要です。

ステップ 3: チャットトークンを作成する

チャット参加者がルームに接続してメッセージの送受信を開始するには、チャットトークンを作成する必
要があります。チャットトークンは、チャットクライアントの認証と承認に使用されます。上記のよう
に、クライアントアプリケーションはサーバー側のアプリケーションにトークンを要求し、サーバー側
のアプリケーションは AWS SDK または SigV4 署名付きリクエストを使用して CreateChatToken を呼び
出します。AWS 認証情報が API の呼び出しに使用されるため、トークンはクライアント側のアプリケー
ションではなく、安全なサーバー側のアプリケーションで生成する必要があります。
トークン生成のデモンストレーションを行うバックエンドサーバーアプリケーションは、Amazon IVS
チャットデモバックエンドで入手可能です。
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セッション期間とは、確立されたセッションが自動的に終了されるまでのアクティブな状態を維持できる
期間を指します。つまり、セッション期間は、新しいトークンを生成して新しい接続を確立する必要が生
じる前に、クライアントがチャットルームに接続したままにできる期間です。オプションでは、トークン
の作成中に、セッション期間を指定できます。
エンドユーザーの接続を確立するために、各トークンは一度だけ使用できます。接続が終了した場合、接
続を再確立する前に、新しいトークンを作成する必要があります。トークン自体は、応答に含まれるトー
クンの有効期限のタイムスタンプまで有効です。
エンドユーザーがチャットルームに接続する場合、クライアントはサーバーアプリケーションにトークン
を要求する必要があります。サーバーアプリケーションはトークンを作成し、それをクライアントに返し
ます。トークンはオンデマンドでエンドユーザー向けに作成する必要があります。
チャット認証トークンを作成するには、以下の手順に従います。チャットトークンを作成するときは、リ
クエストフィールドを使用してチャットエンドユーザーとエンドユーザーのメッセージング機能に関する
データを渡します。詳細については、チャット API リファレンスの「CreateChatToken」を参照してくだ
さい。

AWS SDK での手順
AWS SDK を使用してチャットトークンを作成するには、最初にアプリケーションに SDK をダウンロード
して設定する必要があります。以下は、JavaScript による AWS SDK の手順です。
重要: このコードは、サーバー側で実行し、その出力をクライアントに渡す必要があります。
前提条件: 以下のコードサンプルを使用するには、AWS JavaScript SDK をアプリケーションにロードす
る必要があります。詳細については、Getting started with the AWS SDK for JavaScript を参照してくださ
い。
async function createChatToken(params) {
const ivs = new AWS.Ivschat();
const result = await ivs.createChatToken(params).promise();
console.log("New token created", result.token);
}
/*
Create a token with provided inputs. Values for user ID and display name are
from your application and refer to the user connected to this chat session.
*/
const params = {
"attributes": {
"displayName": "DemoUser",
}",
"capabilities": ["SEND_MESSAGE"],
"roomIdentifier": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:room/g1H2I3j4k5L6",
"userId": 11231234
};
createChatToken(params);

CLI の手順
AWS CLI を使用してチャットトークンを作成することはアドバンストオプションであり、最初に CLI を
ダウンロードしてマシンに設定する必要があります。詳細については、AWS Command Line Interface の
ユーザーガイドを参照してください。注: AWS CLI を使用したトークンの生成はテスト目的の場合は問題
ありませんが、本番環境で使用する場合は、AWS SDK を使用してサーバー側でトークンを生成すること
をお勧めします (上記の手順を参照)。
1. クライアントのルーム識別子およびユーザ ID とともに create-chattoken のコマンドを実行します。以下のいずれかの機能を含めます:
"SEND_MESSAGE"、"DELETE_MESSAGE"、"DISCONNECT_USER"。(オプションで、このチャッ
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トセッションに関するセッション期間 (分単位) やカスタム属性 (メタデータ) を含めます。これらの
フィールドは以下には表示されません。)
aws ivschat create-chat-token --room-identifier "arn:aws:ivschat:uswest-2:123456789012:room/g1H2I3j4k5L6" --user-id "11231234" --capabilities
"SEND_MESSAGE"

2. これはクライアントトークンを返します。
{

"token":
"abcde12345FGHIJ67890_klmno1234PQRS567890uvwxyz1234.abcd12345EFGHI67890_jklmno123PQRS567890uvwxyz123
"sessionExpirationTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
"tokenExpirationTime": "2022-03-16T03:45:09+00:00"
}

3. このトークンを保存します。チャットルームに接続し、メッセージを送受信するには、これ
が必要です。セッションが終了する前に、別のチャットトークンを生成する必要があります
(sessionExpirationTime で示されています)。

ステップ 4: 最初のメッセージを送受信する
チャットトークンを使用してチャットルームに接続し、最初のメッセージを送信します。サンプ
ルの JavaScript コードを以下に示します。クライアント SDK も 「チャット SDK: Android ガイ
ド (p. 102)」、「 チャット SDK: iOS ガイド (p. 106)」 および 「チャット SDK: JavaScript ガイ
ド (p. 116)」で入手可能です。
リージョンサービス: 以下のサンプルコードは、お客様の「サポート対象リージョン」を示していま
す。Amazon IVS チャットでは、リクエストの実行に使用できるリージョンのエンドポイントを提供して
います。Amazon IVS チャットメッセージング API の場合、リージョンエンドポイントの一般的な構文は
次のとおりです。
wss://edge.ivschat.<region-code>.amazonaws.com
たとえば、米国西部 (オレゴン) リージョンのエンドポイントは wss://edge.ivschat.uswest-2.amazonaws.com です。サポートされているリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファ
レンス」の Amazon IVS ページにある Amazon IVS チャット情報を参照してください。
/*
1. To connect to a chat room, you need to create a Secure-WebSocket connection
using the client token you created in the previous steps. Use one of the provided
endpoints in the Chat Messaging API, depending on your AWS region.
*/
const chatClientToken = "GENERATED_CHAT_CLIENT_TOKEN_HERE";
const socket = "wss://edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com"; // Replace “us-west-2” with
supported region of choice.
const connection = new WebSocket(socket, chatClientToken);
/*
2. You can send your first message by listening to user input
in the UI and sending messages to the WebSocket connection.
*/
const payload = {
"Action": "SEND_MESSAGE",
"RequestId": "OPTIONAL_ID_YOU_CAN_SPECIFY_TO_TRACK_THE_REQUEST",
"Content": "text message",
"Attributes": {
"CustomMetadata": "test metadata"
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}
}
connection.send(JSON.stringify(payload));
/*
3. To listen to incoming chat messages from this WebSocket connection
and display them in your UI, you must add some event listeners.
*/
connection.onmessage = (event) => {
const data = JSON.parse(event.data);
displayMessages({
display_name: data.Sender.Attributes.DisplayName,
message: data.Content,
timestamp: data.SendTime
});
}
function displayMessages(message) {
// Modify this function to display messages in your chat UI however you like.
console.log(message);
}
/*
4. Delete a chat message by sending the DELETE_MESSAGE action to the WebSocket
connection. The connected user must have the "DELETE_MESSAGE" permission to
perform this action.
*/
function deleteMessage(messageId) {
const deletePayload = {
"Action": "DELETE_MESSAGE",
"Reason": "Deleted by moderator",
"Id": "${messageId}"
}
connection.send(deletePayload);
}

おめでとうございます、これで準備万端です！これで、メッセージを送受信できるシンプルなチャットア
プリケーションができました。

ステップ 5: Service-Quota 制限の確認 (オプション)
チャットルームは Amazon IVS ライブストリームに合わせて拡張され、すべての視聴者がチャットの会話
に参加できるようになります。ただし、すべての Amazon IVS アカウントには、同時チャット参加者数お
よびメッセージ配信速度に制限があります。
制限が適切であることを確認し、必要に応じて引き上げをリクエストします (特に大規模なストリーミン
グイベントを計画している場合)。詳細については、「Amazon IVS Service Quotas (p. 176)」を参照して
ください。
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チャットメッセージレビューハンド
ラ
メッセージレビューハンドラを使用すると、ルームに配信される前にメッセージをレビューおよび/または
修正することができます。メッセージレビューハンドラがルームに関連付けられている場合、そのルーム
への SendMessage リクエストごとに呼び出されます。ハンドラは、アプリケーションのビジネスロジッ
クを実行し、メッセージを許可、拒否、または修正するかどうかを決定します。Amazon IVS チャットは
AWS Lambda 関数をハンドラとしてサポートしています。

Lambda 関数の作成
ルームのメッセージレビューハンドラを設定する前に、リソースベースの IAM ポリシーを使用して
Lambda 関数を作成する必要があります。Lambda 関数は、関数を使用するルームと同じ AWS アカウン
トおよび AWS リージョン内に存在する必要があります。リソースベースのポリシーは、Lambda 関数を
呼び出すアクセス許可を Amazon IVS チャットに付与します。手順については、「Amazon IVS ユーザー
ガイド」のセキュリティページの「Resource-Based Policy for Amazon IVS Chat (p. 170)」(Amazon IVS
チャットのリソースベースポリシー) を参照してください。

ワークフロー

リクエストの構文
クライアントがメッセージを送信すると、Amazon IVS チャットは JSON ペイロードを使用して Lambda
関数を呼び出します。
{

}

"Content": "string",
"MessageId": "string",
"RoomArn": "string",
"Attributes": {"string": "string"},
"Sender": {
"Attributes": { "string": "string" },
"UserId": "string",
"Ip": "string"
}
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リクエスト本文
フィールド

説明

Attributes

メッセージに関連付けられた属性。

Content

メッセージの元のコンテンツ。

MessageId

メッセージ ID｡ IVS チャットによって生成されます。

RoomArn

メッセージが送信されるルームの ARN。

Sender

送信者に関する情報。このオブジェクトにはいくつかのフィールドがあります。
• Attributes — 認証中に確立された送信者に関するメタデータ。これは、アバ
ター URL、バッジ、フォント、色など、送信者に関する詳細情報をクライアン
トに提供するために使用できます。
• UserId — このメッセージを送信した視聴者 (エンドユーザー) のアプリケー
ションで指定した識別子。これは、クライアントアプリケーションがメッセージ
ング API またはアプリケーションドメインでユーザーを参照するために使用でき
ます。
• Ip - メッセージを送信するクライアントの IP アドレス。

レスポンスの構文
ハンドラ Lambda 関数は、次の構文で JSON レスポンスを返す必要があります。以下の構文に対応しな
い、またはフィールド制約を満たすレスポンスは無効です。この場合、メッセージレビューハンドラで指
定した FallbackResult の値に応じて、メッセージが許可または拒否されます。「Amazon IVS チャッ
ト API リファレンス」の「MessageReviewHandler」を参照してください。
{

}

"Content": "string",
"ReviewResult": "string",
"Attributes": {"string": "string"},

レスポンスのフィールド
フィールド

説明

Attributes

Lambda 関数から返されたメッセージに関連付けられた属性。
ReviewResult が DENY の場合、Attributes には Reason を指定できます。例:
"Attributes": {"Reason": "denied for moderation
この場合、送信側クライアントはエラーメッセージに理由を記載した WebSocket
406 エラーを受信します。(「Amazon IVS チャットメッセージング API リファレ
ンス」の「WebSocket エラー」を参照してください。)
• サイズの制約: 最大 1 KB
• 必須: いいえ
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フィールド

説明

Content

Lambda 関数から返されたメッセージの内容。ビジネスロジックに応じて、編集し
たり、元のメッセージにしたりできます。
• 長さの制限: 最小長は 1 です。ルームを作成/更新したときに定義した
MaximumMessageLength の最大長。詳細については、「Amazon IVS チャット
API リファレンス」を参照してください。これは、ReviewResult が ALLOW の
場合にのみ適用されます。
• 必須: はい

ReviewResult

メッセージの処理方法に関するレビュー処理の結果。許可されている場合、メッ
セージはルームに接続されているすべてのユーザーに配信されます。拒否された場
合、メッセージはどのユーザーにも配信されません。
• 有効な値: ALLOW | DENY
• 必須: はい

サンプルコード
以下は、Go の Lambda ハンドラのサンプルです。メッセージの内容を修正し、メッセージ属性を変更せ
ずにメッセージを許可します。
package main
import (
"context"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)
type Request struct {
MessageId string
Content string
Attributes map[string]string
RoomArn string
Sender Sender
}
type Response struct {
ReviewResult string
Content string
Attributes map[string]string
}
type Sender struct {
UserId string
Ip string
Attributes map[string]string
}
func main() {
lambda.Start(HandleRequest)
}
func HandleRequest(ctx context.Context, request Request) (Response, error) {
content := request.Content + "modified by the lambda handler"
return Response{
ReviewResult: "ALLOW",
Content: content,
}, nil
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}

ハンドラとルームとの関連付けと関連付け解除
Lambda ハンドラのセットアップと実装が完了したら、Amazon IVS チャット API を使用します。
• ハンドラをルームに関連付けるには、CreateRoom または UpdateRoom を呼び出して、ハンドラを指定
します。
• ハンドラをルームとの関連付けを解除するには、MessageReviewHandler.Uri に空の値を使用して
UpdateRoom を呼び出します。

Amazon CloudWatch によるエラーのモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して、メッセージレビューで発生するエラーをモニタリングできます。ま
た、アラームやダッシュボードを作成し、特定のエラーの変化を表示したり、対応したりすることが
できます。エラーが発生した場合、ハンドラをルームに関連付ける際に指定した FallbackResult の
値に応じて、メッセージが許可または拒否されます。「Amazon IVS チャット API リファレンス」の
「MessageReviewHandler」を参照してください。
エラーにはいくつかの種類があります。
• InvocationErrors は、Amazon IVS チャットがハンドラを呼び出すことができない場合に発生しま
す。
• ResponseValidationErrors は、ハンドラが無効なレスポンスを返したときに発生します。
• AWS Lambda Errors は、Lambda ハンドラが呼び出されたときに関数エラーを返した場合に発生しま
す。
Amazon IVS チャットによって発行される呼び出しエラーとレスポンス検証エラーの詳細については、
「Amazon CloudWatch による Amazon IVS のモニタリング (p. 153)」の Amazon IVS チャット情報を参
照してください。AWS Lambda のエラーの詳細については、「Lambda 関数のメトリクスの使用」を参照
してください。
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Amazon IVS ライブストリームのヘ
ルスのモニタリング
このセクションでは、ストリームイベントやエンコーダー設定などのストリームセッションデータにアク
セスする方法と、Amazon CloudWatch で取り込みメトリクスをモニタリングする方法について説明しま
す。
注意:API で提供されるオーディオと動画の設定データは、使用されるエンコーダーによって提供されるメ
タデータに依存するため、ベストエフォート方式で提供されます。
このドキュメントでは、開始するステップを順を追って説明します。

前提条件
• Stream Health API および CloudWatch メトリクスと対話するのに十分な IAM アクセス許可を持つ
AWS アカウントが必要です。具体的なステップについては、Amazon IVS ユーザーガイドの Amazon
Interactive Video Service の使用開始 (p. 4)を参照してください。
• チャンネルを作成し、ストリームを開始する必要があります。Amazon IVS ユーザーガイド (p. 1)に関連
情報があります。
• チャネルの作成手順については、Amazon IVS の開始方法のチャネルの作成 (p. 7)を参照してくださ
い。
• ストリームの開始手順については、Amazon IVS の開始方法のストリーミングソフトウェアの設定を
参照してください。
• エンコーダー設定の詳細については、Amazon IVS ストリーミング設定を参照してください。

ストリームセッションデータへのアクセス
listStreamSessions エンドポイントを使用して、チャネルが最大 60 日間保持しているストリームの
リストにアクセスできます。このリストには、ライブストリームセッション (空の endTime で示される)
が含まれる場合があります。
getStreamSession エンドポイントを使用して、特定のストリームのセッションデータを取得できま
す。streamId パラメータをを指定しない場合、エンドポイントは最新のセッションを返します。さら
に、エンドポイントを定期的に呼び出して、ストリームの最新のイベント (最新 500 個まで) を取得するこ
ともできます。

コンソールでの手順
1. Amazon IVS コンソールを開きます。
2.
3.
4.
5.

(AWS マネジメントコンソールから Amazon IVS コンソールにアクセスすることもできます。)
ナビゲーションペインで、[Channels] (チャネル) を選択します。(ナビゲーションペインが折りたたまれ
ている場合は、まずハンバーガーアイコンを選択して開きます。)
チャネルを選択して、その詳細ページに移動します。
[Stream sessions] (ストリームセッション) セクションが表示されるまでページを下にスクロールしま
す。
アクセスするセッションのストリーム ID を選択して、Amazon CloudWatch 高解像度メトリクスの
チャートを含む、セッションの詳細を表示します。
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AWS SDK での手順
AWS SDK によるストリームセッションデータへのアクセスは詳細オプションであり、まず SDK をダウン
ロードしてアプリケーション上で設定する必要があります。以下は、JavaScript による AWS SDK の手順
です。
前提条件: 以下のコードサンプルを使用するには、AWS JavaScript SDK をアプリケーションにロードす
る必要があります。詳細については、Getting started with the AWS SDK for JavaScript を参照してくださ
い。
// This first call lists up to 50 stream sessions for a given channel.
const AWS = require("aws-sdk");
const REGION = 'us-west-2';
let channelArn = USE_YOUR_CHANNEL_ARN_HERE;
AWS.config.getCredentials(function(err) {
if (err) console.log(err.stack);
// credentials not loaded
else {
console.log("Access key:", AWS.config.credentials.accessKeyId);
}
});
AWS.config.update({region: REGION});
var ivs = new AWS.IVS();
// List Stream Sessions
async function listSessions(arn) {
const result = await ivs.listStreamSessions({"channelArn": arn}).promise();
console.log(result.streamSessions);
}
listSessions(channelArn);
// Get Stream Session
async function getSession(arn, id) {
const result = await ivs.getStreamSession({"channelArn": arn, "streamId": id}).promise();
console.log(result);
// This function polls every 3 seconds and prints the latest IVS stream events.
setInterval(function(){
console.log(result.streamSession.truncatedEvents);
}, 3000);

}
getSession(channelArn);

CLI の手順
AWS CLI によるストリームセッションデータへのアクセスは詳細オプションであり、まず CLI をダウン
ロードしてマシン上で設定する必要があります。詳細については、AWS Command Line Interface のユー
ザーガイドを参照してください。
1. 次のように、ストリームセッションを一覧表示します。
aws ivs list-stream-sessions --channel-arn <arn>

2. 次のように、特定のストリームの streamId を使用して、そのストリームセッションデータを取得しま
す。
aws ivs get-stream-session --channel-arn <arn> --stream-id <streamId>
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get-stream-session 呼び出しのサンプルレスポンスを次に示します。
{

"streamSession": {
"startTime": "2021-10-22T00:03:57+00:00",
"streamId": "st-1FQzeLONMT9XTKI43leLSo1",
"truncatedEvents": [
{
"eventTime": "2021-10-22T00:09:30+00:00",
"name": "Session Ended",
"type": "IVS Stream State Change"
},
{
"eventTime": "2021-10-22T00:09:30+00:00",
"name": "Stream End",
"type": "IVS Stream State Change"
},
{
"eventTime": "2021-10-22T00:03:57+00:00",
"name": "Stream Start",
"type": "IVS Stream State Change"
},
{
"eventTime": "2021-10-22T00:03:50+00:00",
"name": "Session Created",
"type": "IVS Stream State Change"
}
],
"endTime": "2021-10-22T00:09:31+00:00",
"ingestConfiguration": {
"audio": {
"channels": 2,
"codec": "mp4a.40.2",
"sampleRate": 48000,
"targetBitrate": 160000
},
"video": {
"avcLevel": "4.0",
"avcProfile": "Baseline",
"codec": "avc1.42C028",
"encoder": "obs-output module (libobs version 27.0.1)",
"targetBitrate": 3500000,
"targetFramerate": 30,
"videoHeight": 1080,
"videoWidth": 1920
}
},
"channel": {
"name": "",
"ingestEndpoint": "3f234d592b38.global-contribute.live-video.net",
"authorized": false,
"latencyMode": "LOW",
"recordingConfigurationArn": "",
"type": "STANDARD",
"playbackUrl": "https://3f234d592b38.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.991729659840.channel.dY7LsluQX1gV.m3u8",
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:channel/dY7LsluQX1gV"
}
}
}
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CloudWatch メトリクスへのアクセス
Amazon CloudWatch は Amazon IVS から raw データを収集し、ほぼリアルタイムの読み取り可能なメト
リクスに加工します。これらの統計は 15 か月間保持されるため、ウェブアプリケーションやサービスの
動作に関する履歴情報を取得できます。特定のしきい値にアラームを設定し、これらのしきい値に達した
ときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。詳細については、Amazon CloudWatch によ
る Amazon IVS のモニタリングと CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。
CloudWatch メトリクスは時間の経過とともにロールアップされることに注意してください。メトリクス
の経過とともに解像度は実質的に低下します。スケジュールは次のとおりです。
• 1 秒のメトリクスは 3 時間使用できます。
• 60 秒のメトリクスは 15 日間使用できます。
• 5 分間のメトリクスは 63 日間使用できます。
• 1 時間のメトリクスは、455 日 (15 か月) 間使用できます。
getMetricData を呼び出すときに、高解像度メトリクスに、1、5 (推奨)、10、30、または 60 秒の任意
の倍数の期間を指定できます。

CloudWatch コンソールでの手順
1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. サイドナビゲーションで、[メトリクス] ドロップダウンをクリックし、[すべてのメトリクス] を選択し
ます。
3. [AWS の名前空間] セクションで、[IVS] を選択します。
4. 検索バーに、リソース ID (arn:::ivs:channel/<resource id>) を入力します。
5. [IVS] > [チャネル別] の順に選択します。
6. グラフに新しいメトリクス
IngestAudioBitrate、IngestFramerate、IngestVideoBitrate、KeyframeInterval を追加します。
7. [グラフ化したメトリクス] の下で、メトリクスの期間が 5 秒に設定されていることを確認してくださ
い。
ストリームセッションの詳細ページで [CloudWatch で表示] ボタンを選択して、ストリームセッションの
CloudWatch グラフにアクセスすることもできます。

AWS SDK での手順
次のように、AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスにアクセスすることもできます。
const AWS = require("aws-sdk");
const REGION = 'us-west-2';
let channelArn = USE_YOUR_CHANNEL_ARN_HERE;
AWS.config.getCredentials(function(err) {
if (err) console.log(err.stack);
// credentials not loaded
else {
console.log("Access key:", AWS.config.credentials.accessKeyId);
}
});
AWS.config.update({region: REGION});
var ivs = new AWS.IVS();
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// Get Stream Metrics
async function getMetrics(arn) {
const sessionResult = await ivs.getStreamSession({"channelArn": arn}).promise();
const cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});
const streamHealthMetrics = ["IngestAudioBitrate", "IngestVideoBitrate",
"IngestFramerate", "KeyframeInterval"];
const MetricDataQueries = streamHealthMetrics.map((MetricName) => ({
Id: MetricName.toLowerCase(),
MetricStat: {
Metric: {
MetricName,
Namespace: "AWS/IVS",
Dimensions: [{Name: "Channel", Value: arn.split("/")[1]}]
},
Period: 5,
Stat: "Average",
}
}));
const cwParams = {
StartTime: sessionResult.streamSession.startTime,
EndTime: sessionResult.streamSession.endTime,
MetricDataQueries,
// Remove below line to print full results
MaxDatapoints: 20
};
const cwResult = await cw.getMetricData(cwParams).promise();
console.log(JSON.stringify(cwResult, null, 4));

}
getMetrics(channelArn);

ヘルスによるストリームのフィルタリング
問題が発生しているストリームを簡単に見つけるために、listStreams を使用してライブストリームを
「ヘルス」でフィルタリングできます。

コンソールでの手順
1. Amazon IVS コンソールを開きます。
(AWS マネジメントコンソールから Amazon IVS コンソールにアクセスすることもできます。)
2. ナビゲーションペインで、[Live channels] (ライブチャネル) を選択します。(ナビゲーションペインが折
りたたまれている場合は、まずハンバーガーアイコンを選択して開きます。)
3. [Filter by health] (ヘルスによるフィルタリング) の検索フィールドを選択します。
4. ドロップダウンリストから [Health = STARVING] (ヘルス = スタベーション) を選択します。
フィルタリング後、チャネルの詳細ページに移動し、チャネルのライブストリームセッションを選択し
て、入力設定の詳細とストリームイベントにアクセスできます。

CLI の手順
AWS CLI の使用は詳細オプションであり、まず CLI をダウンロードしてマシン上で設定する必要がありま
す。詳細については、AWS Command Line Interface のユーザーガイドを参照してください。
次のように、ヘルス (STARVING など) によってストリームをフィルタリングします。
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aws ivs list-streams --filter-by health=STARVING

ConcurrentStreams の CloudWatch ヘルスディメン
ション
ConcurrentStreams を特定の Health によってフィルタリングできます。詳細については、「Amazon
CloudWatch による Amazon IVS のモニタリング (p. 153)」を参照してください。
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Amazon IVS ブロードキャスト SDK
Amazon Interractive Video Searvice（IVS）ブロードキャスト SDK は、Amazon IVS を使用してアプリ
ケーションを構築するデベロッパー向けのものです。この SDK は、Amazon IVS アーキテクチャを活用す
るように設計されており、Amazon IVS と並んで継続的な改善と新しい機能を提供します。ネイティブの
ブロードキャスト SDK として、アプリケーションおよびユーザーがアプリケーションにアクセスするデバ
イスに対してパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるように設計されています。
アプリケーションでは、Amazon IVS ブロードキャスト SDK の主な機能を活用できます。
• 高品質ストリーミング — ブロードキャスト SDK は、高品質のストリーミングをサポートします。カメ
ラから動画をキャプチャし、最大 1080p の品質でエンコードし、高品質の表示エクスペリエンスを実現
します。
• 自動ビットレート調整 — スマートフォンユーザーは移動するため、ブロードキャストの過程でネット
ワークの状況が変わることがあります。Amazon IVS ブロードキャスト SDK は、変化するネットワーク
状況に対応するために、動画のビットレートを自動的に調整します。
• 縦向きと横向きSupport — ユーザーがデバイスをどのように保持していても、イメージは右上に表示さ
れ、適切に拡大/縮小されます。ブロードキャスト SDK は、縦長と横長の両方のキャンバスサイズをサ
ポートします。ユーザーが設定した向きからデバイスを回転させると、アスペクト比が自動的に調整さ
れます。
• セキュアなストリーミング — ユーザーのブロードキャストは、 TLS を使用して暗号化されるため、ス
トリームを安全に保つことができます。
• 外部オーディオデバイス — Amazon IVS ブロードキャスト SDK は、オーディオジャック、USB、およ
び Bluetooth SCO 外部マイクをサポートしています。

プラットフォームの要件:
ネイティブプラットフォーム
プラットフォーム

サポートされているバージョン

Android

5.0 (Lollipop) 以降

iOS

iOS 11 以降
アプリケーションにブロードキャストが不可欠な場合は、Apple App Store からア
プリケーションを UIRequiredDeviceCapabilities を利用して ダウンロードするため
の要件として Metal を指定します。

デスクトップブラウザ
ブラウザ

サポートされてい
るプラットフォー
ム

サポートされているバージョン

Chrome

Windows、macOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)

Firefox

Windows、macOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)
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ブラウザ

サポートされてい
るプラットフォー
ム

サポートされているバージョン

Edge

(Windows 8.1 以
降)

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)
Edge Legacy は除く

Safari

macOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)

モバイルブラウザ
ブラウザ

サポートされるバージョン

Chrome for iOS、Safari for iOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)。
(超低レイテンシー再生はサポートされていません。標準レ
イテンシーによる再生はサポートされています。この制限
は、iOS のすべてのブラウザに適用されます)。
(時間指定メタデータは Player 1.3.0 以降のみでサポートされ
ています)。

iPadOS 向け Chrome、iPadOS 向け
Safari

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)。
（「Request Mobile Website」が選択されている場合、超低
レイテンシー再生はサポートされていません）。
(タイムドメタデータは Player 1.3.0 以降のみでサポートされ
ています)。

Chrome for Android

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバー
ジョン)

必要なデバイスのアクセス
ブロードキャスト SDK では、デバイス内蔵のカメラとマイクと、Bluetooth、USB、またはオーディオ
ジャックを介して接続されているカメラとマイクにアクセスする必要があります。

サポート
ストリームにブロードキャストエラーやその他の問題が発生した場合は、ブロードキャスト API を介して
再生セッションの一意の識別子を特定します。
この Amazon IVS ブロードキャスト SDK の場合：

以下を使用

Android

getSessionId 関数
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この Amazon IVS ブロードキャスト SDK の場合：

以下を使用

iOS

IVSBroadcastSession の sessionId プロパ
ティ

Web

getSessionId 関数

このブロードキャストセッション識別子を AWS サポートに伝えます。それにより、サポートはトラブル
シューティングに役立つ情報を入手できます。
注:ブロードキャスト SDK は継続的に改善されています。利用可能なバージョンと修正済みの問題につい
ては Amazon IVS リリースノート (p. 232)を参照してください。必要な場合、サポートに連絡する前に
お使いのプレイヤーのバージョンを更新し、問題が解決するかどうか確認してください。

バージョニング
Amazon IVS ブロードキャスト SDK は、セマンティックバージョニングを使用しています。
以下の解説は、次を前提としています。
• 最新リリースは 4.1.3。
• 1 つ前のメジャーバージョンの最新リリースは 3.2.4。
• バージョン 1.x の最新リリースは 1.5.6。
最新バージョンのマイナーリリースとして、下位互換性のある新機能が追加されています。この場合、次
回の新機能のセットは、バージョン 4.2.0 として追加されます。
下位互換性のあるマイナーなバグ修正が、最新バージョンのパッチリリースとして追加されています。こ
こでは、次回のマイナーなバグ修正のセットは、バージョン 4.1.4 として追加されます。
下位互換性のあるメジャーなバグ修正は異なる方法で処理されます。これらはいくつかのバージョンに追
加されています。
• 最新バージョンのパッチリリース。こちらは、バージョン 4.1.4 です。
• 1 つ前のマイナーバージョンのパッチリリース。こちらは、バージョン 3.2.5 です。
• 最新バージョン 1.x リリースのパッチリリース。こちらは、バージョン 1.5.7 です。
メジャーなバグ修正は、Amazon IVS 製品チームによって定義されています。典型的な例に、重要なセ
キュリティ更新のほか、お客様に必要な選別された修正があります。
注: 上記の例では、リリースされたバージョンの数字は、連番でインクリメントされています(4.1.3 →
4.1.4、など)。実際は、1 つ以上のパッチ番号が内部に残り、リリースされないままになることもありま
す。そのため、リリースされたバージョンは 4.1.3 から (例えば) 4.1.6 に増えることもあります。

Amazon IVS ブロードキャスト SDK: Web ガイド
Amazon Interactive Video Service (IVS) ウェブブロードキャスト SDKは、ウェブブラウザ上で Amazon
IVS にブロードキャストするために必要なインターフェースを提供します。
SDK ガイドについては、https://aws.github.io/amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-guides/introduction を
参照してください。
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Amazon IVS ブロードキャスト SDK: Android ガイ
ド
Amazon Interactive Video (IVS) の Android ブロードキャスト SDK は、Android 上 で IVS にブロードキャ
ストするために必要なインターフェースを提供します。
com.amazonaws.ivs.broadcast パッケージは、このドキュメントで説明されているインターフェイス
を実装します。以下のオペレーションがサポートされています。
• ブロードキャストセッションをセットアップ (初期化) します。
• ブロードキャストの管理します。
• 入力デバイスのアタッチとデタッチします。
• コンポジションセッションを管理します。
• イベントを受信します。
• エラーを受信します。
Android ブロードキャスト SDK の最新バージョン: 1.7.0 (リリースノート)
リファレンスドキュメント: Amazon IVS Android プレイヤーで利用可能な最も重要な方法については、
https://aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/android/ にあるリファレンスドキュメントを参照し
てください。
サンプルコード: GitHub の Android サンプルリポジトリ（https://github.com/aws-samples/amazon-ivsbroadcast-android-sample）を参照してください。
プラットフォームの要件: 開発には Android 5.0 (Lollipop) 以上が必要です。

使用開始
ライブラリのインストール
Amazon IVS Android ブロードキャストライブラリを Android 開発環境に追加するには、ライブラリを以下
に示すモジュールの build.gradle ファイル (最新バージョンの Amazon IVS ブロードキャスト SDK) に
追加します。
repositories {
mavenCentral()
}
dependencies {
implementation 'com.amazonaws:ivs-broadcast:1.7.0'
}

または、SDK を手動でインストールするには、次の場所から最新バージョンをダウンロードします。
https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-broadcast

イベントリスナーの作成
イベントリスナーを設定すると、状態更新、デバイス変更通知、エラー、およびセッションオーディオ情
報を受信できます。
BroadcastSession.Listener broadcastListener =

43

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
使用開始
new BroadcastSession.Listener() {
@Override
public void onStateChanged(@NonNull BroadcastSession.State state) {
Log.d(TAG, "State=" + state);
}

};

@Override
public void onError(@NonNull BroadcastException exception) {
Log.e(TAG, "Exception: " + exception);
}

必要なアクセス許可
アプリはユーザーのカメラとマイクへのアクセス許可を要求する必要があります。（これは、Amazon IVS
に固有のものではなく、カメラやマイクにアクセスする必要があるアプリケーションに必要です）。
ここでは、ユーザーがすでに許可されているかどうかを確認し、許可されていない場合は許可を求めま
す。
final String[] requiredPermissions =
{ Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.RECORD_AUDIO };
for (String permission : requiredPermissions) {
if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission)
!= PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
// If any permissions are missing we want to just request them all.
ActivityCompat.requestPermissions(this, requiredPermissions, 0x100);
break;
}
}

ここでは、ユーザーの応答を取得します。
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
@NonNull String[] permissions,
@NonNull int[] grantResults) {
super.onRequestPermissionsResult(requestCode,
permissions, grantResults);
if (requestCode == 0x100) {
for (int result : grantResults) {
if (result == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
return;
}
}
setupBroadcastSession();
}
}

ブロードキャストセッションの作成
ブロードキャストインターフェースは com.amazonaws.ivs.broadcast.BroadcastSession
です。以下に示すように、プリセットを使用して初期化します。初期化中にエラーが発生した
場合（コーデックの設定に失敗など）、BroadcastListener にエラーメッセージが表示さ
れ、broadcastSession.isReady が false になります。
重要: Amazon IVS ブロードキャスト SDK for Android へのすべての呼び出しは、SDK がインスタンス化さ
れたスレッドで行う必要があります。
別のスレッドからの呼び出しにより、SDK は致命的なエラー
をスローし、ブロードキャストを停止します。
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// Create a broadcast-session instance and sign up to receive broadcast
// events and errors.
Context ctx = getApplicationContext();
broadcastSession = new BroadcastSession(ctx,
broadcastListener,
Presets.Configuration.STANDARD_PORTRAIT,
Presets.Devices.FRONT_CAMERA(ctx));

また、「ブロードキャストセッションの作成 (詳細バージョン) (p. 46)」も参照してください。

プレビュー用に ImagePreviewView 設定する
アクティブなカメラデバイスのプレビューを表示する場合は、デバイスのプレビュー
ImagePreviewView をビュー階層に追加します。
// awaitDeviceChanges will fire on the main thread after all pending devices
// attachments have been completed
broadcastSession.awaitDeviceChanges(() -> {
for(Device device: session.listAttachedDevices()) {
// Find the camera we attached earlier
if(device.getDescriptor().type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA) {
LinearLayout previewHolder = findViewById(R.id.previewHolder);
ImagePreviewView preview = ((ImageDevice)device).getPreviewView();
preview.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
previewHolder.addView(preview);
}
}
});

ブロードキャストを開始する
GetChannel エンドポイントの ingestEndpoint レスポンスフィールドで受信するホスト名に
は、 rtmps:// を先頭に追加し、/app を末尾に追加する必要があります。URL は、rtmps://
{{ ingestEndpoint }}/app の形式にする必要があります。
broadcastSession.start(IVS_RTMPS_URL, IVS_STREAMKEY);

ブロードキャストを停止する
broadcastSession.stop();

ブロードキャストセッションを解放する
broadcastSession.release() メソッドは、ブロードキャストセッションが使用されなくなったとき
に呼び出され、ライブラリが使用するリソースを解放する必要があります。
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
previewHolder.removeAllViews();
broadcastSession.release();
}
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高度なユースケース
ここでは、いくつかの高度なユースケースを紹介します。上記の基本的な設定から始まり、ここまで進ん
できました。

ブロードキャスト設定の作成
2 つのミキサースロットを持つカスタム設定を作成し、2 つの動画ソースをミキサーにバインドでき
ます。1 つの画面 (custom) は全画面で、小さく右下にある別の画面 (camera) の後ろに配置されま
す。custom スロットには、位置、サイズ、またはアスペクトモードを設定しないことに注意してくださ
い。 これらのパラメータは設定しないので、スロットはサイズと位置の動画設定を使用します。
BroadcastConfiguration config = BroadcastConfiguration.with($ -> {
$.audio.setBitrate(128_000);
$.video.setMaxBitrate(3_500_000);
$.video.setMinBitrate(500_000);
$.video.setInitialBitrate(1_500_000);
$.video.setSize(1280, 720);
$.mixer.slots = new BroadcastConfiguration.Mixer.Slot[] {
BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with(slot -> {
// Do not automatically bind to a source
slot.setPreferredAudioInput(
Device.Descriptor.DeviceType.UNKNOWN);
// Bind to user image if unbound
slot.setPreferredVideoInput(
Device.Descriptor.DeviceType.USER_IMAGE);
slot.setName("custom");
return slot;
}),
BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with(slot -> {
slot.setzIndex(1);
slot.setAspect(BroadcastConfiguration.AspectMode.FILL);
slot.setSize(300, 300);
slot.setPosition($.video.getSize().x - 350,
$.video.getSize().y - 350);
slot.setName("camera");
return slot;
})
};
return $;
});

ブロードキャストセッションの作成 (詳細バージョン)
基本の例 (p. 44)で行ったように BroadcastSession を作成しますが、ここでカスタム設定を提供し
ます。デバイスアレイにも null を提供します。それらを手動で追加します。
// Create a broadcast-session instance and sign up to receive broadcast
// events and errors.
Context ctx = getApplicationContext();
broadcastSession = new BroadcastSession(ctx,
broadcastListener,
config, // The configuration we created above
null); // We’ll manually attach devices after

カメラデバイスの繰り返し処理とアタッチ
SDK が検出した入力デバイスを繰り返し処理します。Android 7（Nougat）では、これはデフォルトのマ
イクデバイスのみを返します。これは、Amazon IVS ブロードキャスト SDKはこのバージョンのAndroidで
デフォルト以外のデバイスの選択をサポートしていないためです。
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使用したいデバイスを見つけたら、attachDevice を呼び出してアタッチします。入力デバイスの接続
が完了すると、メインスレッドで Lambda 関数が呼び出されます。エラーが発生した場合、Listener でエ
ラーが発生します。
for(Device.Descriptor desc: BroadcastSession.listAvailableDevices(getApplicationContext()))
{
if(desc.type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA &&
desc.position == Device.Descriptor.Position.FRONT) {
session.attachDevice(desc, device -> {
LinearLayout previewHolder = findViewById(R.id.previewHolder);
ImagePreviewView preview = ((ImageDevice)device).getPreviewView();
preview.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
previewHolder.addView(preview);
// Bind the camera to the mixer slot we created above.
session.getMixer().bind(device, "camera");
});
break;
}
}

カメラのスワップ
// This assumes you’ve kept a reference called "currentCamera" that points to
// a front facing camera
for(Device device: BroadcastSession.listAvailableDevices()) {
if(device.type == Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA &&
Device.position != currentCamera.position) {
// Remove the preview view for the old device.
// setImagePreviewTextureView is an example function
// that handles your view hierarchy.
setImagePreviewView(null);
session.exchangeDevices(currentCamera, device, camera -> {
// Set the preview view for the new device.
setImagePreviewView(camera.getPreviewView());
currentCamera = camera;
});
break;
}
}

入力サーフェスを作成する
アプリが生成するサウンドや画像データを入力するには、createImageInputSource または
createAudioInputSource を使用します。どちらの方法も、他のデバイスと同様にミキサにバインドで
きる仮想デバイスを作成してアタッチします。
createImageInputSource が返す SurfaceSource には getInputSurface メソッドが含まれます。
このメソッドは、Camera2 API、OpenGL、Vulkan、または Surface に書き込みできるその他のもので使
用できる Surface を提供します。
createAudioInputSource が返すAudioDevice は、AudioRecorder またはその他の手段によって生成
された線形 PCM データを受信できます。
SurfaceSource source = session.createImageInputSource();
Surface surface = source.getInputSurface();
session.getMixer().bind(source, “custom”);
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デバイスのデタッチ
デバイスをデタッチし、交換しない場合は、Device または Device.Descriptor を使用してデタッチ
します。
session.detachDevice(currentCamera);

画面およびシステムオーディオキャプチャ
Amazon IVS ブロードキャスト SDK for Android には、デバイスの画面（Android 5 以降）とシステムオー
ディオ（Android 10 以降）のキャプチャの簡素化に役立ちます。これらを手動で管理する場合は、カスタ
ム画像入力ソースとカスタムオーディオ入力ソースを作成できます。
画面およびシステムオーディオのキャプチャセッションを作成するには、最初にアクセス許可リクエスト
のインテントを作成する必要があります。
public void startScreenCapture() {
MediaProjectionManager manager =
(MediaProjectionManager) getApplicationContext()
.getSystemService(Context.MEDIA_PROJECTION_SERVICE);
if(manager != null) {
Intent intent = manager.createScreenCaptureIntent();
startActivityIfNeeded(intent, SCREEN_CAPTURE_REQUEST_ID);
}
}

この機能を使用するには、com.amazonaws.ivs.broadcast.SystemCaptureService を拡張するク
ラスを提供する必要があります。それらのメソッドをオーバーライドする必要はありませんが、サービス
間の潜在的な衝突を避けるためにクラスが必要になります。
また、Android マニフェストにいくつかの要素を追加する必要があります。
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<application ...>
<service android:name=".ExampleSystemCaptureService"
android:foregroundServiceType="mediaProjection"
android:isolatedProcess="false" />
</application>
...

SystemCaptureService をを拡張するクラスは、<service> 要素で名前を付ける必要がありま
す。Android 9 以降では、foregroundServiceType は mediaProjection でなければなりません。
アクセス許可のインテントを受け取ると、画面とシステムオーディオのキャプチャセッショ
ンの作成に進めます。Android 8 以降では、ユーザーの通知パネルに表示される通知を提供
する必要があります。Amazon IVS ブロードキャスト SDK for Android は、便利なメソッド
createServiceNotificationBuilder を提供します。代わりに、独自の通知を提供することもできま
す。
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
if(requestCode != SCREEN_CAPTURE_REQUEST_ID
|| Activity.RESULT_OK != resultCode) {
return;
}
Notification notification = null;
if(Build.VERSION.SDK_INT >= 26) {
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Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
NotificationActivity.class);
notification = session
.createServiceNotificationBuilder("example",
"example channel", intent)
.build();

}

}
session.createSystemCaptureSources(data,
ExampleSystemCaptureService.class,
Notification,
devices -> {
// This step is optional if the mixer slots have been given preferred
// input device types SCREEN and SYSTEM_AUDIO
for (Device device : devices) {
session.getMixer().bind(device, "game");
}
});

推奨されるブロードキャスト設定の取得
ブロードキャストを開始する前にユーザーの接続を評価するには、recommendedVideoSettings メ
ソッドを使用して簡単なテストを実行します。テストが実行されると、最も推奨されるものから順に、さ
まざまな推奨事項が表示されます。このバージョンの SDK では、現在の BroadcastSession を再構成
することはできないため、release() してから、推奨設定で新しいものを作成する必要があります。
Result.status が SUCCESS または ERROR になるまで、BroadcastSessionTest.Results を受け取
り続けます。進捗状況を確認するには Result.progress を使用します。
Amazon IVS は、最大ビットレート 8.5 MBps (type が STANDARD であるチャネルの場合) をサポートして
いるため、このメソッドが返す maximumBitrate は 8.5 MBps を超えることはありません。ネットワー
クパフォーマンスのわずかな変動を考慮するために、このメソッドが返す奨励される initialBitrate
はテストで測定した実際のビットレートよりわずかに小さくなります。（通常、使用可能な帯域幅の
100% を使用することはお勧めできません。）
void runBroadcastTest() {
this.test = session.recommendedVideoSettings(RTMP_ENDPOINT, RTMP_STREAMKEY,
result -> {
if (result.status == BroadcastSessionTest.Status.SUCCESS) {
this.recommendation = result.recommendations[0];
}
});
}

既知の問題と回避方法
問題はすべて Amazon IVS Support に報告してください。
• Bluetooth 経由で接続された外部マイクを使用すると、不安定になる可能性があります。ブロードキャス
トセッション中に Bluetooth デバイスを接続または切断すると、デバイスが確実にデタッチされて再ア
タッチされるまで、マイク入力が機能しなくなることがあります。
回避方法: Bluetooth ヘッドセットを使用する場合は、ブロードキャストを開始する前に接続し、ブロー
ドキャスト全体を通して接続したままにします。
• ブロードキャスト SDK は、USB 経由で接続された外部カメラへのアクセスをサポートしません。
回避方法: USB 経由で接続された外部カメラは使用しないでください。
• （カスタムオーディオソースを使用して）実際の速度よりも高速にオーディオデータを送信すると、
オーディオドリフトが発生します。
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回避方法: 実際の速度よりも高速にオーディオデータを送信しないでください。
• 同じ BroadcastSession が複数のブロードキャストに使用されている場合、一部の Android 5 デバイ
スは黒い画像をストリーミングすることがあります。
回避方法: BroadcastSession を停止したときに、それを解放し、新しいものを初期化します。
• Android 5、6、および 7 デバイスで許可されるのがシステムのデフォルトのマイクのみであるため、こ
れらの Android バージョンではマイクに対するブロードキャスト SDK の onDeviceAdded コールバッ
クと onDeviceRemoved コールバックを受信できません。
回避方法:これらのデバイスでは、ブロードキャスト SDK はシステムのデフォルトのマイクを使用しま
す。

Amazon IVS ブロードキャスト SDK: iOS ガイド
Amazon Interactive Video Service (IVS) iOS ブロードキャスト SDKは、iOS 上の Amazon IVS にブロード
キャストするために必要なインターフェースを提供します。
AmazonIVSBroadcast モジュールは、このドキュメントで説明されているインターフェイスを実装しま
す。以下のオペレーションがサポートされています。
• ブロードキャストセッションをセットアップ (初期化) します。
• ブロードキャストの管理します。
• 入力デバイスのアタッチとデタッチします。
• コンポジションセッションを管理します。
• イベントを受信します。
• エラーを受信します。
iOS ブロードキャスト SDK の最新バージョン: 1.7.1 (リリースノート)
リファレンスドキュメント: Amazon IVS iOS プレイヤーで利用できる最も重要な方法については、https://
aws.github.io/amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.1/ios/ にあるリファレンスドキュメントを参照してくださ
い。
サンプルコード: GitHub の iOS サンプルリポジトリ (https://github.com/aws-samples/amazon-ivsbroadcast-ios-sample) を参照してください。
プラットフォームの要件: iOS 11 以上です。

使用開始
ライブラリのインストール
プレイヤー SDK は、CocoaPods 経由で統合することが推奨されています。(代わりに、フレームワークを
手動でプロジェクトに追加することも可能です)。

推奨: ブロードキャスト SDK の統合 (CocoaPods)
リリースは、CocoaPods から AmazonIVSBroadcast という名前で公開されます。この依存関係を自分
の Podfile に追加します。
pod 'AmazonIVSBroadcast'

pod install を実行すると、SDK が .xcworkspace で利用できるようになります。
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代替方法: フレームワークを手動でインストールする
1. 次の場所から最新バージョンをダウンロードします。https://broadcast.live-video.net/1.7.1/
AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
2. アーカイブの内容を展開します。AmazonIVSBroadcast.xcframework には、デバイスとシミュレー
タの両方の SDK が含まれています。
3. アプリケーションターゲットの [全般] タブの、[Frameworks, Libraries, and Embedded Content (フレー
ムワーク、ライブラリ、埋め込みコンテンツ)] のセクションに AmazonIVSBroadcast.xcframework
をドラッグして埋め込みます。

IVSBroadcastSession.Delegate の実装
IVSBroadcastSession.Delegate を実装します。これにより、状態の更新やデバイス変更の通知を受
け取ることができます。
extension ViewController : IVSBroadcastSession.Delegate {
func broadcastSession(_ session: IVSBroadcastSession,
didChange state: IVSBroadcastSession.State) {
print("IVSBroadcastSession did change state \(state)")
}

}

func broadcastSession(_ session: IVSBroadcastSession,
didEmitError error: Error) {
print("IVSBroadcastSession did emit error \(error)")
}

必要なアクセス許可
アプリはユーザーのカメラとマイクへのアクセス許可を要求する必要があります。 (これは、Amazon IVS
に固有のものではなく、カメラやマイクにアクセスする必要があるアプリケーションに必要です) 。
ここでは、ユーザーがすでにアクセス許可を付与しているかどうかを確認し、付与していない場合は、以
下を求めます。
switch AVCaptureDevice.authorizationStatus(for: .video) {
case .authorized: // permission already granted.
case .notDetermined:
AVCaptureDevice.requestAccess(for: .video) { granted in
// permission granted based on granted bool.
}
case .denied, .restricted: // permission denied.
@unknown default: // permissions unknown.
}

カメラやマイクにアクセスするには、.video と .audio の両方のメディアタイプに対してこれを行う必
要があります。
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また、NSCameraUsageDescription と NSMicrophoneUsageDescription のエントリを
Info.plist に追加する必要があります。
これを行わずにアクセス許可をリクエストすると、アプリ
がクラッシュします。

アプリケーションアイドルタイマーの無効化
これはオプションですが推奨されます。ブロードキャスト SDK の使用中にデバイスがスリープ状態にな
り、ブロードキャストが中断されるのを防ぎます。
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
super.viewDidAppear(animated)
UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = true
}
override func viewDidDisappear(_ animated: Bool) {
super.viewDidDisappear(animated)
UIApplication.shared.isIdleTimerDisabled = false
}

(オプション) AVAudioSession をセットアップする
デフォルトでは、ブロードキャスト SDK がアプリケーション AVAudioSession をセットアップします。
これを自分で管理する場合は、IVSBroadcastSession.applicationAudioSessionStrategy を
noAction に設定します。AVAudioSession の制御がなければ、ブロードキャスト SDK はマイクロホン
を内部的に管理できません。オプション noAction でマイクを使用するには、IVSCustomAudioSource
を作成し、AVCaptureSession、AVAudioEngine、または PCM オーディオサンプルを提供する別の
ツールを介して独自のサンプルを提供できます。
手動で AVAudioSession をセットアップするには、少なくとも、カテゴリを .record または
.playbackAndRecord に設定し、それを active に設定する必要があります。Bluetooth デバイスから
オーディオを録音する場合は、.allowBluetooth オプションも設定する必要があります。
do {
try AVAudioSession.sharedInstance().setCategory(.record, options: .allowBluetooth)
try AVAudioSession.sharedInstance().setActive(true)
} catch {
print("Error configuring AVAudioSession")
}

SDK にこれを処理させることをお勧めします。異なるオーディオデバイスを選択する場合は、ポートを手
動で管理する必要があります。

ブロードキャストセッションの作成
ブロードキャストインターフェースは IVSBroadcastSession です。以下に示すように、インターフェ
イスを初期化します。
let broadcastSession = try IVSBroadcastSession(
configuration: IVSPresets.configurations().standardLandscape(),
descriptors: IVSPresets.devices().frontCamera(),
delegate: self)

「ブロードキャストセッションの作成 (詳細バージョン) (p. 55)」も参照してください。

プレビュー用に IVSImagePreviewView を設定する
アクティブなカメラデバイスのプレビューを表示する場合は、デバイスのプレビュー
IVSImagePreviewView をビュー階層に追加します。
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//
//
//
if

{
}

If the session was just created, execute the following
code in the callback of IVSBroadcastSession.awaitDeviceChanges
to ensure all devices have been attached.
let devicePreview = try broadcastSession.listAttachedDevices()
.compactMap({ $0 as? IVSImageDevice })
.first?
.previewView()
previewView.addSubview(devicePreview)

ブロードキャストを開始する
GetChannel エンドポイントの ingestEndpoint レスポンスフィールドで受信するホスト名に
は、 rtmps:// を先頭に追加し、/app を末尾に追加する必要があります。URL は、rtmps://
{{ ingestEndpoint }}/app の形式にする必要があります。
try broadcastSession.start(with: IVS_RTMPS_URL, streamKey: IVS_STREAMKEY)

ブロードキャストを停止する
broadcastSession.stop()

ライフサイクルイベントの管理
オーディオの中断
ブロードキャスト SDK がオーディオ入力ハードウェアに排他的にアクセスできないシナリオがいくつかあ
ります。処理する必要があるシナリオの例は、次のとおりです。
• ユーザーが電話または FaceTime 通話を受信する
• ユーザーが Siri をアクティベートする
Apple では、AVAudioSession.interruptionNotification に登録することで、これらのイベントに
簡単に対応できるようにしています。
NotificationCenter.default.addObserver(
self,
selector: #selector(audioSessionInterrupted(_:)),
name: AVAudioSession.interruptionNotification,
object: nil)

次のような方法でイベントを処理できます。
// This assumes you have a variable `isRunning` which tracks if the broadcast is currently
live, and another variable `wasRunningBeforeInterruption` which tracks whether the
broadcast was active before this interruption to determine if it should resume after the
interruption has ended.
@objc
private func
guard let
let
let
else {

audioSessionInterrupted(_ notification: Notification) {
userInfo = notification.userInfo,
typeValue = userInfo[AVAudioSessionInterruptionTypeKey] as? UInt,
type = AVAudioSession.InterruptionType(rawValue: typeValue)
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return
}
switch type {
case .began:
wasRunningBeforeInterruption = isRunning
if isRunning {
broadcastSession.stop()
}
case .ended:
defer {
wasRunningBeforeInterruption = false
}
guard let optionsValue = userInfo[AVAudioSessionInterruptionOptionKey] as? UInt else
{ return }
let options = AVAudioSession.InterruptionOptions(rawValue: optionsValue)
if options.contains(.shouldResume) && wasRunningBeforeInterruption {
try broadcastSession.start(
with: IVS_RTMPS_URL,
streamKey: IVS_STREAMKEY)
}
@unknown default: break
}

}

バックグラウンドに移行したアプリケーションについて
iOS の標準アプリケーションは、バックグラウンドでカメラを使用することはできません。バックグ
ラウンドでの動画エンコーディングにも制限があります。ハードウェアエンコーダには制限があるた
め、フォアグラウンドアプリケーションだけがアクセス可能です。このため、ブロードキャスト SDK
は自動的にセッションを終了し、isReady プロパティを false に設定します。アプリケーション
がフォアグラウンドに再び移行しようとすると、ブロードキャスト SDK がすべてのデバイスを元の
IVSMixerSlotConfiguration エントリに再アタッチします
ブロードキャスト SDK は、UIApplication.didEnterBackgroundNotification と
UIApplication.willEnterForegroundNotification に応答することでこれを行います。
カスタムイメージソースを提供する場合は、これらの通知を処理する準備が必要です。ストリームが終了
する前に、それらを破棄するために追加の手順の実行が必要になる場合があります。
アプリケーションがバックグラウンドにあるときにストリーミングを有効にする回避策については、
「バックグラウンドビデオの使用 (p. 58)」を参照してください。

メディアサービスの消失
ごくまれに、iOS デバイス上のメディアサブシステム全体がクラッシュすることがあります。このシナリ
オでは、ブロードキャストすることができなくなります。これらの通知に適切に応答するかどうかは、ア
プリケーションに依存します。少なくとも、次の通知を登録してください。
• mediaServicesWereLostNotification — ブロードキャストを停止し、 の割り当てを完全に解除することに
よって応答しますIVSBroadcastSession。ブロードキャストセッションが使用するすべての内部コン
ポーネントが無効になります。
• mediaServicesWereResetNotification — ユーザーに再度ブロードキャストできることを通知することに
よって応答します。ユースケースによっては、この時点でブロードキャストを自動的に開始することが
できます。

高度なユースケース
ここでは、いくつかの高度なユースケースを紹介します。上記の基本的な設定から始まり、ここまで進ん
できました。
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ブロードキャスト設定の作成
2 つのミキサースロットを持つカスタム設定を作成し、2 つの動画ソースをミキサーにバインドでき
ます。1 つの画面 (custom) は全画面で、小さく右下にある別の画面 (camera) の後ろに配置されま
す。custom スロットには、位置、サイズ、またはアスペクトモードを設定しないことに注意してくださ
い。 これらのパラメータは設定しないので、スロットはサイズと位置の動画設定を使用します。
let config = IVSBroadcastConfiguration()
try config.audio.setBitrate(128_000)
try config.video.setMaxBitrate(3_500_000)
try config.video.setMinBitrate(500_000)
try config.video.setInitialBitrate(1_500_000)
try config.video.setSize(CGSize(width: 1280, height: 720))
config.video.defaultAspectMode = .fit
config.mixer.slots = [
try {
let slot = IVSMixerSlotConfiguration()
// Do not automatically bind to a source
slot.preferredAudioInput = .unknown
// Bind to user image if unbound
slot.preferredVideoInput = .userImage
try slot.setName("custom")
return slot
}(),
try {
let slot = IVSMixerSlotConfiguration()
slot.zIndex = 1
slot.aspect = .fill
slot.size = CGSize(width: 300, height: 300)
slot.position = CGPoint(x: config.video.size.width - 400, y:
config.video.size.height - 400)
try slot.setName("camera")
return slot
}()
]

ブロードキャストセッションの作成 (詳細バージョン)
基本的な例 (p. 52)で行ったように IVSBroadcastSession を作成しますが、ここでカスタム設定を提
供します。デバイスアレイにも nil を提供します。それらを手動で追加します。
let broadcastSession = try IVSBroadcastSession(
configuration: config, // The configuration we created above
descriptors: nil, // We’ll manually attach devices after
delegate: self)

カメラデバイスの繰り返し処理とアタッチ
SDK が検出した入力デバイスを繰り返し処理します。SDK が iOS の組み込みデバイスだけを返しま
す。Bluetooth オーディオデバイスが接続されていても、内蔵デバイスとして表示されます。詳細について
は、「既知の問題と回避方法 (p. 61)」を参照してください。
使用したいデバイスを見つけたら、アタッチするために attachDevice を呼び出します。
let frontCamera = IVSBroadcastSession.listAvailableDevices()
.filter { $0.type == .camera && $0.position == .front }
.first
if let camera = frontCamera {
broadcastSession.attach(camera, toSlotWithName: "camera") { device, error in
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}

}

// check error

カメラのスワップ
// This assumes you’ve kept a reference called `currentCamera` that points to the current
camera.
let wants: IVSDevicePosition = (currentCamera.descriptor().position
== .front) ? .back : .front
// Remove the current preview view since the device will be changing.
previewView.subviews.forEach { $0.removeFromSuperview() }
let foundCamera = IVSBroadcastSession
.listAvailableDevices()
.first { $0.type == .camera && $0.position == wants }
guard let newCamera = foundCamera else { return }
broadcastSession.exchangeOldDevice(currentCamera, withNewDevice: newCamera) { newDevice, _
in
currentCamera = newDevice
if let camera = newDevice as? IVSImageDevice {
do {
previewView.addSubview(try finalCamera.previewView())
} catch {
print("Error creating preview view \(error)")
}
}
}

カスタム入力ソースを作成する
アプリが生成するサウンドや画像データを入力するには、createImageSource または
createAudioSource を使用します。どちらの方法も、他のデバイスと同様にミキサーにバインドできる
仮想デバイス (IVSCustomImageSource および IVSCustomAudioSource) を作成します。
これらの両方のメソッドが返すデバイスは、onSampleBuffer 関数を介して CMSampleBuffer を受け
取ります。
• 動画ソースの場合、ピクセルフォーマットは
kCVPixelFormatType_32BGRA、420YpCbCr8BiPlanarFullRange、または
420YpCbCr8BiPlanarVideoRange です。
• オーディオソースの場合、バッファにはリニア PCM データが含まれている必要があります。
ブロードキャスト SDK が提供するカメラデバイスを使用しているときに、カメラ入力で
AVCaptureSession を使用してカスタム画像ソースをフィードすることはできません。複数のカメラを
同時に使用する場合は、AVCaptureMultiCamSession を使用して 2 つのカスタムイメージソースを提
供します。
カスタム画像ソースは、主に画像などの静的コンテンツや動画コンテンツで使用する必要があります。
let customImageSource = broadcastSession.createImageSource(withName: "video")
try broadcastSession.attach(customImageSource, toSlotWithName: "custom")

ネットワーク接続をモニタリングする
モバイルデバイスは、外出中に一時的にネットワーク接続を失ったり、回復したりするのが普通です。こ
のため、アプリのネットワーク接続をモニタリングし、状況が変化したときに適切に対応することが重要
です。
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ブロードキャスターの接続が切断されると、ブロードキャスト SDK の状態は error に変わり、次に
disconnected に変わります。これらの状態の変化は、IVSBroadcastSessionDelegate を通じて通
知されます。これらの状態の変化を受信すると、次のようになります。
1. ブロードキャストアプリの接続状態をモニタリングし、接続が回復すると、エンドポイントとストリー
ムキーを使用して start を呼び出します。
2. 重要: 状態デリゲートコールバックをモニタリングし、start を再度呼び出した後、状態が
connected に変わることを確認します。

デバイスのデタッチ
デバイスをデタッチし、交換しない場合は、IVSDevice または IVSDeviceDescriptor を使ってデバ
イスをデタッチします。
broadcastSession.detachDevice(currentCamera)

ReplayKit の統合
iOS でデバイスの画面とシステムオーディオをストリーミングするには、ReplayKit と統合する必要が
あります。Amazon IVS ブロードキャスト SDKを使用すれば、IVSReplayKitBroadcastSession
で ReplayKit を簡単に統合できます。RPBroadcastSampleHandler サブクラスで
IVSReplayKitBroadcastSession のインスタンスを作成してから、次を行います。
• broadcastStarted でセッションを開始する
• broadcastFinished でセッションを停止する
セッションオブジェクトには、画面の画像、アプリオーディオ、マイクオーディオ用の 3 つのカスタム
ソースがあります。processSampleBuffer で提供されている CMSampleBuffers をそれらのカスタム
ソースに渡します。
デバイスの向きを処理するには、サンプルバッファから ReplayKit 固有のメタデータを抽出する必要があ
ります。以下のコードを使用します。
let imageSource = session.systemImageSource;
if #available(iOSApplicationExtension 11.0, *) {
if let orientationAttachment = CMGetAttachment(sampleBuffer, key:
RPVideoSampleOrientationKey as CFString, attachmentModeOut: nil) as? NSNumber,
let orientation = CGImagePropertyOrientation(rawValue:
orientationAttachment.uint32Value) {
switch orientation {
case .up, .upMirrored:
imageSource.setHandsetRotation(0)
case .down, .downMirrored:
imageSource.setHandsetRotation(Float.pi)
case .right, .rightMirrored:
imageSource.setHandsetRotation(-(Float.pi / 2))
case .left, .leftMirrored:
imageSource.setHandsetRotation((Float.pi / 2))
}
}
}

IVSReplayKitBroadcastSession の代わりに IVSBroadcastSession を使用して ReplayKit を統合
することが可能です。しかし、ReplayKit 固有のバリアントには、ブロードキャスト拡張のために Apple
のメモリ上限内に留まるように、内部メモリフットプリントを減らすためのいくつかの変更が加えられて
います。

57

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
高度なユースケース

推奨されるブロードキャスト設定の取得
ブロードキャストを開始する前にユーザーの接続を評価するに
は、IVSBroadcastSession.recommendedVideoSettings を使用して簡単なテストを実行します。
テストが実行されると、最も推奨されるものから順に、さまざまな推奨事項が表示されます。このバー
ジョンのSDKでは、現在の IVSBroadcastSession を再設定することができないため、割り当てを解
除してから、推奨設定で新しい設定を作成する必要があります。result.status が Success または
Error になるまで、IVSBroadcastSessionTestResults を受け取り続けます。進捗状況を確認するに
は result.progress を使用します。
Amazon IVS は、最大ビットレート 8.5 MBps (type が STANDARD であるチャネルの場合) をサポートして
いるため、このメソッドが返す maximumBitrate は 8.5 MBps を超えることはありません。ネットワー
クパフォーマンスのわずかな変動を考慮するために、このメソッドが返す奨励される initialBitrate
はテストで測定した実際のビットレートよりわずかに小さくなります。 (通常、使用可能な帯域幅の 100%
を使用することはお勧めできません。)
func runBroadcastTest() {
self.test = session.recommendedVideoSettings(with: IVS_RTMPS_URL, streamKey:
IVS_STREAMKEY) { [weak self] result in
if result.status == .success {
this.recommendation = result.recommendations[0];
}
}
}

バックグラウンドビデオを使用する
アプリケーションがバックグラウンドであっても、RelayKit 以外のブロードキャストを続行できます。
電力を節約し、フォアグラウンドアプリケーションの応答性を維持するために、iOS では GPU に一度に 1
つのアプリケーションしかアクセスできません。Amazon IVS ブロードキャスト SDK は、複数の入力ソー
スの合成、イメージのスケーリング、イメージのエンコードなど、ビデオパイプラインの複数のステージ
で GPU を使用します。ブロードキャストアプリケーションがバックグラウンドにある間は、SDK がこれ
らのアクションを実行できるという保証はありません。
これに対処するには、createAppBackgroundImageSource 方法を使用します。これによ
り、SDK はバックグラウンドでビデオとオーディオの両方をブロードキャストし続けることができま
す。IVSBackgroundImageSource を返します。これは、追加の IVSCustomImageSource 関数を
持つ通常の finish です。バックグラウンドイメージソースに提供されるすべての CMSampleBuffer
は、元の IVSVideoConfiguration によって提供されるフレームレートでエンコードされま
す。CMSampleBuffer のタイムスタンプは無視されます。
SDK は、これらのイメージをスケーリングしてエンコードし、キャッシュし、アプリケーションがバック
グラウンドになったときにそのフィードを自動的にループします。アプリケーションがフォアグラウンド
に戻ると、アタッチされたイメージデバイスが再びアクティブになり、事前エンコードされたストリーム
はループを停止します。
このプロセスを元に戻すには、removeImageSourceOnAppBackgrounded を使用します。SDK の
バックグラウンド動作を明示的に元に戻す場合を除き、これを呼び出す必要はありません。そうしない
と、IVSBroadcastSession の割り当て解除時に自動的にクリーンアップされます。
メモ: セッションがライブになる前に、ブロードキャストセッションの設定の一環として、このメソッドを
呼び出すことを強くお勧めします。この方法は高価 (ビデオをエンコードする) ため、このメソッドの実行
中のライブブロードキャストのパフォーマンスが低下する可能性があります。

例:バックグラウンドビデオのスタティックイメージの生成
バックグラウンドソースに 1 つのイメージを指定すると、その静的イメージの完全な GOP が生成されま
す。
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CiImage を使用する例を次に示します。
// Create the background image source
guard let source = session.createAppBackgroundImageSource(withAttemptTrim: true,
onComplete: { error in
print("Background Video Generation Done - Error: \(error.debugDescription)")
}) else {
return
}
// Create a CIImage of the color red.
let ciImage = CIImage(color: .red)
// Convert the CIImage to a CVPixelBuffer
let attrs = [
kCVPixelBufferCGImageCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
kCVPixelBufferCGBitmapContextCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
kCVPixelBufferMetalCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
] as CFDictionary
var pixelBuffer: CVPixelBuffer!
CVPixelBufferCreate(kCFAllocatorDefault,
videoConfig.width,
videoConfig.height,
kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange,
attrs,
&pixelBuffer)
let context = CIContext()
context.render(ciImage, to: pixelBuffer)
// Submit to CVPixelBuffer and finish the source
source.add(pixelBuffer)
source.finish()

または、単色の CiImage を作成する代わりに、バンドルされたイメージを使用することもできます。ここ
に示す唯一のコードは、前のサンプルで使用するために UIImage を CIImage に変換する方法です。
// Load the pre-bundled image and get it’s CGImage
guard let cgImage = UIImage(named: "image")?.cgImage else {
return
}
// Create a CIImage from the CGImage
let ciImage = CIImage(cgImage: cgImage)

例: AVAssetImageGenerator を使用したビデオ
AVAssetImageGenerator を使用して CMSampleBuffers から AVAsset を生成できます (ただ
し、HLSストリーム AVAsset ではありません)。
// Create the background image source
guard let source = session.createAppBackgroundImageSource(withAttemptTrim: true,
onComplete: { error in
print("Background Video Generation Done - Error: \(error.debugDescription)")
}) else {
return
}
// Find the URL for the pre-bundled MP4 file
guard let url = Bundle.main.url(forResource: "sample-clip", withExtension: "mp4") else {
return
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}
// Create an image generator from an asset created from the URL.
let generator = AVAssetImageGenerator(asset: AVAsset(url: url))
// It is important to specify a very small time tolerance.
generator.requestedTimeToleranceAfter = .zero
generator.requestedTimeToleranceBefore = .zero
// At 30 fps, this will generate 4 seconds worth of samples.
let times: [NSValue] = (0...120).map { NSValue(time: CMTime(value: $0, timescale:
CMTimeScale(config.video.targetFramerate))) }
var completed = 0
let context = CIContext(options: [.workingColorSpace: NSNull()])
// Create a pixel buffer pool to efficiently feed the source
let attrs = [
kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey: kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange,
kCVPixelBufferCGImageCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
kCVPixelBufferCGBitmapContextCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
kCVPixelBufferMetalCompatibilityKey: kCFBooleanTrue,
kCVPixelBufferWidthKey: videoConfig.width,
kCVPixelBufferHeightKey: videoConfig.height,
] as CFDictionary
var pool: CVPixelBufferPool!
CVPixelBufferPoolCreate(kCFAllocatorDefault, nil, attrs, &pool)
generator.generateCGImagesAsynchronously(forTimes: times) { requestTime, image, actualTime,
result, error in
if let image = image {
// convert to CIImage then CVpixelBuffer
let ciImage = CIImage(cgImage: image)
var pixelBuffer: CVPixelBuffer!
CVPixelBufferPoolCreatePixelBuffer(kCFAllocatorDefault, pool, &pixelBuffer)
context.render(ciImage, to: pixelBuffer)
source.add(pixelBuffer)
}
completed += 1
if completed == times.count {
// Mark the source finished when all images have been processed
source.finish()
}
}

CVPixelBuffers および AVPlayer を使用して AVPlayerItemVideoOutput を生成することは可能で
す。ただし、これには CADisplayLink を使用する必要があり、リアルタイムに近い方法で実行されます
が、AVAssetImageGenerator はフレームをはるかに高速に処理できます。

制約事項
バックグラウンドに入った後に中断されないようにするために、アプリケーションには、バックグラウン
ドオーディオエンタイトルメントが必要です。
アプリケーションが完了するには GPU にアクセスする必要があるた
め、createAppBackgroundImageSource は、アプリケーションがフォアグラウンドにあるときにのみ
呼び出すことができます。
createAppBackgroundImageSource は常に完全な GOP にエンコードします。たとえば、キーフレー
ム間隔が 2 秒 (デフォルト) で 30 fps で実行されている場合、60 フレームの倍数をエンコードします。
• 60 フレーム未満を指定すると、トリムオプションの値に関係なく、60 フレームに達するまで最後のフ
レームが繰り返されます。
• 60 以上のフレームが提供され、トリムオプションが true の場合、最後の N フレームがドロップされ
ます。ここで、N は送信されたフレームの総数の残りを 60 で割った値です。
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• 60 以上のフレームが提供され、トリムオプションが false の場合、次の 60 フレームの倍数に達するま
で最後のフレームが繰り返されます。

既知の問題と回避方法
問題はすべて Amazon IVS Support に報告してください。
• Bluetooth オーディオルートの変更は予測できない場合があります。。セッション中に新しいデバイスを
接続すると、iOS が入力ルートを自動的に変更する場合があります。また、同時に接続されている複数
の Bluetooth ヘッドセットから選択することはできません。
回避方法: Bluetooth ヘッドセットを使用する場合は、ブロードキャストを開始する前に接続し、ブロー
ドキャスト全体を通して接続したままにします。
• ストリーム中に有線ヘッドセットを接続すると、メモリが急増する ReplayKit のバグがあります。
回避方法: 有線ヘッドセットがすでに接続されている状態でストリームを開始する、Bluetooth ヘッド
セットを使用する、あるいは外付けマイクは使用しないでください。
• ReplayKit ストリーム中にマイクを有効にしてからオーディオセッションを中断した場合 (例えば、電話
をかけたり、Siri を起動したりするなど) 、システムオーディオは機能しなくなります。この ReplayKit
のバグは、Apple と協力して解決を図っています。
回避方法: 音声が中断した場合は、ブロードキャストを停止し、ユーザーに警告します。
• AVAudioSession カテゴリが record に設定されている場合、AirPods はオーディオを録音しません。
デフォルトでは、SDKは playAndRecord を使用するため、カテゴリが record に変更された場合にだ
け、この問題が発生します。
回避方法: AirPods がオーディオの録音に使用される可能性がある場合は、アプリケーションがメディア
を再生していない場合でも playAndRecord を使用します。
• AirPods が iOS 12 デバイスに接続されているときに、他のマイクを使用してオーディオを録音すること
はできません。内蔵マイクに切り替えようとするとすぐに AirPods に戻ります。
回避方法: 該当なし。AirPods が iOS 12 に接続されている場合は、それがオーディオを録音できる唯一
のデバイスです。
• (カスタムオーディオソースを使用して) 実際の速度よりも高速にオーディオデータを送信すると、オー
ディオドリフトが発生します。
回避方法: 実際の速度よりも高速にオーディオデータを送信しないでください。
• 高サンプルレート (44100 Hz 以上) と 2 つのチャネルを使用すると、オーディオアーティファクトが 68
kbps 未満のビットレートで表示されることがあります。
回避方法: ビットレートを 68 kbps 以上に上げて、サンプルレートを 24000 Hz 以下に減らすか、チャン
ネルを 1 に設定します。

Amazon IVS ブロードキャスト SDK: ミキサーガイ
ド
ミキサーは、複数の入力ソースを受け取り、単一の出力を生成するオーディオおよびビデオ処理ユニット
です。これは、複数の画面上 (ビデオ) 要素とオーディオトラックを定義および管理できる強力な機能で
す。カメラ、マイク、スクリーンキャプチャ、アプリで生成されたオーディオとビデオなど、複数のソー
スからのビデオとオーディオを組み合わせることができます。トランジションを使用して、Amazon IVS
にストリーミングする動画の周りにこれらのソースを移動し、ストリーム途中でそれらを追加したり削除
したりできます。
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ミキサーにアクセスするには、以下を呼び出します。
Android のBroadcastSession.getMixer()
iOS の IVSBroadcastSession.mixer

用語

期間

説明

装丁

入力デバイスをスロットに関連付けるには、デバイスがバインドされたミキサー
スロットに移動します。これはで Mixer.bind() メソッドで行われます。スロッ
トには、一度に 1 つのイメージ入力と 1 つのオーディオ入力をバインドできま
す。Mixer.unbind() を呼び出して、スロットからデバイスをバインド解除できま
す。

Canvas

BroadcastSession 設定で定義されたビデオの表示範囲。キャンバスのサイズはビ
デオ設定と同じで、設定で指定したフレームレートと同じフレームレートで実行され
ます。

デバイス

BroadcastSession へのオーディオまたはイメージ入力を生成するハードウェ
アまたはソフトウェアコンポーネント。デバイスの例としては、マイク、カメ
ラ、Bluetooth ヘッドセット、画面キャプチャやカスタム画像入力などの仮想デバイス
があります。カスタム入力を除き、通常、デバイスオブジェクトへの参照を保持する
必要はありません。代わりに、デバイスディスクリプタのコピーを保持できます。

デバイスディス 入力デバイスに関する情報を含む構造。例えば、そのタイプ、システムアドレス、人
クリプタ
間が読める「フレンドリー」な名前、モバイルデバイス上の物理的な位置など。この
情報により、参照先デバイスを使用するかどうかを決定し、Amazon IVS がそのデバ
イスにアクセスできるようになります。
Slot

画面上のビジュアルエレメントの位置と、オーディオミックス内のオーディオトラッ
クのプロパティを定義するコンテナです。ミキサーは 0 個以上のスロットで構成でき
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期間

説明
ます。スロットには、デバイスをバインドしてトランジションを実行するために使用
できる文字列名が与えられます。上の図は、4 つのスロットを示しています。
• 左下、カメラ入力あり
• 右上にムービー入力あり
• 右下に Amazon IVS のロゴが入っています
• フルスクリーンのバックグラウンドイメージ
セッションを設定したら、addSlot および removeSlot ミキサーメソッドでスロッ
トを追加および削除できます。

Transition

スロットを新しい位置に移動したり、そのプロパティの一部を変更するに
は、Mixer.transition() を使用します。このメソッドには次のものがあります。
• スロットの次の状態を表す新しいスロット構造
• ビデオのタイムラインを基準にして、アニメーションにかかる時間を指定するデュ
レーション。デュレーションを 0 に設定すると、ミックスされる次のフレームでト
ランジションが行われます。
• アニメーションが完了したことを通知するオプションのコールバック。コールバッ
クは、アニメーションを連鎖させるのに便利です。

Canvas プロパティ
キャンバスのプロパティは、BroadcastConfiguration の作成時に指定した BroadcastSession に
基づいて設定されます。Audio および Video 構造の複数のプロパティは、次のキャンバスに影響しま
す。
名前

型

説明

Audio.channels

整数

オーディオミキサーからの出力チャンネルの数。有効な
値:1、2。1 チャンネルはモノラルオーディオ、2、ステレ
オオーディオです。デフォルト: 2。

Audio.sampleRate

AudioSampleRate
オーディオミキサーからの 1 秒あたりのオーディオサンプ
ル数。この値は、オーディオ信号の最高周波数の少なくと
も 2 倍にする必要があります。人は 20 kHz 程度まで聞こ
えるので、一般的に 44.1 kHz と 48 kHz で十分です。デ
フォルト: 48 kHz です。

Video.defaultAspectModeAspectMode

スロットのデフォルトのアスペクト比モード。有効な値:
• Fill — 画像のアスペクト比を維持しますが、スロット
を埋めます。必要に応じて、画像が切り取られます。
• Fit — 画像のアスペクト比を維持しますが、画像全体
をスロットに収めます。必要に応じて、スロットにレ
ターボックスまたはピラーボックスが付いている場合が
あります。その値が設定されている場合、レター/ピラー
ボックスは fillColor になります。 それ以外の場合
は透明です (画像の背後にあるキャンバスの色が黒の場
合、黒で表示される場合があります)。

63

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
スロットのプロパティ

名前

型

説明
• None — イメージのアスペクト比を維持しないでくださ
い。イメージは、スロットの寸法に合わせて拡大/縮小さ
れます。

Video.size

Vec2

ビデオキャンバスのサイズ。

Video.targetFramerate

整数

キャンバスの 1 秒あたりのターゲットフレーム数。平均し
てこの値を満たす必要がありますが、特定の状況 (CPU 負
荷が高い、ネットワーク輻輳など) でシステムがフレーム
をドロップする可能性があります。

スロットのプロパティ
スロットには、シーンをカスタマイズしてアニメーション化するために使用できる、いくつかの設定可能
なプロパティがあります。Float または Vector の値は、0 秒より長いデュレーションのトランジションに
対してリニア補間を使用してアニメートされます。
名前

型

説明

aspect

AspectMode

スロットでレンダリングされたイメージのアスペクト比
モード。有効な値:
• Fill — 画像のアスペクト比を維持しますが、スロット
を埋めます。必要に応じて、画像が切り取られます。
• Fit — 画像のアスペクト比を維持しますが、画像全体
をスロットに収めます。必要に応じて、スロットにレ
ターボックスまたはピラーボックスが付いている場合が
あります。その値が設定されている場合、レター/ピラー
ボックスは fillColor になります。 それ以外の場合
は透明です (画像の背後にあるキャンバスの色が黒の場
合、黒で表示される場合があります)。
• None — イメージのアスペクト比を維持しないでくださ
い。イメージは、スロットの寸法に合わせて拡大/縮小さ
れます。
デフォルト：aspect が true の場合、Canvas
matchCanvasAspectMode と同じです。 そ
れ以外の場合、Fill。この値を設定すると
matchCanvasAspectMode も false に設定されます。

fillColor

Vec4

スロットと画像のアスペクト比が一致しない場合に、アス
ペクトフィットで使用する塗りつぶしカラー。フォーマッ
トは (赤、緑、青、アルファ) です。有効な値 (チャンネル
ごとに): 0 - 1。デフォルト: (0、0、0、0)。

gain

浮動小数点

オーディオゲイン。これは乗数であるため、1 を超える値
であればゲインが増加し、1 より小さい値であれば減少し
ます。有効な値は 0 ～ 2 です。デフォルト: 1。

matchCanvasAspectMode

ブール値

true の場合は、キャンバスの
Video.defaultAspectMode 値を使用します。スロット
の aspect プロパティを設定すると、これは false に設定
されます。デフォルト: true。
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名前

型

説明

matchCanvasSize

ブール値

true の場合、スロットのサイズはキャンバスのサイズと
等しくなるように調整され、その位置は (0, 0) に設定され
ます。スロットの size プロパティを設定すると、これは
false に設定されます。デフォルト: true。

name

文字列

スロットの名前。これは、バインディングとトランジショ
ンのスロットを参照するために使用されます。デフォルト:
"default"。

position

Vec2

キャンバスの左上隅からの相対で、スロット位置 (ピクセ
ル) です。スロットの原点も左上です。

preferredAudioInput

DeviceType

優先するオーディオ入力デバイスタイプ。このスロットが
バインドされておらず、指定されたタイプのオーディオデ
バイスがセッションに接続されている場合、デバイスはこ
のスロットに自動的にバインドされます。有効な値:
• マイク — オンボードマイク、プラグ可能なヘッドフォ
ン、Bluetooth ヘッドフォンなどのオーディオハード
ウェア。
• システムオーディオ — オペレーティングシステムから
キャプチャされたオーディオ。通常は画面録画を伴いま
す。
• ユーザーオーディオ — 作成したカスタムオーディオ入
力。
• Unknown — 優先デバイスはありません。スロットは常
に手動でバインドされます。

preferredVideoInput

DeviceType

優先ビデオ入力デバイス。このスロットがバインドされて
おらず、指定されたタイプのビデオデバイスがセッション
に接続されている場合、デバイスはこのスロットに自動的
にバインドされます。有効な値:
• カメラ — 前面カメラ、背面カメラ、広角カメラなどの
オンボードカメラデバイス。
• スクリーン — オペレーティングシステムからのスク
リーンキャプチャ。
• ユーザーイメージ — 作成したカスタムイメージおよび
ビデオ入力。
• Unknown — 優先デバイスはありません。スロットは常
に手動でバインドされます。

size

Vec2

スロットのサイズ (ピクセル単位)。この値を設定する
と、matchCanvasSize も false に設定されます。デフォ
ルト: (0、0); ただし、matchCanvasSize のデフォルトは
true であるため、スロットのレンダリングサイズはキャン
バスサイズであり、(0、0) ではありません。

transparency

浮動小数点

スロットの透明度。これは、画像内のアルファ値との乗
法です。不透明度は 1 - transparency です。有効な値:
0-1。0 は完全に不透明、1 は完全に透明です。デフォル
ト: ゼロ (0) 。

zIndex

浮動小数点

スロットの相対的な順序。zIndex 値が高いスロット
は、zIndex 値が低いスロットの上に描画されます。
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ミキシング用のブロードキャストセッションの設定

ここでは、このガイドの冒頭にあるシーンに似たシーンを作成し、次の 3 つの画面上の要素を使用しま
す。
• カメラの左下のスロット。
• ロゴオーバーレイ用の右下のスロット。
• 映画の右上のスロット。
キャンバスの原点は左上隅で、これはスロットでも同じであることに注意してください。したがって、ス
ロットを (0、0) に配置すると、スロット全体が見えるように左上隅に配置されます。

iOS
let config = IVSBroadcastConfiguration()
try config.video.setSize(CGSize(width: 1280, height: 720))
try config.video.setTargetFramerate(60)
config.video.enableTransparency = true
// Bottom Left
var cameraSlot = IVSMixerSlotConfiguration()
cameraSlot.size = CGSize(width: 320, height: 180)
cameraSlot.position = CGPoint(x: 20, y: 1280 - 200)
cameraSlot.preferredVideoInput = .camera
cameraSlot.preferredAudioInput = .microphone
cameraSlot.matchCanvasAspectMode = false
cameraSlot.zIndex = 2
try cameraSlot.setName("camera")
// Top Right
var streamSlot = IVSMixerSlotConfiguration()
streamSlot.size = CGSize(width: 640, height: 320)
streamSlot.position = CGPoint(x: 1280 - 660, y: 20)
streamSlot.preferredVideoInput = .userImage
streamSlot.preferredAudioInput = .userAudio
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streamSlot.matchCanvasAspectMode = false
streamSlot.zIndex = 1
try streamSlot.setName("stream")
// Bottom Right
var logoSlot = IVSMixerSlotConfiguration()
logoSlot.size = CGSize(width: 320, height: 180)
logoSlot.position = CGPoint(x: 1280 - 340, y: 720 - 200)
logoSlot.preferredVideoInput = .userImage
logoSlot.preferredAudioInput = .unknown
logoSlot.matchCanvasAspectMode = false
logoSlot.zIndex = 3
try logoSlot.setTransparency(0.7)
try logoSlot.setName("logo")
config.mixer.slots = [ cameraSlot, streamSlot, logoSlot ]

Android
// Bottom Left
val cameraSlot = BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with { s ->
s.setSize(320, 180)
s.position = BroadcastConfiguration.Vec2(20, 1280 - 200)
s.preferredVideoInput = Device.Descriptor.DeviceType.CAMERA
s.preferredAudioInput = Device.Descriptor.DeviceType.MICROPHONE
s.matchCanvasAspectMode = false
s.zIndex = 2
s.name = "camera"
s
}
// Top Right
val streamSlot = BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with { s ->
s.setSize(640, 320)
s.position = BroadcastConfiguration.Vec2(1280 - 660, 20)
s.preferredVideoInput = Device.Descriptor.DeviceType.USER_IMAGE
s.preferredAudioInput = Device.Descriptor.DeviceType.USER_AUDIO
s.matchCanvasAspectMode = false
s.zIndex = 1
s.name = "stream"
s
}
// Bottom Right
val logoSlot = BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with { s ->
s.setSize(320, 180)
s.position = BroadcastConfiguration.Vec2(1280 - 340, 720 - 200)
s.preferredVideoInput = Device.Descriptor.DeviceType.USER_IMAGE
s.preferredAudioInput = Device.Descriptor.DeviceType.UNKNOWN
s.matchCanvasAspectMode = false
s.zIndex = 3
s.name = "logo"
s.transparency = 0.7
s
}
val config = BroadcastConfiguration.with { c ->
c.mixer.slots = listOf(cameraSlot, streamSlot, logoSlot)
c.video.targetFramerate = 60
c.video.setSize(1280, 720)
c
}
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スロットを追加する
構成で BroadcastSession を作成したら、ミキサーにスロットを追加したり、ミキサーからスロットを
削除したりできます。ここでは、イメージ用の大きな背景スロットをミキサーに追加します。

iOS
// Background. We will use most of the defaults for this slot.
var backgroundSlot = IVSMixerSlotConfiguration()
backgroundSlot.preferredVideoInput = .userImage
backgroundSlot.preferredAudioInput = .unknown
backgroundSlot.matchCanvasAspectMode = false
try backgroundSlot.setName("background")
session.mixer.addSlot(backgroundSlot)

Android
// Background. We will use most of the defaults for this slot.
val backgroundSlot = BroadcastConfiguration.Mixer.Slot.with { s ->
s.preferredVideoInput = Device.Descriptor.DeviceType.USER_IMAGE
s.preferredAudioInput = Device.Descriptor.DeviceType.UNKNOWN
s.matchCanvasAspectMode = false
s.name = "background"
s
}
session.mixer.addSlot(backgroundSlot)

スロットの削除
スロットを削除するには、削除するスロットの名前で BroadcastSession.Mixer.removeSlot を呼び
出します。そのスロットにバインドされているデバイスはすべて自動的にバインド解除されるため、引き
続き使用する場合は、別のスロットに再バインドする必要があります。

トランジションのあるアニメーション
ミキサートランジション方式は、スロットの構成を新しい構成に置き換えます。この置換は、デュレー
ションを 0 より高く秒単位で設定することで、時間の経過とともにアニメートできます。

アニメーション化できるプロパティはどれですか
スロット構造のすべてのプロパティをアニメートできるわけではありません。Float タイプに基づくすべて
のプロパティをアニメートできます。その他のプロパティは、アニメーションの開始時または終了時に有
効になります。
名前

アニメ化できる インパクトポイ
の？
ント

aspect

いいえ

End

fillColor

はい

Interpolated
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名前

アニメ化できる インパクトポイ
の？
ント

gain

はい

Interpolated

matchCanvasAspectMode

いいえ

スタート

matchCanvasSize

いいえ

スタート

name

いいえ

該当なし

position

はい

Interpolated

preferredAudioInput

いいえ

End

preferredVideoInput

いいえ

End

size

はい

Interpolated

transparency

はい

Interpolated

zIndex

はい

不明

注意:スロットの名前は変更できません。

注: zIndex は 2D 平面を 3D 空間内で移動するため、アニメーショ
ンの途中で 2 つの平面が交差したときにトランジションが発生し
ます。これは計算できますが、開始A値と終了 zIndex 値によって
異なります。トランジションをよりスムーズにするために、これを
transparency と組み合わせます。

シンプルな例
以下は、ミキシング用のブロードキャストセッションの設定 (p. 66)で上記で定義された構成を使用した
フルスクリーンカメラテイクオーバーの例です。これは 0.5 秒でアニメーション化されます。

iOS
// Bottom Left
var bigCameraSlot = cameraSlot
bigCameraSlot.size = CGSize(width: 1280, height: 720)
bigCameraSlot.position = CGPoint(x: 0, y: 0)
session.mixer.transition("camera", bigCameraSlot, 0.5) {
println("animation completed!")
}

Android
// Bottom Left
val bigCameraSlot = cameraSlot.changing { s ->
s.setSize(1280, 720)
s.position = BroadcastConfiguration.Vec2(0, 0)
s
}
session.mixer.transition("camera", bigCameraSlot, 0.5) {
print("animation completed!")
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}

Amazon IVS ブロードキャスト SDK: カスタム画像
ソース
このガイドは、ブロードキャストセッション (Android (p. 43)、iOS (p. 50)) のセットアップ方法とミ
キサー API の使用 (p. 61)方法に既に精通していることを前提としています。
カスタム画像入力ソースを使用することで、プリセットカメラやスクリーン共有に限定されるのではな
く、アプリケーションが独自の画像入力をブロードキャスト SDK に提供できます。カスタム画像ソース
は、半透明の透かしや静的な「be right back」(すぐに戻ります) シーンと同じくらいシンプルにすること
も、アプリケーションがカメラにビューティーフィルターを追加するなど、追加のカスタム処理を実行で
きるようにすることもできます。
透かしやビューティーフィルターを備えたカメラなど、複数のカスタム画像ソースを使用できます。カメ
ラのカスタムコントロール (カメラアクセスを必要とするビューティーフィルターライブラリを使用する
など) のためにカスタム画像入力ソースを使用する場合、ブロードキャスト SDK はカメラの管理に責任を
負わなくなります。代わりに、アプリケーションは、カメラのライフサイクルの正しい処理に責任を負う
ようになります。アプリケーションがカメラをどのように管理すべきかについては、プラットフォームの
公式ドキュメントを参照してください。

Android
ブロードキャストセッションを作成したら、画像入力ソースを作成します。
SurfaceSource surfaceSource = broadcastSession.createImageInputSource();

このメソッドは、標準の Android Surface に基づく画像ソースである SurfaceSource を返します。
ブロードキャストセッションに自動的にアタッチされるため、後で attachDevice(...) メソッド
を使用する必要はありません。ただし、SurfaceSource はスロットにバインドする必要がありま
す。これについては、後で説明します。SurfaceSource のサイズを変更したり、回転したりできま
す。ImagePreviewView を作成して、その内容のプレビューを表示することもできます。
基盤の Surface を取得するには:
Surface surface = surfaceSource.getInputSurface();

この Surface は、Camera2、OpenGL ES、他のライブラリなどの画像プロデューサーの出力バッファと
して使用できます。最も簡単なユースケースは、静的なビットマップまたは色を Surface のキャンバスに
直接描画することです。ただし、多くのライブラリ (ビューティーフィルターライブラリなど) は、アプリ
ケーションがレンダリングのために外部の Surface を指定できるようにするメソッドを提供します。こ
のようなメソッドを使用して、この Surface をフィルターライブラリに渡すことができます。これによ
り、ライブラリは、ブロードキャストセッションのために処理されたフレームを出力してストリーミング
できます。
最後に、SurfaceSource は、ブロードキャストセッションによってストリーミングされるために
は、Mixer.Slot にバインドされる必要があります。
broadcastSession.getMixer().bind(surfaceSource, "customSlot");

Android サンプルコードには、さまざまな方法でカスタム画像ソースを使用するいくつかの例がありま
す。
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• 半透明の透かしが MixerActivity に追加されます。
• MP4 ファイルは MixerActivity でループされます。
• CameraManager ユーティリティクラスは、CustomActivity の Camera2 メソッドを使用してデバイ
スのカメラのカスタム管理を行います。これは、単純なセピアフィルターを適用します。この例は、カ
メラを管理し、ブロードキャストセッションのカスタム SurfaceSource をカメラキャプチャリクエ
ストに渡す方法を示しているため、特に役立ちます。他の外部ライブラリを使用する場合は、ブロード
キャストセッションによって提供される Android Surface に出力するようにライブラリを設定する方法
に関するドキュメントに従ってください。

iOS
ブロードキャストセッションを作成したら、画像入力ソースを作成します。
let customSource = broadcastSession.createImageSource(withName: "customSourceName")

このメソッドは、アプリケーションが手動で CMSampleBuffers を送信できるようにする画像ソースであ
る IVSCustomImageSource を返します。サポートされているピクセル形式については、「iOS ブロード
キャスト SDK リファレンス」を参照してください。最新バージョンへのリンクは、最新のブロードキャ
スト SDK リリースの「Amazon IVS リリースノート (p. 232)」にあります。ソースはブロードキャスト
セッションに自動的にアタッチされないため、ソースがストリーミングされる前に、画像ソースをセッ
ションにアタッチし、スロットにバインドする必要があります。
broadcastSession.attach(customSource, toSlotWithName: "customSourceSlot", onComplete: nil)

カスタムソースがアタッチされてバインドされた後、アプリケーションはカスタムソースに直接
CMSampleBuffers を送信できます。onComplete コールバックを使用して開始することもできます。
カスタムソースに送信されたサンプルは、ブロードキャストセッションでストリーミングされます。
customSource.onSampleBuffer(sampleBuffer)

動画のストリーミングには、このメソッドをコールバックで使用します。例えば、カメラを使用している
場合、AVCaptureSession から新しいサンプルバッファを受信するたびに、アプリケーションはサンプ
ルバッファをカスタム画像ソースに転送できます。必要に応じて、カスタム画像ソースにサンプルを送信
する前に、アプリケーションでさらなる処理 (ビューティーフィルターなど) を適用できます。
静的画像については、カスタム画像ソースのスロットバインディングが変更された場合、またはソースが
デタッチされてブロードキャストセッションに再アタッチされた場合、最初のサンプルの後、アプリケー
ションはサンプルを再送信する必要があります。例えば、スロットをミキサーから削除してから、そのミ
キサーにスロットを追加する場合は、サンプルを再送信する必要があります。
iOS サンプルアプリケーションには、さまざまな方法でカスタム画像ソースを使用するいくつかの例があ
ります。
• 半透明の透かしが MixerViewController に追加されます。
• MP4 ファイルは MixerViewController でループされます。
• デバイスのカメラによる CIFilter 実装は、CustomSourcesViewController に追加されました。これ
により、アプリケーションは Amazon IVS ブロードキャスト SDK とは独立してデバイスのカメラを管
理できます。AVCaptureSession を使用してデバイスのカメラから画像をキャプチャし、CIFilter 実装
を使用して画像を処理し、ライブストリーミング用に CMSampleBuffers を customSource に送信し
ます。
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Amazon IVS Player SDK
Amazon Interactive Video Service (IVS) を使用するには、Amazon IVS プレイヤーが必要です。この
プレイヤーは、Amazon IVS ストリームを再生するためのクロスプラットフォームの SDK スイートで
す。Amazon IVS アーキテクチャを活用するように設計され、Amazon IVS の再生に最適化されていま
す。
当社が性能を保証できる唯一のプレイヤーが Amazon IVS プレイヤーです。低レイテンシーを実現するに
は、Amazon IVS プレイヤーが必要になります。
Amazon IVS プレイヤーの主な機能をご紹介します。
• 超低レイテンシーのストリーミング — 低レイテンシーは、良好なインタラクティブユーザーエクスペリ
エンスを構築しオーディエンスの体験を豊かにするために欠かせない要素です。レイテンシーは、配信
者と視聴者の間の伝送経路全体に段階的に入り込み、応答性を低下させます。
エンドツーエンドのレイテンシーとは、ライブストリームがカメラにキャプチャされてから視聴者側の
画面に映るまでの遅延を指します。Amazon IVS は、エンドツーエンドの超低レイテンシー (5 秒未満、
放送場所や配信者の環境による) を実現するように設計されています。低レイテンシーを実現するには
Amazon IVS プレイヤーが必要なのです。
• クロスプラットフォームの一貫性 — 視聴者はさまざまなプラットフォームで配信動画を視聴します。
モバイルデバイスからウェブブラウザまで、Amazon IVS プレイヤーはすべての視聴者に同様の体験を
提供します。この一貫性は、すべてのプラットフォームに同じプレイヤー機能のライブラリを使わせ
ることで可能になります。このプレイヤーライブラリは、Amazon IVS アーキテクチャにとって欠かせ
ない要素です。1 つの動画スタックを使用することで、低レイテンシーモード、タイムドメタデータ、
分析、エラー追跡、レポート、ログ記録など、動画再生のすべての動作を、サポート対象のすべてのプ
ラットフォームで一貫した方法で利用できるようにしています。
• アダプティブビットレートストリーミング (ABR) — Amazon IVS プレイヤーは、低レイテンシー環境に
最適化された ABR アルゴリズムを使用しています。サービスの品質と帯域幅の可用性をリアルタイムで
測定し、動画の品質とバッファレベルとを調整することで、中断なく再生を行います。接続品質が低下
すると、ABR が低ビットレートに切り替わり、接続品質が改善すると、より高いビットレートに切り替
わります。
• タイムドメタデータ — Amazon IVS プレイヤーはタイムドメタデータをサポートしています。これは、
投票やクイズなどインタラクティブな要素の構築に使用できます。メタデータとは、他のデータに関す
る情報を記述して付与するデータのセットのことです。「タイムド」メタデータでは、ストリームに関
するデータにタイムコードが付随します。このタイムコードは、動画の再生中に、例えば次のように、
データに基づいてアクションをトリガーするキューポイントとして機能します。
• スポーツのストリームにおける選手の統計情報の送信
• ショッピングのライブストリームにおける商品情報の送信
• クイズのライブストリームにおける質問の送信
• 堅牢なエラー処理 — 一時的なエラーに対処することで視聴体験の中断を適切に回避します。Amazon
IVS プレイヤーの堅牢なエラー処理は、ストリーミング中の多くの潜在的エラーを検出し、代替の表示
に自動的に切り替えます。視聴者は、中断なく継続して配信動画を視聴でき、自分で何らかの修正措置
を講じる必要がありません。
• 統合が容易 — Amazon IVS プレイヤー API は、IVS のお客様のアプリケーションとプレイヤーライブ
ラリとのギャップを埋めます。API には、サポートされているすべてのプラットフォームのバインディ
ングがあり、使い慣れたコーディング環境とテクニックを使用しながら、プレイヤーをアプリケーショ
ンに容易に統合できるようにしています。UI の要素をフルにコントロールでき、お客様は、アプリケー
ションのブランディングや外観面をカスタマイズできます。
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Amazon IVS プレイヤーは Airplay でのキャスティングをサポートしていません。Chromecast によるキャ
スティングは、デフォルトの Chromecast レシーバーアプリケーションを使用して、プレイヤー外部に実
装できます。ただし、これらのアプリケーションのレイテンシーが Amazon IVS プレイヤー SDK よりも
高いため、シームレスに切り替えることはできません。Amazon IVS ブロードキャスト SDK (p. 40) に関す
るドキュメントも参照してください。

ブラウザとプラットフォームの要件
各種ブラウザーの最新リリース版の詳細については、以下を参照してください。
• Chrome プラットフォームのステータス
• Firefox のリリース
• Microsoft Edge のリリーススケジュール
• Safari リリースノート
Amazon IVS が一部の古いブラウザでも動作する場合がありますが、古いブラウザに関連するバグは修正
されません。
IVS プレイヤーウェブ SDKは、ブラウザのような環境ではサポートされていません。これには、ネイティ
ブ WebViews と、Wウェブアプリケーションをサポートする「10フィートデバイス」（TV、コンソール、
セットトップボックス）が含まれます。以下の表以外の特定のブラウザのサポートが不明な場合は、IVS
サポートにお問い合わせください。

デスクトップブラウザ
デスクトップブラウザ

サポートされているプ
ラットフォーム

サポートされているバージョン

Chrome

Windows、macOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ
前のバージョン)

Firefox

Windows、macOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ
前のバージョン)

Edge

(Windows 8.1 以降)

44.0 以降
(Microsoft Edge Legacy の 自動品質モードでは、
標準レイテンシーによる再生のみがサポートさ
れ、超低レイテンシー再生はサポートされてい
ません。自動品質モードは、ABR が有効かどう
かを示します。例えば Web プレイヤーの場合
は、setAutoQualityMode を参照してくださ
い。

Safari

macOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ
前のバージョン)
（macOS 14 以降の Safari の自動品質モードで
は、IVS プレーヤー 1.3.0 以降は超低レイテンシー
再生をサポートしています。以前のバージョンの
Safari および IVS プレーヤーは通常のレイテン
シー再生のみをサポートしています。 上記の「自
動品質モード」を参照してください。）
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モバイルブラウザ

モバイルブラウザ
モバイルブラウザ

サポートされているバージョン

Chrome for
iOS、Safari for
iOS

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)
(超低レイテンシー再生はサポートされていません。標準レイテンシーによる再
生はサポートされています。この制限は、iOS のすべてのブラウザに適用されま
す)。
(時間指定メタデータは Player 1.3.0 以降のみでサポートされています)。

iPadOS 向け
Chrome、iPadOS
向け Safari

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)
（「Request Mobile Website」が選択されている場合:
• 超低遅延再生はサポートされていません。
• (時間指定メタデータは Player 1.3.0 以降のみでサポートされています)。

Chrome for
Android

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

ネイティブプラットフォーム
プラットフォーム

サポートされるバージョン

サポートされるデバイス

Android

5.0 (Lollipop) 以降

携帯電話とタブレット

iOS

10.0 以降

すべて

サポート
ストリームに再生エラーやその他再生に関する問題が発生した場合は、プレイヤー API を介して再生セッ
ションの一意の識別子を特定します。
次の Amazon IVS プレイヤーでは

以下を使用

Android

sessionId 関数

iOS

IVSPlayer の sessionId プロパティ

Web

getSessionId 関数

この再生セッション識別子を AWS サポートに伝えます。それにより、サポートはトラブルシューティン
グに役立つ情報を入手できます。
注: プレイヤーは継続的に改良されています。利用可能なバージョンと修正済みの問題については Amazon
IVS リリースノート (p. 232)を参照してください。必要に応じて、サポートに連絡する前にお使いのプレ
イヤーのバージョンを更新し、問題が解決するかどうかを確認してください。
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バージョニング
Amazon IVS プレイヤー SDK は、セマンティックバージョニングを使用しています。
以下の解説は、次を前提としています。
• 最新リリースは 4.1.3。
• 1 つ前のメジャーバージョンの最新リリースは 3.2.4。
• バージョン 1.x の最新リリースは 1.5.6。
最新バージョンのマイナーリリースとして、下位互換性のある新機能が追加されています。この場合、次
回の新機能のセットは、バージョン 4.2.0 として追加されます。
下位互換性のあるマイナーなバグ修正が、最新バージョンのパッチリリースとして追加されています。こ
こでは、次回のマイナーなバグ修正のセットは、バージョン 4.1.4 として追加されます。
下位互換性のあるメジャーなバグ修正は異なる方法で処理されます。これらはいくつかのバージョンに追
加されています。
• 最新バージョンのパッチリリース。こちらは、バージョン 4.1.4 です。
• 1 つ前のマイナーバージョンのパッチリリース。こちらは、バージョン 3.2.5 です。
• 最新バージョン 1.x リリースのパッチリリース。こちらは、バージョン 1.5.7 です。
メジャーなバグ修正は、Amazon IVS 製品チームによって定義されています。典型的な例に、重要なセ
キュリティ更新のほか、お客様に必要な選別された修正があります。
注: 上記の例では、リリースされたバージョンの数字は、連番でインクリメントされています(4.1.3 →
4.1.4、など)。実際は、1 つ以上のパッチ番号が内部に残り、リリースされないままになることもありま
す。そのため、リリースされたバージョンは 4.1.3 から (例えば) 4.1.6 に増えることもあります。

Amazon IVS Player SDK: Web のガイド
Amazon Interactive Video Service (IVS) プレイヤー SDK for Web は、Video.js のようなプレイヤーフレー
ムワーク (p. 77)と統合するか、HTML の <video> 要素の上でスタンドアロンで使用することができま
す。
Web プレイヤーの最新バージョン: 1.14.0 (リリースノート)
リファレンスドキュメント: Amazon IVS Web プレイヤーで利用可能な最も重要な方法について
は、https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/web/ にあるリファレンスドキュメントを参照して
ください。

使用開始
当社は、script タグ、ならびに npm モジュールを介してサポートを提供しています。

デモ
次のライブデモでは、この Web プレイヤーを、Content Delivery Network の script タグを用いて使用す
る方法を紹介しています。Amazon IVS Player Sample
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使用開始

スクリプトタグを使ってセットアップする
script タグを使用して Amazon IVS プレイヤーを設定する
1. 次のタグを含めます (最新バージョンのプレイヤーの場合)。
<script src="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-player.min.js">

2. amazon-ivs-player.min.js がロードされると、IVSPlayer 変数がグローバルコンテキ
ストに追加されます。これは、プレイヤーインスタンスの作成に使用するライブラリです。ま
ず、isPlayerSupported をチェックして、ブラウザが IVS プレイヤーをサポートしているか確認し
ます。
if (IVSPlayer.isPlayerSupported) { ... }

次に、プレイヤーインスタンスを作成するために、IVSPlayer オブジェクトで create 関数を呼び出
します。
const player = IVSPlayer.create();

Amazon IVS プレーヤー SDK for Web は、ウェブワーカーを使用して動画の再生を最適化します。
3. プレイヤーインスタンスで load および play 関数を使用してストリームをロードし、再生します。
player.load("PLAYBACK_URL");
player.play();

この場合、PLAYBACK_URL は、ストリームキーがリクエストされたときに Amazon IVS API から返さ
れる URL です。

サンプルコード
この例では、PLAYBACK_URL をロードしたいソースストリームの URL に置き換えてください。この例で
は、Amazon IVS プレイヤーの最新バージョンを使用しています。
<script src="https://player.live-video.net/1.13.0/amazon-ivs-player.min.js"></script>
<video id="video-player" playsinline></video>
<script>
if (IVSPlayer.isPlayerSupported) {
const player = IVSPlayer.create();
player.attachHTMLVideoElement(document.getElementById('video-player'));
player.load("PLAYBACK_URL");
player.play();
}
</script>

<video> タグでは、iOS Safari でのインライン再生に playsinline が必要です。次を参照してくださ
い。https://webkit.org/blog/6784/new-video-policies-for-ios/

NPM でセットアップする
ガイダンスについては、Webpack 構成ファイルの例を含め、次のリポジトリを参照してください。https://
github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-web-sample
注: 独自のドメインのプレーヤーの静的アセットをホストする場合、WebAssembly バイナリ (amazonivs-wasmworker.min.wasm）の「Content-Type」レスポンスヘッダーを「application/wasm」に設定す

76

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
フレームワークの統合

る必要があります。また、ワイヤ経由でダウンロードされるバイト数を減らし、プレーヤーの再生開始時
間を改善するために、アセットをgzipで圧縮してください。す。

TypeScript
TypeScript を使用している場合、npm パッケージにはインポートして使用できるタイプが含まれます。こ
れらのタイプに関する詳細については、「Amazon IVS Player SDK: Web Reference」を参照してくださ
い。

フレームワークの統合
Amazon IVS プレーヤー SDK for Web は、ユーザーが選択したフレームワークと簡単に統合できるように
設計されています。公式の Video.js 統合 (Video.js の用語では「tech」) を提供しています。
以下は、当社が提供している Web プレイヤーの簡単な比較表です。
プレイヤータイプ

説明

UI

プラグイン

Amazon IVS プレイヤー
SDK for Web

より高度な制御を必要とする開発者向けの
軽量でカスタマイズ可能なオプション。

いいえ

いいえ

Amazon IVS Player Tech for フル機能のオプション。既に Video.js を使
Video.js (p. 87)
用していて、ターンキーソリューションが
必要な場合に適しています。

はい

はい

(Video.js
Skins)

(Video.js
Plugins)

JW Player 用 Amazon
IVS プレイヤープロバイ
ダー (p. 96)

はい

該当なし

フル機能のオプション。既に JW Player を
使用していて、ターンキーソリューション
が必要な場合に適しています。

コンテンツセキュリティポリシーの操作
Amazon IVS Web プレイヤー SDK は、コンテンツセキュリティポリシー (CSP)を使用するページで動作
するように設定されています。主要な CSP ディレクティブをいくつか設定する必要があります。ここで
は、必要最小限のディレクティブのセットについて説明します。特定の設定によっては、追加のディレク
ティブとソースが必要になる場合があります。
次のディレクティブは、CSP に最低限必要なものです。
worker-src blob:;
media-src blob:;
connect-src *.live-video.net;
script-src 'wasm-unsafe-eval';

注: 古いバージョンのブラウザでは、上記の CSP ルール (wasm-unsafe-eval など) を 1 つ以上認識せ
ず、かわりにきわめて緩やかな CSP ポリシー (unsafe-eval) が必要になる可能性があります。しかし、
危険な JavaScript がページ上で実行されることを制限する、CSP 全体の主旨に反します。代わりに、回避
策として、ライブラリのアセットをページと同じオリジンにホストすることをお勧めしますが推奨されま
す。

既知の問題と回避方法
問題はすべて Amazon IVS Support に報告してください。
• iOS モバイルブラウザ (Safari や Chrome など) で録画したコンテンツ (VOD と呼ばれる) を再生する場
合、後方シークをするとプレイヤーがミュートになる。
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回避方法: シーク後に player.setMuted(false) を呼び出す。
• iOS モバイルブラウザで録画したコンテンツを再生する場合、希望の位置を直接選択すると、後方シー
クが断続的に実行される。
回避方法: シークバーを移動した位置までドラッグします。
• iOS モバイルブラウザで録画したコンテンツを再生するときに、player.seekTo() の呼び出しが一貫
して機能しません。
回避方法: loadeddataイベントの後に動画HTML要素に currentTime を設定します。

例:

videoEl.addEventListener('loadeddata', () => {
videoEl.currentTime = 30; // seek 30s from the beginning
});

• iOS モバイルブラウザで、ライブストリームや録画したコンテンツを再生すると、キャプションが異な
るサイズでレンダリングされず、複数回再レンダリングされることがある。
回避方法: 該当なし。
• iOS モバイルブラウザでライブ配信や録画したコンテンツを再生するとき
に、player.getQualities() 呼び出しで利用可能な品質のリストを返しません。
回避方法: 該当なし。プレーヤーは、iOS ブラウザで自動品質モードだけをサポートしています。
• iOS モバイルブラウザでライブ配信や録画コンテンツを再生する場合、player.getLiveLatency()
呼び出しで 0 を返します。
回避方法: 該当なし。
• ネイティブ HTML5 コントロールが有効になっているとき、setQuality()
る。

の呼び出しが無視され

回避方法: を呼び出す前に、HTML5 コントロールを無効にしますplayer.setQuality()。

Amazon IVS Player SDK: Android ガイド
Amazon Interactive Video Player (IVS) の Android プレイヤー SDK は、Android 上で Amazon IVS プレイ
ヤー を使用するために必要なインターフェイスを提供します。
Android モバイルデバイス（スマートフォンとタブレット）でのみ再生パフォーマンスが保証されま
す。Android TV、Fire TV、IoTデバイスには対応していません。
com.amazonaws.ivs.player パッケージは、このドキュメントで説明されているインターフェイスを
実装します。以下のオペレーションがサポートされています。
• プレーヤーをセットアップ (初期化) します。
• 再生を管理します。
• 品質を管理します。
• イベントを受信します。
• エラーを受信します。
Android プレイヤーの最新バージョン: 1.14.0 (リリースノート)
リファレンスドキュメント: Amazon IVS Android プレイヤーで利用可能な最も重要な方法について
は、https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/android/ にあるリファレンスドキュメントを参照
してください。
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サンプルコード: GitHub の Android サンプルリポジトリ（https://github.com/aws-samples/amazon-ivsplayer-android-sample）を参照してください。
プラットフォームの要件: 開発には Android 5.0 (Lollipop) 以上が必要です。
Amazon IVS Player SDK 用の React Native ラッパー が利用可能です。コードとドキュメントについて
は、https://github.com/aws/amazon-ivs-react-native-player を参照してください。

使用開始
ライブラリのインストール
Amazon IVS Android プレイヤーライブラリを Android 開発環境に追加するには、ライブラリを以下に示す
モジュールの build.gradle ファイル (最新バージョンの Amazon IVS Player 用) に追加します。
repositories {
mavenCentral()
}
dependencies {
implementation 'com.amazonaws:ivs-player:1.14.0'
}

または、SDK を手動でインストールするには、次の場所から最新バージョンをダウンロードします。
https://search.maven.org/artifact/com.amazonaws/ivs-player

プレイヤーの作成とイベントリスナーのセットアップ
プレイヤーのインターフェイスは com.amazonaws.ivs.player.Player です。以下に示すように、イ
ンターフェイスを初期化します。
// Create a player instance
// <this> refers to the current Android PlayerActivity class
player = Player.Factory.create(this);
// Set up to receive playback events and errors
player.addListener(this);

または、PlayerView を使用して初期化します。
// Create a player instance
// <this> refers to the current Android PlayerActivity class
PlayerView playerView = new PlayerView(this);
Player player = playerView.getPlayer();
// Set up to receive playback events and errors
player.addListener(this);

注: Android アプリケーションのメインスレッドで、リスナーコールバックメソッドが実行されます。

動画の SurfaceView を設定します。
PlayerView を使用しない場合、SurfaceView を Android UI レイアウトに追加して、動画を表
示できます。この Surface は、Video Streams 再生前に利用可能である必要があります。基本
サーフェスへは、getHolder() の呼び出しによって取得される SurfaceHolder インターフェ
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イスからアクセスできます。(Android デベロッパーリファレンスの SurfaceView を参照してくださ
い）。SurfaceHolder.Callback を使用して、サーフェスの変更に関するイベントを受信します
(SurfaceHolder.Callback を参照してください)。
surfaceView = (SurfaceView) findViewById(R.id.surfaceView);
surfaceView.getHolder().addCallback(this);
@Override
public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
this.surface = holder.getSurface();
if (player != null) {
player.setSurface(this.surface);
}
}
@Override
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {
this.surface = null;
if (player != null) {
player.setSurface(null);
}
}

ストリームを再生する
ストリームは非同期で読み込まれるため、アプリケーションが play メソッドを呼び出して再生を開始す
る前に、プレイヤーが READY 状態である必要があります。Player.Listener インターフェイスを使用
して、プレイヤーがいつ正しい状態であるかを判断します。
次のサンプルコードを参照してください。
player.load(Uri.parse(url));
@Override
public void onStateChanged(Player.State state) {
switch (state) {
case BUFFERING:
// player is buffering
break;
case READY:
player.play();
break;
case IDLE:
break;
case PLAYING:
// playback started
break;
}
}

プレイヤーを解放する
player.release() メソッドは、プレイヤーが使用されなくなったときに呼び出され、ライブラリに
よって使用されるリソースを解放する必要があります。通常、これはプレイヤーを含むアクティビティま
たはフラグメントの onDestroy コールバックで行われます。
@Override
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
player.removeListener(this);
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}

player.release();

player.release() メソッドの呼び出し後、プレイヤーは使用できなくなります。

許可
Android プレーヤー SDK には、次のアクセス許可が必要です。
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

さらに、これらのオプションのアクセス許可により、再生体験を向上させることができます。
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

スレッドセーフ
プレイヤー API はスレッドセーフではありません。1 つのスレッドからプレイヤーインスタンスを作成し
て使用する必要があります。通常、これはアプリケーションのメインスレッドです。

SDK サイズ
Amazon IVS プレーヤー SDK は、可能な限りサイズが軽量になるように設計されています。SDK サイズ
に関する最新情報については、リリースノート (p. 232)を参照してください。。
重要:サイズへの影響を評価する場合、Android Studio で生成した AAB/APK のサイズは、ユーザーのデバ
イスにダウンロードしたアプリのサイズとは異なりますのでご注意ください。Google Play ストアでは、
アプリのサイズを小さくするための最適化が行われています。を使用することをお勧めします。Android
App Bundle を使用して、デバイス設定ごとに最適化されたアプリを提供します。

既知の問題と回避方法
問題はすべて Amazon IVS Support に報告してください。
• Android プレイヤー SDK は、OkHttp バージョン 4.x にランタイム依存関係を持っています。OkHTTP
バージョン 3.x を使用すると、API 署名の不一致や OkHTTP 下位互換性の問題により、不安定性やク
ラッシュが発生する可能性があります。つまり、プレイヤーは OkHttp バージョン 4.2.2 に依存します
が、任意の 4.x バージョンと互換性がなければなりません。
回避方法: 4.x バージョンの OkHttp を使用するか、アプリケーションから OkHttp を削除します。
• Android 11（API レベル 30）エミュレータを使用すると、動画レイアウトの問題（特にストリームの拡
大表示）が発生することがあります。
回避方法: 代わりに、実際のデバイスで再生します。

Amazon IVS Player SDK: iOS ガイド
Amazon Interactive Video Service (IVS) iOS プレイヤーは、iOS で Amazon IVS プレイヤーを使用するた
めに必要なインターフェイスを提供します。
iOS プレイヤーの最新バージョン: 1.14.0 (リリースノート)
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リファレンスドキュメント: Amazon IVS iOS プレイヤーで利用できる最も重要な方法については、https://
aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.14.0/ios/ にあるリファレンスドキュメントを参照してください。
サンプルコード: GitHub の iOS サンプルリポジトリ（ https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-playerios-sample）を参照してください。
プラットフォームの要件: 開発には Xcode 11 以上が必要です。SDK は、物理デバイスと iOS シミュレー
タの両方で、iOS 10 以降のデプロイターゲットをサポートしています。
Amazon IVS Player SDK 用の React Native ラッパー が利用可能です。コードとドキュメントについて
は、https://github.com/aws/amazon-ivs-react-native-player を参照してください。

使用開始
プレイヤー SDK は、CocoaPods 経由で統合することが推奨されています。(あるいは、フレームワークを
手動でプロジェクトに追加することも可能です)。

推奨：プレイヤー SDK の統合 (CocoaPods)
リリースは、CocoaPods から AmazonIVSPlayer という名前で公開されます。この依存関係を自分の
Podfile に追加します。
pod 'AmazonIVSPlayer'

pod install を実行すると、SDK が .xcworkspace で利用できるようになります。

代替方法：フレームワークを手動でインストールする
1. 次の場所から最新バージョンをダウンロードします。https://player.live-video.net/1.14.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
2. アーカイブの内容を展開します。AmazonIVSPlayer.xcframework には、デバイスとシミュレータ
の両方の SDK が含まれています。
3. アプリケーションターゲットの [全般] タブの、[Frameworks, Libraries, and Embedded Content (フレー
ムワーク、ライブラリ、埋め込みコンテンツ)] のセクションに AmazonIVSPlayer.xcframework を
ドラッグして埋め込みます。

プレイヤーを作成する
プレイヤーオブジェクトは IVSPlayer です。以下のように初期化します。
Swift:
import AmazonIVSPlayer
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let player = IVSPlayer()

Objective-C:
#import <AmazonIVSPlayer/AmazonIVSPlayer.h>
IVSPlayer *player = [[IVSPlayer alloc] init];

委任をセットアップする
委任コールバックは、再生状態、イベント、エラーに関する情報を提供します。コールバックはすべて、
メインキューで呼び出されます。
Swift | Objective-C:
// Self must conform to IVSPlayer.Delegate
player.delegate = self

動画を表示する
プレイヤーは、動画をカスタムレイヤー、IVSPlayerLayer に表示します。SDK は、このレイヤーで
バックアップされた UIView サブクラス、IVSPlayerView も提供します。自分のアプリケーションの UI
により適したものを使用します。
いずれの場合も、player プロパティを使用して、プレイヤーインスタンスから動画を表示します。
Swift:
// When using IVSPlayerView:
playerView.player = player
// When using IVSPlayerLayer:
playerLayer.player = player

Objective-C:
// When using IVSPlayerView:
playerView.player = player;
// When using IVSPlayerLayer:
playerLayer.player = player;

ストリームをロードする
プレイヤーは、ストリームを非同期的にロードします。再生の準備が整うと、ステータスに表示されま
す。
Swift:
player.load(url)

Objective-C:
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[player load:url];

ストリームを再生する
プレイヤーの準備ができたら、play を使って再生を開始します。state プロパティで委任インターフェ
イスまたはキー値のモニタリングを使用し、状態の変化をモニタリングします。以下は、委任ベースによ
るアプローチの一例です。
Swift:
func player(_ player: IVSPlayer, didChangeState state: IVSPlayer.State) {
if state == .ready {
player.play()
}
}

Objective-C:
- (void)player:(IVSPlayer *)player didChangeState:(IVSPlayerState)state {
if (state == IVSPlayerStateReady) {
[player play];
}
}

アプリのバックグラウンドで一時停止する
プレイヤーは、アプリがバックグラウンドにある間は再生をサポートしませんが、完全に引き離す必要は
ありません。一時停止すれば十分です。以下の例をご覧ください。
Swift:
override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()

}

NotificationCenter.default.addObserver(self,
selector: #selector(applicationDidEnterBackground(_:)),
name: UIApplication.didEnterBackgroundNotification,
object: nil)

@objc func applicationDidEnterBackground(_ notification: NSNotification) {
playerView?.player?.pause()
}

Objective-C:
- (void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];

}

NSNotificationCenter *defaultCenter = NSNotificationCenter.defaultCenter;
[defaultCenter addObserver:self
selector:@selector(applicationDidEnterBackground:)
name:UIApplicationDidEnterBackgroundNotification
object:nil];

- (void)applicationDidEnterBackground:(NSNotification *)notification {
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}

[playerView.player pause];

スレッドセーフ
プレイヤー API はスレッドセーフではありません。プレイヤーインスタンスは、アプリケーションのメイ
ンスレッドから作成して使用する必要があります。

まとめ
以下の単純なビューコントローラーのスニペットは、プレイヤー画面に URL をロードし、再生しま
す。playerView プロパティは、XIB/ストーリーボードから初期化され、そのクラスは IIdentity Inspector
のカスタムクラスのセクションを使用してインターフェイスビルダーの IVSPlayerView にセットされる
ことに注意してください。
Swift:
import AmazonIVSPlayer
class MyViewController: UIViewController {
...
// Connected in Interface Builder
@IBOutlet var playerView: IVSPlayerView!
override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()

}

...

}

NotificationCenter.default.addObserver(self,
selector: #selector(applicationDidEnterBackground(_:)),
name: UIApplication.didEnterBackgroundNotification,
object: nil)

@objc func applicationDidEnterBackground(_ notification: NSNotification) {
playerView?.player?.pause()
}
// Assumes this view controller is already loaded.
// For example, this could be called by a button tap.
func playVideo(url videoURL: URL) {
let player = IVSPlayer()
player.delegate = self
playerView.player = player
player.load(videoURL)
}

extension MyViewController: IVSPlayer.Delegate {
func player(_ player: IVSPlayer, didChangeState state: IVSPlayer.State) {
if state == .ready {
player.play()
}
}
}

Objective-C:
// MyViewController.h
@class IVSPlayerView;

85

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
SDK サイズ
@interface MyViewController: UIViewController
...
// Connected in Interface Builder
@property (nonatomic) IBOutlet IVSPlayerView *playerView;
...
@end
// MyViewController.m
#import <AmazonIVSPlayer/AmazonIVSPlayer.h>
@implementation MyViewController <IVSPlayerDelegate>
...
- (void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];

}

NSNotificationCenter *defaultCenter = NSNotificationCenter.defaultCenter;
[defaultCenter addObserver:self
selector:@selector(applicationDidEnterBackground:)
name:UIApplicationDidEnterBackgroundNotification
object:nil];

- (void)applicationDidEnterBackground:(NSNotification *)notification {
[playerView.player pause];
}
// Assumes this view controller is already loaded.
// For example, this could be called by a button tap.
- (void)playVideoWithURL:(NSURL *)videoURL {
IVSPlayer *player = [[IVSPlayer alloc] init];
player.delegate = self;
playerView.player = player;
[player load:videoURL];
}
- (void)player:(IVSPlayer *)player didChangeState:(IVSPlayerState)state {
if (state == IVSPlayerStateReady) {
[player play];
}
}
...
@end

SDK サイズ
Amazon IVS プレーヤー SDK は、可能な限りサイズが軽量になるように設計されています。SDK サイズ
に関する最新情報については、リリースノート (p. 232)を参照してください。。
重要:サイズの影響を評価する場合、Xcodeによって生成されるIPAのサイズは、ユーザーのデバイスにダ
ウンロードしたアプリケーションのサイズを表すものではありませんのでご注意ください。App Store で
は、アプリケーションのサイズを小さくするために最適化が行われています。

既知の問題と回避方法
問題はすべて Amazon IVS Support に報告してください。
• arm64e アーキテクチャに対するテスト時に、プレイヤーがクラッシュすることがあります。これは
arm64e が対象であるときに特定の現象であり、App Store のビルドにはあてはまりません。
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回避方法: arm64e を使用しないでください。

Amazon IVS Player SDK: Video.js 統合
このドキュメントは、Amazon Interactive Video Service (IVS) Video.js プレイヤーで利用できる最も重要
な機能について説明しています。
Video.js プレイヤー統合の最新バージョン: 1.14.0 (リリースノート)

使用開始
Amazon IVS の Video.js のサポートは、Video.js tech を通じて実装されています。サポートは、スクリプ
トタグと npm モジュールを介して提供されています。Amazon IVS は、Video.js 7.6.6 と 1 つ前の 7.* バー
ジョンをサポートしています。
Video.js のソースオプションはサポートされていませんので、プレイヤーをインスタンス化するときは
ご注意ください。代わりに、プレイヤーを通常どおりにインスタンス化し、Video.js の src() 関数を
呼び出します。自動再生が有効になっていると、ストリームの再生が開始されます。開始されない場合
は、play() を使って再生を開始します。

デモ
以下のライブデモでは、Amazon IVS プレーヤー Video.js 統合を、当社のコンテンツ配信ネットワークの
スクリプトタグと一緒に使用する方法を紹介しています。

スクリプトタグを使ってセットアップする
script タグを使って Amazon IVS tech をセットアップするには
1. 次のタグを含めます (プレイヤー統合の最新バージョン向け)。
<script src="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js"></
script>

2. registerIVSTech 関数を使って tech を登録します。
registerIVSTech(videojs);

videojs は、Video.js から提供されたオブジェクトです。
3. プレイヤーのインスタンスを作成するときは、AmazonIVS を最初の tech として techOrder オプショ
ンに追加します。
プレイヤーをインスタンス化するとき、Video.js のソースオプションはサポートされません。代わりに、
ソースを設定し、プレイヤーを通常通りインスタンス化して、Video.js の src() 関数を呼び出します。自
動再生が有効になっていると、ストリームの再生が開始されます。開始されない場合は、play() を使っ
て再生を開始します。

サンプルコード
以下の例では、PLAYBACK_URL がロードするソースストリームです。この例では、Amazon IVS プレイ
ヤーの最新バージョンを使用しています。
<!doctype html>
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<html lang="en">
<head>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.14.3/video-js.css"
rel="stylesheet">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/video.js/7.14.3/video.min.js"></
script>
<script src="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js"></
script>
</head>
<body>
<div class="video-container">
<video id="amazon-ivs-videojs" class="video-js vjs-4-3 vjs-big-play-centered"
controls autoplay playsinline></video>
</div>
<style>
body {
margin: 0;
}
.video-container {
width: 640px;
height: 480px;
margin: 15px;
}
</style>
<script>
(function play() {
// Get playback URL from Amazon IVS API
var PLAYBACK_URL = '';
// Register Amazon IVS as playback technology for Video.js
registerIVSTech(videojs);
// Initialize player
var player = videojs('amazon-ivs-videojs', {
techOrder: ["AmazonIVS"]
}, () => {
console.log('Player is ready to use!');
// Play stream
player.src(PLAYBACK_URL);
});
})();
</script>
</body>
</html>

NPM でセットアップする
Amazon IVS プレイヤーを npm から使用するには
1. video.js npm パッケージをインストールするか、自分のプロジェクトに Video.js ライブラリへの他のア
クセス方法があることを確認します。
2. amazon-ivs-player npm パッケージをインストールします。
npm install amazon-ivs-player

3. Amazon IVS tech を登録する準備ができたら、registerIVSTech 関数をインポートします。
import { registerIVSTech } from 'amazon-ivs-player';

4. registerIVSTech 関数を使って tech を登録します。
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registerIVSTech(videojs, options);

各パラメータの意味は次のとおりです。
• videojs が、Video.js から提供されたオブジェクトである
• options が、Amazon IVS tech レイヤーのオプションである。サポートされているオプションは次
のとおり。
• wasmWorker: amazon-ivs-wasmworker.min.js ファイルがホストされているURL。
• wasmBinary: amazon-ivs-wasmworker.min.wasm ファイルがホストされているURL。
worker ファイルは、amazon-ivs-player/dist/ の下の node_modules/ フォルダにありま
す。IVS プレイヤーを使用するときは、これらをホストする必要があります。
5. プレイヤーのインスタンスを作成するときは、AmazonIVS を最初の tech として techOrder オプショ
ンに追加します。
const player = videojs('videojs-player', {
techOrder: ["AmazonIVS"]
});

TypeScript
TypeScript を使用している場合、npm パッケージには、インポートして使用できる次のタイプが含まれて
います。
• VideoJSEvents、getIVSEvents() から返された構造を記述している。
• VideoJSIVSTech、AmazonIVS tech を使用しているプレイヤーインスタンスのインターフェイスを記
述している。これは、@types/video.js npm パッケージが公開している VideoJsPlayer タイプと部分
的に重なっている場合があります。
• TechOptions、registerIVSTech() に送信できる設定オプションを定義するンターフェイスを記述
している。
上記タイプの詳細については、「Amazon IVS Player SDK: Web Reference」を参照してください。

イベント
標準の Video.js イベントをリッスンするには、Video.js プレイヤーの on 関数を使用します。
Amazon IVS に固有のイベントをリッスンするには、Amazon IVS Web プレイヤーでイベントリスナーを
追加および削除します。
player.getIVSPlayer().addEventListener(event, callback);
player.getIVSPlayer().removeEventListener(event, callback);

この場合、callback はユーザーが定義するコールバックで、event は、PlayerEventType およ
び PlayerState のいずれかです。イベントの詳細については、「Amazon IVS Player SDK: Web
Reference」を参照してください。

エラー
Video.js の一般的なエラーについては、プレイヤー上で汎用の error イベントをリッスンします。
player.on("error", callback);
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Amazon IVS 固有のエラーについては、Amazon IVS プレイヤーでその固有のエラーをリッスンします。
let playerEvent = player.getIVSEvents().PlayerEventType;
player.getIVSPlayer().addEventListener(playerEvent.ERROR, callback);

コールバックは、次のフィールドを持つオブジェクトを受け取ります。
フィールド

説明

type

エラータイプ。ErrorType イベントに対応しています。詳細については、
「Amazon IVS Player SDK: Web Reference」を参照してください。

code

エラーコード。

source

エラーのソース。

message

人が判読できるエラーメッセージ。

プラグイン
当社は、利用可能な品質のための UI のトグルを作成するプラグインを提供しています。このプラグイン
を使用するには、次の script タグを通じて当社の tech 使用している場合は、amazon-ivs-qualityplugin.min.js ファイルを含めてロードする必要があります (IVS プレイヤーの最新バージョンの場
合)。
<script src="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-quality-plugin.min.js"></
script>

npm を使用している場合は、amazon-ivs-player モジュールから registerIVSQualityPlugin を
インポートします。
import { registerIVSQualityPlugin } from 'amazon-ivs-player';

次に、Video.js プレイヤーのインスタンスを作成したら、これを登録して有効にするために次の呼び出し
を行います。
registerIVSQualityPlugin(videojs); // where videojs is the video.js variable
player.enableIVSQualityPlugin(); // where player is the instance of the videojs player

これで、ストリームの品質を選択できる UI メニューのボタンが作成されます。

プラグインと TypeScript
TypeScript を使用している場合、当社の npm パッケージにはVideoJSQualityPlugin タイプが含ま
れ、当社のプラグインを使ってこれをインポートし使用することができます。プラグインは実質的に
mixin であるため、このタイプのインターフェイスは、VideoJSIVSTech TypeScript インターフェイスで
は intersection タイプとして使用されます。

コンテンツセキュリティポリシー
Amazon IVS Video.js API は、コンテンツセキュリティポリシー (CSP) を使用しているページで動作す
るように設定されています。Amazon IVS Player SDK: Web のガイド (p. 77) の「コンテンツセキュリ
ティポリシーの操作」のセクションを参照してください。
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再生
Amazon IVS Video.js API は、Video.js フレームワークによる内部使用に必要なインターフェイスをサポー
トしています。クライアントアプリケーションでは、おそらく、これらのメソッドを直接使用する必要は
ありません。Video.js が必要な統合を行い、標準のインターフェイスを表示するためです。ただし、必要
に応じて内部の Video.js および Amazon IVS プレイヤーメソッドにアクセスするときは、Video.js プレイ
ヤーオブジェクトを使用して必要なオブジェクトハンドルを tech に付与するのが 1 つの方法です。
API にアクセスするには、通常どおり Video.js プレイヤーのインスタンスを取得します。
let player = videojs("videoTagId"); //replace videoTagId with your <video> tag’s id

次に、そのインスタンスで関数を呼び出します。
以下は、Amazon IVS tech レイヤーがオーバーライドする Video.js 関数のサブセットです。Video.js 関数
の完全なリストは、video.js API documentation を参照してください。
関数

説明および Amazon IVS 固有の情報

currentTime (p. 92)

時間を取得または設定します (開始から秒単位で)。
Amazon IVS: ライブストリームの現在時刻を設定することは推奨さ
れていません。

dispose (p. 92)

プレイヤーインスタンスを削除する。
Amazon IVS: これにより Amazon IVS tech のバックエンドも削除さ
れます。

## (p. 93)

動画の再生時間を秒単位で返す。
Amazon IVS: ライブストリームの場合、Infinity を返します。

### (p. 94)

src() データのロードを開始します。
Amazon IVS: これはノーオペレーションです。

## (p. 95)

src コール経由でセットアップされたストリームを再生します。
Amazon IVS: ライブストリームを一時停止した場合、これにより、
一時停止した場所からではなく最新のフレームからライブストリー
ムが再開されます。

playbackRate (p. 95)

動画の再生レートを取得または設定します。1.0 は標準速度、0.5 は
標準の半分、2.0 は標準の 2 倍、など。
Amazon IVS: ライブストリームでは、1 回の取得で 1 が返され、設
定は無視されます。

seekable (p. 95)

シークが可能なメディアの TimeRanges を返します。
Amazon IVS: ライブストリームの場合、戻り値 (TimeRange) で
end(0) を 呼び出すと、Infinity が返されます。
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Amazon IVS に固有の関数
Amazon IVS Video.js tech には、Amazon IVS の機能に固有の動作にアクセスするための追加の関数があ
ります。
関数

説明

getIVSPlayer (p. 94)

基になる Amazon IVS プレイヤーインスタンスを返しま
す。完全な Amazon IVS プレイヤー Web API は、このイ
ンスタンスから利用できます。可能な限りベーシックな
Video.js 再生 API を使用し、Amazon IVS に固有の機能にア
クセスするときはこの関数のみを使用することが推奨されま
す。Amazon IVS プレイヤーインスタンスでアクセスが必要
となる可能性が高い、最も一般的な関数は setQuality() と
addEventListener()/removeEventListener() です。

getIVSEvents (p. 93)

Amazon IVS 固有の enum を保持しているオブジェクトを返しま
す。これは、Amazon IVS に固有のエラーをリッスンするために使
用されます。詳細については、「イベント (p. 89)」および「エ
ラー (p. 89)」を参照してください。

currentTime
時間を取得または設定します (開始から秒単位で)。
Amazon IVS: ライブストリームの現在時刻を設定することは推奨されていません。

署名
currentTime
currentTime(time)

パラメータ
パラメータ

タイプ

説明

time

number

time がない場合、現在時刻を取得します。time がある場合、動画
の再生をその時刻に設定します。

戻り値
タイプ

説明

number

現在時刻。開始から秒単位で表示します。

dispose
プレイヤーインスタンスを削除します。
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Amazon IVS: これにより Amazon IVS tech のバックエンドも削除されます。

署名
dispose()

パラメータ
なし

戻り値
なし

期間
動画の再生時間を秒単位で返す。
Amazon IVS: ライブストリームの場合、Infinity を返します。

署名
duration()

パラメータ
なし

戻り値
タイプ

説明

number

ストリームの継続時間 (秒単位)。ライブストリームの場合、この値は Infinity で
す。

getIVSEvents
Amazon IVS 固有の enum を保持しているオブジェクトを返します。これは、Amazon IVS 固有のエラー
とイベントをリッスンするために使用されます。詳細については、以下を参照してください。
• このドキュメント内の イベント (p. 89) および エラー (p. 89)。
• イベント、エラータイプ、およびエラーソースの詳細については、「Amazon IVS Player SDK: Web
Reference」を参照してください。

署名
getIVSEvents()
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getIVSPlayer

パラメータ
なし

戻り値
タイプ

説明

object

PlayerEventType、PlayerState、ErrorType キーを持つオブジェクト。これら
は関連する enum にマップされます。

getIVSPlayer
基になる Amazon IVS プレイヤーインスタンスを返します。完全な Amazon IVS プレイヤー Web API
は、このインスタンスから利用できます。可能な限りベーシックな Video.js 再生 API を使用し、Amazon
IVS に固有の機能にアクセスするときはこの関数のみを使用することが推奨されます。Amazon IVS プ
レイヤーインスタンスでアクセスが必要となる可能性が高い、最も一般的な関数は setQuality() と
addEventListener()/removeEventListener() です。

署名
getIVSPlayer()

パラメータ
なし

戻り値
タイプ

説明

MediaPlayer

プレイヤーの作成済みインスタンス。

ロード
src() データのロードを開始します。
Amazon IVS: これはノーオペレーションです。

署名
load()

パラメータ
なし

戻り値
なし
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遊ぶ

遊ぶ
src コール経由でセットアップされたストリームを再生します。
Amazon IVS: ライブストリームを一時停止した場合、これにより、一時停止した場所からではなく最新の
フレームからライブストリームが再開されます。

署名
play()

パラメータ
なし

戻り値
なし

playbackRate
動画の再生レートを取得または設定します。1.0 は標準速度、0.5 は標準の半分、2.0 は標準の 2 倍、な
ど。
Amazon IVS: ライブストリームでは、1 回の取得で 1 が返され、設定は無視されます。

署名
playbackRate
playbackRate(rate)

パラメータ
パラメータ

タイプ

説明

rate

number

再生レート。有効な値は [0.25, 2.0] の範囲です。

戻り値
タイプ

説明

number

再生レート。

seekable
シークが可能なメディアの TimeRanges を返します。
Amazon IVS: ライブストリームの場合、戻り値 (TimeRange) で end(0) を 呼び出すと、Infinity が返され
ます。
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署名
seekable()

パラメータ
なし

戻り値
タイプ

説明

TimeRange

シークに使用できるメディアの TimeRange です。

Amazon IVS Player SDK: JW プレイヤー統合
このドキュメントでは、Amazon Interactive Video Service (IVS) JW Player 統合で利用可能な最も重要な
機能について説明します。
JW プレイヤー統合の最新バージョン: 1.14.0 (リリースノート)

使用開始
JW Player に対する Amazon IVS サポートは、プロバイダーを通じて実装されます。Amazon IVS プレ
イヤーは、JW Player の Web プレイヤーでのみサポートされています。プロバイダーはスクリプトタグ
を介してロードされます。Amazon IVS プロバイダーの再生を必要とするストリームは、プレイリスト
のtype: 'ivs'でタグ付けされている必要があります。Amazon IVS は JW Player のバージョン 8.18.4
以降をサポートしています。

設定
以下の手順において、JW_PLAYER_DIVは JW Player インスタンスの<div>の名前で
す。IVS_STREAMは、IVS 再生 URL です。Amazon IVS プロバイダーをセットアップして再生を有効にす
るには
1. 以下の script タグ (プレイヤー統合の最新バージョン、この場合は 1.14.0) を含めます。
<script src="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-jw-provider.min.js"></
script>

2. ivsタイプを使用して、IVS プレイリスト項目をマークします。setup()のcast値をnullへ設定しま
す (Chromecast はサポートされていないため)。
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).setup({
playlist: [{
file:IVS_STREAM,
type: 'ivs',
}]
});

3. 基盤となる Amazon IVS プレイヤーへの参照を使用して Amazon IVS プレイヤー API を呼
び出す場合や、コールバック処理のために Amazon IVS 固有の列挙型への参照が必要な場合
は、'providerPlayer'イベントへリスナーを追加します。
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jwplayer(JW_PLAYER_DIV).on('providerPlayer', function (player) {
// player object has 'ivsPlayer' and 'ivsEvents' properties
// ...callback code...
});

サンプルコード
この例では、JW_PLAYER_LIBは JW Player ライブラリスクリプトへの URL で、IVS_STREAMは IVS 再
生 URL です。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<script src=JW_PLAYER_LIB></script>
<script src="https://player.live-video.net/1.14.0/amazon-ivs-jw-provider.min.js"></
script>
</head>
<body>
<div id='player'></div>
<script>
// set default values for ivsPlayer and ivsEvents
var ivsPlayer = {};
var ivsEvents = {};
// define our player setup
const ivsConfig = {
playlist: [{
file: IVS_STREAM,
type: 'ivs',
}]
};
jwplayer('player')
.setup(ivsConfig)
.on('providerPlayer', function (player) {
console.log('Amazon IVS Player: ', player.ivsPlayer);
console.log('Amazon IVS Player Events: ', player.ivsEvents);
// store the reference to the Amazon IVS Player
ivsPlayer = player.ivsPlayer;
// store the reference to the Amazon IVS Player Events
ivsEvents = player.ivsEvents;

});
</script>
</body>
</html>

イベント
スタンダードの JW Player イベントをリッスンするには、JW Player のオン関数を使用します。
Amazon IVS 固有のイベントをリッスンする、または Amazon IVS Web プレイヤーでイベントリスナーを
追加または削除するには、'providerPlayer'イベントをリッスンして Amazon IVS プレイヤーへの参
照を取得し、それにイベントリスニングを追加します。例:
// store a default value for ivsPlayer
var ivsPlayer = {};
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// store references to the Amazon IVS Player and Amazon IVS Events:
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).on('providerPlayer', function (player) {
ivsPlayer = player.ivsPlayer;
});
// set up event listening
ivsPlayer.addEventListener(event, callback);
ivsPlayer.removeEventListener(event, callback);

callback はユーザーの定義するコールバックで、event は
PlayerEventType、PlayerState、ErrorTypeのいずれかです。イベントの詳細については、
「Amazon IVS Player SDK: Web Reference」を参照してください。
'providerPlayer'イベントは JW Player によって発行され、そのイベントで登録したコールバック
は、次のフィールドを持つオブジェクトを受け取ります。
フィールド

説明

ivsPlayer

基になる Amazon IVS プレイヤーインスタンスを返します。完全な Amazon IVS
プレイヤー Web API は、このインスタンスから利用できます。ベーシックな JW
Player 再生 API を可能な限り使用し、この機能を使用して Amazon IVS 固有の
機能へアクセスすることをお勧めします。Amazon IVS プレイヤーインスタン
スでアクセスする必要がある最も一般的な機能は、addEventListener()およ
びremoveEventListener()です。

ivsEvents

関連付けられた Amazon IVS 固有の列挙型にマップされ
た、PlayerEventType、PlayerState、ErrorTypeフィールドを含むオブジェ
クトを返します。詳細については、「Amazon IVS Player SDK: Web Reference」
を参照してください。

エラー
一般的な JW Player のエラーについては、JW Player のオン関数を使用して、エラーイベントをリッスン
してください。
Amazon IVS 固有のエラーについては、Amazon IVS プレイヤーでその固有のエラーをリッスンします。
// set default values for ivsPlayer and ivsEvents
var ivsPlayer = {};
var ivsEvents = {};
// store references to the Amazon IVS Player and Amazon IVS Events
jwplayer(JW_PLAYER_DIV).on('providerPlayer', function (player) {
ivsPlayer = player.ivsPlayer;
ivsEvents = player.ivsEvents;
});
// set up event listening:
let playerEvent = ivsEvents.PlayerEventType;
ivsPlayer.addEventListener(playerEvent.ERROR, callback);

コールバックは、次のフィールドを持つオブジェクトを受け取ります。
フィールド

説明

type

エラータイプ。ErrorType イベントに対応しています。詳細については、
「Amazon IVS Player SDK: Web Reference」を参照してください。
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フィールド

説明

code

エラーコード。

source

エラーのソース。

message

人が判読できるエラーメッセージ。

コンテンツセキュリティポリシー
Amazon IVS プロバイダー API は、コンテンツセキュリティポリシー (CSP: Content Security Policy) を使
用するページで動作するように設定されています。Amazon IVS Player SDK: Web のガイド (p. 77)の
「コンテンツセキュリティポリシーの操作」のセクションを参照してください。

制約事項
プロバイダーはキャストをサポートしていません。JW Player ダッシュボードでキャストを有効にした場
合は、setup()を呼び出すときにcast～nullを設定することで無効にできます。これにより、キャスト
ボタンが非表示になります。
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Amazon IVS チャットクライアント
メッセージング SDK
Amazon Interractive Video Searvice (IVS) チャットクライアントメッセージング SDK は、Amazon IVS を
使用してアプリケーションを構築するデベロッパー向けのものです。この SDK は、Amazon IVS アーキテ
クチャを活用するように設計されており、Amazon IVS チャットと更新されます。ネイティブの SDK とし
て、アプリケーションおよびユーザーがアプリケーションにアクセスするデバイスに対してパフォーマン
スへの影響を最小限に抑えるように設計されています。

プラットフォームの要件
デスクトップブラウザ
ブラウザ

サポートされているバージョン

Chrome

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

Edge

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

Firefox

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

Opera

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

Safari

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

モバイルブラウザ
ブラウザ

サポートされるバージョン

Chrome for
Android

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

Android 向け
Firefox

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

Android 向け
Opera

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

WebView Android

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

サムスン・イン
ターネット

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)

iOS 向け Safari

2 つのメジャーバージョン (最新バージョンと 1 つ前のバージョン)
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ネイティブプラットフォーム
プラットフォーム

サポートされているバージョン

Android

5.0 以降

iOS

13.0 以降

サポート
チャットルームのエラーやその他の問題が発生した場合は、IVS チャット API を介してチャットルームの
識別子を特定します (LisListRooms を参照)。
このブロードキャストルーム識別子を AWS サポートに伝えます。それにより、サポートはトラブル
シューティングに役立つ情報を入手できます。
注意: 利用可能なバージョンと修正済みの問題については、「Amazon IVS リリースノート」を参照してく
ださい。必要な場合、サポートに連絡する前にお使いの SDK のバージョンを更新し、問題が解決するかど
うか確認してください。

バージョニング
Amazon IVS ブロードキャスト SDK は、セマンティックバージョニングを使用しています。
以下の解説は、次を前提としています。
• 最新リリースは 4.1.3。
• 1 つ前のメジャーバージョンの最新リリースは 3.2.4。
• バージョン 1.x の最新リリースは 1.5.6。
最新バージョンのマイナーリリースとして、下位互換性のある新機能が追加されています。この場合、次
回の新機能のセットは、バージョン 4.2.0 として追加されます。
下位互換性のあるマイナーなバグ修正が、最新バージョンのパッチリリースとして追加されています。こ
こでは、次回のマイナーなバグ修正のセットは、バージョン 4.1.4 として追加されます。
下位互換性のあるメジャーなバグ修正は異なる方法で処理されます。これらはいくつかのバージョンに追
加されています。
• 最新バージョンのパッチリリース。こちらは、バージョン 4.1.4 です。
• 1 つ前のマイナーバージョンのパッチリリース。こちらは、バージョン 3.2.5 です。
• 最新バージョン 1.x リリースのパッチリリース。こちらは、バージョン 1.5.7 です。
メジャーなバグ修正は、Amazon IVS 製品チームによって定義されています。典型的な例に、重要なセ
キュリティ更新のほか、お客様に必要な選別された修正があります。
注: 上記の例では、リリースされたバージョンの数字は、連番でインクリメントされています(4.1.3 →
4.1.4、など)。実際は、1 つ以上のパッチ番号が内部に残り、リリースされないままになることもありま
す。そのため、リリースされたバージョンは 4.1.3 から (例えば) 4.1.6 に増えることもあります。
また、バージョン 1.x は 2023 年末まで、または 3.x がリリースされるまでのいずれか遅い方までサポート
されます。
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Amazon IVS チャット API
サーバー側 (SDK によって管理されていない) には 2 つの API があり、それぞれに次の役割があります。
• データプレーン - IVS チャットメッセージ API は、トークンベースの認証スキームによって駆動さ
れるフロントエンドアプリケーション (iOS、Android、macOS など) で使用するように設計された
WebSocket API です。以前に生成されたチャットトークンを使用して、この API を使用して既存の
チャットルームに接続します。
Amazon IVS チャットクライアントメッセージング SDK はデータプレーンのみに関係します。SDK
は、バックエンドですでにチャットトークンを生成していることを前提としています。これらのトーク
ンの取得は、SDK ではなくフロントエンドアプリケーションによって管理されることを前提としていま
す。
• コントロールプレーン - IVS チャットコントロールプレーン API は独自のバックエンドアプリケーショ
ンにインターフェイスを提供して、チャットルームとそこに参加するユーザーを管理および作成しま
す。これは、独自のバックエンドによって管理されるアプリのチャットエクスペリエンスの管理パネル
と考えてください。データプレーンがチャットルームに対して認証するために必要なチャットトークン
の作成を担当する control-plane エンドポイントがあります。
重要: IVS チャットクライアントメッセージング SDK は、control-plane エンドポイントを呼び出しませ
ん。チャットトークンを作成するには、バックエンドを設定する必要があります。このチャットトーク
ンを取得するには、フロントエンドアプリケーションがバックエンドと通信する必要があります。

Amazon IVS チャットクライアントメッセージング
SDK: Android ガイド
Amazon Interactive Video (IVS) チャットクライアントメッセージング Android SDK は、Android を使用す
るプラットフォームに IVS チャットメッセージング API を簡単に組み込むことができるインターフェイス
を提供します。
com.amazonaws:ivs-chat-messaging パッケージは、このドキュメントで説明されているインター
フェイスを実装します。
IVS チャットクライアントメッセージング Android SDK の最新バージョン: 1.0.0 (リリースノート)
リファレンスドキュメント: Amazon IVS チャットクライアントメッセージング Android SDK で使用で
きる最も重要なメソッドについては、リファレンスドキュメント (https://aws.github.io/amazon-ivs-chatmessaging-sdk-android/1.0.0/) を参照してください。
サンプルコード: GitHub の Android サンプルリポジトリ (https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-chatfor-android-demo) を参照してください。
プラットフォームの要件: 開発には Android 5.0 (API レベル 21) 以上が必要です。

使用開始
開始する前に、「Amazon IVS チャットの開始方法 (p. 22)」を理解しておく必要があります。

Package の追加
次の build.gradle 依存関係を com.amazonaws:ivs-chat-messaging に追加します。
dependencies {
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}

implementation 'com.amazonaws:ivs-chat-messaging'

ProGuard ルールの追加
R8/Proguard ルールファイル (proguard-rules.pro) に次のエントリを追加してください。
-keep public class com.amazonaws.ivs.chat.messaging.** { *; }
-keep public interface com.amazonaws.ivs.chat.messaging.** { *; }

バックエンドのセットアップ
この統合には、Amazon IVS API と通信するサーバ上のエンドポイントが必要です。サーバーから
Amazon IVS API へのアクセスに公式の AWS ライブラリを使用します。これらはパブリックパッケージ
(node.js や Java など) から、複数の言語でアクセスできます。
次に、Amazon IVS チャット APIと通信するサーバーエンドポイントを作成し、トークンを作成します。

サーバー接続を設定する
ChatTokenCallback をパラメータとし、バックエンドからチャットトークンをフェッチするメソッドを
作成します。そのトークンをコールバックの onSuccess メソッドに渡します。エラーが発生した場合、
コールバックの onError メソッドへ例外を渡します。これは、次のステップでメイン ChatRoom エン
ティティをインスタンス化するために必要です。
以下に、Retrofit 呼び出しを使用して上記を実装するサンプルコードを示します。
// ...
private fun fetchChatToken(callback: ChatTokenCallback) {
apiService.createChatToken(userId, roomId).enqueue(object : Callback<ChatToken> {
override fun onResponse(call: Call<ExampleResponse>, response:
Response<ExampleResponse>) {
val body = response.body()
val token = ChatToken(
body.token,
body.sessionExpirationTime,
body.tokenExpirationTime
)
callback.onSuccess(token)
}

})
}
// ...

override fun onFailure(call: Call<ChatToken>, throwable: Throwable) {
callback.onError(throwable)
}

SDK の使用
チャットルームインスタンスを初期化する
ChatRoom クラスのインスタンスを作成します。これには、通常、チャットルームがホストされてい
る AWS リージョンである tokenProvider と、前のステップで作成されたトークン取得方法である
regionOrUrl を渡す必要があります。
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val room = ChatRoom(
regionOrUrl = "us-west-2",
tokenProvider = ::fetchChatToken
)

次に、チャットに関連したイベントのハンドラーを実装するリスナーオブジェクトを作成し、それを
room.listener プロパティに割り当てます。
private val roomListener = object : ChatRoomListener {
override fun onConnecting(room: ChatRoom) {
// Called when room is establishing the initial connection or reestablishing
connection after socket failure/token expiration/etc
}
override fun onConnected(room: ChatRoom) {
// Called when connection has been established
}
override fun onDisconnected(room: ChatRoom, reason: DisconnectReason) {
// Called when a room has been disconnected
}
override fun onMessageReceived(room: ChatRoom, message: ChatMessage) {
// Called when chat message has been received
}
override fun onEventReceived(room: ChatRoom, event: ChatEvent) {
// Called when chat event has been received
}

}

override fun onDeleteMessage(room: ChatRoom, event: DeleteMessageEvent) {
// Called when DELETE_MESSAGE event has been received
}

val room = ChatRoom(
region = "us-west-2",
tokenProvider = ::fetchChatToken
)
room.listener = roomListener // <- add this line
// ...

基本的な初期化の最後のステップは、WebSocket 接続を確立することによって特定のルームに接続するこ
とです。これを行うには、ルームインスタンス内の connect() メソッドを呼び出します。アプリがバッ
クグラウンドから再開した場合に接続を維持するには、onResume() ライフサイクルメソッドでこれを
行うことをお勧めします。
room.connect()

SDK は、サーバーから受信したチャットトークンにエンコードされたチャットルームへの接続を確立しよ
うとします。失敗した場合、ルームインスタンスで指定された回数だけ再接続を試みます。

チャットルームでアクションを実行する
ChatRoom クラスには、メッセージの送信と削除、他のユーザーの接続解除を行うアクションがありま
す。これらのアクションは、リクエストの確認または拒否の通知を受け取ることができるオプションの
コールバックパラメータを受け入れます。
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メッセージの送信
このリクエストには、チャットトークンにエンコードされた SEND_MESSAGE 機能が必要です。
send-message リクエストをトリガーするには
val request = SendMessageRequest("Test Echo")
room.sendMessage(request)

リクエストの確認/拒否を取得するには、2 つ目のパラメータとして次のコールバックを指定します。
room.sendMessage(request, object : SendMessageCallback {
override fun onConfirmed(request: SendMessageRequest, response: ChatMessage) {
// Message was successfully sent to the chat room.
}
override fun onRejected(request: SendMessageRequest, error: ChatError) {
// Send-message request was rejected. Inspect the `error` parameter for details.
}
})

メッセージの削除
このリクエストでは、チャットトークンに DELETE_MESSAGE 機能がエンコードされている必要があり
ます。
delete-message リクエストをトリガーするには
val request = DeleteMessageRequest(messageId, "Some delete reason")
room.deleteMessage(request)

リクエストの確認/拒否を取得するには、2 つ目のパラメータとして次のコールバックを指定します。
room.deleteMessage(request, object : DeleteMessageCallback {
override fun onConfirmed(request: DeleteMessageRequest, response: DeleteMessageEvent) {
// Message was successfully deleted from the chat room.
}
override fun onRejected(request: DeleteMessageRequest, error: ChatError) {
// Delete-message request was rejected. Inspect the `error` parameter for details.
}
})

他のユーザーを接続解除する
このリクエストには、チャットトークンにエンコードされた DISCONNECT_USER 機能が必要です。
モデレーションを目的として他のユーザーとの接続を切断するには
val request = DisconnectUserRequest(userId, "Reason for disconnecting user")
room.disconnectUser(request)

リクエストの確認/拒否を取得するには、2 つ目のパラメータとして次のコールバックを指定します。
room.disconnectUser(request, object : DisconnectUserCallback {
override fun onConfirmed(request: SendMessageRequest, response: ChatMessage) {
// User was disconnected from the chat room.
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})

}
override fun onRejected(request: SendMessageRequest, error: ChatError) {
// Disconnect-user request was rejected. Inspect the `error` parameter for details.
}

チャットルームから接続解除する
チャットルームへの接続を閉じるには、ルームインスタンスで次の disconnect() メソッドを呼び出し
ます。
room.disconnect()

アプリケーションがバックグラウンド状態になると、WebSocket 接続はしばらくすると機能しなくなりま
す。バックグラウンド状態から移行またはバックグラウンド状態への移行時には、手動で接続/切断するこ
とをおすすめします。Android Activity または Fragment の onResume() ライフサイクルメソッドの
room.connect() 呼び出しと、onPause() ライフサイクルメソッドの room.disconnect() 呼び出し
を一致させます。

Amazon IVS チャットクライアントメッセージング
SDK: iOS ガイド
Amazon Interactive Video (IVS) チャットクライアントメッセージング iOS SDK は、Apple の Swift プログ
ラミング言語を使用したプラットフォームに IVS Chat Messaging API を組み込むことができるインター
フェイスを提供します。
IVS チャットクライアントメッセージング iOS SDK の最新バージョン: 1.0.0 (リリースノート)
リファレンスドキュメントおよびチュートリアル: Amazon IVS チャットクライアントメッセージング
SDK で使用できる最も重要なメソッドについては、リファレンスドキュメント (https://aws.github.io/
amazon-ivs-chat-messaging-sdk-ios/1.0.0/) を参照してください。また、このリポジトリには、さまざまな
記事やチュートリアルも含まれています。
サンプルコード: GitHub の iOS サンプルリポジトリ（ https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-chatfor-ios-demo）を参照してください。
プラットフォームの要件: 開発には iOS 13.0 以上が必要です。

使用開始
Swift Package Manager (p. 106) を介して SDK を統合することをお勧めします。また
は、CocoaPods (p. 107) を使用するか、フレームワークを手動で統合する (p. 107)ことができます。
SDK を統合後、関連する Swift ファイルの先頭に次のコードを追加して SDK をインポートできます。
import AmazonIVSChatMessaging

Swift Package Manager
Swift Package Manager プロジェクトで AmazonIVSChatMessaging ライブラリを使用するには、パッ
ケージの依存関係と関連するターゲットの依存関係にライブラリを追加します。
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1. 最新の .xcframework を https://ivschat.live-video.net/1.0.0/
AmazonIVSChatMessaging.xcframework.zip からダウンロードします。
2. ターミナルで以下を実行します。
shasum -a 256 path/to/downloaded/AmazonIVSChatMessaging.xcframework.zip

3. 前のステップの出力を取得し、以下に示すように、プロジェクトの Package.swift ファイル内の
.binaryTarget のチェックサムプロパティに貼り付けます。
let package = Package(
// name, platforms, products, etc.
dependencies: [
// other dependencies
],
targets: [
.target(
name: "<target-name>",
dependencies: [
// If you want to only bring in the SDK
.binaryTarget(
name: "AmazonIVSChatMessaging",
url: "https://ivschat.live-video.net/1.0.0/
AmazonIVSChatMessaging.xcframework.zip",
checksum: "<SHA-extracted-using-steps-detailed-above>"
),
// your other dependencies
],
),
// other targets
]
)

CocoaPods
リリースは、CocoaPods から AmazonIVSChatMessaging という名前で公開されます。この依存関係を
自分の Podfile に追加します。
pod 'AmazonIVSChat'

pod install を実行すると、SDK が .xcworkspace で利用できるようになります。

手動インストール
1. 次の場所から最新バージョンをダウンロードします。https://ivschat.live-video.net/1.0.0/
AmazonIVSChatMessaging.xcframework.zip
2. アーカイブの内容を展開します。AmazonIVSChatMessaging.xcframework には、デバイスとシ
ミュレータの両方の SDK が含まれています。
3. アプリケーションターゲットの [General] (全般) タブの [Frameworks, Libraries, and Embedded
Content] (フレームワーク、ライブラリ、埋め込みコンテンツ) のセクションに抽出した
AmazonIVSChatMessaging.xcframework をドラッグして埋め込みます。
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SDK の使用
チャットルームに接続する
開始する前に、「Amazon IVS チャットの開始方法 (p. 22)」を理解しておく必要があります。ウェ
ブ、Android、および iOS のサンプルアプリもご覧ください。
チャットルームに接続するには、アプリがバックエンドによって提供されたチャットトークンを取得す
る何らかの方法が必要です。アプリケーションはバックエンドへのネットワークリクエストを使用して
チャットトークンを取得すると見込まれます。
このフェッチされたチャットトークンを SDK と通信するには、SDK の ChatRoom モデルで、async
関数、または初期化の時点で提供された ChatTokenProvider プロトコルに準拠するオブジェクトの
インスタンスを提供する必要があります。これらのメソッドのどちらかによって返される値は、SDK
ChatToken モデルのインスタンスである必要があります。
注意: バックエンドから取得したデータを使用して、ChatToken モデルのインスタンスを設定しま
す。ChatToken インスタンスの初期化に必要なフィールドは、CreateChatToken レスポンスのフィール
ドと同じです。ChatToken モデルのインスタンスの初期化の詳細については、「ChatToken のインスタ
ンスの作成 (p. 110)」を参照してください。バックエンドは、アプリへの CreateChatToken リスポン
スでデータを提供する責任を担っていることに留意してください。バックエンドと通信してチャットトー
クンを生成する方法は、アプリとそのインフラストラクチャによります。
ChatToken を SDK へ提供する戦略を選んだ後、トークンプロバイダーと、接続しようとしているチャッ
トルームを作成するためにバックエンドが使用した AWS リージョンで ChatRoom インスタンスを正常に
初期化した後に .connect() を呼び出します。.connect() は次の非同期関数のスローであることに注
意してください。
import AmazonIVSChatMessaging
let room = ChatRoom(
awsRegion: <region-your-backend-created-the-chat-room-in>,
tokenProvider: <your-chosen-token-provider-strategy>
)
try await room.connect()
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ChatTokenProvider プロトコルに準拠
ChatRoom のイニシャライザの tokenProvider パラメータには、ChatTokenProvider のインスタン
スを指定できます。ChatTokenProvider に準拠するオブジェクトの例を次に示します。
import AmazonIVSChatMessaging
// This object should exist somewhere in your app
class ChatService: ChatTokenProvider {
func getChatToken() async throws -> ChatToken {
let request = YourApp.getTokenURLRequest
let data = try await URLSession.shared.data(for: request).0
...
return ChatToken(
token: String(data: data, using: .utf8)!,
tokenExpirationTime: ..., // this is optional
sessionExpirationTime: ... // this is optional
)
}
}

次に、この準拠オブジェクトのインスタンスを取得し、それを ChatRoom のイニシャライザに渡すことが
できます。
// This should be the same AWS Region that you used to create
// your Chat Room in the Control Plane
let awsRegion = "us-west-2"
let service = ChatService()
let room = ChatRoom(
awsRegion: awsRegion,
tokenProvider: service
)
try await room.connect()

Swift で非同期関数を提供する
アプリケーションのネットワークリクエストを管理するマネージャーが、既にあるとします。次のように
指定します。
import AmazonIVSChatMessaging
class EndpointManager {
func getAccounts() async -> AppUser {...}
func signIn(user: AppUser) async {...}
...
}

マネージャーに別の関数を追加して、バックエンドから ChatToken を取得できます。
import AmazonIVSChatMessaging
class EndpointManager {
...
func retrieveChatToken() async -> ChatToken {...}
}

次に、以下の ChatRoom を初期化する場合に Swift でその関数への参照を使用します。
import AmazonIVSChatMessaging
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let endpointManager: EndpointManager
let room = ChatRoom(
awsRegion: endpointManager.awsRegion,
tokenProvider: endpointManager.retrieveChatToken
)
try await room.connect()

ChatToken のインスタンスの作成
SDK で提供されているイニシャライザを使用して、ChatToken のインスタンスを簡単に作成できま
す。ChatToken のプロパティの詳細について理解するには、Token.swift にあるドキュメントを参照し
てください。
import AmazonIVSChatMessaging
let chatToken = ChatToken(
token: <token-string-retrieved-from-your-backend>,
tokenExpirationTime: nil, // this is optional
sessionExpirationTime: nil // this is optional
)

Decodable を使用する
IVS チャット API とのインターフェイス中に、バックエンドが CreateChatToken リスポンスをフロント
エンドアプリケーションにシンプルに転送することを決定した場合、Swift の Decodable プロトコルへの
ChatToken の準拠を利用できます。ただし、注意点があります。
CreateChatToken リスポンスペイロードは、インターネットタイムスタンプの
ISO 8601 標準を使用してフォーマットされた日付の文字列を使用します。通常 Swift
では、JSONDecoder.DateDecodingStrategy.iso8601 を JSONDecoder の
.dateDecodingStrategy プロパティへ値として提供します。ただし、CreateChatToken は文字列で
高精度の小数秒を使用しますが、これは JSONDecoder.DateDecodingStrategy.iso8601 ではサポー
トされていません。
便宜上、SDK は JSONDecoder.DateDecodingStrategy にパブリック拡張機能を提供し、追加の
.preciseISO8601 戦略を使用して、ChatToken のインスタンスをデコードするときに JSONDecoder
を正常に使用できるようにします。
import AmazonIVSChatMessaging
// The CreateChatToken data forwarded by your backend
let responseData: Data
let decoder = JSONDecoder()
decoder.dateDecodingStrategy = .preciseISO8601
let token = try decoder.decode(ChatToken.self, from: responseData)

チャットルームから接続解除する
正常に接続した ChatRoom インスタンスから手動で切断するには、room.disconnect() を呼び出しま
す。デフォルトでは、チャットルームは割り当てが解除されると自動的にこの関数を呼び出します。
import AmazonIVSChatMessaging
let room = ChatRoom(...)
try await room.connect()
// Disconnect
room.disconnect()
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チャットメッセージ/イベントを受信する
チャットルームでメッセージを送受信するには、ChatRoom のインスタンスを正常に初期化
し、room.connect() を呼び出した後、ChatRoomDelegate プロトコルに準拠するオブジェクトを提供
する必要があります。UIViewController を使用した典型的な例を次に示します。
import AmazonIVSChatMessaging
import Foundation
import UIKit
class ViewController: UIViewController {
let room: ChatRoom = ChatRoom(
awsRegion: "us-west-2",
tokenProvider: EndpointManager.shared
)
override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()
Task { try await setUpChatRoom() }
}

}

private func setUpChatRoom() async throws {
// Set the delegate to start getting notifications for room events
room.delegate = self
try await room.connect()
}

extension ViewController: ChatRoomDelegate {
func room(_ room: ChatRoom, didReceive message: ChatMessage) { ... }
func room(_ room: ChatRoom, didReceive event: ChatEvent) { ... }
func room(_ room: ChatRoom, didDelete message: DeletedMessageEvent) { ... }
}

接続が変更されたときに通知を受け取る
当然のことながら、ルームが完全に接続されるまで、ルームでメッセージを送信するなどのアクションは
実行できません。SDK のアーキテクチャは、非同期 API を介してこれを促進しようとしますが、バックグ
ラウンドスレッドで ChatRoom に接続するようなことが可能です。メッセージ送信ボタンなどを無効にす
る何かを UI に構築する場合、SDK は Combine または ChatRoomDelegate を使用して、チャットルー
ムの接続状態が変化したときに通知を受け取るための 2 つの戦略を提供します。これについて以下に説明
します。
重要: チャットルームの接続状態は、ネットワーク接続の切断などによっても変化する可能性があります。
アプリをビルトするときには、この点を考慮してください。

Combine を使用する
ChatRoom のすべてのインスタンスには、state プロパティの形式で独自の Combine パブリッシャーが
付属しています。
import AmazonIVSChatMessaging
import Combine
var cancellables: Set<AnyCancellable> = []
let room = ChatRoom(...)
room.state.sink { state in
switch state {
case .connecting:
let image = UIImage(named: "antenna.radiowaves.left.and.right")
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sendMessageButton.setImage(image, for: .normal)
sendMessageButton.isEnabled = false
case .connected:
let image = UIImage(named: "paperplane.fill")
sendMessageButton.setImage(image, for: .normal)
sendMessageButton.isEnabled = true
case .disconnected:
let image = UIImage(named: "antenna.radiowaves.left.and.right.slash")
sendMessageButton.setImage(image, for: .normal)
sendMessageButton.isEnabled = false
}
}.assign(to: &cancellables)
// Connect to `ChatRoom` on a background thread
Task(priority: .background) {
try await room.connect()
}

ChatRoomDelegate を使用する
また、ChatRoomDelegate に準拠するオブジェクト内でオプション関数の
roomDidConnect(_:)、roomIsConnecting(_:)、および roomDidDisconnect(_:) を使用するこ
ともできます。UIViewController を使用する例を次に示します。
import AmazonIVSChatMessaging
import Foundation
import UIKit
class ViewController: UIViewController {
let room: ChatRoom = ChatRoom(
awsRegion: "us-west-2",
tokenProvider: EndpointManager.shared
)
override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()
Task { try await setUpChatRoom() }
}

}

private func setUpChatRoom() async throws {
// Set the delegate to start getting notifications for room events
room.delegate = self
try await room.connect()
}

extension ViewController: ChatRoomDelegate {
func roomDidConnect(_ room: ChatRoom) {
print("room is connected!")
}
func roomIsConnecting(_ room: ChatRoom) {
print("room is currently connecting or fetching a token")
}
func roomDidDisconnect(_ room: ChatRoom) {
print("room disconnected!")
}
}

チャットルームでアクションを実行する
チャットルームで実行できる機能 (メッセージの送信、メッセージの削除、ユーザーの接続解除な
ど) は、ユーザーごとに異なります。これらのアクションのいずれかを実行するには、接続された
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perform(request:) で ChatRoom を呼び出し、SDK で提供されている ChatRequest オブジェクトの
いずれかのインスタンスを渡します。対応しているリクエストは次の Request.swift にあります。
チャットルームで実行されるアクションの中には、バックエンドアプリケーションが CreateChatToken
を呼び出す場合に、接続しているユーザーに特定の権限を付与する必要があるものがあります。設計
上、SDK は接続しているユーザーの機能を識別できません。したがって、接続された ChatRoom のイン
スタンスでモデレーターアクションを実行しようとすることはできますが、最終的にそのアクションが成
功するかどうかは、control-plane API が決定します。
room.perform(request:) を通過するすべてのアクションは、受信したモデルとリクエストオブジェ
クトの両方の requestId に一致するモデルの予期されたインスタンス (そのタイプはリクエストオブ
ジェクト自体に関連付けられています) をルームが受信するまで待機します。リクエストに問題がある場
合、ChatRoom は常に ChatError の形でエラーをスローします。ChatError の定義は Error.swift
にあります。

メッセージの送信
チャットメッセージを送信するには、次の SendMessageRequest インスタンスを使用してください。
import AmazonIVSChatMessaging
let room = ChatRoom(...)
try await room.connect()
try await room.perform(
request: SendMessageRequest(
content: "Release the Kraken!"
)
)

前述のとおり、room.perform(request:) は対応する ChatMessage を ChatRoom によって受け取
ると返します。リクエストに問題がある場合 (ルームのメッセージの文字数制限を超えるなど)、代わりに
ChatError のインスタンスがスローされます。これで、次の有用な情報を UI に表示できるようになりま
す。
import AmazonIVSChatMessaging
do {
let message = try await room.perform(
request: SendMessageRequest(
content: "Release the Kraken!"
)
)
print(message.id)
} catch let error as ChatError {
switch error.errorCode {
case .invalidParameter:
print("Exceeded the character limit!")
case .tooManyRequests:
print("Exceeded message request limit!")
default:
break
}
}

print(error.errorMessage)

メッセージへのメタデータの追加
メッセージを送信する (p. 113)場合、関連付けられるメタデータを追加できま
す。SendMessageRequest は attributes プロパティを持ち、これを使用してリクエストを初期化で
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きます。そこに添付したデータは、他のユーザーがルームでそのメッセージを受信したときにメッセージ
に添付されます。
送信中のメッセージにエモートデータを添付する例を以下に示します。
import AmazonIVSChatMessaging
let room = ChatRoom(...)
try await room.connect()
try await room.perform(
request: SendMessageRequest(
content: "Release the Kraken!",
attributes: [
"messageReplyId" : "<other-message-id>",
"attached-emotes" : "krakenCry,krakenPoggers,krakenCheer"
]
)
)

SendMessageRequest で attributes を使用することは、チャット製品で複雑な機能を構築するのに
非常に役立ちます。たとえば、SendMessageRequest の [String : String] 属性ディクショナリを
使用して、スレッド機能を構築できます。
attributes ペイロードは非常に柔軟で強力です。これを使うと、他の方法では得られないようなメッ
セージについての情報を導き出すことができます。属性を使用する方が、たとえばメッセージの文字列を
解析してエモートなどの情報を取得するよりもはるかに簡単です。

メッセージの削除
チャットメッセージの削除は、チャットメッセージの送信と同じです。ChatRoom で
room.perform(request:) 関数を利用してこれを実現するには、次の DeleteMessageRequest イン
スタンスを作成します。
受信したチャットメッセージの以前のインスタンスに簡単にアクセスする方法が必要なた
め、message.id の値を DeleteMessageRequest のイニシャライザに渡すことができます。
必要に応じて、DeleteMessageRequest へ理由文字列を提供し、UI で表示できます。
import AmazonIVSChatMessaging
let room = ChatRoom(...)
try await room.connect()
try await room.perform(
request: DeleteMessageRequest(
id: "<other-message-id-to-delete>",
reason: "Abusive chat is not allowed!"
)
)

これはモデレーターのアクションであるため、ユーザーは実際には別のユーザーのメッセージを削除でき
ない場合があります。ユーザーが適切な関数がなくメッセージを削除しようとしたときに、Swift のスロー
可能な関数メカニズムを使用して、UI にエラーメッセージを表示できます。
バックエンドがユーザーに対して CreateChatToken を呼び出す場合、接続されたチャットユーザーに対
してその機能を有効にするには、capabilities フィールドに "DELETE_MESSAGE" を渡す必要があり
ます。
適切な権限がない状態でメッセージを削除しようとした場合、スローされる機能エラーをキャッチする例
を次に示します。
import AmazonIVSChatMessaging
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do {
// `deleteEvent` is the same type as the object that gets sent to
// `ChatRoomDelegate`'s `room(_:didDeleteMessage:)` function
let deleteEvent = try await room.perform(
request: DeleteMessageRequest(
id: "<other-message-id-to-delete>",
reason: "Abusive chat is not allowed!"
)
)
dataSource.messages[deleteEvent.messageID] = nil
tableView.reloadData()
} catch let error as ChatError {
switch error.errorCode {
case .forbidden:
print("You cannot delete another user's messages. You need to be a mod to do that!")
default:
break
}
}

print(error.errorMessage)

他のユーザーを接続解除する
チャットルームから他のユーザーを接続解除するには、room.perform(request:) を使用します。具体
的には、DisconnectUserRequest のインスタンスを使用してください。ChatRoom が受け取ったすべ
ての ChatMessage には sender プロパティがあり、これには DisconnectUserRequest のインスタン
スで適切に初期化する必要があるユーザー ID が含まれています。必要に応じて、接続解除リクエストの理
由文字列を指定します。
import AmazonIVSChatMessaging
let room = ChatRoom(...)
try await room.connect()
let
let
let
let

message: ChatMessage = dataSource.messages["<message-id>"]
sender: ChatUser = message.sender
userID: String = sender.userId
reason: String = "You've been disconnected due to abusive behavior"

try await room.perform(
request: DisconnectUserRequest(
id: userID,
reason: reason
)
)

これはモデレーターアクションのもう 1 つの例であるため、別のユーザーとの接続を切断しようとする
可能性がありますが、DISCONNECT_USER の権限がない限りこれを行うことはできません。バックエン
ドアプリケーションが CreateChatToken を呼び出し "DISCONNECT_USER" 文字列を capabilities
フィールドに挿入すると、機能が設定されます。
ユーザーが別のユーザーとの接続を切断できない場合は、他のリクエストと同様に
room.perform(request:) は ChatError のインスタンスをスローします。エラーの errorCode プロ
パティを調べ、モデレーター権限がないためにリクエストが失敗したかどうかを判断できます。
import AmazonIVSChatMessaging
do {
let message: ChatMessage = dataSource.messages["<message-id>"]
let sender: ChatUser = message.sender
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let userID: String = sender.userId
let reason: String = "You've been disconnected due to abusive behavior"
try await room.perform(
request: DisconnectUserRequest(
id: userID,
reason: reason
)
)
} catch let error as ChatError {
switch error.errorCode {
case .forbidden:
print("You cannot disconnect another user. You need to be a mod to do that!")
default:
break
}
}

print(error.errorMessage)

Amazon IVS チャットクライアントメッセージング
SDK: JavaScript ガイド
Amazon Interactive Video (IVS) チャットクライアントメッセージング JavaScript SDK は、Web ブラウ
ザーを使用するプラットフォームに Amazon IVS チャットメッセージング API を組み込むことができま
す。
IVS チャットクライアントメッセージング JavaScript SDK の最新バージョン: 1.0.1 (リリースノート)
リファレンスドキュメント: Amazon IVS チャットクライアントメッセージング JavaScript SDK で使用で
きる最も重要なメソッドについては、リファレンスドキュメント (https://aws.github.io/amazon-ivs-chatmessaging-sdk-js/1.0.1/) を参照してください。
サンプルコード: JavaScript SDK を使用した Web 固有のデモについては、GitHub のサンプルリポジトリ
を参照してください。https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-chat-web-demo

使用開始
開始する前に、「Amazon IVS チャットの開始方法 (p. 22)」を理解しておく必要があります。

Package の追加
次のいずれかを使用してください。
$ npm install --save amazon-ivs-chat-messaging

または
$ yarn add amazon-ivs-chat-messaging

React Native Support
IVS チャットクライアントメッセージング JavaScript SDK には、uuid メソッドを使用する
crypto.getRandomValues 依存関係があります。このメソッドは React Native ではサポートされてい
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ないため、追加のポリフィル react-native-get-random-value をインストールして、index.js
ファイルの先頭でインポートする必要があります。
import
import
import
import

'react-native-get-random-values';
{AppRegistry} from 'react-native';
App from './src/App';
{name as appName} from './app.json';

AppRegistry.registerComponent(appName, () => App);

バックエンドのセットアップ
この統合には、Amazon IVS Chat API と通信するサーバ上のエンドポイントが必要です。サーバーから
Amazon IVS API へのアクセスに公式の AWS ライブラリを使用します。これらのライブラリーはパブリッ
クパッケージ (node.js 、java や go など) から、複数の言語でアクセスできます。
Amazon IVS Chat API CreateChatToken エンドポイントと通信するサーバーエンドポイントを作成し、
チャットユーザーのチャットトークンを作成します。

SDK の使用
チャットルームインスタンスを初期化する
ChatRoom クラスのインスタンスを作成します。これには、regionOrUrl (チャットルームがホストされ
ている AWS リージョン) とtokenProvider (次のステップで作成するトークンの取得方法) を渡す必要が
あります。
const room = new ChatRoom({
regionOrUrl: 'us-west-2',
tokenProvider: tokenProvider,
});

トークンプロバイダー機能
バックエンドからチャットトークンをフェッチする非同期トークンプロバイダー関数を作成します。
type ChatTokenProvider = () => Promise<ChatToken>;

この関数はパラメーターを受け入れず、チャットトークンオブジェクトを含む Promise を返す必要があり
ます。
type ChatToken = {
token: string;
sessionExpirationTime?: Date;
tokenExpirationTime?: Date;
}

この関数は、ChatRoom オブジェクトを初期化する (p. 117)ために必要です。以下の、<token> および
<date-time> フィールドに、バックエンドから受け取った値を入力します。
// You will need to fetch a fresh token each time this method is called by
// the IVS Chat Messaging SDK, since each token is only accepted once.
function tokenProvider(): Promise<ChatToken> {
// Call you backend to fetch chat token from IVS Chat endpoint:
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}

// e.g. const token = await appBackend.getChatToken()
return {
token: "<token>",
sessionExpirationTime: new Date("<date-time>"),
tokenExpirationTime: new Date("<date-time>")
}

ChatRoom コンストラクターに tokenProvider を必ず渡してください。ChatRoom は、接続が中断した
り、セッションが期限切れになったりする場合には、トークンをリフレッシュします。tokenProvider
を使用してトークンをどこにも保存しないでください。チャットルームが代わりに処理します。

イベントを受信する
次に、チャットルームイベントに登録して、ライフサイクルイベントのほか、チャットルームで配信され
るメッセージやイベントを受信します。
/**
* Called when room is establishing the initial connection or reestablishing
* connection after socket failure/token expiration/etc
*/
const unsubscribeOnConnecting = room.addListener('connecting', () => { });
/** Called when connection has been established. */
const unsubscribeOnConnected = room.addListener('connect', () => { });
/** Called when a room has been disconnected. */
const unsubscribeOnDisconnected = room.addListener('disconnect', () => { });
/** Called when a chat message has been received. */
const unsubscribeOnMessageReceived = room.addListener('message', (message) => {
/* Example message:
* {
*
id: "5OPsDdX18qcJ",
*
sender: { userId: "user1" },
*
content: "hello world",
*
sendTime: new Date("2022-10-11T12:46:41.723Z"),
*
requestId: "d1b511d8-d5ed-4346-b43f-49197c6e61de"
* }
*/
});
/** Called when a chat event has been received. */
const unsubscribeOnEventReceived = room.addListener('event', (event) => {
/* Example event:
* {
*
id: "5OPsDdX18qcJ",
*
eventName: "customEvent,
*
sendTime: new Date("2022-10-11T12:46:41.723Z"),
*
requestId: "d1b511d8-d5ed-4346-b43f-49197c6e61de",
*
attributes: { "Custom Attribute": "Custom Attribute Value" }
* }
*/
});
/** Called when `aws:DELETE_MESSAGE` system event has been received. */
const unsubscribeOnMessageDelete = room.addListener('messageDelete', (deleteMessageEvent)
=> {
/* Example delete message event:
* {
*
id: "AYk6xKitV4On",
*
messageId: "R1BLTDN84zEO",
*
reason: "Spam",
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sendTime: new Date("2022-10-11T12:56:41.113Z"),
*
requestId: "b379050a-2324-497b-9604-575cb5a9c5cd",
*
attributes: { MessageID: "R1BLTDN84zEO", Reason: "Spam" }
* }
*/
});
/** Called when `aws:DISCONNECT_USER` system event has been received. */
const unsubscribeOnUserDisconnect = room.addListener('userDisconnect',
(disconnectUserEvent) => {
/* Example event payload:
* {
*
id: "AYk6xKitV4On",
*
userId": "R1BLTDN84zEO",
*
reason": "Spam",
*
sendTime": new Date("2022-10-11T12:56:41.113Z"),
*
requestId": "b379050a-2324-497b-9604-575cb5a9c5cd",
*
attributes": { UserId: "R1BLTDN84zEO", Reason: "Spam" }
* }
*/
});

チャットルームに接続する
基本的な初期化の最後のステップは、WebSocket 接続を確立することによってチャットルームに接続する
ことです。これを行うには、ルームインスタンス内の connect() メソッドを呼び出すだけです。
room.connect();

SDK は、サーバーから受信したチャットトークンにエンコードされたチャットルームへの接続を確立しよ
うとします。
connect() に呼び出すと、ルームは connecting 状態に移行して connecting イベントを発行しま
す。ルームが正常に接続されると、connected 状態に移行して connect イベントを発行します。
トークンの取得時または WebSocket への接続時の問題により、接続障害が発生する可能性があります。
この場合、ルームは maxReconnectAttempts コンストラクターパラメーターに指定された回数まで自動
的に再接続を試みます。再接続の試行中、ルームは connecting 状態であり、追加のイベントは発生しま
せん。再接続の試行が終了すると、ルームは disconnected 状態に移行し、disconnect イベント（関
連する接続解除の理由を含む）を発行します。disconnected 状態では、ルームは接続を試行しなくなり
ます。接続プロセスを開始するには、connect() を再度呼び出す必要があります。

チャットルームでアクションを実行する
Amazon IVS チャットメッセージング SDK には、メッセージの送信、メッセージの削除、および他のユー
ザーの接続解除を行うためのユーザアクションが用意されています。これらは、ChatRoom インスタンス
で使用できます。これらは、リクエストの確認または拒否を受け取ることができる Promise オブジェク
トを返します。

メッセージの送信
このリクエストには、チャットトークンにエンコードされた SEND_MESSAGE キャパシティーが必要で
す。
send-message リクエストをトリガーするには
const request = new SendMessageRequest('Test Echo');
room.sendMessage(request);
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リクエストの確認や拒否を取得するには、await の返された promise を使用するか、then() メソッドを
使用します。
try {
const message = await room.sendMessage(request);
// Message was successfully sent to chat room
} catch (error) {
// Message request was rejected. Inspect the `error` parameter for details.
}

メッセージの削除
このリクエストには、チャットトークンにエンコードされた DELETE_MESSAGE キャパシティーが必要で
す。
モデレーション目的でメッセージを削除するには、deleteMessage() メソッドを呼び出します。
const request = new DeleteMessageRequest(messageId, 'Reason for deletion');
room.deleteMessage(request);

リクエストの確認や拒否を取得するには、await の返された promise を使用するか、then() メソッドを
使用します。
try {
const deleteMessageEvent = await room.deleteMessage(request);
// Message was successfully deleted from chat room
} catch (error) {
// Delete message request was rejected. Inspect the `error` parameter for details.
}

他のユーザーを接続解除する
このリクエストには、チャットトークンにエンコードされた DISCONNECT_USER キャパシティーが必要で
す。
モデレーションを目的として他のユーザーとの接続を切断するには、disconnectUser() メソッドを呼
び出します。
const request = new DisconnectUserRequest(userId, 'Reason for disconnecting user');
room.disconnectUser(request);

リクエストの確認や拒否を取得するには、await の返された promise を使用するか、then() メソッドを
使用します。
try {
const disconnectUserEvent = await room.disconnectUser(request);
// User was successfully disconnected from the chat room
} catch (error) {
// Disconnect user request was rejected. Inspect the `error` parameter for details.
}

チャットルームから接続解除する
チャットルームへの接続を閉じるには、room インスタンスで disconnect() メソッドを呼び出します。
room.disconnect();
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このメソッドを呼び出すと、ルームは基礎となる WebSocket を整然と閉じます。ルームインスタンスは
disconnected 状態に移行し、disconnect の理由が "clientDisconnect" に設定された状態で切断
イベントを発行します。
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動画ストリーム内にメタデータを埋
め込む
Amazon Interactive Video Service (IVS) の時間指定メタデータは、Amazon IVS ストリームにメタデータ
を埋め込む方法を提供します。これにより、ストリームのレイテンシーや地理的位置にかかわらず、すべ
ての視聴者が同時に動画ストリームでメタデータを受信できるようになります。

時間指定メタデータとは
時間指定メタデータは、タイムスタンプ付きのメタデータです。Amazon IVS API を使用して、プログラ
ムでストリームに挿入できます。Amazon IVS がストリームを処理するとき、時間指定メタデータはオー
ディオフレームおよび動画フレームと同期されます。再生中、ストリームのすべての視聴者は、ストリー
ムに対してメタデータを同時に取得します。タイムコードはキューポイントとして機能します。キューポ
イントを使用すると、次のようなデータに基づいてアクションをトリガーできます。
• スポーツストリームの選手統計を更新する。
• ライブショッピングストリームの製品詳細を送信する。
• ライブクイズストリームの質問を送信する。
Amazon IVS の時間指定メタデータは、動画セグメントに埋め込まれた ID3 タグを使用します。その結
果、録画された動画でメタデータが利用可能になります。

IAM アクセス許可のセットアップ
前提条件: 続行する前に、Amazon IVS の開始方法 (p. 4)（IAM
含む）を手順を実行しておく必要があります。

ユーザーの作成とアクセス許可の設定を

次に、時間指定メタデータを使用するアクセス許可を IAM ユーザーに付与する必要があります。以下のス
テップに従ってください。
1. 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。https://
console.aws.amazon.com/iam/
2. ナビゲーションペインで、[Users (ユーザー)] を選択します。次に目的のユーザー (AWS アカウントの
作成時に指定したユーザー名) を選択します。
3. ユーザーの [Summary (概要)] ウィンドウの [Permissions (アクセス許可)] タブで [Add inline policy (イン
ラインポリシーの追加)] (右側) を選択します。
4. [JSON] タブで、この blob に貼り付けます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

]

}

"ivs:PutMetadata"
],
"Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*"

5. 引き続き [Create Policy (ポリシーの作成)] ウィンドウで、[Review Policy (ポリシーの確認)] を選択しま
す。ポリシーの [Name (名前)] を入力し、[Create policy (ポリシーの作成)] を選択します。
6. ユーザーの [Summary (概要)] ウィンドウが開き、新しいポリシー名が表示されます。

時間指定メタデータの挿入
時間指定メタデータは、指定されたチャネルのアクティブなストリームにのみ挿入できます。

AWS CLI の使用
テストで、時間指定メタデータを追加する最も簡単な方法は、AWS CLI を使用する方法です。AWS CLI
を使用するには、まず、マシンで CLI をダウンロードして設定する必要があります。Amazon IVS の開始
方法 (p. 4) を行っていない場合は、今すぐ実行してください。詳細については、AWS コマンドラインイン
ターフェイスのユーザーガイドを参照してください。
CLI の取得後
1. put-metadata コマンドを実行し、チャネル ARN とメタデータを渡します。
aws ivs put-metadata --channel-arn <your-channel-arn> --metadata <your-metadata>

例:
aws ivs put-metadata --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:465369119046:channel/
GbiYJna5hFoC --metadata '{"question": "What does IVS stand for?", "correctIndex": 0,
"answers": ["interactive video service", "interesting video service", "ingenious video
service"]}'

2. Amazon IVS は、ストリームがライブかどうかをチェックします。ストリームがライブでない場合はエ
ラーが発生します。ライブの場合は、CLI がエラーなしで戻り、メタデータ (テキスト blob) がストリー
ムに挿入されます。これはすぐに発生します。発生時期は不明ですが、すべての視聴者にストリーム内
の同じポイントでメタデータが表示されます。

Amazon IVS API の使用
プログラムで時間指定メタデータを挿入するには、PutMetadata エンドポイントを使用します。詳細
は、Amazon IVS API リファレンスに記載されています。
HTTP リクエストの例を次に示します。
POST /PutMetadata HTTP/1.1
{
"channelArn": "my_channel",
"metadata": "{\"question\": \"What does IVS stand for?\", \"correctIndex\": 0,
\"answers\": [\"interactive video service\", \"interesting video service\", \"ingenious
video service\"]}"
}
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時間指定メタデータの使用
Amazon IVS Player を使用して、動画ストリームに埋め込まれた時間指定メタデータを使用しま
す。Amazon IVS Player SDK (p. 72) およびその他のプレイヤードキュメントを参照してください。
以下は、Amazon IVS プレイヤー SDK を使用してコンソールに受信したメタデータを印刷する例です。再
生が、メタデータが埋め込まれたセグメントに到達すると、イベントがトリガーされます。(イベントは、
ウェブ用が TEXT_METADATA_CUE、Android 用が onCue()、iOS 用が player(_:didOutputCue:) で
す)。このイベントを使用して、インタラクティブウィジェットの更新など、クライアントアプリケーショ
ン内の機能を開始できます。このイベントは、ライブコンテンツと録画コンテンツの両方に対してトリ
ガーされます。
Amazon IVS Player SDK for Web:
const player = IVSPlayer.create();
player.addEventListener(IVSPlayer.PlayerEventType.TEXT_METADATA_CUE,
function (cue) {
console.log('Timed metadata: ', cue.text);
});

Amazon IVS Player SDK for Android:
@Override
public void onCue(@NonNull Cue cue) {
if(cue instanceof TextMetadataCue) {
Log.i("Timed Metadata: ", ((TextMetadataCue)cue).text);
}
}

Amazon IVS Player SDK for iOS:
func player(_ player: IVSPlayer, didOutputCue cue: IVSCue) {
if let textMetadataCue = cue as? IVSTextMetadataCue {
print("Timed Metadata: \(textMetadataCue.text)")
}
}

注: 時間指定メタデータは、Player 1.3.0 以降の iOS Safari および iOS Chrome でサポートされています。

サンプルデモ: クイズアプリ
インタラクティブなクイズアプリのコード例は、GitHub で入手できます。時間指定メタデータを介して
JSON を使用し、クイズ UI を設定して質問と回答を表示します。回答は選択可能であり、選択が正しいか
どうかが表示されます。
Amazon IVS プレイヤー SDK プ
ラットフォーム

サンプルのリポジトリ

ウェブ

https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-basic-web-sample
このリポジトリ内で、クイズデモ (およびライブデモ) を参照してく
ださい。

Android

https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-android-sample
このリポジトリ内で、クイズデモを参照してください。
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Amazon IVS プレイヤー SDK プ
ラットフォーム

サンプルのリポジトリ

iOS

https://github.com/aws-samples/amazon-ivs-player-ios-sample
このリポジトリ内で、クイズデモを参照してください。

時間指定メタデータの表示
必要に応じて、ライブストリームに埋め込まれた時間指定メタデータをコンソールで表示できます。
1. Amazon IVS コンソールを開きます。
2. 左上のハンバーガーアイコンを選択してナビゲーションペインを開き、[Live channels (ライブチャネ
ル)] を選択します。
3. ストリームを表示するチャネルを選択し、そのチャネルの詳細ページに移動します。
ライブストリームは、詳細ページのライブストリームセクションで再生されています。
4. ウィンドウの下部にある [Timed Metadata (時間指定メタデータ)] を選択します。
プレイヤーの再生中に各時間指定メタデータイベントを受信すると、その値と受信時間が表示されま
す。

追加情報
Amazon IVS の時間指定メタデータの使用に関する 2 部構成のブログシリーズの最初の部分である、Using
Amazon Interactive Video Service Timed Metadata を参照してください。
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プライベートチャネルの設定
Amazon Interactive Video Service (IVS) では、プライベートチャネルを作成できるため、チャネルや視聴
者ごとにストリームを制限できます。チャネルの再生承認を有効にして、承認された再生リクエスト用の
署名付き JSON Web Token (JWT) を生成することにより、動画再生へのアクセスを管理します。
チャネルでの再生承認リクエストはオプションです。視聴者がストリームを視聴しようとするときに、
チャネルで承認が有効になっている場合、Amazon IVS は視聴者がリクエストに有効な再生トークンを
持っていることを確認します。再生トークンは、Amazon IVS のユーザーが (再生承認キーを使用して) 署
名する JWT であり、再生承認が有効になっているチャネルのすべての再生リクエストを含んでいます。
トピック
• プライベートチャネルのワークフロー (p. 126)
• 再生キーの作成またはインポート (p. 127)
• チャネルでの再生承認を有効にする (p. 128)
• 再生トークンの生成と署名 (p. 130)
• 再生キーのリスト化 (p. 131)
• 再生キーの削除 (p. 132)
• 再生キー情報の取得 (p. 133)

プライベートチャネルのワークフロー

1. 視聴者がプライベートストリームのウェブページを読み込もうとすると、ブラウザはアクセストークン
をリクエストします。(ユーザーはこれを行うためのブラウザコードを提供します)。
2. ユーザーのバックエンドアプリはアクセストークンリクエストを受け取り、その視聴者にストリーム
を表示する権限があるかどうかを判断します。権限がある場合、バックエンドは JWT を生成し、ユー
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ザーのプライベートキーを使用して署名し、署名された JWT を再生リクエストでブラウザに返しま
す。
3. ブラウザは、Amazon IVS プレーヤー（または別のプレーヤー）SDK へのリクエストを使用して、スト
リームをロードします。リクエストには、ストリーム再生 URL と署名された JWT が含まれます。
4. Amazon IVS は、ユーザーのパブリックキーを使用して、JWT が正しいプライベートキーを使用して署
名されたことを確認します。
5. JWT が確認されると、Amazon IVS は視聴者のプライベートストリームを再生します。
ユーザーは、以下を作成する責任があります。
• アクセストークンをリクエストするブラウザコード。
• JWT を生成して署名するバックエンドサーバーアプリ
• 再生承認キーペア。これには、AWS が保持するパブリックキーとユーザーがダウンロードするプライ
ベートキーの 2 つの部分があります。プライベートキーを使用して、プライベートチャンネルへのアク
セスを許可する JWT に署名します。
上記の方法 (ブラウザからのネットワークリクエストを使用してトークンをフェッチする) は、再生承認を
実装する唯一の方法ではありません。代わりに、最初のウェブページで署名された再生トークンを送信し
て、視聴者が行う必要のあるネットワークラウンドトリップの回数を減らすことができます。
以下のセクションでは、チャネルをプライベートにする (再生承認を有効にする)、再生トークンを生成、
署名する、再生キーペアを操作する方法について説明します。
注: 以下のコンソール手順で、左ナビゲーションメニューが表示されない場合は、左上にあるハンバーガー
アイコンを選択して開くことができます。

再生キーの作成またはインポート
Amazon IVS では、再生トークンの署名と検証に使用できるキーペアを最大 3 つまで使用できま
す。Amazon IVS はキーローテーションを提供していません。
一度インポートされた後は、再生キーを更新できません。代わりに、既存の再生キーを削除して新しい
キーを読み込む必要があります。
ECDSA パブリック/プライベートキーペアを生成して JWT に署名し、パブリックキーを再生キーリソース
として Amazon IVS にアップロードします。その後、Amazon IVS は再生リクエストで署名を検証できま
す。

コンソールの手順
キーペアを作成するには
1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. 左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生キー)] を選択します。
3. [Create playback key (再生キーの作成)] を選択します。[Create playback key (再生キーの作成)] ダイア
ログが表示されます。
4. プロンプトに従って、[Create (作成)] を選択します。
5. Amazon IVS が新しいキーペアを生成します。パブリックキーは再生キーリソースとしてインポートさ
れ、プライベートキーはすぐにダウンロードできるようになります。
Amazon IVS はクライアント側でキーを生成し、プライベートキーを保存しません。キーは必ず保存し
てください。後で取得することはできません。

127

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
CLI の手順

既存のパブリックキーをインポートするには
1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. 左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生キー)] を選択します。
3. [Import (インポート)] を選択します。[Import playback key (再生キーのインポート)] ダイアログが表示さ
れます。
4. プロンプトに従って、[Create (作成)] を選択します。
5. Amazon IVS はパブリックキーをインポートし、再生キーリソースを生成します。

CLI の手順
キーペア を作成するには、複数の方法があります。たとえば、OpenSSL で P384 EC キーを生成する方法
は次のとおりです (最初に OpenSSL をインストールする必要があります)。
openssl ecparam -name secp384r1 -genkey -noout -out priv.pem
openssl ec -in priv.pem -pubout -out public.pem

パブリックキーを生成したら、Amazon IVS にインポートします。
aws ivs import-playback-key-pair --public-key-material "`cat public.pem`" --region <awsregion>

リージョンがローカルの AWS 設定ファイルにある場合、--region <aws-region> を省略できます。
レスポンスの例を次に示します。
{

"keyPair": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:693991300569:playback-key/f99cde61-c2b0-4df3-8941ca7d38acca1a",
"fingerprint": "98:0d:1a:a0:19:96:1e:ea:0a:0a:2c:9a:42:19:2b:e7",
"tags": {}
}
}

API リクエスト
POST /ImportPlaybackKeyPair HTTP/1.1
{
"publicKeyMaterial": "<pem file contents>"
}

チャネルでの再生承認を有効にする
チャネルの承認要件は、チャネルの作成時または作成後に (更新エンドポイントを使用して) 設定できま
す。再生承認を有効にするか無効にするかにかかわらず、手順は同じです。

コンソールの手順
チャネルの作成時に承認を有効にするには
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1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. [Get started (開始する)] ボックス (右上) で [Create channel (チャネルの作成)] を選択します。
3. [Create channel (チャネルの作成)] ページで、[Custom configuration (カスタム設定)] を選択します。
4. [Playback authentication (再生承認)] セクションで、[Enable token-authentication requirement for video
playback (動画再生のトークン認証要件を有効にする)] を有効にします。
5. 残りのプロンプトに従って、チャネルを作成します。(「Amazon IVS の開始方法 (p. 4)」を参照してく
ださい。)
既存のチャネルを更新して承認を有効にするには
1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. 左のナビゲーションメニューの [Channels (チャネル)] を選択します。
3. 更新するチャネルのチェックボックスを選択し、[Edit (編集)] を選択します。
4. [Playback authentication (再生承認)] セクションで、[Enable token-authentication requirement for video
playback (動画再生のトークン認証要件を有効にする)] を有効にします。
5. [Save changes (変更の保存)] をクリックします。

CLI の手順
チャネルの作成時に承認を有効にするには
aws ivs create-channel --authorized --region <aws-region>

リージョンがローカルの AWS 設定ファイルにある場合、--region <aws-region> を省略できます。
レスポンスの例を次に示します。authorized は true であることに注意してください。
{

"streamKey": {
"channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789:channel/fbc789c1-2c56-4ce6-a30ad99275dc4481",
"value": "sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl",
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789:stream-key/62f15f1b-fe31-4127b252-0666ac7f55a7",
"tags": {}
},
"channel": {
"name": "test-channel",
"tags": {},
"authorized": true,
"latencyMode": "LOW",
"ingestEndpoint": "jds34ksdg3las.global-contribute.live-video.net",
"playbackUrl": "https://b37c565f6d79.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/
v1/aws.ivs.us-west-2.123456789.channel.oU4OKS4LA1Dz.m3u8",
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789:channel/fbc789c1-2c56-4ce6-a30ad99275dc4481"
}
}

既存のチャネルを更新して承認を有効にするには
aws ivs update-channel --arn
arn:aws:ivs:us-west-2:693991300569:channel/742da049-fe9f-4f23-928e-c6753760a189
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--authorized

これは単なる一例です。--arn の後で独自のチャネル ARN を指定する必要があります。チャネルを作成
する場合と同様に、authorized は更新レスポンスの true です。

API リクエスト (作成と更新)
POST /CreateChannel HTTP/1.1
{
"name": "<your channel name>",
"authorized": true
}
POST /UpdateChannel HTTP/1.1
{
"arn": "<channel arn>",
"authorized": true
}

再生トークンの生成と署名
JWT およびトークン署名用にサポートされているライブラリの操作の詳細については、jwt.io を参照して
ください。

トークンスキーマ
すべての JWT には、ヘッダー、ペイロード、署名の 3 つのフィールドがあります。
• ヘッダーは以下を指定します。
• alg は署名アルゴリズムです。これは、SHA-384 ハッシュアルゴリズムを使用する ECDSA 署名アル
ゴリズムの ES384 です。
• typ はトークン型 JWT です。
{
}

"alg": "ES384",
"typ": "JWT"

• ペイロードには、Amazon IVS 固有のデータが含まれています。
• channel-arn は、動画再生リクエストのリファレンスです。
• access-control-allow-origin は、再生を指定されたオリジンに制限するために使用できるオ
プションのフィールドです。 つまり、指定されたウェブサイトからのみストリームを表示できるよう
にします。たとえば、誰かが他のウェブサイトにプレイヤーを埋め込むのを防ぐことができます。デ
フォルトでは、すべてのオリジンで再生が許可されます。(これにより、ブラウザクライアントのみが
制限され、ブラウザ以外のクライアントからの再生は制限されません)。このフィールドには、カンマ
で区切られた複数のオリジンを含めることができます。ワイルドカードドメインが許可されており、
各オリジンのホスト名を * で始めることができます (例: https://*.amazon.com)。
• exp は、トークンの有効期限を示す Unix UTC タイムスタンプです。これは、ストリームを表示でき
る時間の長さを示すものではありません。トークンは、ストリーム全体を通してではなく、視聴者が
再生を初期化するときに検証されます。この値を整数で入力します。
{

"aws:channel-arn": "<channel_arn>",
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}

"aws:access-control-allow-origin": "<your-origin>",
"exp": <unix timestamp>

• 署名を作成するには、ヘッダー (ES384) で指定されたアルゴリズムを使用して、エンコードされたヘッ
ダーとエンコードされたペイロードに署名します。
ECDSASHA384(
base64UrlEncode(header) + "." +
base64UrlEncode(payload),
<private-key>
)

手順
1. ES384 署名アルゴリズムと、再生キーリソース（上記の ECDSASHA384 例を参照）の 1 つに関連付け
られているプライベートキーを使用してトークンの署名を生成します。
2. トークンを組み立てます。
base64UrlEncode(header) + "." +
base64UrlEncode(payload) + "." +
base64UrlEncode(signature)

3. 署名付きトークンをクエリパラメータとして、再生 URL に追加します。
https://b37c565f6d790a14a0e78afaa6808a80.us-west-2.playback.live-video.net/
api/video/v1/aws.ivs.us-west-2.123456789.
channel.fbc789c1-2c56-4ce6-a30a-d99275dc4481.m3u8?token=<token>

再生キーのリスト化
Amazon IVS では、いつでもすべての再生キーリソースのリストを取得できます。

コンソールの手順
1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. 左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生キー)] を選択します。
アカウントに関連付けられているすべての再生キーリソースが表示されます。削除されたキーは表示さ
れず、過去のキーの履歴も表示されません。
注: Amazon IVS コンソールホームページにある左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生
キー)] を選択して再生キーページを開くこともできます。

CLI の手順
aws ivs list-playback-key-pairs --region <aws-region>

リージョンがローカルの AWS 設定ファイルにある場合、--region <aws-region> を省略できます。
レスポンスの例:
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{

"keyPairs": [
{
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3db9fc15-df57-4c02b5a6-d4ee3448b8ad",
"fingerprint": "81:f3:8c:88:78:61:4e:bc:58:07:a3:ca:63:f5:72:08",
"tags": {}
},
{
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3ff88c71b18e-415f-948b-18bbde605a97",
"fingerprint": "a2:b5:b3:0b:be:8e:73:00:0e:ad:e9:bb:02:c9:81:9a",
"tags": {}
}
]
}

API リクエスト
詳細については、Amazon IVS API リファレンスの ListPlaybackKeyPairs を参照してください。
POST /ListPlaybackKeyPairs HTTP/1.1
{
"maxResults": number,
"nextToken": "string"
}

再生キーの削除
Amazon IVS では、アカウントから再生キーを削除できます。キーを削除すると、アカウントからリソー
スが削除されます。削除されたキーで署名された再生トークンは、検証に合格しません。

コンソールの手順
1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. 左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生キー)] を選択します。
3. 削除するキーを選択します。
4. [Delete (削除)] を選択します。[Delete playback (再生の削除)] キーダイアログが表示されます。
5. [Delete playback key (再生キーの削除)] を選択します。
注: Amazon IVS コンソールホームページにある左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生
キー)] を選択して再生キーページを開くこともできます。

CLI の手順
キーの ARN がある場合は、AWS CLI を使用して再生キーを削除できます。Amazon IVS は、CLI による
Batch 削除をサポートしていません。
aws ivs delete-playback-key-pair --arn arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playbackkey/3db9fc15-df57-4c02-b5a6-d4ee3448b8ad --region <aws-region>

リージョンがローカルの AWS 設定ファイルにある場合、--region <aws-region> を省略できます。
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成功した場合はレスポンスがありません。以下の get コマンドを実行して、キーが削除されたことを確認
します。
エラーレスポンスの例を次に示します。
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the
DeletePlaybackKeyPair operation: ResourceNotFoundException:

API リクエスト
POST /DeletePlaybackKeyPair HTTP/1.1
{
"arn": "<playback key arn>"
}

再生キー情報の取得
Amazon IVS では、再生キーリソースに関する情報を取得できます。Amazon IVS のコンソール経由で再
生キーが作成された場合でも、関連するプライベートキーは使用できないことに注意してください。

コンソールの手順
1. Amazon IVS コンソールを開きます。チャネルのリージョンを選択していない場合は、リージョンを選
択します。
2. 左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生キー)] を選択します。
3. 詳細を取得するキーを選択し、[View details (詳細を表示)] を選択します。
注: Amazon IVS コンソールホームページにある左のナビゲーションメニューから、[Playback keys (再生
キー)] を選択して再生キーページを開くこともできます。

CLI の手順
aws ivs get-playback-key-pair --arn arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playbackkey/3db9fc15-df57-4c02-b5a6-d4ee3448b8ad --region <aws-region>

リージョンがローカルの AWS 設定ファイルにある場合、--region <aws-region> を省略できます。
レスポンスの例:
{

"keyPair": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:991729659840:playback-key/3ff88c71b18e-415f-948b-18bbde605a97",
"fingerprint": "a2:b5:b3:0b:be:8e:73:00:0e:ad:e9:bb:02:c9:81:9a",
"tags": {}
}
}

API リクエスト
POST /GetPlaybackKeyPair HTTP/1.1
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{
}

"arn": "<playback key arn>"
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Amazon S3 への自動録画
このセクションでは、Amazon IVS の S3 への自動録画機能について説明します。録画された Amazon IVS
ストリームのデータストレージについて説明します。ストレージの内容とメタデータファイルスキーマに
ついて説明します。また、録画したコンテンツの再生についても説明します。
詳細について

...を参照してください。

動画録画の設定と停止

Amazon IVS の使用開始で、オプション録画を使用
したチャネルを作成する

API

IVS API リファレンス

コスト

Amazon IVS のコスト

S3 プレフィックス
S3 プレフィックスは、録画される各ライブストリームの一意のディレクトリ構造です。ライブストリーム
のすべてのメディアファイルとメタデータファイルは、このディレクトリ内に書き込まれます。録画が有
効なチャネルの場合、S3 プレフィックスはライブセッション開始時に生成され、録画の開始時と終了時に
CloudWatch イベントに提供されます。
S3 プレフィックスの形式は次のとおりです。
/ivs/v1/<aws_account_id>/<channel_id>/<year>/<month>/<day>/<hours>/<minutes>/<recording_id>

実行する条件は以下のとおりです。
• aws_account_id は、チャネルが作成される AWS アカウントの (AWS アカウントの作成時に生成さ
れる) ID です。
• channel_id は、チャネル ARN のリソース ID 部分 (Amazon リソースネームの最後の部分) です。用
語集 (p. 193) の ARN を参照してください。
• <year>/<month>/<day>/<hours>/<minutes> は、録画開始時の UTC タイムスタンプです。
• recording_id は、録画セッションごとに生成される一意の ID です。
例:
ivs/v1/123456789012/AsXego4U6tnj/2020/6/23/20/12/j8Z9O91ndcVs

録画の内容
録画が開始すると、動画セグメントとメタデータファイルは、チャネルに設定されている S3 バケットに
書き込まれます。これらのコンテンツは、後処理またはオンデマンド動画再生として利用できます。
ライブストリームが開始し、Recording Start EventBridge イベントが発生してから、マニフェストファイ
ルと動画セグメントが書き込まれるまでに少し時間がかかることに注意してください。Recording End イ
ベントの送信後に、録画したストリームを再生または処理することをお勧めします。(「Amazon IVS で
Amazon EventBridge を使用する (p. 144)」を参照してください。)
以下は、ライブの Amazon IVS セッションの録画のディレクトリ構造およびコンテンツの例です。
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ivs/v1/123456789012/AsXego4U6tnj/2020/6/23/20/12/j8Z9O91ndcVs/
events
recording-started.json
recording-ended.json
media
hls
thumbnails

eventsフォルダには、録画イベントに対応するメタデータファイルが含まれています。JSON メタデータ
ファイルは、録画の開始時、正常終了時、失敗時に生成されます。
• events/recording-started.json
• events/recording-ended.json
• events/recording-failed.json
該当する events フォルダには、recording-started.json、および recording-ended.json また
は recording-failed.json のどちらかが含まれます。
これらには、録画されたセッションとその出力形式に関連するメタデータが含まれます。JSON の詳細を
以下に示します。
media フォルダには、サポートされているすべてのメディアコンテンツが 2 つのサブフォルダ内に格納さ
れています。
• hls には、ライブセッション中に生成されたすべてのメディアファイルとマニフェストファイルが含ま
れており、Amazon IVS プレイヤーで再生できます。
• thumbnails には、ライブセッション中に生成されたサムネイル画像が含まれます。サムネイ
ルが生成され、毎分ごとにバケットに書き込まれます。(この動作を変更するには、記録設定の
thumbnailConfiguration プロパティを上書きしてください。)
重要: media フォルダ内のコンテンツは動的に生成され、最初に受信した動画セグメントの特性によって
決定されます。フォルダのコンテンツは究極の特性 (レンディションの品質など) を表していない場合があ
ります。静的パスについて何も仮定しないでください。使用可能な HLS レンディションとそのパスを検出
するには、次のセクションで説明する JSON メタデータファイルを使用します。

サムネイル
記録設定の thumbnailConfiguration プロパティは、ライブセッションのサムネイルの記録を有効ま
たは無効にし、ライブセッションのサムネイルが生成される間隔を変更することを可能にします。デフォ
ルトで、サムネイルの記録は 60 秒の間隔で有効になっています。詳細については、「Amazon IVS API リ
ファレンス」を参照してください。

断片化されたストリームの結合
録画設定の recordingReconnectWindowSeconds プロパティを使用すると、ストリームが中断されて
新しいストリームが開始された場合に、Amazon IVS が前のストリームと同じ S3 プレフィックスに録画を
試みる時間枠 (秒単位) を指定できます。つまり、ブロードキャストが切断され、指定された間隔内で再接
続された場合、複数のストリームは 1 つのブロードキャストと見なされマージされます。
Amazon EventBridge の IVS 録画状態変更イベント: Recording End イベントおよび recording-ended
JSON メタデータファイルは、少なくとも recordingReconnectWindowSeconds 遅らせて、Amazon
IVS が新しいストリームが開始されていないことを確認するまで待機します。
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ストリームの結合機能をセットアップする手順については、「Amazon IVS の開始方法」の「ステップ 3:
任意の録画によるチャネルの作成 (p. 7)」を参照してください。

対象
複数のストリームを同じ S3 プレフィックスに録画するには、すべてのストリームで特定の条件を満たす
必要があります。
• ソースビデオの画質が同じであること。
• 動画の幅と高さが同じであること。
• フレームレートは同じであること。
• 後続ストリームのビットレート差は、元のストリームのビットレートの 10% 以下であること。
• ビデオコーデックとオーディオコーデックは同じであること。
注意:
• 最大 20 のストリームがマージされ、その後新しい S3 プレフィックスが作成されます。
• 48 時間後、新しい S3 プレフィックスが作成されます。たとえば、最初のブロードキャストが 48 時間
続き、別のブロードキャストが recordingReconnectWindowSeconds 間隔内に開始された場合、次
のブロードキャストは最初の S3 プレフィックスにはマージされません。

既知の問題
もし recordingReconnectWindowSeconds が有効になっていて、Web Broadcast SDK が使用されてい
る場合、Web Broadcast SDK はビットレートと品質を動的に変更するため、同じ S3 プレフィックスへの
録画が機能しない可能性があります。

JSON メタデータファイル
録画状態変更イベントが発生すると、対応する Amazon CloudWatch メトリクスが生成され、メタデータ
ファイルが S3 プレフィックス内に書き込まれます。(「Amazon CloudWatch による Amazon IVS のモニ
タリング (p. 153)」を参照してください。)
このメタデータは JSON 形式です。これには、以下の情報が含まれています。
フィールド

タイプ

必須

説明

channel_arn

文字列

はい

ライブストリームをブロードキャス
トするチャネルの ARN

media

オブジェク はい
ト

この録画に使用できるメディア
コンテンツの列挙型オブジェク
トを含むオブジェクト 有効な値:
"hls"、"thumbnails"。

hls

オブジェク はい
ト

Apple HLS 形式の出力を記述する列
挙型フィールド

整数

録画された HLS コンテンツ
の継続時間 (ミリ秒単位) これ
は、recording_status が
"RECORDING_ENDED" または

duration_ms

条件付き
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フィールド

タイプ

必須

説明
"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"
のときにのみ利用できます。録画完
了前に障害が発生した場合は、0 にな
ります。

path

文字列

はい

HLS コンテンツが格納されている S3
プレフィックスからの相対パス

playlist

文字列

はい

HLS マスタープレイリストファイル
の名前

renditions

オブジェク はい
ト

メタデータオブジェクトのレンディ
ション (HLS バリアント) の配列 レ
ンディションは必ず 1 つ以上ありま
す。

path

文字列

はい

このレンディションの HLS コンテン
ツが格納されている S3 プレフィック
スからの相対パス

playlist

文字列

はい

このレンディションのメディアプレ
イリストファイルの名前

resolution_height

int

条件付き

エンコードされた動画のピクセル解
像度の高さ これは、レンディション
に動画トラックが含まれている場合
にのみ使用できます。

resolution_width

int

条件付き

エンコードされた動画のピクセル解
像度の幅 これは、レンディションに
動画トラックが含まれている場合に
のみ使用できます。

オブジェク 条件付き
ト

サムネイル出力を記述する列挙型
フィールド これを使用できるのは、
サムネイル設定の recordingMode
が INTERVAL になっているときだけ
です。

string

サムネイルコンテンツが格納されて
いる S3 プレフィックスからの相対
パス これを使用できるのは、サム
ネイル設定の recordingMode が
INTERVAL になっているときだけで
す。

thumbnails

path
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フィールド

タイプ

必須

説明

recording_ended_at

string

条件付き

録画終了時の RFC 3339
UTC タイムスタンプ これ
は、recording_status が
"RECORDING_ENDED" または
"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"
のときにのみ利用できます。

recording_started_atとrecording_ended_at
これらのイベントが生成されたとき
のタイムスタンプであり、HLS ビ
デオセグメントのタイムスタンプ
と完全に一致しない場合がありま
す。録画時間を正確に決定するに
は、duration_msフィールドを使用
してください。
recording_started_at

string

はい

録画開始時の RFC 3339 UTC タイム
スタンプ
recording_ended_atについては、
上記の注意事項を参照してくださ
い。

recording_status

string

はい

録画ステータス 有効な値
は、"RECORDING_STARTED"、"RECORDING_ENDE
です。

recording_status_message

string

条件付き

ステータスの詳細情報 これ
は、recording_status が
"RECORDING_ENDED" または
"RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE"
のときにのみ利用できます。

version

string

はい

メタデータスキーマのバージョン

例: recording_started.json
{

"version" : "v1",
"channel_arn" : "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AsXego4U6tnj",
"recording_started_at" : "2020-06-12T12:53:26Z",
"recording_status : "RECORDING_STARTED",
"media" : {
"hls" : {
"path" : "media/hls",
"playlist" : "master.m3u8",
"renditions" : [
{
"path" : "480p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 480,
"resolution_width" : 852
},
{
"path" : "360p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
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},
{

},
{

]

}

}

}

"resolution_height" : 360,
"resolution_width" : 640
"path" : "160p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 160,
"resolution_width" : 284
"path" : "720p60",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 720,
"resolution_width" : 1280

},
"thumbnails" : {
"path" : "media/thumbnails"
}

例: recording_ended.json
{

"version" : "v1",
"channel_arn" : "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AsXego4U6tnj",
"recording_ended_at" : "2020-06-14T12:53:20Z",
"recording_started_at" : "2020-06-12T12:53:26Z",
"recording_status" : "RECORDING_ENDED",
"media" : {
"hls" : {
"duration_ms" : 172794489,
"path" : "media/hls",
"playlist" : "master.m3u8",
"renditions" : [
{
"path" : "480p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 480,
"resolution_width" : 852
},
{
"path" : "360p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 360,
"resolution_width" : 640
},
{
"path" : "160p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 160,
"resolution_width" : 284
},
{
"path" : "720p60",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 720,
"resolution_width" : 1280
}
]
},
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}

}

"thumbnails" : {
"path" : "media/thumbnails"
}

例: recording_failed.json
{

}

"version" : "v1",
"channel_arn" : "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AsXego4U6tnj",
"recording_ended_at" : "2020-06-14T12:53:20Z",
"recording_started_at" : "2020-06-12T12:53:26Z",
"recording_status" : "RECORDING_ENDED_WITH_FAILURE",
"recording_status_message": "InternalServerException",
"media" : {
"hls" : {
"duration_ms" : 172794489,
"path" : "media/hls",
"playlist" : "master.m3u8",
"renditions" : [
{
"path" : "480p30",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 480,
"resolution_width" : 852
},
{
"path" : "720p60",
"playlist" : "playlist.m3u8",
"resolution_height" : 720,
"resolution_width" : 1280
}
]
},
"thumbnails" : {
"path" : "media/thumbnails"
}
}

録音のレンディションの検出
Amazon IVS チャネルへコンテンツをストリーミングする場合、auto-record-to-s3 はソースビデオを使
用して複数のレンディションを生成します。Amazon IVS Player は、適応ビットレートストリーミン
グ (p. 72) (ABR、Adaptive Bitrate Streaming) を使用して、必要に応じてレンディション (ビットレート) を
自動的に切り替え、さまざまなネットワーク条件に応じて再生を最適化します。
ライブストリーミング中に生成された各レンディションは、S3 録画プレフィックス内の固有のパスに記録
されます。解像度の詳細、パス、プレイリストのファイル名は、録画の開始時と終了時に JSON メタデー
タファイルに保存されます。
重要: 静的レンディションのパスまたは生成されたレンディションのリストを仮定しないでください。これ
らは変更される可能性があります。特定のレンディションが Amazon IVS 録画で常に使用可能であると前
提にしないでください。利用可能なレンディション、解像度、パスを決定するには、メタデータファイル
を参照してください。
録画プレフィックス内の event/recording_started.json または event/recording_ended.json
ファイルには、録画プレフィックス内のメディアファイルのパスと名前が含まれています。すべての
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path 要素は、階層内の前のパスに関連しています。media > hls の要素は、このレベルで定義されたマ
スタープレイリスト名とパスを使用して、HLS アセットを記述します。
S3 録画プレフィックスとメタデータファイルを使用して、マスタープレイリストパスを生成する方法を示
す Python コードスニペットを次に示します。
def get_master_playlist(metadata_json, s3_recording_prefix):
return s3_recording_prefix + '/' + metadata_json['media']['hls']['path'] + '/' +
metadata_json['media']['hls']['playlist']

media > hls > renditions の要素は、記録されたレンディションのリストを記述しま
す。resolution_height および resolution_width プロパティは、動画の解像度を特定するために
使用されます。path および playlist 要素は、レンディションプレイリストパスを取得するために使用
されます。これらのフィールドを使用して、後処理に使用するレンディションを決定します。
録画に使用できる最も高いレンディションプレイリストを検索するために、「IVS 録音状態変
更」EventBridge イベントをサブスクライブできます。Amazon IVS で Amazon EventBridge を使用す
る (p. 144) を参照してください。これらのイベントへサブスクライブされた Lambda 関数の使用例を示
す Python スクリプトを以下に示します。
import json
import boto3
s3 = boto3.resource('s3')
def get_highest_rendition_playlist(bucket_name, prefix_name):
object_path = "{}/events/recording-started.json".format(prefix_name)
object = s3.Object(bucket_name, object_path)
body = str(object.get()['Body'].read().decode('utf-8'))
metadata = json.loads(body)
media_path = metadata["media"]["hls"]["path"]
renditions = metadata["media"]["hls"]["renditions"]
highest_rendition = None
highest_rendition_size = 0
for rendition in renditions:
current_rendition_size = rendition["resolution_height"]
if (current_rendition_size > highest_rendition_size):
highest_rendition_size = current_rendition_size
highest_rendition = rendition
highest_rendition_playlist = media_path + '/' + highest_rendition['path'] + '/' +
highest_rendition['playlist']
return highest_rendition_playlist
def lambda_handler(event, context):
prefix_name = event["detail"]["recording_s3_key_prefix"]
bucket_name = event["detail"]["recording_s3_bucket_name"]
rendition_playlist = get_highest_rendition_playlist(bucket_name, prefix_name)
print("Highest rendition playlist: {}/{}".format(prefix_name, rendition_playlist))
return {
'statusCode': 200,
'body': rendition_playlist
}
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プライベートバケットからの録画コンテンツの再生
Amazon S3 への自動録画機能で録画されたオブジェクトは、デフォルトではプライベートです。したがっ
て、直接 S3 URL で再生するために、これらのオブジェクトにアクセスできません。Amazon IVS プレー
ヤーまたは別のプレーヤーを使用して再生するために HLS マスターマニフェスト (m3u8 ファイル) を開こ
うとすると、エラー (「You do not have permission to access the requested resource」など) が表示され
ます。代わりに、Amazon CloudFront CDN（コンテンツ配信ネットワーク）を使用してこれらのファイル
を再生することができます。

Amazon CloudFront ディストリビューション
CloudFront ディストリビューションは、プライベートバケットからコンテンツを配信するように設定で
きます。通常、これは、読み取りがCloudFrontが提供するコントロールをバイパスするオープンにアク
セス可能なバケットを持つよりも望ましいです。オリジンアクセスアイデンティティ（OAI）を作成する
ことで、プライベートバケットからサービスを配信するようにディストリビューションを設定できるよ
うになります。OAI は特別な CloudFront ユーザーで、プライベートオリジンバケットに対する読み取り
アクセス許可を持ちます。ディストリビューションの作成時に OAI を作成することができます。あるい
は、CloudFront コンソール または API を介して後で追加することもできます。CloudFront OAI を作成し
てディストリビューションに追加するを参照してください。

Amazon CloudFront からの再生
プライベートバケットにアクセスするために OAI を使用してディストリビューションを設定した
ら、CloudFront URL を介して動画ファイルを使用できるようになります。CloudFront の AWS コンソール
上のディストリビューションの [全般] タブには、CloudFront の URL が表示されます。次のように表示さ
れます。

録画した動画をディストリビューションでストリーミングするには、master.m3u8 ファイルを開きま
す。次のように表示されます。
ivs/v1/012345678912/a0bCDeFGH1IjK/2021/4/20/12/03/aBcdEFghIjkL/media/hls/master.m3u8

CloudFront URL の末尾にオブジェクトキーを追加します。最終的にページ URL は次のようになります。
https://a1b23cdef4ghij.cloudfront.net/ivs/v1/012345678912/a0bCDeFGH1IjK/2021/4/20/12/03/
aBcdEFghIjkL/media/hls/master.m3u8

録画した動画を、バケットから直接再生しているかのように再生できるようになりました。
詳細については、「CloudFront documentation on OAIs」を参照してください。
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Amazon EventBridge を使用する
Amazon EventBridge を使用して、Amazon Interactive Video Service (IVS) ストリームをモニタリングでき
ます。
Amazon IVS は、ストリームのステータスに関する変更イベントを Amazon EventBridge に送信します。
配信されたすべてのイベントが有効です。ただし、イベントはベストエフォートベースで送信されます。
つまり、以下を保証するものではありません。
• イベントが配信されている — 指定されたイベントの実行 (ストリームを開始する等) は可能です
が、Amazon IVS は、対応する変化イベントを EventBridge に送信しないことがあります。Amazon IVS
は、配信を中止する前に、数時間にわたりイベントの配信を試みます。
• 配信されたイベントが指定された時間内に到着する — 数時間前のイベントを受け取ることもあります。
• 配信されたイベントは正しい順番に並んでいる - イベントは、特に短い時間内に相互に送信された場
合、順不同になることがあります。例えば、ストリームがアップされる前にダウンすることもあるかも
しれません。
イベントが欠落したり、遅延したり、順序が違ったりすることはまれですが、通知イベントの順序や存在
に依存するビジネスクリティカルなプログラムを作成するときは、こうした可能性に対処しておく必要が
あります。
EventBridge の規則は、以下のいずれかのイベントに対して作成できます。
イベントタイプ

イベント

送信時刻

IVS Stream State Change

create-session

チャネルストリームキーが使用され、ス
トリームセッションが正常に作成されま
した。このイベントは、ビデオが処理ま
たは視聴者に配信される前に、ストリー
ムが開始されたときに発生します。これ
は、ストリームが開始されたが、設定ミ
スや制限違反などの原因で配信に失敗し
たかどうかを判断するのに役立ちます。

IVS Stream State Change

Session Ended

エンコーダが切断され、Amazon IVS は
ビデオを受信しなくなりました。このイ
ベントは、エンコーダがメディアの送信
を停止した時期を特定するのに役立ちま
す。
注意:エンコーダが切断されると、セッ
ション終了イベントが Stream End イベ
ントの前に発生することがあります。こ
れは、Amazon IVS が引き続きビデオを
処理しているときに、セッション終了イ
ベントの後で短時間が発生する可能性が
あるためです。

IVS Stream State Change

Stream Start
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イベントタイプ

イベント

送信時刻
であり、視聴者が視聴できることを示し
ます。これは、ストリームが正常に配信
されたかどうかを判断するのに役立ちま
す。

IVS Stream State Change

Stream End

ストリームの処理が停止し、視聴者に動
画セグメントが提供されなくなります。
このイベントは、ストリームがいつ終了
し、視聴者が新しいビデオセグメントを
使用できないかを判断するのに役立ちま
す。(「セッション終了」の注記も参照
してください)。

IVS Stream State Change

Stream Failure

処理能力を超えたため、ストリームは処
理されず、利用できなくなります。

IVS Stream Health Change

Starvation Start:

ストリームはストリーマーからデータを
受信していません。ストリームは「スタ
ベーション」になっていると考えられま
す。

IVS Stream Health Change

Starvation End

スタベーションのストリームがストリー
マーからデータの受信を開始し、スト
リームは健全な状態に戻りました。

IVS Limit Breach

Ingest Bitrate

受信ストリームのビットレートが
Amazon IVS の制限を超えています。

IVS Limit Breach

Ingest Resolution

受信ストリームの解像度が Amazon IVS
の制限を超えています。

IVS Limit Breach

Concurrent
Broadcasts

同時にストリーミングされるチャネルの
合計数が Amazon IVS の制限を超えてい
ます。

IVS Limit Breach

Concurrent
Viewers

同時にチャネルを視聴している視聴者の
合計が Amazon IVS の制限を超えていま
す。

IVS Recording State Change

Recording Start

ストリームの処理が開始され、録音プレ
フィックスが作成され、検証されます。
セグメントは、このチャネル用に設定さ
れたストレージの場所に書き込まれま
す。
ライブストリーミングが開始
し、Recording Start イベントが発生し
てから、マニフェストファイルとビデ
オセグメントがチャンネル用に設定さ
れた S3 バケットに書き込まれるまでに
少し時間がかかることに注意してくだ
さい。Recording End イベントの送信後
に、録画したストリームを再生または処
理することをお勧めします。

IVS Recording State Change

Recording End
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イベントタイプ

イベント

送信時刻

IVS Recording State Change

Recording Start
Failure

ストリームは開始されましたが、エラー
により、記録の開始に失敗しました (S3
バケットが存在しない、または正しい
リージョンにないなど)。このライブス
トリームは記録されていません。

IVS Recording State Change

Recording End
Failure

記録中に発生したエラー (マスタープレ
イリストの書き込みの試行が失敗した場
合など) により、記録は失敗して終了し
ます。一部のオブジェクトが、設定され
た保存場所に引き続き書き込まれること
があります。

Note on stream IDs: stream_idフィールド (多くのイベントにあります) は、チャネルがライブになる
たびに割り当てられる一意のストリーム識別子です。特定のチャネルで、各ライブストリームに新しい
stream_id が付きます。よって、各チャネルの ARN は、多数の対応するストリーム ID を持つことがで
きます。ストリーム ID を使用すると、同じチャネル上の異なるストリームセッションを区別できます。
一部のイベントのレイテンシーに関する注意点: エンコーダー構成の設定、特に IDR/キーフレームの間隔
は、ストリームの起動のタイミングおよび関連イベントのレイテンシー (ストリームの開始と録画開始)に
影響します。キーフレームの間隔を短くすると、このレイテンシーが短くなります。IDR/Keyframe の設
定の詳細については、Amazon IVS Streaming Configuration の Reducing Latency (p. 183) を参照してく
ださい。

Amazon IVS の Amazon EventBridge ルールを作成
する
Amazon IVS が発行したイベントをトリガーするルールを作成できます。Amazon EventBridge User
Guide の Creating an EventBridge Rule That Triggers on an Event from an AWS Resource の手順に従いま
す。サービス名 の選択が必要なときは、Interactive Video Service (IVS) を選択します。

例: ストリーム状態の変化
Stream Start: このイベントは、ストリームが処理中で、視聴者に番組を提供できるようになったときに送
信されます。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Stream State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"event_name": "Stream Start",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
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}

}

Stream End: このイベントは、ストリームが処理を停止し、視聴者に番組が提供されなくなったときに送
信されます
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Stream State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"event_name": "Stream End",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}

Stream Failure: このイベントは、処理能力を超えたためストリームが処理されず利用できなくなったとき
に送信されます。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Stream State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"event_name": "Stream Failure",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
"reason": "Transcode capacity exceeded. Please try again."
}

例: ストリームの正常性の変化
Starvation Start: このイベントは、ストリームがストリーマからデータを受信していないときに送信されま
す。ストリームは「スタベーション」になっていると考えられます。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Stream Health Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
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}

"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"event_name": "Starvation Start",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}

Starvation End: スタベーション状態のストリームがストリーマーからデータの受信を開始し、ストリーム
が健全な状態に戻ったときに送信されます。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Stream Health Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"event_name": "Starvation End",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}

例: 制限違反
すべての制限違反イベントには、違反された制限の名前、制限の値、制限を超過した数 (違反時の値から
制限値を引いた値) が含まれます。
Ingest Bitrate: このイベントは、受信ストリームのビットレートが Amazon IVS の制限を超えたときに送信
されます。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Limit Breach",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"limit_name": "Ingest Bitrate",
"limit_value": 1234,
"exceeded_by": 3,
"limit_unit": "bits per second",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}
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Ingest Resolution: このイベントは、受信ストリームの解像度 (総ピクセル数またはエッジあたりのピクセ
ル数) が Amazon IVS の制限を超えたときに送信されます。
最大合計ピクセル数を超過:
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Limit Breach",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890"
],
"detail": {
"limit_name": "Ingest Resolution",
"limit_value": 495000,
"exceeded_by": 426600,
"limit_unit": "total pixels",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}

エッジあたりの最大ピクセル数を超過:
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Limit Breach",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-east-1:aws_account_id:channel/12345678-1a23-4567a1bc-1a2b34567890"TBD
],
"detail": {
"limit_name": "Ingest Resolution",
"limit_value": 855,
"exceeded_by": 45,
"limit_unit": "pixels per edge",
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"
}
}

Concurrent Broadcasts: このイベントは、同時にストリーミングされるチャネルの合計数が Amazon IVS
の制限を超えた場合に送信されます。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Limit Breach",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
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}

"detail": {
"limit_name": "Concurrent Broadcasts",
"limit_value": 2,
"exceeded_by": 3,
"limit_unit": "active streams"
}

Concurrent Viewers: このイベントは、同時にチャネルを視聴している視聴者の合計が Amazon IVS の制限
を超えた場合に送信されます。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "IVS Limit Breach",
"source": "aws.ivs",
"account": "aws_account_id",
"time": "2017-06-12T10:23:43Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
"limit_name": "Concurrent Viewers",
"limit_value": 10,
"exceeded_by": 11,
"limit_unit": "viewers"
}

例: 録画状態の変化
すべての録画状態の変化イベントについて、このライブストリームのすべてのオブジェクトが保存
されるトップレベルのパスは recording_s3_key_prefix です。失敗した場合、失敗の理由は
recording_status_reason に示されています。recording_duration_ms フィールドは、記録時間
のミリ秒数です。
Recording Start: このイベントは、ストリームの処理が開始され、セグメントがチャネルに設定された保存
場所に書き込まれるときに送信されます。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
"detail-type": "IVS Recording State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "123456789012",
"time": "2020-06-23T20:12:36Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AbCdef1G2hij"
],
"detail": {
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
"recording_status": "Recording Start",
"recording_status_reason": "",
"recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
"recording_s3_key_prefix": "ivs/v1/123456789012/AbCdef1G2hij/2020/6/23/20/12/
j8Z9O91ndcVs",
"recording_duration_ms": 0,
"recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ"
}
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}

Recording End: このイベントは、ストリームが終了し、このチャネルの録画が停止したときに送信されま
す。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
"detail-type": "IVS Recording State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "123456789012",
"time": "2020-06-24T07:51:32Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AbCdef1G2hij"
],
"detail": {
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
"recording_status": "Recording End",
"recording_status_reason": "",
"recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
"recording_s3_key_prefix": "ivs/v1/123456789012/AbCdef1G2hij/2020/6/23/20/12/
j8Z9O91ndcVs",
"recording_duration_ms": 99370264,
"recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ",
"recording_session_stream_ids": ["st-254sopYUvi6F78ghpO9vn0A",
"st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn"]
}
}

Recording Start Failure: このイベントは、ストリームが開始するが、エラー (S3 バケットが存在しないか
正しいリージョンにないなど) により録画が開始されなかった場合に送信されます。このライブストリー
ムは記録されていません。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
"detail-type": "IVS Recording State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "123456789012",
"time": "2020-06-23T20:12:36Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/AbCdef1G2hij"
],
"detail": {
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
"recording_status": "Recording Start Failure",
"recording_status_reason": "ValidationException",
"recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
"recording_s3_key_prefix": "",
"recording_duration_ms": 0,
"recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ"
}

Recording End Failure: このイベントは、録画中に発生したエラーにより、録画が失敗して終了したときに
送信されます。一部のオブジェクトが、設定された保存場所に引き続き書き込まれることがあります。
{
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"version": "0",
"id": "12345678-1a23-4567-a1bc-1a2b34567890",
"detail-type": "IVS Recording State Change",
"source": "aws.ivs",
"account": "123456789012",
"time": "2020-06-24T07:51:32Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:ivs:us-west-2:123456a7-ab1c-2d34-e5f6-1a2b3c4d5678"
],
"detail": {
"channel_name": "Your Channel",
"stream_id": "st-1A2b3c4D5e6F78ghij9Klmn",
"recording_status": "Recording End Failure",
"recording_status_reason": "InternalServerException",
"recording_s3_bucket_name": "r2s3-dev-channel-1-recordings",
"recording_s3_key_prefix": "ivs/v1/123456789012/AbCdef1G2hij/2020/6/23/20/12/
j8Z9O91ndcVs",
"recording_duration_ms": 0,
"recording_session_id": "a6RfV23ES97iyfoQ"
}
}
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Amazon CloudWatch による Amazon
IVS のモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して、Amazon Interactive Video Service (IVS) のリソースをモニタリングで
きます。CloudWatch は Amazon IVS から raw データを収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメト
リクスに加工します。これらの統計は 15 か月間保持されるため、ウェブアプリケーションやサービスの
動作に関する履歴情報を取得できます。特定のしきい値にアラームを設定し、これらのしきい値に達した
ときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。詳細については、CloudWatch ユーザーガイ
ドを参照してください。
メトリクスのタイムスタンプは、メトリクスデータが蓄積される期間の開始を表します。例: 1 分間
のLiveDeliveredTimeメトリクスの合計 (01:02:00 に 300 秒)。これは、01:02:00～01:02:59 の 1 分間
に、5 分間分の動画が視聴者に配信されたことを意味します。
高解像度として指定されたメトリクスの場合、最初のデータポイントはストリーミング開始から数秒後に
表示されます。メトリクスリクエストを行うときは、期間として 5 秒を指定することをお勧めします。
(Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Resolution を参照してください。) その他のメトリクスについて
は、参照先のタイムスタンプから 1 分以内にデータが送信されます。
高解像度メトリクスは、時間の経過とともにロールアップされます。メトリクスの経過とともに解像度は
実質的に低下します。スケジュールは次のとおりです。
• 1 秒のメトリクスは 3 時間使用できます。
• 60 秒のメトリクスは 15 日間使用できます。
• 5 分間のメトリクスは 63 日間使用できます。
• 1 時間のメトリクスは、455 日 (15 か月) 間使用できます。
データ保持に関する最新情報については、Amazon CloudWatch のよくある質問の「保持期間」を検索し
てください。

コンソールの手順
CloudWatch コンソールを使用して Amazon IVS のメトリクスへアクセスするには:
1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
3. [All metrics (すべてのメトリクス)] タブで、左側のラベルなしのドロップダウンを使用して、チャネル
が作成された「ホーム」リージョンを選択します。リージョンの詳細については、「Global Solution,
Regional Control (p. 2)」を参照してください。対応するリージョンの一覧については、「AWS 全般の
リファレンス」のAmazon IVS のページを参照してください。
4. AWS の名前空間に IVS が選択可能なサービスとして表示される場合、IVS を選択します。Amazon IVS
を使用して、Amazon CloudWatch にメトリクスを送信している場合にリスト表示されます。(IVSがリ
スト表示されていない場合、Amazon IVS メトリクスはありません)。次に例を示します。

153

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
CLI の手順

5. 必要に応じて、メトリクスディメンションを選択します。使用可能なディメンションについては、以下
のメトリクス (p. 155)の表を参照してください。
Amazon IVS チャットでは、手順は同じですが、名前空間は IVSChat です。

CLI の手順
AWS CLI を使用してメトリクスにアクセスすることもできます。そのためには、まず CLI をマシンにダウ
ンロードして設定する必要があります。詳細については、AWS コマンドラインインターフェイスのユー
ザーガイドを参照してください。
次に、AWS CLI を使用して Amazon IVS メトリクスにアクセスするために、
• コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行します。
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aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/IVS

Amazon IVS チャットでは、コマンドプロンプトで、AWS/IVSChat の名前空間を指定します。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch メトリクスの使用」を参
照してください。

メトリクス
Amazon IVS
Amazon IVS は、AWS/IVS の名前空間で以下のメトリクスを提供します。
メトリクス

ディメンション

説明

ConcurrentViews

なし

すべてのライブチャネルでの同時視聴回数 視
聴は、動画をアクティブにダウンロードまたは再
生している固有の視聴セッションです。(より詳細
な定義については、用語集 (p. 193)を参照してく
ださい。) チャネルがライブで集計に視聴がない場
合、メトリクスの値は 0 です。ライブのチャネル
がない場合、メトリクスにはデータポイントがあ
りません。
単位: 個
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
における同時視聴の (それぞれの) 平均数、最大
数、最小数

ConcurrentViews

チャネル ARN によるフィル
ターConcurrentViews チャネルがライブで視聴
がない場合、メトリクスの値は 0 です。チャネル
がライブでない場合、メトリクスにはデータポイ
ントがありません。

Channel

このメトリクスは、ストリームではなくチャネル
のデータを提供します。特定のチャネル上の特定
のストリーミングセッションの同時視聴を表示す
るには、ストリームセッションの開始時刻と終了
時刻間のチャネルのConcurrentViewsメトリク
スを評価します。
単位: 個
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
における同時視聴の (それぞれの) 平均数、最大
数、最小数
ConcurrentStreams

なし

ライブでストリーミングしているチャネルの数。
ライブのチャネルがない場合、このメトリクスに
はデータポイントがありません。
単位: 個
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メトリクス

ディメンション

説明
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
における同時視聴の (それぞれの) 平均数、最大
数、または最小数。

ConcurrentStreams

チャンネルのヘルスで ConcurrentStreams を
フィルタリングする。ライブのチャネルがない場
合、このメトリクスにはデータポイントがありま
せん。

Health

単位: 個
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
における、特定の Health の同時ストリームの平
均数、最大数、または最小数 (それぞれ)。
IngestAudioBitrate

(高解像度メトリクス) ストリーミング時に
Amazon IVS が受け取るオーディオデータの量。
ビットレートが高いほど、利用可能なインター
ネット帯域幅が多くなります。

Channel

単位: ビット/秒
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
でのオーディオ取り込みビットレートの (それぞれ
の) 平均数、最大数、または最小数。
IngestFramerate

(高解像度メトリクス) ストリーミング時に
Amazon IVS がアニメーションフレームを受信する
頻度。

Channel

単位: 1 秒あたりのフレーム
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
での取り込みフレームレートの (それぞれの) 平均
数、最大数、または最小数。
IngestVideoBitrate

(高解像度メトリクス) ストリーミング時に
Amazon IVS が受け取る動画データの量。ビット
レートが高いほど、利用可能なインターネット帯
域幅が多くなります。ビットレートを上げると動
画の品質が向上しますが、特定のポイントまでし
か向上しません。

Channel

単位: ビット/秒
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
での動画取り込みビットレートの (それぞれの) 平
均数、最大数、または最小数。
KeyframeInterval

(高解像度メトリクス) 前のフレームとの違いだけ
でなく、フレーム全体が送信される動画ストリー
ム内のポイント。

Channel

単位: 秒
有効な統計: 平均、最大、最小 — 設定された間隔
でのキーフレーム間隔の (それぞれの) 平均数、最
大数、または最小数。
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メトリクス

ディメンション

説明

LiveDeliveredTime

なし

すべての視聴者に配信された動画のリアルタイム
時間の合計
単位: 秒
有効な統計: Sum

LiveDeliveredTime

チャネルによるフィルターLiveDeliveredTime
チャネル値はチャネルの resource-id であり、
これは ARN の最後の部分です。

Channel

単位: 秒
有効な統計: Sum
LiveDeliveredTime

Channel,
ViewerCountryCode

チャネルおよび視聴者の国コードによるフィル
ターLiveDeliveredTime チャネル値はチャネル
の resource-id であり、これは ARN の最後の部
分です。国の値は 2 文字の ISO 3166-1 国コードで
す。これにより、視聴者の国を特定できます。視
聴者の国を特定できない場合は、UNKNOWNとして
表示されます。
単位: 秒
有効な統計: Sum

LiveInputTime

なし

動画ストリームのリアルタイム時間
単位: 秒
有効な統計: Sum

LiveInputTime

チャネルによるフィルターLiveInputTime チャ
ネル値はチャネルの resource-id であり、これ
は ARN の最後の部分です。

Channel

単位: 秒
有効な統計: Sum
RecordedTime

なし

録画された動画のリアルタイム時間
単位: 秒
有効な統計: Sum

RecordedTime

チャネルによるフィルターRecordedTime チャネ
ル値はチャネルの resource-id であり、これは
ARN の最後の部分です。

Channel

単位: 秒
有効な統計: Sum
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Amazon IVS のチャット
Amazon IVS チャットは、AWS/IVSChat の名前空間で以下のメトリクスを提供します。
メトリクス

ディメンション

説明

なし
ConcurrentChatConnections

チャットルームでの同時接続の総数 (1 分あたりの
最大レポート数)。これは、お客様がリージョン内
の同時チャット接続の上限に近づいたときに、そ
れを把握するのに役立ちます。
単位: 個
有効な統計: 合計、平均、最大、最小

Deliveries

アクション

リージョン内のすべてのルームでのチャット接続
への特定のアクションタイプで行われたメッセー
ジングリクエストの配信数。
単位: 個
有効な統計: 合計、平均、最大、最小

InvocationErrors

リージョン内のすべてのルームにおける特定の
メッセージレビューハンドラの呼び出しエラーの
数。メッセージレビューハンドラを呼び出すこと
ができないと、呼び出しエラーが発生します。

Uri

呼び出しエラーは、Amazon IVS チャットがハンド
ラを呼び出すことができない場合に発生します。
これは、ルームに関連付けられているハンドラー
が存在しないかタイムアウトした場合、またはそ
のリソースポリシーでサービスがルームを呼び出
すことを許可していない場合に発生する可能性が
あります。
単位: 個
有効な統計: 合計、平均、最大、最小
MessagingDeliveries なし

リージョン内のすべてのルームにわたるチャット
接続へのメッセージングリクエストの配信数。
単位: 個
有効な統計: 合計、平均、最大、最小

MessagingRequests

なし

リージョン内のすべてのルームで行われたメッ
セージリクエストの数。
単位: 個
有効な統計: 合計、平均、最大、最小

Requests

アクション

リージョン内のすべてのルームで特定のアクショ
ンタイプで行われたリクエストの数。
単位: 個
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メトリクス

ディメンション

説明
有効な統計: 合計、平均、最大、最小
リージョン内のすべてのルームにおける特定の
メッセージレビューハンドラのレスポンス検証エ
ラーの数。メッセージレビューハンドラからの応
答が無効であると、レスポンス検証エラーが発生
します。これは、レスポンスを解析できなかった
り、検証チェックに失敗した可能性があります。
たとえば、無効なレビュー結果やレスポンス値が
長すぎます。

ResponseValidationErrors
Uri

単位: 個
有効な統計: 合計、平均、最大、最小
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AWS CloudTrail を使用した Amazon
IVS API コールのログ記録
Amazon Interactive Video Service (IVS) は、Amazon IVS のユーザー、ロール、または AWS のサービスに
よって実行されたアクションを記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail
は、Amazon IVS のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされるコールに
は、Amazon IVS コンソールおよびアプリケーションからの API コールが含まれます。
証跡を作成する場合は、Amazon IVS のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベント
の継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの
[Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用し
て、Amazon IVS に対するリクエストや、リクエスト元の IP アドレス、リクエストしたユーザー、リクエ
スト日時やその他の詳細を確認できます。
CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail 内の Amazon IVS に関する情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Amazon IVS でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [Event history (イベント履歴)] の他の AWS のサービスのイベ
ントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、
ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してく
ださい。
Amazon IVS のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルト
では、CloudTrail コンソールで作成した証跡が、すべての AWS リージョンに適用されます。証跡で
は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定した Amazon S3
バケットにログファイルが配信されます。さらに、その他の AWS サービスを設定して、CloudTrail ロ
グで収集されたデータを分析し、それに基づく対応を行うことができます。詳細については、CloudTrail
ユーザーガイドでこれらの項目を参照してください。
• お使いの AWS アカウントにおける証跡の作成 (概要)
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrail通知の設定
• CloudTrailログファイルを複数のリージョンから受け取る
• 複数のアカウントから CloudTrailログファイルを受け取る
すべての Amazon IVS アクションは CloudTrail が記録します。これらのアクションは Amazon IVS API リ
ファレンスで説明されています。例えば、CreateChannel、ListChannels、DeleteChannel の各エ
ンドポイントを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この ID 情報は、リ
クエストがどのようにして送信されたかを確認するのに役立ちます:
• ルートが使用されたか、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーの認証情報が使用された
か
• ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われたか。
• 別の AWS のサービスによって行われたか。
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詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

Amazon IVS ログファイルエントリの概要
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。
イベントは任意の発生元からの 1 つのリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日
時、リクエストのパラメータなどに関する情報が含まれます。
CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。CloudTrail ログファイルは、公開 API
コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
以下の例は、CreateChannel エンドポイントの CloudTrail ログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "ABCDEFGHIJK1L2EXAMPLE:account_name",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/First_Streamer/1234567890123456789",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "ABCDEFGHIJKL1EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "ABCDEFGHIJK1L2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "First_Streamer"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-02T20:57:43Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-04-02T20:57:46Z",
"eventSource": "ivs.amazonaws.com",
"eventName": "CreateChannel",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.10.10.10",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"name": "default"
},
"responseElements": {
"channel": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/1EXAMPLE",
"authorized": false,
"ingestEndpoint": "EXAMPLE.global-contribute.live-video.net",
"latencyMode": "LOW",
"name": "default",
"playbackUrl": "https://EXAMPLE.m3u8",
"tags": {}
},
"streamKey": {
"arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/2EXAMPLE",
"channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/1EXAMPLE",
"tags": {}
}
},
"requestID": "12a34bc5-EXAMPLE",
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}

"eventID": "a1b2c3de-EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
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Amazon IVS のセキュリティ
クラウドセキュリティは AWS の最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する組織の
要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャの保護を担います。また、AWS では安全に使用できるサービスも用意されています。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査人によって定期的にセキュリティの有効
性がテストおよび検証されています。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任はお客様が使用する AWS のサービスによって決まります。
また、お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の
要因についても責任を担います。
このドキュメントは、Amazon IVS を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちま
す。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように Amazon IVS を
設定する方法について説明します。
トピック
• データ保護 (p. 163)
• Identity and Access Management (p. 164)
• Amazon IVS のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 172)
• ログ記録とモニタリング (p. 173)
• インシデントへの対応 (p. 173)
• 回復力 (p. 174)
• インフラストラクチャセキュリティ (p. 174)

データ保護
Amazon Interactive Video Service (IVS) に送信されるデータに対して、以下のデータ保護が施されていま
す。
• Amazon IVS は、HTTPS API エンドポイント、RTMPS 取り込み、HTTPS 再生を介して転送中のデータ
を暗号化します。API エンドポイントの設定は必要ありません。
• 取り込みの場合、ストリーマーは RTMPS を使用してコンテンツを保護できます。これは、デフォル
トで利用できます。「Amazon IVS の開始方法 (p. 4)」を参照してください。
• トランスコード/トランス多重化の場合、データは内部の Amazon ネットワークで暗号化されずに転送
される可能性があります。
• 再生の場合、データは HTTPS 経由で送信されます。
• ライブ動画コンテンツは保存されない、一時的なものです。コンテンツは単にシステム内を移動し、配
信中に (内部システムに) キャッシュされます。
• S3 への自動録画機能では、動画コンテンツは Amazon S3 へ書き込まれます。詳細について
は、Amazon S3 におけるデータ保護を参照してください。
• 格納されたユーザー入力のメタデータはすべて、サーバー側の暗号化を使用して AWS マネージドサー
ビス内にあります。
• サービス品質を向上させるために、Amazon IVS はお客様 (エンドユーザー) のメタデータ (特定のリー
ジョンのバッファレートなど) を保存しています。このメタデータを、エンドユーザーを個人的に特定
するために使用することはできません。
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• (ユーザーが管理する) 公開暗号化キーは、ImportPlaybackKeyPair API エンドポイントとともに使
用できます。Amazon IVS API リファレンスを参照してください。これらの暗号化キーを共有しないで
ください。
• Amazon IVS チャットのトラフィックは WSS を使用して、転送中のデータを安全に保ちます。
• Amazon IVS チャットトークンは、KMS カスタマー管理キーを使用して暗号化されます。
Amazon IVS はお客様 (エンドユーザー) データの提供を必要としません。お客様 (エンドユーザー) データ
の提供が予想されるチャネル、入力、入力セキュリティグループにフィールドはありません。
[Name (名前)] フィールドのような自由記述のフィールドに、お客様 (エンドユーザー) のアカウント番号
などの機密扱いの識別情報を置かないでください。Amazon IVS コンソール、API、AWS CLI、AWS SDK
を操作する場合も同様です。Amazon IVS に入力したデータは、診断ログに含まれる場合があります。
ストリームはエンドツーエンドで暗号化されません。ストリームは、IVS ネットワーク内で暗号化されず
に送信され、処理されます。

Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを管理者が安全に制御する
ために役立つ AWS のサービスです。すべての AWS リソースは AWS アカウントによって所有され、とな
り、リソースの作成またはアクセスは、アクセス許可のポリシーによって管理されます。IAM 管理者は、
誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon IVS リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを管
理します。IAM は追加料金なしで提供される AWS アカウントの機能です。
重要: 詳細については、AWS IAM 製品ページおよび「AWS API リクエストの署名」をご覧ください。製
品ページには、AWS IAM ドキュメントへの追加リンク（IAM ユーザーガイドなど）が多数含まれていま
す。このセクション全体を通して、IAM ユーザーガイドの特定のセクションへのリンクも提供されていま
す。先に進む前に、このマテリアルを理解しておく必要があります。

対象者
IAM の用途は、Amazon IVS で行う作業によって異なります。
• サービスユーザー – ジョブを実行するために Amazon IVS サービスを使用する場合は、管理者から必要
なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon IVS 機能を使用して作業を行う場合
は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から
適切なアクセス許可をリクエストするのに役に立ちます。Amazon IVS の機能にアクセスできない場合
は、トラブルシューティング (p. 170) を参照してください。
• サービス管理者 – 社内の Amazon IVS リソースを担当している場合は、通常、Amazon IVS へのフルア
クセスがあります。管理者は、従業員にアクセスを許可する Amazon IVS 機能とリソースを決定しま
す。その後、サービスユーザーのアクセス許可を変更するために、IAM 管理者にリクエストを送信する
必要があります。IAM の基本概念については、このページの情報を確認してください。会社で Amazon
IVS を使用して IAM を利用する方法の詳細については、Amazon IVS で IAM を使用する方法 (p. 164)
を参照してください。
• IAM 管理者 – 管理者は、Amazon IVS へのアクセスを管理するポリシーを記述できます。IAM で使用で
きる Amazon IVS アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、アイデンティティベースの
ポリシーの例 (p. 166) を参照してください。

Amazon IVS で IAM を使用する方法
Amazon IVS API リクエストを作成する前に、IAM ID (ユーザー、グループ、ロール) および IAM ポリ
シーを 1 つ以上作成する必要があります。次に、ポリシーを ID にアタッチします。アクセス許可が反映
されるまでに数分かかります。それまでは、API リクエストは拒否されます。
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Amazon IVS を IAM と連携させる方法の概要は、IAM ユーザーガイドの IAM と連携する AWS のサービ
スを参照してください。

ID
IAM ID を作成して、AWS アカウントのユーザーとプロセスに認証を提供できます。IAM グループは、1
つのユニットとして管理できる IAM ユーザーのコレクションです。IAM ユーザーガイドの ID (ユーザー、
グループ、ロール)を参照してください。

ポリシー
IAM ユーザーガイドの以下のセクションを参照してください。
• アクセス管理 — ポリシーに関するすべて
• Amazon IVS のアクション、リソース、条件キー
• AWS グローバル条件コンテキストキー
• IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス — JSON ポリシーで使用できるすべての要素
デフォルトでは、IAM ユーザーとロールに Amazon IVS リソースを作成または変更するためのアクセス
許可はありません (自分のパスワードを変更する場合も含む)。また、AWS コンソール、AWS CLI、AWS
API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、指定されたリソースで特定の API オ
ペレーションを実行するために必要なアクセス許可をユーザーとロールに付与する、IAM ポリシーを作成
する必要があります。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションのアクセス許可を定義します。例
えば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。
ポリシーは、要素から成る JSON のアクセス許可ポリシードキュメントです。Amazon IVS は 3 つの要素
をサポートしています。
• アクション — Amazon IVS のポリシーアクションは、アクションの前にivsプレフィックスを使用しま
す。例えば、Amazon IVS CreateChannel API メソッドを使用して Amazon IVS チャネルを作成する
アクセス許可を誰かに付与するには、ivs:CreateChannelアクションのポリシーにその誰かを含めま
す。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要があります。
• リソース — Amazon IVS チャネルリソースには次のような ARN 形式があります。
arn:${Partition}:ivs:${Region}:${Account}:channel/${channelId}

例えば、ステートメントで VgNkEJgOVX9N チャネルを指定するには、この ARN を使用します。
"Resource": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/VgNkEJgOVX9N"

リソースの作成など、一部の Amazon IVS アクションは、特定のリソースで実行できません。このよう
な場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource":"*"

• 条件 — Amazon IVS は、aws:RequestTag、aws:TagKeys、および aws:ResourceTag のグローバ
ル条件キーをサポートしています。
変数をポリシーのプレースホルダーとして使用できます。例えば、ユーザーの IAM ユーザー名でタグ付け
されている場合のみ、リソースにアクセスする IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。IAM ユーザー
ガイドの変数とタグを参照してください。
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Amazon IVS タグに基づく承認
タグは、Amazon IVS リソースにアタッチすることも、Amazon IVS へのリクエストで渡すこともでき
ます。タグに基づいてアクセスを制御するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/
key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件要素でタグ情報を提供しま
す。Amazon IVS リソースのタグ付けの詳細については、Amazon IVS API リファレンスの「タグ付け」を
参照してください。
例については、「タグに基づいて Amazon IVS チャネルを表示する (p. 169)」を参照してください。

ロール
IAM ユーザーガイドの IAM ロールおよび一時的セキュリティ認証情報を参照してください。
IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント内のエンティティです。
Amazon IVS では、一時認証情報の使用をサポートしています。一時的な認証情報を使用して、フェデ
レーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、またはクロスアカウントロールを引き受けるこ
とができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、AssumeRole や GetFederationToken
などの AWS Security Token Service API オペレーションを呼び出します。

特権アクセスと非特権アクセス
API リソースには特権アクセスがあります。非特権再生アクセスは、プライベートチャネルを介してセッ
トアップできます。プライベートチャネルの設定 (p. 126) を参照してください。

ポリシーのベストプラクティス
IAM ユーザーガイドの IAM ベストプラクティス を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは非常に強力です。アカウント内で、Amazon IVS リソースを作成、
アクセス、削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウントに追加
料金が発生する可能性があります。次の推奨事項に従ってください。
• 最小権限を付与する – カスタムポリシーを作成するときは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみ
を付与します。最小限のアクセス許可から開始し、必要に応じて追加のアクセス許可を付与します。
この方法は、寛容なアクセス許可で開始し、後でそれらを強化しようとするよりも安全です。具体的に
は、ivs:* を管理アクセスのために使用し、アプリケーションでは使用しないでください。
• 機密性の高いオペレーションに Multi-Factor Authentication (MFA) を有効にする – 追加セキュリティとし
て、機密性の高いリソースまたは API オペレーションにアクセスする IAM ユーザーに対して、MFA を
使用するよう求めます。
• 追加のセキュリティとしてポリシー条件を使用する – 実行可能な範囲内で、ID ベースのポリシーでリ
ソースへのアクセスを許可する条件を定義します。例えば、リクエストが発生する必要がある許容 IP ア
ドレスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付や時間範囲内でのみリクエストを
許可したり、SSL や MFA の使用を要求したりする条件を記述できます。

アイデンティティベースのポリシーの例
Amazon IVS コンソールを使用する
Amazon IVS コンソールにアクセスするには、AWS アカウントの Amazon IVS リソースに関する詳細を表
示してリスト化するための最小限のアクセス許可が必要です。最小限必要なアクセス許可よりも制限され
た ID ベースのポリシーを作成すると、そのポリシーをアタッチした ID に対してコンソールが意図したと
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おりに機能しません。Amazon IVS コンソールへのアクセスを確実にするには、以下のポリシーを ID にア
タッチします (IAM ユーザーガイドのIAM アクセス許可の追加および削除を参照してください)。
次のポリシーの部分は、以下へのアクセスを提供します。
• すべての Amazon IVS API エンドポイントおよびすべての Amazon IVS チャット API エンドポイント
• ユーザーの Amazon IVS および Amazon IVS チャットサービスクォータ です。
• Amazon IVS の S3 への自動録画機能に必要な Amazon S3 エンドポイント (新しい S3 バケットの作
成、既存のバケットの選択、現在のリージョンのバケットのフィルタリング)
• S3 への自動録画サービスリンクロールの作成
• Lambda を一覧表示し、Amazon IVS チャットのモデレーションのために選択したラムダのアクセス許
可を追加する
• ライブストリームセッションのメトリクスを取得する Amazon CloudWatch

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "ivs:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": "ivschat:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"servicequotas:ListServiceQuotas"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ivs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIVSRecordToS3*"
},
{
"Action": [
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
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}

]

}

"Action": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:ListFunctions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

ユーザーに自分のアクセス許可の表示を許可
この例では、ユーザー ID にアタッチされたインラインおよび管理ポリシーの表示を IAM ユーザーに許可
するポリシーを示します。このポリシーには、AWS CLI または AWS API を使用して AWS コンソールま
たはプログラムでこのアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam:*:*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon IVS チャネルへのアクセス
AWS アカウントの IAM ユーザーに、Amazon IVS チャネル、VgNkEJgOVX9N のうちの 1 つへのアクセス
を許可します。また、ストリームの停止 (ivs:StopStream)、メタデータの追加 (ivs:PutMetadata)、
チャネルの更新 (ivs:UpdateChannel)もユーザーに許可します。このポリシーは、Amazon IVS
コンソールに必要な ivs:ListChannels、ivs:ListStreams、ivs:GetChannel、および
ivs:GetStream のアクセス許可も付与します。
{

"Version":"2012-10-17",
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"Statement":[
{
"Sid":"ListChannelsInConsole",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ivs:ListChannels",
"ivs:ListStreams"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource":"arn:aws:ivs:*:*:channel/*"
"Sid":"ViewSpecificChannelInfo",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ivs:GetChannel",
"ivs:GetStream"
],
"Resource":"arn:aws:ivs:*:*:channel/VgNkEJgOVX9N"
"Sid":"ManageChannel",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ivs:StopStream",
"ivs:PutMetadata",
"ivs:UpdateChannel"
],
"Resource":"arn:aws:ivs:*:*:channel/VgNkEJgOVX9N"

タグに基づいて Amazon IVS チャネルを表示する
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて Amazon IVS リソースへのアクセ
スをコントロールできます。この例では、チャネルを表示できるポリシーを示します。このポリシーは、
このアクションを Amazon IVS コンソールで完了するために必要なアクセス許可も付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListWidgetsInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "ivs:ListChannels",
"Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*"
},
{
"Sid": "ViewChannelIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "ivs:GetChannel",
"Resource": "arn:aws:ivs:*:*:channel/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
}
]

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーにアタッチできます。ただしアクセス許可は、ユーザーの所有
者としてのユーザー名がチャネルにタグ付けされている場合にのみ付与されます。richard-roe という名前
のユーザーが Amazon IVS チャネルを表示しようとした場合、チャネルに Owner=richard-roe または
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owner=richard-roe がタグ付けされている必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否されま
す。(条件キー名では大文字と小文字は区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner 両方
に一致します。)

Amazon IVS チャットのリソースベースのポリシー
メッセージをレビューするために Lambda リソースを呼び出すには、Amazon IVS チャットサービスにア
クセス許可を与える必要があります。これを行うには、AWS Lambda のリソースベースポリシーの使用
(AWS Lambda 開発者ガイド内) の手順に従って、以下のように指定されたフィールドに記入します。
Lambda リソースへのアクセスを制御するために、以下に基づく条件を使用することができます。
• SourceArn — サンプルポリシーではワイルドカード (*) を使用して、アカウント内のすべてのルーム
が Lambda を呼び出すことを許可します。オプションで、アカウント内のルームを指定して、そのルー
ムのみが Lambda を呼び出すことを許可できます。
• SourceAccount — 以下のサンプルポリシーでは、AWS アカウント ID は 123456789012 です。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"Service": "ivschat.amazonaws.com"
},
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:name",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"AWS:SourceArn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:room/*"
}
}
}
]

トラブルシューティング
次の情報は、Amazon IVS と IAM の利用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修正に役立
ちます。
• Amazon IVS でアクションを実行する権限がない。
次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーが AWS コンソールを使用してチャネルの詳細を表示する
際に、ivs:GetChannel アクセス許可を持っていない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
ivs:GetChannel on resource: arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/VgNkEJgOVX9N

この場合、Mateo は、ivs:GetChannel アクションを使用して arn:aws:ivs:uswest-2:123456789012:channel/VgNkEJgOVX9N リソースにアクセスできるように、ポリシーの更
新を管理者に依頼します。
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• アクセスキーを表示する場合
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新
しいキーペアを作成する必要があります。アクセスキーは 2 つの部分で構成されています。
• アクセスキー ID (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など)
• シークレットアクセスキー (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY など)
ユーザー名とパスワードと同様、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセ
スキーの両方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管
理してください。
重要: 正規ユーザー ID を見つけるためであっても、アクセスキーを第三者に提供しないでください。提
供すると、第三者にアカウントへの永続的アクセスを取得される可能性があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存
するように求めるプロンプトが表示されます。シークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、新しいアクセスキーを IAM ユーザーに追加する必要が
あります。
最大 2 つのアクセスキーを持つことができます。すでに 2 つある場合は、新しいキーペアを作成する前
に、いずれかを削除する必要があります。IAM ユーザーガイドの IAM ユーザーのアクセスキーの管理を
参照してください。
• 管理者として Amazon IVS へのアクセスを他のユーザーに許可したい。
Amazon IVS へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。他のユーザーまたは
アプリケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Amazon
IVS の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。
開始するには、IAM ユーザーガイドの IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成を参照して
ください。
• AWS アカウント以外のユーザーに Amazon IVS リソースへのアクセスを許可したい。
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成で
きます。ロールを引き受けるように信頼されたユーザーを指定することができます。リソースベースの
ポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシー
を使用して、リソースへのアクセスを付与できます。関連情報については、IAM ユーザーガイドの次の
セクションを参照してください。
詳細については...

...を参照してください。

所有している AWS アカウント全体でリソースへ
のアクセスを許可する方法

所有している別の AWS アカウントへのアクセス
を IAM ユーザーに許可する

第三者の AWS アカウントにリソースへのアクセ
スを許可する方法

第三者が所有する AWS アカウントへのアクセス
を許可する

ID フェデレーションを介してアクセスを許可する
方法

外部で認証されたユーザー (ID フェデレーション)
へのアクセスの許可

クロスアカウントアクセスで使用しているロール
とリソースベースポリシーの相違点

IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違
点
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Amazon IVS のサービスにリンクされたロールの使
用
Amazon IVS は、IAM サービスにリンクされたロールを使用しています。サービスにリンクされたロール
は、Amazon IVS に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスリンクロールは Amazon
IVS によって事前に定義されており、サービスがユーザーに代わって AWS のその他サービスを呼び出す
ために必要なすべての許可が含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス権限を手動で追加する必要がなくなる
ため、Amazon IVS の設定が簡単になります。Amazon IVS は、サービスにリンクされたロールのアクセ
ス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Amazon IVS のみがそのロールを引き受けること
ができます。定義されるアクセス許可は、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーに含まれており、そのア
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。
サービスにリンクされた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
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、Amazon IVS リソースは保護され
ます。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービ
スで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検索してください。サービスにリン
クされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンクではいを選択します。

Amazon IVS のサービスにリンクされたロールのアク
セス権限
Amazon IVS では、AWSservicerOREFORIVSRECORDOS3 と呼ばれるサービスにリンクされたロールを
使用して、Amazon IVS チャンネルに代わって Amazon S3 バケットにアクセスします。
サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAccessAnalyzer は、以下のサービスを信頼してロー
ルを引き受けます。
• ivs.amazonaws.com
ロールの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 IVS に許可します。
• アクション: your Amazon S3 buckets 上で s3:PutObject
サービスリンクロールの作成、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、アクセス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アクセス権限を参照してください。

Amazon IVS の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。Amazon IVSコンソール、AWS
CLI、または AWS API で録画設定リソースを作成すると、Amazon IVS がサービスにリンクされたロール
を作成します。

Important
このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービスで
アクションが完了した場合にアカウントに表示されます。詳細については、「IAM アカウントに
表示される新しいロール」を参照してください。
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サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、ア
カウントにロールを再作成することができます。録画設定リソースを作成すると、Amazon IVS によって
サービスにリンクされたロールが再作成されます。

Amazon IVS のサービスにリンクされたロールの編集
Amazon IVS では、AWSServiceRoleForCloudHSM 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。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される
可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集
はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照し
てください。

Amazon IVS の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。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。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のリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、Amazon IVS サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗す
ることがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを実行してください。
AWSServiceRoleForIVSRecordToS3 サービスリンクロールが使用している Amazon IVS リソースを削除
するには:
Amazon IVS コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、すべてのチャンネルから録画設定関
連付けを削除し、リージョン内のすべての録画設定リソースを削除します。
IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには:
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForIVSRecordToS3 サービス
リンクロールを削除します。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
削除」を参照してください。

Amazon IVS サービスにリンクされたロールがサポー
トされるリージョン
Amazon IVS は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用を
サポートします。詳細については、Amazon IVS サービスエンドポイントを参照してください。

ログ記録とモニタリング
パフォーマンスおよび/またはオペレーションを記録するには、Amazon CloudTrail を使用します。「AWS
CloudTrail を使用した Amazon IVS API コールのログ記録 (p. 160)」を参照してください。

インシデントへの対応
インシデントを検出またはアラートするために、Amazon EventBridge イベントを介してストリームの状
態をモニタリングできます。「Amazon IVS で Amazon EventBridge を使用する (p. 144)」を参照してくだ
さい。
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Amazon IVS の全体的な状態に関する情報は、AWS ステータスページを参照してください。

回復力
Amazon IVS API は、AWS グローバルインフラストラクチャを使用し、AWS リージョンとアベイラビリ
ティーゾーンを中心として構築されます。AWS リージョンには、以下のような複数のアベイラビリティー
ゾーンがあります。
• 物理的に独立して、隔離されている。
• 低レイテンシー、高スループット、高度の冗長ネットワークで接続されている。
• 従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、拡張性に優れ
ている。
アベイラビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケー
ションとデータベースを、設計および運用することができます。API の詳細については、Amazon IVS
API リファレンスを参照してください。AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細について
は、AWS グローバルインフラストラクチャを参照してください。

Amazon IVS 動画データプレーン
動画の取り込みと配信は、Amazon IVS のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) 上で実行されます。CDN
は、低レイテンシーの動画専用に高度に調整されています。これにより、Amazon IVS は、エンドツーエ
ンドの高品質の動画を世界中の視聴者に最小限の遅延で配信できます。動画 CDN にはグローバルな POP
(Point Of Presence) があり、配信者や視聴者を地理的に分散させることができます。
Amazon IVS リソースを設定するために選択した AWS リージョンに関わらず、以下のようになります。
• ストリーマーは、地理的に近い場所にある POP に自動的に動画を取り込みます。
• 視聴者は、グローバル動画 CDN を介して動画をストリーミングします。
取り込まれた動画ストリームは、複数の Amazon IVS データセンターのうちの 1 つで処理され、トランス
コードされます。Amazon IVS では、取り込みまたはトランスコーディングの失敗に対する自動フェイル
オーバーは提供されません。代わりに、ストリーマーはエンコーダまたはブロードキャストクライアント
を、配信エラー時に自動的に再取り込みするように設定する必要があります。

インフラストラクチャセキュリティ
マネージドサービスである Amazon IVS は AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されて
います。これらは、Best Practices for Security, Identity, & Compliance に記載されています。

API 呼び出し
AWS が公開した API 呼び出しを利用して、ネットワーク経由で Amazon IVS にアクセスできます。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。(以前のバー
ジョンの脆弱性により) TLS 1.2 以降を推奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic
Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイート
もクライアントでサポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほと
んどのシステムでサポートされています。
API リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service を使用して一時的なセ
キュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

174

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
ストリーミングおよび再生

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon IVS
ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基づく制限を
含めることができます。また、Amazon IVS ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを管理することもできます。これによ
り、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からのみ特定の Amazon IVS リソースへのネットワーク
アクセスが分離されます。
また、すべての API リクエストは sigv4 に署名されています。
API の詳細については、Amazon IVS API リファレンスを参照してください。

ストリーミングおよび再生
再生は HTTPS 経由でエッジから視聴者に行われ、「コントリビューションエッジ」(取り込みエンドポ
イント) は RTMPS (TLS 経由の RTMP) をサポートしています。Amazon IVS ストリーミングでは、TLS
バージョン 1.2 以降が必要です。ストリームはエンドツーエンドで暗号化されません。ストリームは、IVS
ネットワーク内で暗号化されずに送信され、処理されます。

Amazon IVS のチャット
Amazon IVS チャットメッセージの取り込みと配信は、エッジへの暗号化された WSS 接続を介して行わ
れます。Amazon IVS メッセージング API は、暗号化された HTTPS 接続を使用します。動画のストリー
ミングと再生と同様に TLS バージョン 1.2 以降が必須で、メッセージングデータは暗号化されていない内
部で処理のために転送されることがあります。
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Amazon IVS Service Quotas
以下は、Amazon Interactive Video Service (IVS) のエンドポイント、リソース、およびその他のオペレー
ションのサービスクオータと制限です。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) とは、AWS アカウント
のサービスリソースまたはオペレーションの最大数のことです。つまり、これらの制限は、表に明記され
ていない限り AWS のアカウントごとに適用されます。AWS Service Quotas参照してください。
AWS のサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。AWS サービスエンドポイ
ントも参照してください。
重要 すべてのアカウントで、同時視聴と同時ストリームの数に制限があります。(視聴とは、動画をアク
ティブにダウンロードしたか再生した一意の視聴セッションことです。詳細は次を参照してください。用
語集 (p. 193))。制限が適切であることを確認し、必要に応じて引き上げをリクエストします (特に大規模
なストリーミングイベントを計画している場合)。

サービスクォータの引き上げ
調整可能なクォータについては、AWS コンソールからレートの引き上げをリクエストできます。コンソー
ルでは、サービスクォータに関する情報も閲覧できます。
API コールレートクォータは調整できません。

API コールレートクォータ
Amazon IVS
エンドポイントタイプ

エンドポイント

デフォルト

チャネル

BatchGetChannel

5 TPS

チャネル

CreateChannel

5 TPS

チャネル

DeleteChannel

5 TPS

チャネル

GetChannel

5 TPS

チャネル

ListChannels

5 TPS

チャネル

UpdateChannel

5 TPS

再生キーペア

DeletePlaybackKeyPair

3 TPS

再生キーペア

GetPlaybackKeyPair

3 TPS

再生キーペア

ImportPlaybackKeyPair

3 TPS

再生キーペア

ListPlaybackKeyPairs

3 TPS

録画設定

CreateRecordingConfiguration

3 TPS

録画設定

DeleteRecordingConfiguration

3 TPS
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エンドポイントタイプ

エンドポイント

デフォルト

録画設定

GetRecordingConfiguration

3 TPS

録画設定

ListRecordingConfigurations

3 TPS

ストリーム

GetStream

5 TPS

ストリーム

GetStreamSession

5 TPS

ストリーム

ListStreams

5 TPS

ストリーム

ListStreamSessions

5 TPS

ストリーム

PutMetadata

チャネルあたり
5 TPS
アカウントあた
り 155 TPS

ストリーム

StopStream

5 TPS

ストリームキー

BatchGetStreamKey

5 TPS

ストリームキー

CreateStreamKey

5 TPS

ストリームキー

DeleteStreamKey

5 TPS

ストリームキー

GetStreamKey

5 TPS

ストリームキー

ListStreamKeys

5 TPS

タグ

ListTagsForResource

10 TPS

タグ

TagResource

10 TPS

タグ

UntagResource

10 TPS

Amazon IVS のチャット
エンドポイントタイプ

エンドポイント

デフォルト

メッセージング

DeleteMessage

10 TPS

メッセージング

DisconnectUser

10 TPS

メッセージング

SendEvent

10 TPS

チャットトークン

CreateChatToken

10 TPS

ルーム

CreateRoom

5 TPS

ルーム

DeleteRoom

5 TPS

ルーム

GetRoom

5 TPS

ルーム

ListRooms

5 TPS

ルーム

UpdateRoom

5 TPS
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エンドポイントタイプ

エンドポイント

デフォルト

タグ

ListTagsForResource

10 TPS

タグ

TagResource

10 TPS

タグ

UntagResource

10 TPS

その他のクォータ
Amazon IVS
リソースまたは機能

デフォルト

調整可能

説明

チャネル

5,000

はい

AWS リージョン あたりの最大
チャネル数。

同時実行ストリーム

100

はい

AWS リージョン ごとに同時に
ストリーミング可能なチャネル
の最大数。このしきい値を超え
ると、ストリームは拒否されま
す。

同時実行ビュー

15,000

はい

AWS リージョン のすべてのチャ
ネルでライブチャネルの再生が
許可される視聴最大数。(ビュー
とは、アクティブに動画をダ
ウンロードまたは再生している
固有の視聴セッションのことで
す。このページの冒頭の重要な
お知らせを参照してください。)

取り込みビットレート (チャネル
type が BASIC) の場合)

1.5 Mbps また
は 3.5 Mbps

いいえ

type が BASIC であるチャネ
ルにストリーミングできる最大
ビット/秒。
• 入力ビデオ品質が 480p 以下の
場合、デフォルトのクォータ
は 1.5 Mbps です。
• 入力ビデオ品質が 480p 以上の
場合、デフォルトのクォータ
は 3.5 Mbps です。
警告: このしきい値を超えると、
ストリームはただちに切断さ
れる可能性があります。チャ
ネルの type の詳細について
は、Amazon IVS API Reference
を参照してください。

取り込みビットレート (チャネル
type が STANDARD) の場合)

8.5 Mbps
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大ビット/秒 (デフォルト)。警
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リソースまたは機能

デフォルト

調整可能

説明
ストリームはただちに切断さ
れる可能性があります。チャ
ネルの type の詳細について
は、Amazon IVS API Reference
を参照してください。

Ingest Resolution

1080p (合計
210 万ピクセ
ル、1920 ピク
セル/エッジ)

いいえ

チャネルにストリーミングでき
る最大解像度 (その type に関係
なく)。関連するしきい値には、
合計ピクセルとエッジあたりピ
クセルの 2 つがあります。警
告: いずれかのしきい値を超える
と、ストリームはただちに切断
される可能性があります。チャ
ネルの type の詳細について
は、Amazon IVS API Reference
を参照してください。

メタデータのペイロード

1 KB

いいえ

PutMetadata リクエストペイ
ロードの最大サイズ (Amazon
IVS API)。

再生認証キーペア

3

いいえ

AWS リージョン ごとの再生認証
キーペアの最大数。

再生トークンのサイズ

2 KB

いいえ

再生の開始に使用される JSON
Web Token (JWT) の最大サイ
ズ。

記録設定

20

はい

AWS リージョン あたりの録画設
定の最大数。

ストリームキー

1

いいえ

チャネルごとのストリームキー
の最大数

Amazon IVS のチャット
リソースまたは機能

デフォルト

調整可能

説明

同時チャット接続

5,000

はい

アカウントごとに、AWS リー
ジョン のすべてのルームで同時
接続できるチャットの最大数。

メッセージレビューハンドラの
タイムアウト期間

200

いいえ

現在の AWS リージョン のすべ
てのメッセージレビューハンド
ラのタイムアウト期間 (ミリ秒単
位)。これを超えると、メッセー
ジレビューハンドラ用に設定し
た fallbackResult フィール
ドの値に応じて、メッセージが
許可または拒否されます。

すべてのルームでの
DeleteMessage リクエストの
レート

10

[Yes (はい)]

すべてのルームで 1 秒あたりに
実行できる DeleteMessage リ
クエストの最大数。リクエスト
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リソースまたは機能

デフォルト

調整可能

説明
は、Amazon IVS チャット API
または Amazon IVS チャット
メッセージング API (WebSocket)
のいずれかから送信できます。

すべてのルームでの
DisconnectUser リクエストの
レート

10

[Yes (はい)]

すべてのルームで 1 秒あたりに
実行できる DisconnectUser リ
クエストの最大数。リクエスト
は、Amazon IVS チャット API
または Amazon IVS チャット
メッセージング API (WebSocket)
のいずれかから送信できます。

接続あたりのメッセージングリ
クエストのレート

3

いいえ (ただ
し、API を使用
して設定可能)

チャット接続が実行できる
1 秒あたりのメッセージング
リクエストの最大数。チャッ
トルームごとのメッセージ
レート制限は、CreateRoom
および UpdateRoom の
maximumMessageRatePerSecond
フィールドで設定できます。

すべてのルームでの
SendMessage リクエストのレー
ト

100

はい

すべてのルームで 1 秒あたりに
実行できる SendMessage リク
エストの最大数。これらのリク
エストは、Amazon IVS チャット
メッセージング API (WebSocket)
から送信されます。

ルームあたりの SendMessage リ 10
クエストのレート

いいえ (ただ
し、API を使用
して設定可能)

いずれかのルームに対し
て 1 秒あたりに実行できる
SendMessage リクエストの
最大数。これは、CreateRoom
および UpdateRoom の
maximumMessageRatePerSecond
フィールドで設定できます。こ
れらのリクエストは、Amazon
IVS チャットメッセージング API
(WebSocket) から送信されま
す。

ルーム

はい

アカウントあたり、AWS リー
ジョン あたりのチャットルーム
の最大数。

5,000

Service Quotas と CloudWatch 使用量メトリクスの
統合
CloudWatch 使用量メトリクスを使用すると、サービスクォータをプロアクティブに管理できます。これ
らのメトリクスを使用すると、現在のサービスの使用状況を CloudWatch のグラフやダッシュボードを
使って可視化できます。Amazon IVS の使用量メトリクスは、Amazon IVS のサービスクォータに対応し
ています。
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CloudWatch のメトリクスの数学関数を使用すると、それらリソースのサービスクォータをグラフ化でき
ます。また、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も設定できます。
使用量メトリクスにアクセスするには
1. 次の場所で Service Quotas のコンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/servicequotas/
2. ナビゲーションペインで、[AWS services (AWS のサービス)] を選択します。
3. AWS のサービス一覧から、Amazon Interactive Video Service または Amazon Interactive Video Service
チャットを検索し、選択します。
4. サービスクォータの一覧から、目的のサービスクォータを選択します。新しいページが開き、サービス
クォータ/メトリクスに関する情報が表示されます。
または、CloudWatch コンソールからこれらのメトリクスにアクセスすることも可能です。[AWS
Namespaces (AWS の名前空間)] の下で、[Usage (使用量)] を選択します。次に、[Service] (サービス) 一
覧から IVS または [IVS Chat] (IVS チャット) を選択します。(Amazon CloudWatch による Amazon IVS の
モニタリング (p. 153) を参照してください)。
AWS/使用量 の名前空間の場合、Amazon IVS には次のメトリクスが表示されます。
メトリクス名

説明

ResourceCount

お使いのアカウントで実行されている特定のリソースの数。リソースは、メ
トリクスに関連付けられたディメンションによって定義されます。
有効な統計: 最大 (1 分間に使用されるリソースの最大数)。

次のディメンションは、使用量メトリクスを絞り込むために使用されます。
ディメンション

説明

Service

リソースが含まれる AWS のサービスの名前。有効な値: IVS、IVS Chat。

Class

追跡されているリソースのクラス。有効な値: None。

タイプ

追跡されるリソースのタイプ。有効な値: Resource。

リソース

AWS リソースの名前。有効な値
は、ConcurrentStreams、ConcurrentViews、ConcurrentChatConnections
です。
ConcurrentStreams と ConcurrentViews の使用量メトリクスは、Amazon
CloudWatch による Amazon IVS のモニタリング (p. 153) に記載のとお
り、AWS/IVS 名前空間にあるもの (ディメンションは None) のコピーです。
ConcurrentChatConnections の使用量メトリクスは、Amazon CloudWatch に
よる Amazon IVS のモニタリング (p. 153) に記載のとおり、AWS/IVSChat 名
前空間にあるもの (ディメンションは None) のコピーです。

使用量メトリクスの CloudWatch アラームを作成する
Amazon IVS または Amazon IVS Chat の使用量メトリクスに基づいて CloudWatch アラームを作成するに
は:
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1. Service Quotas のコンソールで、上記の説明に従って目的のサービスクォータを選択します。現在、ア
ラームを作成できるのは、ConcurrentStreams、ConcurrentViews、ConcurrentChatConnections に対し
てのみです。
2. Amazon CloudWatch アラームのセクションで [Create (作成)] を選択します。
3. [Alarm threshold (アラームのしきい値)] のドロップダウンリストから、アラーム値として設定する、適
用されたクォータ値のパーセンテージを選択します。
4. [Alarm name (アラーム名)] に、アラームの名前を入力します。
5. [Create (作成)] を選択します。
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Amazon IVS ストリーミング設定
Amazon Interactive Video Service (IVS) を使用すれば、開発者は世界中の視聴者に簡単に低レイテンシー
で動画を配信できます。Amazon IVS では、ストリーマーはストリーム制作のみを処理してから、Amazon
IVS にストリームを送信する必要があります。Amazon IVS は、Amazon IVS プレイヤーを使用して視聴者
向けの動画処理 (取り込みおよびトランスコーディング)、配信、再生を実行します。
ライブストリーミング向けの豊富なソリューションをご用意しています。複数のカメラ、ビジュアルス
イッチャー、グラフィックコンポジットや、さまざまなオーディオミキシング機器を備えたスタジオで
も、スマートフォンから初めてのストリーミングを開始する予定でも、同様のコンセプトやエンコーディ
ングパラメータに対処する必要があります。
このドキュメントでは、動画エンコーダーを Amazon IVS にストリーミングする設定について説明しま
す。このドキュメントは、ストリーミング機能をアプリケーションに組み込む開発者を対象とします。

前提条件
「Amazon IVS の開始方法 (p. 4)」の手順に従ってチャネルを作成し、ストリーミングを設定します。この
プロセスでは、チャネル ARN (Amazon リソースネーム) とストリームキーが、ストリームの取り込みと再
生のための URL とともに割り当てられます。ストリーミングアプリケーションには、取り込み URL を指
定する必要があります。
このドキュメントを読む前に、以下のことを理解しておく必要があります。
• Amazon IVS の基本:「What is Amazon IVS (p. 1)」およびAmazon IVS の開始方法 (p. 4) を参照してくだ
さい。
• Amazon IVS API: Amazon IVS API リファレンスを理解する。

レイテンシーの低減
Amazon IVS の低レイテンシーのストリーミングは、ほとんどのストリーミングアプリケーションと互換
性があり、ストリーミングアプリケーションの設定にわずかな変更を加えるだけで済みます。レイテン
シーを最小限に抑えるには、Amazon IVS プレイヤーを使用する必要があります。サードパーティの HLS
ビデオプレーヤーはサポートされていません。Amazon IVS プレイヤー SDK のドキュメントを参照してく
ださい。
低レイテンシーのストリーミング向けのストリーミングアプリケーションを準備するには、以下の手順を
実行します。(注：すべてのストリーミングアプリケーションでこれらのオプションが使用できるわけでは
ありません)。
• 動画エンコーダーで、IDR/Keyframe を 2 秒に 1 回 (エンドツーエンドのレイテンシーをさらに低減す
るには 1 秒) に設定します。
IDR/Keyframe は、ストリーム起動のタイミングと、関連する EventBridge イベント (ストリームの開
始と録画の開始) のレイテンシーに直接影響します。IDR/Keyframe が 2 秒の場合、ストリーム開始の
レイテンシーは約 9 ～ 12 秒になります。IDR/Keyframe が 1 秒の場合、ストリーム開始のレイテン
シーは約 6～8 秒になります。視聴者は、最初のストリーム開始のレイテンシーの発生後にのみ、動画
を利用できます。動画は Amazon S3 に自動録画されます。
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1 秒のキーフレーム間隔が短いほど、QoS のトレードオフが生じます。これにより、Amazon IVS プレ
イヤーのアダプティブビットレートストリーミング (ABR) が解像度を頻繁に切り替える可能性がありま
す。この場合、セグメントサイズが小さくなるため、ABR チェックがより頻繁に行われます。解像度
の切り替えが増加したり、視聴者のネットワークがセグメントを十分な速度でダウンロードできない場
合、バッファリングが増加する可能性があります。キーフレーム間隔を 1 秒または 2 秒に決定するとき
に、これらのトレードオフを評価します。
• 可能な場合は、x264 の設定でエンコーダーをゼロレイテンシーチューニングに設定します。
• バッファサイズ (VBV) がストリームの平均ビットレート (キロビット/秒) を超えないようにしてくださ
い。

サードパーティによるストリーミング/転送サービスの
回避
コンテンツを Amazon IVS に再ストリーミングまたは転送する際に、サードパーティのサービスを使用
しないことを強くお勧めします。レイテンシーが増加する原因となります。低レイテンシーを確保するに
は、Amazon IVS に直接ストリーミングします。

エンコーダー設定
ストリームの取り込み: コーデック、RTMPS、および
443 番ポート
コーデック: Amazon IVS は、動画向けの H.264、オーディオ向けの AAC (LC) をサポートしています。
Amazon IVS は、ソフトウェアやハードウェアのストリーミングに使用される最も一般的かつ安全な取り
込みプロトコルである RTMPS (TLS/SSL 接続を介した Real-Time Messaging Protocol) をサポートしてい
ます。Amazon IVS でのストリーミングと再生には、TLS バージョン 1.2 以降が必要です。
動画エンコーダーは、アウトバウンドポート 443/TCP に関連付けられた RTMPS プロトコルを使用して
Amazon IVS の取り込みに接続する必要があります。これを確認するには、パスにポートを含む IVS 取り
込みサーバーを指定します。
rtmps://<IVS-ingest-server>/<IVS-stream-key>
例:
rtmps://a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net:443/app/<IVS-stream-key>

解像度/ビットレート/FPS
ストリームの解像度によって、ビットレートとフレームレート (1 秒あたりのフレーム数、つまり FPS) が
大きく左右されます。以下のガイドラインを使用してください。これらは当社の推奨事項です。以下に示
す解像度は横方向 (水平×垂直) ですので注意してください。縦方向の場合は逆にします。

ビットレート

許容可能な画質 (SD)
480p (852x480)

良好な画質 (HD) 720p
(1280x720)

高画質 (フル HD) 1080p
(1920x1080)

最大 1500 Kbps

最大 4500 Kbps

最大 8500 Kbps

184

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
チャネルタイプ

許容可能な画質 (SD)
480p (852x480)

良好な画質 (HD) 720p
(1280x720)

高画質 (フル HD) 1080p
(1920x1080)

FPS

30

30 または 60

30 または 60

キーフレーム間隔

2秒

2秒

2秒

ビットレート、FPS、解像度は相互に関連しています。最適な値は状況によって異なるため、複雑な判断
となる可能性があります。当社では、上記の値から開始し必要に応じて調整することを最善の方法とし
てご案内しています。目標とするのは、ストリーミング中のビデオコンポーネントの明確かつスムーズな
モーションと、利用可能な帯域幅内での良好な解像度です。フレームレートや解像度を上げると、総合的
な動画品質は向上しますが、必然的に帯域幅によって制限されます。
Amazon IVS は、最大 60 FPS のフレームレートをサポートします。適切なビットレート帯域幅があれ
ば、フレームレートが高いほど画質は向上します。用途によっては、低フレームレートでも問題ありませ
ん。例えば、防犯カメラに使用する場合などです。

チャネルタイプ
チャネルタイプによって、許容解像度とビットレートが決まります。許容解像度またはビットレートを超
えると、ストリームはすぐに切断されるかもしれません。Amazon IVS は、次の 2 つのチャネルタイプを
サポートしています。
• STANDARD: ビデオはトランスコードされます。元の入力から複数の品質が生成され、ビューワーにデバ
イスやネットワーク状況に最適なエクスペリエンスを自動的に提供します。トランスコーディングによ
り、さまざまなダウンロード速度でより高い再生品質が可能になります。解像度は最大 1080p、ビット
レートは最大 8.5 Mbps です。オーディオは 360p 以下のレンディションでのみトランスコードされ、そ
れ以上ではオーディオがパススルーされます。これがデフォルトです。
• BASIC: ビデオは多重化されています: Amazon IVS が元の入力をビューワーに配信します。ビューワー
の動画品質の選択は、元の入力に制限されます。解像度は最大 1080p、ビットレートは 480p では最大
1.5 Mbps、480p～1080p の解像度では最大 3.5 Mbps です。

ビデオ設定
次の設定が推奨されます。これらは、ほとんどのH.264 ビデオエンコーディングソフトウェアまたはハー
ドウェア API で利用可能です。
• 動画エンコーダーで、IDR/Keyframe を 2 秒に 1 回 (エンドツーエンドのレイテンシーをさらに低減す
るには 1 秒) に設定します。
• H.264 レベル:メイン
• シーン変更:オフ (推奨)
• Chroma のマサブサンプル: YUV420P
• CABAC: 推奨

オーディオ設定
以下の設定がサポートされています。
• コーデック：AAC（LC）
• ビットレート: 96 Kbps ～ 320 Kbps
• サンプルレート: 44.1 KHz または 48 KHz (本稼働のオーディオフローと一致させることをお勧めします)
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• チャネル: 最大 2 チャネル－ ステレオ (1: モノラルまたは 2: ステレオのオーディオチャネルをサポート)

VBR ではなく CBR を使用する
VBR (可変ビットレート) ではなく CBR (固定ビットレート) を、エンコーダーのレートの制御方法として
常に使用します。CBR は、ネットワークの固定帯域幅の特性に適しており、クライアントデバイスに対し
て、予測可能で安定した動画再生を実現します。固定ビットレートでは、視聴者は接続時に処理される画
質レベルを簡単に選択できます。
シーンの複雑さによっては、VBR によってビットレートのスパイクが発生し、動画が Amazon IVS に到達
する前にフレームドロップが発生したり、クライアントのプレイヤーでバッファリングされたりする可能
性があります。
CBR のみを使用することを強くお勧めします。VBR を使用すると、ストリーム中により多くのバッファ
リングが発生し、スムーズな再生ができなくなります。

プログレッシブシグナルを使用する
プログレッシブシグナルフローを使用します。本稼働のフローやエンコーディング中は、インターレース
方式の動画は避けてください。プログレッシブストリーム信号では、フレーム全体を一度に表示できるた
め、再生画質が大幅に向上し、インターレース信号を表示する際に生成されるモーションアーティファク
トが発生しません。

ネットワークの要件
一定のアップロードストリームを適切に維持できる、安定したインターネット接続が必要です。インター
ネット接続が不安定になると、視聴者側でストリームの途切れや遅延が発生する可能性があります。
有線接続を使用します。WiFi および LTE 接続では、不適切な QoS/パケットキューの優先順位付けによっ
てむらが生じたり、干渉やレイテンシーが生じる可能性があります。可能な限り、ストリーム向けのハー
ド接続を利用してください。
必要な最小数よりも 50% 大きい帯域幅を割り当てるよう計画してください。動画のビットストリームをエ
ンコードする際のビットレートの変動を補償するためのオーバーヘッドが追加されます。
専用のインターネット VLAN を使用してマシンをエンコードします。エンコーダーを別のネットワークで
維持することで、トラフィックによる汚染、帯域幅のボトルネック、セキュリティ上の悪影響など、破壊
的になり得る影響を防ぐことができます。

クローズドキャプション
IVS はクローズドキャプションをサポートしています。ストリーマーとして視聴者にキャプションを提供
したい場合は、動画エンコーダーを使用して、キャプションデータを受け入れられる形式でストリームに
埋め込むか、ストリームと一緒に送信する必要があります。
Amazon IVS は、21 行目の CEA-708/EIA-608 形式 (608 over 708 とも呼ばれます) のキャプションを受け
入れます。以下のいずれかの方法を使用して、キャプションを送信できます。
• ATSC A/72 (SEI user_data) で説明されている、動画のエレメンタリーストリームに埋め込まれた
CEA-708/EIA-608。この形式は、テレビ放送のエンコーダーで一般的に使用されるものです。
• RTMPS OnCaptionInfo script/AMF0 タグ経由で送信された CEA-708/EIA-608。この形式は、Elemental
Technologies や Wowza のようなインターネットブロードキャストのエンコーダーやメディアサーバで
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一般的に使用されるものです。Amazon IVS プレイヤー SDK では、1 つの言語をサポートしています
が、マルチトラックキャプションの再生はサポートしていません。
注意: Amazon IVS プレイヤー SDK は、CC1 NTSC フィールド 1 のキャプションデータのみをサポートし
ます。マルチトラックキャプションの再生はサポートされていません。
RTMPS 経由で送信する場合、ペイロードには、次の 2 つのエレメントのペアがある ECMA 配列が含まれ
ている必要があります。
• 文字 708 を含む type という文字列。
• data という文字列には、base64 でエンコードされた CEA-708/EIA-608 ペイロードが含まれていま
す。
例:

00000000
00000010
00000020
00000030
00000040
00000050
00000060
00000070

12
43
00
74
4c
49
33
3d

00
61
04
61
41
35
36
00

00
70
74
02
50
66
66
00

69
74
79
00
79
7a
7a
09

00
69
70
3c
55
73
30
00

00
6f
65
74
72
37
34
00

00
6e
02
51
76
50
2f
00

00
49
00
41
79
7a
78
74

00
6e
03
78
55
76
6f

00
66
37
52
49
4c
67

00
6f
30
30
50
50
50

02
08
38
45
79
77
79

00
00
00
35
52
67
55

0d
00
04
4e
51
56
4c

6f
00
64
41
50
50
2f

6e
02
61
4e
7a
7a
38

|...i..........on|
|CaptionInfo.....|
|..type...708..da|
|ta..<tQAxR0E5NAN|
|LAPyUrvyUIPyRQPz|
|I5fzs7PzvLPwgVPz|
|36fz04/xogPyUL/8|
|=......t|

Elemental の動画エンコーダーを使用する場合は、次のように設定します。
• キャプションの埋め込みを「キャプチャ 608 フィールド 1」に設定します。
• 出力グループの RTMPS タグとして、onCaptionInfo を使用してキャプションを埋め込みます。

FFmpeg を使用したストリーミング
FFmpeg は、動画、オーディオ、およびその他のマルチメディアファイルやストリームを処理するための
一連の広範なソフトウェアライブラリで構成される無料のオープンソースプロジェクトです。多くのオペ
レーティングシステムとデバイスで使用できます。
FFmpeg のインストールおよびその他の情報については、FFmpeg のウェブサイトを参照してください。
最新のスタティックビルドを使用します (コンパイルしないでください)。
インストール後、FFmpeg の入力ソースを音声/動画から選択します。次のように、利用可能なものを検索
できます。
ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy.
詳細については、こちらを参照してください。利用可能な入力ソースと対象とするキャプチャ方法に応じ
て、選択したデバイスから直接、動画/音声 (埋め込み) をキャプチャし、FFmpeg で信号をエンコードでき
るはずです。次に例を示します。
• ウェブカメラ － ロジクールの C920 ウェブカメラからの出力をキャプチャします。
ffmpeg -f dshow -video_size 1920x1080 -framerate 30 -i video="HD Pro Webcam
C920":audio="Microphone (HD Pro Webcam C920)" -c:v libx264 -b:v 6000K -maxrate 6000K
-pix_fmt yuv420p -r 30 -s 1920x1080 -profile:v main -preset veryfast -g 120 -x264opts
"nal-hrd=cbr:no-scenecut” -acodec aac -ab 160k -ar 44100 -f flv rtmps://<IVS-ingestserver>/<IVS-stream-key>
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• 動画ファイル － FFmpeg は、多くの動画ファイル形式とキャプチャカードで動作します。MP4 入力に
基づくストリーミングの例を次に示します。
ffmpeg -re -i input.mp4 -c:v libx264 -b:v 6000K -maxrate 6000K -pix_fmt yuv420p -s
1920x1080 -profile:v main -preset veryfast -force_key_frames expr:gte(t,n_forced*2) x264opts "nal-hrd=cbr:no-scenecut” -acodec aac -ab 160k -ar 44100 -f flv rtmps://<IVSingest-server>/app/<IVS-stream-key>

<IVS-ingest-server> および <IVS-stream-key> への入力内容の詳細については、「Amazon IVS
の開始方法 (p. 4)」のライブストリーミングソフトウェアのセットアップに関する情報を参照してくださ
い。例:
• 取り込みサーバー: rtmps://jds34ksdg3las.global-contribute.live-video.net/app/
• ストリームキー: sk_us-west-2_abcd1234efgh5678ijkl

Amazon IVS ブロードキャスト SDK を使用した
Android と iOS からのストリーミング
Amazon IVS ブロードキャスト SDK は、Amazon IVS を使用して Android または iOS のアプリケーション
を構築する開発者向けのものです。こちら (p. 40)から、Amazon IVS ユーザーガイド内のブロードキャス
ト SDK のドキュメントを参照してください。

ストリームのテスト
常にストリームの動作を確認します。
Amazon IVS コンソールで動画ストリームに移動してストリーミングをモニタリングし、ライブストリー
ムを管理します。
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Amazon IVS のコスト
Amazon IVS ライブ動画と Amazon S3 ストレージには、S3 への自動録画機能に関連する個別のコストが
あります。

ライブ動画
Amazon IVS 料金表モデルには、動画入出力のための個別の手数料が組み込まれています。
動画入力料金は、次のチャネルタイプ (STANDARD または BASIC) によって異なります。
• STANDARD チャネルによりビデオはトランスコードされます。元の入力から複数の品質が生成され、
ビューワーにデバイスやネットワーク状況に最適なエクスペリエンスを自動的に提供します。トランス
コーディングにより、さまざまなダウンロード速度でより高い再生品質が可能になります。解像度は最
大 1080p、ビットレートは最大 8.5 Mbps です。オーディオは 360p 以下のレンディションでのみトラン
スコードされ、それ以上ではオーディオがパススルーされます。チャンネルを作成した際は、デフォル
トでこの設定になっています。
• BASIC チャネルによりビデオは多重化されています。Amazon IVS が元の入力をビューワーに配信しま
す。ビューワーの動画品質の選択は、元の入力に制限されます。解像度は最大 1080p、ビットレートは
480p では最大 1.5 Mbps、480p～1080p の解像度では最大 3.5 Mbps です。
動画出力では、視聴者に配信される動画に対して 1 時間あたりの料金をお支払いいただきます。料金は、
解像度と「請求リージョン」（動画の配信元）によって異なります。無料利用枠を含め、使用量に基づく
動画出力コストにはいくつかの利用枠があります。
IVS Cost Estimator は便利な対話型のコスト見積もりツールです。チャンネルタイプ、解像度、ストリー
ミング時間、視聴者の数、請求リージョン値をプラグインできます。コスト見積りの際は、次の経験則に
注意します。
• 視聴者は行き来し、平均して 50% のストリームが「配信」されています。Cost Estimator には、「視聴
者の平均再生時間」のセレクターが含まれています。デフォルトは 50% です。有料イベントの視聴率が
高くなると予想されます。ただし、チケットを持つ視聴者が同時に視聴できるとは限りません。
• 一部の視聴者は、ブロードキャストのソース解像度よりも低い解像度で視聴します。これは、特に高解
像度のストリームの場合です。視聴者の一部は、低解像度で視聴しますが、その場合は低コストになり
ます。帯域幅、ネットワーク状態、ISP、ハードウェアなど、視聴者のさまざまな制約が原因です。
• タイミングの問題です。例えば、ストリームが学校、職場、休暇と競合する場合、オーディエンスのサ
イズに影響する可能性があります。
• ライブ以外のユーザーからライブオーディエンスを築くことは非常に難しいです。もちろん、例外もあ
ります。外部のタレント（独自のフォローを持つインフルエンサーなど）を呼び込むと、オーディエン
スのサイズが大きくなる可能性があります。

Amazon S3 への自動録画
Amazon S3 への自動録画機能の使用や S3 への書き込みには、Amazon IVS の料金はかかりませ
ん。Amazon S3 ストレージと、保存された動画を視聴者に提供するための料金が発生します。
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録画済み動画の保存
お客様は IVS コンソールを使用して、S3 ストレージのニーズとコストの見積もりを生成できます。ユー
ザーがコンソールを使用してチャンネルの録画を設定する場合（チャンネルの作成時またはそれ以降）、
データ使用量の推定器が提供されます。これらのデータ使用推定値は、S3 用の AWS 料金計算ツールを使
用して、S3 ストレージとデータ移動の月額コストを見積もることができます。
コンソールで、新しいチャンネルを作成するとき、または既存のチャンネルを編集するときに、[Record
and store streams (ストリームの記録と保存)] エリア内の [Auto-record to Amazon S3 (Amazon S3 への自
動録画)]を選択します。ここでは、関連コストに関する情報が表示されます。

Estimate data use (データ使用量の推定)を選択して、データ使用計算ツールを表示します。
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画面に表示されているように、提供される見積もりは、AWS 料金計算ツールを使用して、S3 ストレージ
とデータ移動によって発生する月額費用の見積もりが計算されます。

録画済み動画の提供
録画した動画を視聴者に提供するコストは、使用されている CDN によって異なります。例えば、Amazon
CloudFront の価格設定ページを参照してください。
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リソースおよびサポート
リソース
https://ivs.rocks/ は、公開済みコンテンツ (デモ、コードサンプル、ブログ投稿) を閲覧し、コストを見積
もり、ライブデモを通じて Amazon IVS を体験するための専用サイトです。
「Getting Started with Amazon Interactive Video Service Series' Articles」(Amazon Interactive Video
Service シリーズの記事を用いて使用を開始) は、Amazon IVS の使用に関する初心者向けの一連の記事で
す。記事では、投稿に埋め込まれたインタラクティブなデモを使用して、IVS API の段階的なウォークス
ルーを紹介しています。すべてのデモで、埋め込まれた CodePen を介して投稿から直接実行できます。
今後もさまざまなトピックをカバーしていきます。
AWS ブログサイトには、Amazon IVS の使用に関するさまざまなトピックを掲載しています。すべての
IVS 投稿を表示するには、サイトにアクセスしてページの右側にある [Product or solution] (製品または
ソリューション) > [Media Services] (メディアサービス) > [Amazon Interactive Video Service] を選択し
て、Amazon IVS で絞り込みます。

サポート
AWS サポートセンターでは、AWS ソリューションをサポートするツールと専門知識へのアクセスを提供
する一連のプランを用意しています。すべてのサポートプランで、24 時間年中無休のカスタマーサービス
をご利用いただけます。AWS 環境の計画、デプロイ、最適化のために技術サポートや追加のリソースが必
要な場合は、お客様の AWS ユースケースに合ったサポートプランを選択してください。
AWS プレミアムサポートは、1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルであり、AWS でのアプリ
ケーションの構築と運用を支援します。
AWS re:Post は、Amazon IVS に関連する技術的な質問についてディスカッションするコミュニティベー
スの開発者向け Q&A サイトです。
お問い合わせ - 請求やアカウントに関する非技術的なお問い合わせ用のリンクがあります。技術的な質問
の場合は、上記のディスカッションフォーラムまたはサポートリンクをご利用ください。

192

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド

用語集
期間

説明

ARN

Amazon リソースネーム 以下は ARN の一般的な形式です。具
体的な形式はリソースによって異なります。ARN を使用するに
は、italicizedのテキスト (arn以外のすべて) をリソース固有の
情報に置き換えます。一部のリソースの ARN では、リージョンまた
はアカウント ID、あるいはその両方が省略されていることに注意し
てください。
arn:partition:service:region:account-id:resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resourcetype/resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resourcetype:resource-id

ブロードキャスト、配信者

ストリーム、ストリーマのためのその他の用語。

チャネル

ストリーミングの設定を保存する AWS リソース ストリーマは、
チャネルに関連付けられたストリームキーを使用してブロードキャ
ストを開始します。すべてのメトリクスとイベントは、チャネルリ
ソースに関連付けられています。

取り込み

ストリーマは、 URL のストリームキーで RTMPS プロトコルを使用
して、Amazon IVS サーバーへストリームを提供します、または取
り込みます。

取り込みサーバー

ストリームを受信する特定の Amazon IVS コンポーネント、取
り込みプロトコル (RTMPS)、パスを識別します。例: rtmps://
jds34ksdg3las.global-contribute.live-video.net/app/

JSON

JavaScript Object Notation。人が読み取れるテキストを使用して、
属性と値のペアと配列データ型 (またはその他の直列化可能な値) で
構成されるデータオブジェクトを送信する、オープンなスタンダー
ドファイル形式

レイテンシー、グラストゥグラ
スのレイテンシー

レイテンシーは、データ転送の遅延です。グラストゥグラスレイテ
ンシーとは、カメラがライブストリームをキャプチャしてから視聴
者の画面に表示されるまでの遅延を指します。

再生キーペア、再生トークン

パブリックキー暗号化を使用する再生認証トークンを使用すると、
ビデオの再生を制限できます。再生キーペアは、再生用の視聴者認
証トークンに署名して検証するために使用されるパブリックキーと
プライベートキーのペアです。詳細については、Amazon IVS API リ
ファレンスの再生キーペアのエンドポイントを参照してください。

再生 URL

視聴者が特定のチャネルの再生を開始するために使用するアドレス
を識別します。このアドレスはグローバルに使用できます。Amazon
IVS は、Amazon IVS グローバルコンテンツ配信ネットワーク上で最
適な場所を自動的に選択し、各視聴者に動画を配信します。
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期間

説明

RTMPS

TLS上で実行されるリアルタイムメッセージングプロトコル
(RTMP、Real-Time Messaging Protocol) の安全なバージョン RTMP
は、ネットワーク経由で動画を送信するための業界標準です。

ストリームキー

チャネル作成時に Amazon IVS によって割り当てられ、ストリーミ
ングの認証に使用される識別子 すべてのユーザーがチャネルにスト
リーミングできるため、ストリームキーは機密情報として扱ってく
ださい。

Tag

AWS リソースに割り当てるメタデータラベル タグを使用す
ると、AWS リソースの識別や整理ができます。詳細について
は、Amazon IVS API リファレンスの「タグ付け」を参照してくださ
い。

時間指定メタデータ

タイムスタンプ付きメタデータ Amazon IVS API を使用して、プロ
グラムでストリームに挿入できます。Amazon IVS がストリームを
処理するとき、時間指定メタデータはオーディオフレームおよび動
画フレームと同期されます。再生中、ストリームのすべての視聴者
がメタデータを取得します。タイムコードはキューポイントとして
機能し、ページのプレーヤー統計を更新するなど (スポーツストリー
ムの場合)、データに基づいてアクションをトリガーするために使用
できます。

トランスマックス

ビデオストリームの再エンコードを行わずに、取り込んだストリー
ムを Amazon IVS に簡単に再パッケージ化できます。「トランス
マックス」は、トランスコード多重化の略称です。トランスコード
多重化とは、元のストリームの一部またはすべてを保持しながら、
オーディオおよび/または動画ファイルのフォーマットを変更するプ
ロセスです。トランスマキシングは、ファイルの内容を変更せずに
別のコンテナ形式に変換します。トランスコードと区別されます。

トランスコード

トランスコードは、動画とオーディオを、あるフォーマットから別
のフォーマットに変換するプロセスです。入力ストリームが複数の
ビットレートと解像度が異なるフォーマットにコード変換され、各
種の再生デバイスとネットワーク条件をサポートします。

表示

アクティブに動画をダウンロードまたは再生している固有の視聴
セッション。視聴セッションの動画再生開始により、視聴が始まり
ます。視聴セッションが動画の再生を停止すると、視聴が終了しま
す。再生は視聴率の唯一の指標です。オーディオレベル、ブラウザ
のタブフォーカス、動画の品質などのエンゲージメントヒューリス
ティクスは考慮されません。視聴数カウントにおいて、Amazon IVS
は個々の視聴者の正当性や、1 台のマシンで複数の動画プレーヤー
を使用するなどの、ローカライズされた視聴者の重複排除を考慮し
ません。
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ドキュメント履歴
ユーザーガイドの変更
変更

説明

日付

プレイヤー SDK 1.14.0 (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2022 年 11 月 1 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号と Artifact のリンクを更新し
ました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

Player SDK: Web ガイ
ド (p. 195)

新しい CSP ルールに対応するよ 2022 年 10 月 27 日
うに、すべてのブラウザーの新
しいバージョンが更新されたこと
を反映して、コンテンツセキュリ
ティポリシーの操作を更新しまし
た。「同一オリジンでのアセット
のホスティング」と「別のオリジ
ンでのアセットのホスティング」
に関する古いセクションを削除し
ました。

Amazon IVS チャットの開始方
法 (p. 195)

以前は「チャットクライアント
の認証と承認」だったステッ
プ 3 を更新し、明確化しまし
た。チャットトークンを作成す
るようになりました。

Player SDK: Web ガイド (p. 75)

「サンプルコード」で
2022 年 10 月 24 日
は、PLAYBACK_URL 前後に引用
符を追加し、URL 文字列に置き
換える必要があることを明確にし
ました。

チャットクライアントメッセー
ジング SDK: JavaScript ガイ
ド (p. 195)

React Native Support という新し
いセクションを追加しました。

2022 年 10 月 24 日

IVS チャットクライアントメッ
セージング SDK: JavaScript
1.0.1 (p. 195)

この新しい SDK の初回リリー
ス。「IVS ユーザーガイド」の
「Amazon IVS チャットクライア

2022 年 10 月 18 日
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ントメッセージ SDK」を参照し
てください。
Amazon IVS ドキュメントのラン
ディングページは、SDK リファ
レンスの最新バージョンを参照し
ています。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
ブロードキャスト SDK: iOS
1.7.1 (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 10 月 6 日
iOS で、新しいリリースのバー
ジョン番号とアーティファクトの
リンクが更新されました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

ウェブプレーヤー SDK 1.13.0 リ
リースノート (p. 235)

ウェブプレーヤー 1.13.0 の
2022 年 9 月 27 日
リリースノートに、Sawmill
Enabled ログに関する既知の問題
が追加されました。

ブロードキャスト SDK 1.7.0 リ
リース (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 9 月 22 日
Android、iOS で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクが更新されまし
た。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
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プレイヤー 1.13.0 リリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2022 年 9 月 20 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号と Artifact のリンクを更新し
ました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

ブロードキャスト SDK: iOS
1.5.2 (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 9 月 12 日
iOS で、新しいリリースのバー
ジョン番号とアーティファクトの
リンクが更新されました。
Amazon IVS ドキュメントのラ
ンディングページは、ブロード
キャスト SDK リファレンスの最
新バージョンを参照しています。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

IVS チャットクライアントメッ
セージング SDK: Android 1.0.0
および iOS 1.0.0 (p. 195)

新しい SDK の初回リリース。
「IVS ユーザーガイド」の
「Amazon IVS チャットクライア
ントメッセージ SDK」を参照し
てください。
Amazon IVS ドキュメントのラン
ディングページは、SDK リファ
レンスの最新バージョンを参照し
ています。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
「Amazon IVS チャットの開始方
法」を更新し、さまざまなデモ
(トークン生成のデモが実行でき
るバックエンドサーバーアプリ
を含む) へのリンクと、チャット
メッセージを削除するためのサン
プルコードを追加しました。
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Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリン
グ (p. 195)

Channel ディメンションのある
Amazon IVS のメトリクスの一部
で、説明を修正しました。チャ
ネル値は ARN ではありません
(前述の通り)。これはチャネルの
resource-id であり、ARN の
最後の部分です。

2022 年 9 月 2 日

リソースとサポート (p. 192)

「Amazon IVS ユーザーガイド」 2022 年 9 月 1 日
に新しいページを追加しました。
これは Amazon IVS に関する追
加情報およびサポートを示してい
ます。

断片化されたストリームの結
合 (p. 195)

この新機能の初回リリース。これ 2022 年 8 月 30 日
らのドキュメントの変更を参照し
てください。
• Amazon IVS の開始方法 -「ス
テップ 3: 任意の録画による
チャネルの作成」のコンソー
ルと CLI の手順を更新しまし
た。
• S3 への自動録画 -「断片化さ
れたストリームの結合」が追加
されました。
• EventBridge recording_session_id
および
recording_session_stream_ids
フィールドが「例: 録画状態の
変化」に追加されました。

ライブストリームのヘルスのモ
ニタリング (p. 195)

「ヘルスによるストリームの
2022 年 8 月 17 日
フィルタリング」で、CLI の例
を修正し、filter-by name を
filter-by health へ変更しま
した。
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BASIC チャネルの拡張 (p. 195)

2022 年 8 月 16 日
BASIC チャネルの最大解像度
とビットレートが変更されまし
た。解像度は最大 1080p、ビッ
トレートは 480p では最大 1.5
Mbps、480p～1080p の解像度で
は最大 3.5 Mbps です。これらの
ドキュメントの変更を参照してく
ださい。
• IVS の開始方法 -「初期チャネ
ルの設定」でスクリーンショッ
トを更新しました。
• ストリーミング設定 -「チャネ
ルタイプ」で定義を更新しまし
た。
• コスト -「ライブ動画」でチャ
ネル定義を更新しました。
• Service Quotas -「その他の
クォータ」で、BASIC チャネ
ルのインジェストビットレー
トとインジェスト解像度の IVS
情報を更新しました。

プレイヤー SDK 1.12.0 のリリー
ス: ウェブ (p. 195)

プレイヤーガイド (ウェ
ブ、Video.js 統合、および JW プ
レイヤー統合) で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクを更新しまし
た。

2022 年 8 月 9 日

Amazon IVS ドキュメントのラン
ディングページは、Player SDK
リファレンスの最新バージョンを
参照しています。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
ブロードキャスト SDK: iOS
1.5.1 (p. 195)

7 月 28 日リリースのリリース
ノートを更新し、修正項目 (メモ
リリーク) を追加しました。

Amazon S3 への自動録
画 (p. 195)

JSON メタデータファイ
2022 年 8 月 8 日
ルに、duration_msを使用して
録音の長さを決定することについ
て、recording_started_atとrecording_ended_atの
メモを追加しました。

Amazon IVS ブロードキャスト
SDK: ウェブ (p. 195)

1.0.0 のバージョン番号を削除
2022 年 8 月 4 日
し、今後のリリースのドキュメン
トは GitHub でのみ更新されると
いうメモを追加することにより、
(この文書とリリースノートにお
いて) このリリースの7月21日の
エントリを更新しました。
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コンソールの手順の明確
化 (p. 195)

ハンバーガーアイコンをクリッ
2022 年 8 月 3 日
クすると、ペインが折りたたまれ
ている場合にのみナビゲーション
ペインが開きます。これは次の 3
つの場合に発生します。
• IVS の使用開始—「ステップ 5:
ライブストリームの表示」
• ライブストリームのモニタリ
ング—「ストリームセッション
データへのアクセス」と「ヘル
スによるストリームのフィルタ
リング」

ブロードキャスト SDK のリリー
ス: iOS 1.5.1 (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 7 月 28 日
iOS で、新しいリリースのバー
ジョン番号とアーティファクトの
リンクが更新されました。
Amazon IVS ドキュメントのラ
ンディングページは、ブロード
キャスト SDK リファレンスの最
新バージョンを参照しています。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

Amazon IVS ブロードキャスト
SDK: ウェブ (p. 195)

ウェブブロードキャスト SDK の 2022 年 7 月 21 日
初回リリース。Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジで「Amazon IVS Broadcast
SDK」に一覧表示されているド
キュメントを参照してください。
また、Amazon IVS の開始方法
のAmazon IVS ブロードキャスト
SDK によるストリーミングも更
新しました。
重要: 今後のリリースでは、ド
キュメントは GitHub (https://
aws.github.io/amazon-ivs-webbroadcast/) でのみ更新されます
(この文書以外)。

IVS チャットメトリク
ス (p. 195)

Amazon CloudWatch による
2022 年 7 月 15 日
Amazon IVS のモニタリング
－ IVS チャットにメトリクス
(Deliveries) を追加しました。
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プレイヤー SDK リリース: iOS
1.8.3 (p. 195)

「iOS Player Guide」(iOS プレイ 2022 年 7 月 14 日
ヤーガイド) で、新しいリリース
のバージョン番号とアーティファ
クトのリンクが更新されました。
Amazon IVS ドキュメントのラン
ディングページは、Player SDK
リファレンスの最新バージョンを
参照しています。

推定データ使用のスクリーン
ショット (p. 195)

コストで、「データ使用量の推
2022 年 6 月 30 日
定」のスクリーンショットが更新
されました。「オーディオ」レン
ディションは提供されなくなりま
した。

プレイヤー SDK 1.11.0 のリリー
ス: ウェブ (p. 195)

プレイヤーガイド (ウェ
ブ、Video.js 統合、および JW プ
レイヤー統合) で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクを更新しまし
た。
Amazon IVS ドキュメントのラン
ディングページで、プレイヤー
SDK ウェブリファレンスのリン
クが更新され、新しいバージョン
を表示するようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
プレイヤー SDK: ウェブガイ
ドで、「既知の問題と回避策」か
ら、適用されなくなった2つの項
目を削除しました。
• Video.js 統合を使って iOS モ
バイルブラウザで録画したコン
テンツを再生すると、再生ボタ
ンが正しく機能しない。
• Google Pixel 4 または 4a モバ
イルブラウザでライブ配信を再
生すると、再生が予期せず停止
することがあります。
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ブロードキャスト SDK 1.5.0 リ
リース (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 6 月 22 日
Android、iOS で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクが更新されまし
た。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

ストリーミング取り込み設
定 (p. 195)

ストリームの取り込み: コーデッ
ク、RTMPS、およびポート 443
で、用語を明確化：IVS 取り込
みサーバーを指定します(パスに
ポート 443 を含む)。

Service Quotas (p. 176)

IVS チャットクォータについて、 2022 年 6 月 14 日
「ルームごとの SendMessage リ
クエストのレート」のクォータを
追加し、SendMessage リクエス
トの既存のレートクォータがすべ
てのルームに適用されることを明
確にしました。

取り込みサーバー形式 (p. 195)

Amazon IVS の使用開始で、「最 2022 年 6 月 14 日
終チャネル作成」のスクリーン
ショットを更新し、取り込みサー
バーの現在の形式 (ポート 443、
パス /app/) を表示しました。
「OBS Studio によるストリーミ
ング」および「FFmpeg による録
画動画のストリーミング」の手順
を更新しました。

Player SDK 1.10.0 のリリース:
Web と Android (p. 195)

プレイヤーガイド
2022 年 5 月 24 日
(Web、Android、Video.js 統合、
および JW プレイヤー統合) で、
新しいリリースのバージョン番号
とアーティファクトのリンクを更
新しました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
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Service Quotas (p. 176)

GetStreamSession と
2022 年 5 月 16 日
ListStreamSessions のコール
レートクォータが追加されまし
た。(これらの IVS エンドポイン
トは、以前、ストリームヘルスの
起動時に追加されました。)

iOS プレイヤーガイド (p. 81)

「既知の問題と回避方法」で、サ 2022 年 5 月 10 日
ポートされなくなった iOS 10 に
関する箇条書きを削除しました。
• iOS 10 デバイスは、バックグ
ラウンドから戻ったときにク
ラッシュすることがあります。
回避方法: バックグラウンドに
入る前に、レイヤーのplayer
プロパティを nil にセットし
ます。

ブロードキャスト SDK: カスタム サンプル iOS アプリに新しい
画像ソース (p. 71)
CIFilter 実装の箇条書きを追加し
ました。

2022 年 5 月 10 日

Amazon IVS チャットの Service
Quotas (p. 179)

「その他のクォータ」に、メッ
2022 年 5 月 6 日
セージレビューハンドラのタイム
アウト期間を追加しました。

Web プレイヤーガイド (p. 75)

「コンテンツセキュリティポリ
2022 年 4 月 29 日
シー」で、サードパーティ CDN
(*.akamaized.net および
*.ext.cloudfront.live.hls.ttvnw.net)
からの動画ストリームのドメイン
を追加しました。

Video.js プレイヤーガイ
ド (p. 87)

「イベント」で、許容され
る event 値のリストから
MetadataEventType (使用でき
なくなった値) を削除しました。

セキュリティポリシーの更
新 (p. 195)

ID ベースのポリシーの例で、
2022 年 4 月 29 日
コンソールポリシーを変更
(チャット、Lambda、Amazon
CloudWatch を追加) し、それに
対する導入テキストを変更しまし
た。

プライベートチャネル (p. 195)

再生トークンの生成と署名で、
トークンスキーマのペイロー
ドフィールドの exp タイムスタ
ンプ値が UTC であることを指定
しました。

OBS Studio のセットアッ
プ (p. 195)

IVS の使用開始 - OBS Studio に
2022 年 4 月 29 日
よるストリーミングで、サーバー
とストリームキーの指定方法を
明確にし、動画の解像度、ビット
レート、およびキーフレーム間隔
を設定する手順を追加しました。
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ストリームヘルスの更
新 (p. 195)

Amazon IVS ライブストリーム
2022 年 4 月 28 日
のヘルスのモニタリング -「コン
ソールの手順」で、高解像度の
CloudWatch メトリクスのチャー
トがストリームセッションの詳
細ページで利用可能であるこ
とを記載しました。「ヘルスに
よるストリームのフィルタリン
グ」で、「ConcurrentStreams の
CloudWatch ヘルスディメンショ
ン」を追加しました。
Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリング ConcurrentStreams のメト
リクスに新しいディメンション
(Health) が追加され、チャネル
のヘルスによって結果をフィルタ
リングします。
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Amazon IVS のチャッ
ト (p. 195)

この新機能の初回リリース。
2022 年 4 月 26 日
新規および更新された情報に
は、Amazon IVS ドキュメントの
ランディングページからアクセス
できます。
• Amazon IVS チャットの使用開
始 — 新しいページ (Amazon
IVS ユーザーガイド内)。
• チャットメッセージレビュー
ハンドラ — 新しいページ
(Amazon IVS ユーザーガイド
内)。
• Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリング チャット用の新しいメトリクス
と新しい名前空間を追加しまし
た。
• セキュリティ —「データ保
護」で、チャット箇条書きを追
加しました。「ID およびアク
セス管理」で、「Amazon IVS
チャットのリソースベースの
ポリシー」に関するセクション
を追加しました。「インフラス
トラクチャセキュリティ」で、
「Amazon IVS チャット」に関
するセクションを追加しまし
た。
• Service Quotas —「Service
Quota の増加」で、調整可能
なクォータが更新されまし
た。2 つのセクションを「そ
の他のクォータ」に統合し
ました。「API コールレート
クォータ」、「その他のクォー
タ」、「Service Quotas と
CloudWatch 使用量メトリクス
の統合」にチャット情報を追加
しました。
• Amazon IVS ドキュメントのラ
ンディングページに、2 つの
API リファレンスドキュメント
を含む Amazon IVS チャット
のセクションを追加しました。
「IVS チャット API ドキュメ
ントの変更」(このページの新
しいセクション) を参照してく
ださい。
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iOS プレイヤー 1.8.2 リリー
ス (p. 195)

「iOS Player Guide」(iOS プレイ 2022 年 4 月 22 日
ヤーガイド) で、新しいリリース
のバージョン番号とアーティファ
クトのリンクが更新されました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、iOS プレイヤー SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。

手動 SDK インストー
ル (p. 195)

「Broadcast SDK: Android」(ブ
ロードキャスト SDK: Android)
の「Getting Started」(開始方法)
>「Install the Library」(ライブラ
リをインストールする) のセク
ション、および「Player: Android
Guide」(プレイヤー: Android ガ
イド) に、手動でのインストール
に関する文を追加しました。

2022 年 4 月 19 日

ブロードキャスト SDK 1.4.0 の
リリース (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 4 月 19 日
Android、iOS で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクが更新されまし
た。
「Broadcast SDK: Custom Image
Sources」(ブロードキャスト
SDK: カスタム画像ソース) に新
しいページを追加しました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

iOS プレイヤー 1.8.1 リリー
ス (p. 195)

「iOS Player Guide」(iOS プレイ 2022 年 3 月 31 日
ヤーガイド) で、新しいリリース
のバージョン番号とアーティファ
クトのリンクが更新されました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、iOS プレイヤー SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
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Android プレイヤーのデバイスサ
ポート (p. 195)

[Android プレイヤーガイド] で、
サポートされているネイティブ
Android デバイス（携帯電話と
タブレット）が明確になりまし
た。[プレイヤーの概要] で、[ネ
イティブプラットフォーム] セク
ションに [サポートされるデバイ
ス] テーブル列を追加しました。

2022 年 3 月 23 日

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

セッション終了イベントを修正
2022 年 3 月 18 日
し、その説明を更新しました。ま
た、「セッション作成済み」およ
び「ストリーム終了」のイベント
説明も明確化しました。

プレイヤー Video.js 統合 (p. 87)

「スクリプトタグによるセット
アップ」のステップ 1 で、例に
</script> の終了を追加しまし
た。

ブロードキャスト SDK 1.3.0 の
リリース (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 3 月 3 日
Android、iOS で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクが更新されまし
た。

2022 年 3 月 4 日

リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
プレイヤー 1.8.0 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2022 年 3 月 1 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号と Artifact のリンクを更新し
ました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
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Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

Recording End Failure イベント
2022 年 2 月 10 日
に関して、マスタープレイリス
トの書き込みの試行に失敗すると
いう失敗ケースの例を追加しまし
た。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

Recording Start イベントに関し
2022 年 2 月 9 日
て、マニフェストファイルと動画
セグメントが書き込まれるまでに
時間がかかるという注記を追加し
ました。

ブロードキャスト SDK: Android
1.2.1 のリリース (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド:
2022 年 2 月 3 日
Android で、新しいリリースの
バージョン番号とアーティファク
トのリンクが更新されました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

Player SDK 用の React Native
ラッパー (p. 195)

プレイヤーの Android ガイドとプ 2022 年 1 月 27 日
レイヤーの iOS ガイドに、新
しい React Native ラッパーの
GitHub コードとドキュメントへ
のリンクを追加しました。

Player SDK 用の React Native
ラッパー (p. 195)

プレイヤーの Android ガイドとプ 2022 年 1 月 27 日
レイヤーの iOS ガイドに、新
しい React Native ラッパーの
GitHub コードとドキュメントへ
のリンクを追加しました。

Web プレーヤーの CSP の変
更 (p. 77)

「別のオリジンでのアセットのホ 2022 年 1 月 25 日
スティング」に Chrome の情報
を追加しました。

プライベートチャネルの設定
(p. 126)

「トークンスキーマ」
2022 年 1 月 24 日
に、access-control-alloworigin トークンペイロード
フィールドでの複数のドメインと
ワイルドカードドメインのサポー
トに関する情報を追加しました。

Web プレーヤー 1.7.0 リリース
ノート (p. 195)

リリースノートの
2022 年 1 月 21 日
setInitialBufferDuration()
に関する箇条書き項目を、iOS モ
バイルブラウザでは機能しないと
なるように更新しました。
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プレイヤー 1.7.0 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2022 年 1 月 20 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号と Artifact のリンクを更新し
ました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

R2S3 サムネイル設定のリリー
ス (p. 195)

Amazon IVS の使用開始のステッ
プ 3: 任意の録画によるチャネル
の作成を更新しました。

2022 年 1 月 18 日

Amazon S3 への自動録
画 (p. 135)で、「録画の内容」に
thumbnails フォルダの変更に
関するメモを追加、新しい「サム
ネイル」セクションを追加、およ
び「JSON メタデータファイル」
の thumbnails と path フィー
ルドに関する情報を変更しまし
た。
Android プレイヤーガイド (p. 78) JCenter が非推奨になったため、 2022 年 1 月 7 日
「ライブラリのインストール」の
jcenter() 行を削除しました。
iOS プレイヤー (p. 81)

arm64e アーキテクチャに対する 2021 年 12 月 20 日
テスト時にプレイヤーがクラッ
シュすることに関する「既知の問
題」を追加しました。

ブロードキャスト SDK 1.2.0 の
リリース (p. 195)

すべてのブロードキャスト SDK
2021 年 12 月 9 日
ガイドで、新しいリリースのバー
ジョン番号と Artifact のリンクが
更新されました: Android、iOS。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。
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Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

ストリーミング/セッションの開
2021 年 12 月 3 日
始/作成/終了イベントの説明を充
実させ、使用方法の提案を追加し
ました。

ストリーミング設定 (p. 188)

Android と iOS からのストリーミ 2021 年 11 月 24 日
ングについて、Larix Broadcaster
の情報を Amazon IVS ブロード
キャスト SDK のドキュメントへ
のポインタに置き換えました。

ブロードキャスト: SDK for
Android のガイド (p. 43)

Android 5/6/7 デバイスで使用で
2021 年 11 月 24 日
きるのがシステムのデフォルト
のマイクのみであるため、マイク
に対するブロードキャスト SDK
の onDeviceAdded コールバッ
クと onDeviceRemoved コール
バックを受信できないという問題
を追加しました。

プレイヤー 1.6 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2021 年 11 月 23 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号と Artifact のリンクを更新し
ました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

Amazon IVS プレイヤー (p. 72)

導入テキストの末尾に、キャス
2021 年 11 月 23 日
ティングのサポートに関する段落
と Amazon IVS ブロードキャス
ト SDK ドキュメントへのポイン
タを追加しました。
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Amazon IVS ライブストリームの
ヘルスのモニタリング (p. 34)

Amazon IVS の新機能に関する新 2021 年 11 月 18 日
しいユーザーガイドページ スト
リームのヘルスについては、次の
更新もあります。
• Amazon Interactive Video
Service の使用開始の「ス
テップ 2: IAM アクセス許可
の設定」にある IAM ポリシー
を更新し、3 つの IVS 許可
(GetStream、GetStreamSession、ListStreamSessions)
と
cloudwatch:GetMetricData
を追加しました。
• Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリングに
4 つの高解像度メトリクス
IngestAudioBitrate、IngestFramerate、IngestVideoBitrate、
および KeyframeInterval
を追加しました。
• Amazon Interactive Video
Service で Amazon
EventBridge を使用するに
Session Created と Session
Ended の 2 つのイベントを追
加しました。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

Recording Start イベントの説明
を更新しました。

2021 年 11 月 5 日

ブロードキャスト: SDK for iOS
のガイド (p. 50)

iOS 12 デバイスに接続されてい
る AirPods の「既知の問題」を
追加しました。

2021 年 11 月 4 日

FFmpeg によるストリーミン
グ (p. 187)

ストリーミング設定で、FFmpeg 2021 年 11 月 3 日
が (Windows デスクトップだけで
なく) 多くの OS/デバイスで使用
できることを明らかにし、ウェブ
カメラについての箇条書きの例の
形式を修正しました。
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ブロードキャスト SDK（Android
および iOS）1.1.0 のリリー
ス (p. 195)

ブロードキャスト SDK ガイド
2021 年 10 月 20 日
で、新しいリリースのバージョ
ン番号と Artifact のリンクが更
新されました: Android および
iOS。Android では、「ブロー
ドキャスト構成の作成」に新し
い setPosition 調整がありま
す。iOS では、新しい高度なユー
スケース（「バックグラウンド
動画を使用する」）、「ブロード
キャスト構成の作成」のスロット
位置の変更、および新しい「既知
の問題」があります。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、ブロードキャスト SDK
リファレンスのリンクが更新さ
れ、新しいバージョンを表示する
ようになりました。
この機能のドキュメントに、新し
いページ「ブロードキャスティン
グ: ミキサーガイド」を追加しま
した。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

プライベートチャネルの設定
(p. 130)

「トークンスキーマ」で、「ド
メイン」ではなく「オリジン」
を参照するように accesscontrol-allow-origin 定義
が更新されました。

Android プレイヤー 1.5.1 のリ
リース (p. 195)

バグ修正のリリースについては、 2021 年 9 月 29 日
「Amazon IVS リリースノート」
を参照してください。Android プ
レイヤーガイドのリンクとテキス
トのバージョン番号のリファレン
スも更新されました。

212

2021 年 10 月 11 日

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
ユーザーガイドの変更

プレイヤー 1.5.0 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2021 年 9 月 28 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号と Artifact のリンクを更新し
ました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

ストリーミング設定 (p. 183)

「オーディオ設定」で、最小ビッ 2021 年 9 月 22 日
トレート (96 Kbps) を指定しまし
た。

Amazon IVS の開始方法 (p. 18)

「ステップ 4: ストリーミングソ 2021 年 9 月 20 日
フトウェアの設定」で、30 秒間
データが送信されなかった場合の
接続解除に関する注意を追加しま
した。

アイデンティティベースのポリ
シーの例 (p. 195)

Amazon IVS のセキュリティで、
「Amazon IVS チャネルへのアク
セス」の例のタイプミスを修正
し、末尾に句読文字 (}]}) を追
加しました。

2021 年 9 月 17 日

プレイヤー 1.4.1 および 1.4.0 の
SDK サイズ (p. 195)

プレイヤー 1.4.1 と 1.4.0 のリ
リースノートで、モバイル SDK
サイズの表を修正しました。

2021 年 9 月 16 日

プレイヤー 1.4.1 のリリー
ス (p. 195)

バグ修正のリリースについて
は、「Amazon IVS リリース
ノート」を参照してください。
すべてのプレイヤーガイド
(Web、Android、iOS、Video.js
統合、および JW Player 統合) の
バージョン番号と Artifact のリン
クも更新しました。

2021 年 9 月 8 日

リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
「ストリーミング設定」 で、ク
ローズドキャプションの情報を更
新しました。
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ブロードキャスト: SDK for
Android のガイド (p. 43)

「プレビュー用に
2021 年 9 月 1 日
ImagePreviewView 設定する」
で、表現を明瞭にしました。
「カメラのスワップ」 で、2
つのタイプミスを修正しまし
た。「ブロードキャスト設定の
作成」で、現在使用できない
video.setDefaultAspectMode
への参照を削除しました。

FFmpeg によるストリーミング
設定 (p. 187)

動画ファイルをキャプチャ
2021 年 8 月 23 日
するための設定を修正しま
した。具体的には、-g 120
を -force_key_frames
expr:gte(t,n_forced*2) に
変更しました。これにより、ソー
ス入力のフレームレートに関係な
く、エンコーダーは 2 秒ごとに
キーフレームを挿入します。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for Pixel 4/4a モバイルブラウザの新 2021 年 8 月 20 日
Web のガイド (p. 77)
しい「既知の問題」を追加しまし
た。
Amazon IVS プレーヤー: Video.js 「サンプルコード」で、バージョ 2021 年 8 月 19 日
統合 (p. 87)
ン番号が 7.14.3 に更新されまし
た。7.14.3 以前のバージョンの
Video.js には、セキュリティの脆
弱性があります。
ストリーミング設定 (p. 185)

2021 年 8 月 18 日
STANDARD チャンネルタイプ
で、オーディオは 360p 以下のレ
ンディションでのみトランスコー
ドされ、それ以上ではオーディオ
がパススルーされるという注意を
追加しました。

Amazon IVS の開始方法 (p. 4)

「Step 2: Set Up IAM
2021 年 8 月 11 日
Permissions」で、既存のユー
ザーにポリシーをアタッチする手
順を追記しました。この新しい手
順は、新しいユーザーを作成し、
そのユーザーにポリシーをアタッ
チする手順が古い手順に追加され
ます。
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プレイヤー 1.4.0 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2021 年 8 月 10 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョン
番号とアーティファクトのリンク
を更新しました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノート」
も参照してください。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for 「Setup With NPM」に、独自の 2021 年 7 月 30 日
Web のガイド (p. 75)
ドメインからプレーヤーの静的ア
セットをホストすることに関する
メモを追加しました。
Amazon IVS の開始方法 (p. 4)

「Step 2: Set Up IAM
Permissions」で、ポリシー情報
と手順を更新しました。

2021 年 7 月 29 日

「Step 3: Create a Channel with
Optional Recording」に、「AutoRecord to S3」セクションを追加
しました（前の段落の置換）。
「Step 4: Set up Streaming
Software」に、「Streaming
with the Amazon IVS Broadcast
SDK」のセクションを追加しま
した。
S3 への自動録画 (p. 135)

新しいセクション「 Playback of 2021 年 7 月 28 日
Recorded Content from Private
Buckets」を追加しました。ま
た、このページの概要も更新しま
した。

Amazon IVS ブロードキャ
スト SDK (Android および
iOS) (p. 195)

ブロードキャスト SDK for
2021 年 7 月 27 日
Android および SDK for iOS の初
期リリース。Amazon IVS ドキュ
メントのランディングページの新
しいセクションである「Amazon
IVS Broadcast SDK」に一覧表示
されているドキュメントを参照し
てください。

Amazon IVS プレイ
ヤー (p. 195)

デスクトップブラウザを更新し
て、Amazon IVS Player 1.3.0 が
新しいバージョンの macOS 版
Safari で超低レイテンシーをサ
ポートすることを示しました。
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Amazon IVS Service
Quotas (p. 176)

PutMetadata エンドポイントで、 2021 年 6 月 29 日
アカウントあたり 155 TPS の制
限を追加しました。

ivs.rocks (p. 195)

Amazon IVS ユーザーガイドラン 2021 年 6 月 25 日
ディングページに、ivs.rocks へ
のリンクと簡単な説明を追加しま
した。

プレーヤーブラウザとプラット
フォームの要件 (p. 73)

Amazon IVS プレーヤー で、サ
2021 年 6 月 25 日
ポートされているブラウザの最新
バージョンを一覧表示するサイト
へのリンクが追加されました。

ストリーミング設定 (p. 183)

[チャネルタイプ] で、チャネ
2021 年 6 月 17 日
ルタイプの定義を更新しまし
た。STANDARD チャンネルの解
像度は、最大 1080p です。ま
た、BASIC チャンネルの場合
は、最大 480p です。（以前の定
義は、垂直方向の解像度だけに関
するものでした。）

コスト (p. 189)

コストに関する新しいページを追 2021 年 6 月 17 日
加しました。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for 新しい「アクセス許可」セクショ 2021 年 6 月 17 日
Android のガイド (p. 81)
ンを追加しました。
プレーヤーのモバイルブラウザ
のサポート (p. 195)

モバイルブラウザでは、Chrome 2021 年 6 月 14 日
for iPad と Safari for iPad のサ
ポートに関する情報が追加しまし
た。

プレイヤー SDK サイ
ズ (p. 195)

新しい「SDK サイズ」セクショ
ンをAndroid および iOS プレー
ヤーSDKガイドに追加しまし
た。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for iOS モバイルブラウザ
Web のガイド (p. 77)
（player.getQualities()
および
player.getLiveLatency()
呼び出しできる）でコンテンツ
を再生する際の「既知の問題」 2
点を追加しました。
サポートされているリージョ
ンとサービスエンドポイン
ト (p. 195)

2021 年 6 月 11 日

2021 年 6 月 9 日

サポートされているリージョンの 2021 年 6 月 8 日
リストを、AWS 全般のリファレ
ンスの Amazon IVS ページへの
リンクに置き換えます。このペー
ジは、新しいリージョンのサポー
トが追加されると自動的に更新さ
れます。Monitoring Amazon IVS
with Amazon CloudWatch ページ
に変更が加えられました。
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Amazon IVS プレイヤーの問
題 (p. 195)

Web、Android、および iOS プ
2021 年 6 月 4 日
レーヤーの「既知の問題および
回避策」に、お客様がすべての問
題をサポートに報告することを追
記しました。Android 11 エミュ
レータの問題も追加しました。

Android と iOS プレイヤー 1.3.3
のリリース (p. 195)

バグ修正のリリースについては、 2021 年 6 月 1 日
「Amazon IVS リリースノート」
を参照してください。Android プ
レイヤーガイド と iOS プレー
ヤーガイドのリンクとテキストの
バージョン番号のリファレンスも
更新されました。
Amazon IVS ドキュメントのラン
ディングページは、常に プレー
ヤー SDK リファレンスの最新
バージョンを参照しています。

プライベートチャネルの設定
(p. 130)

「Generate and Sign Playback
Tokens」（署名の作成と
「Instructions」の手順に関する
情報）を更新しました。

グローバルとリージョン
別 (p. 195)

「Global Solution, Regional
2021 年 5 月 21 日
Control」を 「Getting Started
with Amazon IVS」から「What Is
Amazon IVS?」 に移動させまし
た。

Amazon IVS プレーヤー: Video.js 「サンプルコード」で
統合 (p. 87)
は、Cloudflare のバージョン番号
が 7.6.6 から 7.11.4 に更新され
ました。

2021 年 5 月 26 日

2021 年 5 月 20 日

Android プレイヤー 1.3.2 のリ
リース (p. 195)

バグ修正のリリースについては、 2021 年 5 月 19 日
「Amazon IVS リリースノート」
を参照してください。Android プ
レイヤーガイドのリンクとテキス
トのバージョン番号のリファレン
スも更新されました。

Amazon IVS Service
Quotas (p. 176)

マイナーな言い回しの変更。タ
2021 年 5 月 12 日
グの最大数に関する記述を削除
し、API リファレンスに移動しま
した。

Amazon IVS リリースノー
ト (p. 232)

Web プレーヤー 1.3.1 のメモを
2021 年 5 月 11 日
追加しました。1.3.0 NPM パッ
ケージは存在しますが、動作しま
せん。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 150)

関連するすべての例で「サニタ
イズされた」値になるように
stream_id を更新しました。
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Amazon IVS プレイヤー: SDK for iOS モバイルブラウザで録画さ
2021 年 5 月 10 日
Web のガイド (p. 77)
れたコンテンツを再生する際
のplayer.seekTo() 呼び出し
に関する、既知の問題と回避策を
追加しました。
ストリーミング設定 (p. 183)

[Encoder Configuration (エンコー
ダー設定)] ページが [Streaming
Configuration (ストリーミング設
定)] に変更されました。

2021 年 5 月 6 日

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 150)

「Examples: Recording
2021 年 5 月 5 日
State Change」
で、recording_duration_ms
フィールドを追加
し、recording_s3_key_prefix
フィールドのサンプル値を変更
し、recording_status_reason
フィールドの値を変更しました。

プレイヤー 1.3 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
2021 年 5 月 5 日
（Web、Android、iOS、Video.js
統合、およびJW Player 統合）
で、新しいリリースのバージョ
ン番号とアーティファクトのリ
ンクを更新しました。Android 向
けに、「ライブラリのインストー
ル」に mavenCentral() を追加
しました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
プレイヤー 1.3.0 以降では、iOS
版 Chrome および Safari で時
間指定メタデータがサポートさ
れるようになりました。これに
ついては、Amazon IVS Player
SDK (p. 72) の概要 (「モバイル
ブラウザ」の表) および 動画ス
トリーム内にメタデータを埋め
込む (p. 122) (「メタデータの消
費」) に記載されています。
このリリースについては、
「Amazon IVS リリースノー
ト (p. 232)」も参照してくださ
い。

Amazon IVS Service
Quotas (p. 180)

「Service Quotas と CloudWatch 2021 年 4 月 26 日
使用量メトリクスの統合」とい
う新しいセクションを追加しまし
た。
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ストリームの最大継続時
間 (p. 195)

Amazon IVS の開始方法 (「ス
2021 年 4 月 23 日
テップ 4: ストリーミングソフト
ウェアのセットアップ」）では、
ストリームの最大継続時間 (48 時
間) についての注意を追加しまし
た。

IAM ポリシーの変更 (p. 195)

複数の IAM ポリシーが変更され
ました。

2021 年 4 月 22 日

• Amazon IVS の使用開始 (p. 4)
—「Step 2: Set Up IAM
Permissions」に、Service
Quotas を追加しました。
• Amazon IVS のセキュリティ
— 「Amazon IVS コンソール
の使用」で、ポリシーの例を簡
素化し、Service Quotas を追
加しました。
新しい CloudWatch メトリク
ス (p. 195)

新しい CloudWatch メトリクスの 2021 年 4 月 13 日
リリースに関するドキュメントの
変更点は以下のとおりです。
• Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリン
グ (p. 153) — 新しいメトリク
ス (同時視聴および同時スト
リーム) を追加しました。
• Service Quotas (p. 176) — 新
しいメトリクスに一致するよう
に、関連するクォータの名前を
更新しました。
• 用語集 (p. 193) —「ビュー」を
追加しました。
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S3 への自動録画 (p. 135)

Amazon IVS の新機能に関する新 2021 年 4 月 7 日
しいユーザーガイドページ 動画
ストリーム内にメタデータを埋め
込む
• Amazon IVS の開始方法 —
R2S3 の IAM ポリシーの情報
を追加しました。チャネルを作
成するステップを書き換えまし
た。OBS Studio でローカル録
画をオプションで有効化する段
落を追加しました。録画の無効
化に関する新しいセクション。
• Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する — 録
画状態変更イベントを追加しま
した。
• Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリング
－ RecordedTime メトリクス
を追加しました。
• Amazon IVS のセキュリティ
—「Amazon IVS のサービスに
リンクされたロール (SLR) の
使用」に関するセクションを追
加しました。
• Service Quotas — 新しい録画
設定エンドポイントに「API
コールレートクォータ」を追
加し、録画設定に「リソース
クォータ」制限を追加しまし
た。

Amazon IVS ストリーミング設
定 (p. 186)

「クローズドキャプション」で
2021 年 3 月 29 日
は、プレイヤー SDK が 1 言語の
みをサポートし、マルチトラック
キャプションの再生をサポートし
ないことが明らかになりました。

グローバルとリージョン
別 (p. 195)

「What is Amazon IVS」に、グ
2021 年 3 月 25 日
ローバルとリージョナルの違い
を明確にするために、「Global
Solution, Regional Control」の新
たなセクションを追加しました。
「Getting Started with Amazon
IVS」で、チャンネルの作成手順
で、リージョンの選択について言
及しました。
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EventBridge イベントのレイテン
シーと IDR/キーフレームのエン
コーダ設定 (p. 195)

一部の EventBridge イベントに
2021 年 3 月 25 日
おける IDR/Keyframe 動画エン
コーダの設定とレイテンシーの
関係を明確化しました。これによ
り、次の 2 つのドキュメントが
影響を受けます。
• 「Amazon IVS ストリーミ
ング設定」 (p. 183) — 「レ
イテンシーの低減」の IDR/
Keyframe の箇条書きを参照
してください。
• 「Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用す
る」 (p. 144) — 新しい「スト
リームの状態変更イベントのレ
イテンシーについての注意」を
参照してください。

Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリン
グ (p. 153)

CloudWatch のデータ保持期間を
明確化しました。

2021 年 3 月 18 日

ストリーミング設定 (p. 185)

[Audio Settings (オーディオ設定)] 2021 年 3 月 15 日
で、対応ビットレートを (192 か
ら) 320 Kpbs に変更しました。

TLS の必須バージョン (p. 195)

TLS (Transport Layer Security) の 2021 年 3 月 15 日
要件を明確化しました。API コー
ルでは、クライアントは TLS 1.0
以降をサポートする必要がありま
すが、当社では TLS 1.2 以降を
お勧めします。ストリーミング/
再生には TLS バージョン 1.2 以
降が必須です。
2 つのドキュメントでの変更点：
ストリーミング設定 (「Stream
Ingest: Codecs, RTMPS, and
Port 443」) およびセキュリティ
(「Infrastructure Security」の各
セクション）。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for HTML5 と setQuality() の既
Web のガイド (p. 77)
知の問題を追加しました。

2021 年 3 月 15 日

Amazon IVS プレイヤー: SDK for キャプションに関する既知の問題 2021 年 3 月 11 日
Web のガイド (p. 77)
を追加しました。
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Amazon IVS プレイ
ヤー (p. 195)

SDK for Android および SDK for
2021 年 3 月 2 日
iOS のガイドに「スレッドの安全
性」に関するセクションを追加し
ました。
また、Android で
は、player.release() メソッ
ドが呼び出されるとプレイヤーは
使用できなくなりますのでご注意
ください。

Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリン
グ (p. 153)

CloudWatch コンソールを使用し 2021 年 2 月 26 日
て Amazon IVS メトリクスにア
クセスする手順が更新されまし
た。「IVS」がリスト化されるタ
イミングに関する情報とスクリー
ンショットが追加されました。

セキュリティ (p. 174)

「インフラストラクチャセキュ
2021 年 2 月 17 日
リティ」に、Amazon IVS スト
リーミングには TLS 1.2 が必要
であるという注記が追加されまし
た。また、AWS グローバルネッ
トワークセキュリティ手順の詳細
に関する新しいウェブページも記
載されました。

Amazon IVS プレーヤー: JW プ
レイヤー統合 (p. 96)

Amazon IVS プレイヤー向け JW
Player プラグインの新しいユー
ザーガイドページ。JW Player の
行を Web Player ガイドのフレー
ムワークの統合表に追加しまし
た。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

イベント送信の保証に関する文言 2021 年 1 月 22 日
を拡充しました。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

追加: イベントがベストエフォー
トベースで送信されます。

2021 年 1 月 13 日

ストリーミング設定 (p. 185)

コーデックのオーディオ設定を
AAC から AAC (LC) に変更しま
した。

2020 年 12 月 18 日

Amazon IVS Service
Quotas (p. 178)

「リソースクォータ」に、リソー 2020 年 12 月 17 日
スのタグの最大数を追加しまし
た。

Android プレイヤー 1.2.1 のリ
リース (p. 195)

バグ修正のリリースについては、 2020 年 12 月 16 日
「Amazon IVS リリースノート」
を参照してください。Android プ
レイヤーガイドのリンクとテキス
トのバージョン番号のリファレン
スも更新されました。

Amazon IVS リリースノー
ト (p. 232)

Amazon IVS Android Player 1.2.0 2020 年 12 月 11 日
および 1.1.0 に、SDK がクラッ
シュする既知の問題を追加しまし
た。
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Amazon IVS の開始方法 (p. 7)

再生 URL の箇条書き (「ステッ
2020 年 12 月 4 日
プ 3: チャネルの作成」) に、再生
用のカスタムドメインはサポート
されていないという注記を追加し
ました。

Amazon IVS リリースノー
ト (p. 232)

iOS プレイヤー 1.0.6 および
2020 年 12 月 4 日
1.0.0 のダウンロードリンクを削
除しました。これらのバージョン
は非推奨です。
iOS プレイヤー 1.2.0 に「既知の
問題」を追加しました。

プレイヤー 1.2.0 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
（Web、Android、iOS、および
Video.js 統合）で、新しいリリー
スのバージョン番号とアーティ
ファクトのリンクを更新しまし
た。Android ガイドに既知の問題
を追加しました。

2020 年 11 月 23 日

リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
更新済みの「Amazon IVS リリー
スノート」も参照してください。
プライベートチャネルの設定
(p. 130)

「再生トークンの生成と署名」の 2020 年 11 月 18 日
セクションにおいて、JWT ペイ
ロードの channel-arn 値は文
字列です。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

stream_id フィールドを多数の 2020 年 11 月 12 日
イベントに追加しました。これ
は、チャネルがライブになるた
びに割り当てられる一意のスト
リーム識別子です。特定のチャ
ネルで、各ライブストリームに
新しい stream_id が付きます。
ストリーム ID を使用すると、同
じチャネル上の異なるストリーム
セッションを区別できます。

動画ストリーム内にメタデータ
を埋め込む (p. 125)

Amazon IVS コンソールで、「時 2020 年 11 月 9 日
間指定メタデータの表示」に新し
いセクションを追加しました。

Web プレイヤーガイド (p. 77)

「コンテンツセキュリティポリ
2020 年 11 月 4 日
シー」のセクションを更新しまし
た。特に Safari の使用時に個別
のページでアセットをホストする
場合に使用します。
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Service Quotas (CCV および
CCB の制限) (p. 195)

特に大規模なストリーミングイベ 2020 年 11 月 4 日
ントの前に、同時視聴者および同
時配信者の適切な制限を確保する
ことの重要性に関する注意事項を
追加しました。「Amazon IVS の
開始方法」および「Amazon IVS
Service Quotas」を参照してくだ
さい。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 148)

Limit Breach イベントの更新:
JSON blob の detail セクショ
ンでは、これらすべてのイベン
トで limit_name を使用します
(以前は Concurrent Broadcasts
のみで表示され、他は limit を
表示していました。)

プライベートチャネルの設定
(p. 130)

「再生トークンの生成と署名」の 2020 年 10 月 27 日
セクションで、JWT ペイロード
の exp (有効期限) フィールドは
整数です。

Amazon IVS Service
Quotas (p. 176)

チャネル数、同時視聴者、同時配 2020 年 10 月 27 日
信の 3 つの制限を引き上げまし
た。

Web プレイヤー 1.1.2 のリリー
ス (p. 195)

バグ修正のリリースについては、 2020 年 10 月 9 日
「Amazon IVS リリースノート」
を参照してください。リンクとテ
キストのバージョン番号のリファ
レンスは、Web Player ガイドお
よびVideo.js 統合ガイド内で更新
されました。

解像度クォータとイベントの取
り込み (p. 195)

解像度を取り込むための Service
Quotas と EventBridge イベン
トを追加しました。「Amazon
IVS Service Quotas」および
「Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する」を参照
してください。
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プレイヤー 1.1.0 のリリー
ス (p. 195)

すべてのプレーヤーガイド
（Web、Android、iOS、および
Video.js 統合）で、新しいリリー
スのバージョン番号と Artifact の
リンクを更新しました。

2020 年 10 月 7 日

iOS ガイドおよび Web ガイド
に、「既知の問題」に関する新し
いセクションを追加しました。
リポジトリの Amazon IVS ド
キュメントのランディングペー
ジでは、プレイヤーの SDK リ
ファレンスのリンクが更新され、
新しいバージョンを表示するよう
になりました。
Amazon IVS プレイヤーの概要
で、Android の getSessionId
機能を削除しました (まだ動作し
ません)。
プライベートチャネルの設定
(p. 126)

新しいセクション「プライベート 2020 年 9 月 21 日
チャネルのワークフロー」を追加
しました。トークンの生成と署名
に関するセクションで、ペイロー
ドフィールドの説明と例を明確に
しました。再生キーペアのリスト
化と取得の例が修正されました。

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

channel_name フィールドが複 2020 年 9 月 14 日
数のイベントに追加されました。

動画ストリーム内にメタデータ
を埋め込む (p. 122)

IAM アクセス許可のセットアッ
2020 年 9 月 14 日
プ (完全な手順とポリシー)、メタ
データの挿入 (CLI 手順の追加)、
メタデータの使用 (複数の GitHub
デモにリンクされている) に関す
る情報が拡張されました。

プレイヤーガイド (p. 195)

各プレイヤーの最新バー
ジョンを明確化しました
(Web、Android、iOS、Video.js
統合)。

Amazon IVS の開始方法 (p. 20)

新しいストリームをコンソール
2020 年 9 月 9 日
で表示できるようになるまでに少
し時間がかかることを説明しまし
た。

Amazon IVS リリースノー
ト (p. 279)

Player iOS のダウンロードリン
2020 年 9 月 9 日
クを、Player iOS Guide の内容と
同じになるように変更しました。

動画ストリーム内にメタデータ
を埋め込む (p. 122)

関連する AWS ブログ投稿へのリ
ンクを追加しました。
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Amazon IVS プレイヤー (p. 72)

プレイヤーの機能の説明を拡大し 2020 年 9 月 3 日
ました。Amazon IVS プレイヤー
(サードパーティー製プレイヤー
ではない) のみの性能が保証され
ることを明確化しました。

Amazon IVS Service
Quotas (p. 176)

チャネル、同時視聴者、同時配信 2020 年 8 月 31 日
のクォータのみを調整できること
を示すように修正しました。

ストリーミング設定 (p. 183)

[Encoder Configuration (エンコー
ダー設定)] ページが [Streaming
Configuration (ストリーミング設
定)] に変更されました。

動画ストリーム内にメタデータ
を埋め込む (p. 122)

Web での時間指定メタデータの
2020 年 8 月 24 日
使用に関する例を更新しました。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for ライブラリのインストールで、
Android のガイド (p. 78)
コードの例を更新しました。

2020 年 8 月 24 日

2020 年 8 月 24 日

Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 148)

「例: Limit Breach」
2020 年 8 月 19 日
のセクション
で、limit_name、limit_value、exceeded_by、limit_unit
などのフィールド名を更新しまし
た。これらの名前には、アンダー
スコアが含まれます (ダッシュで
はありません)。

プライベートチャネルの設定
(p. 126)

プライベートチャネルをサポート 2020 年 8 月 19 日
する Amazon IVS の新機能に関
する新しいユーザーガイドページ
これは、複数の既存のドキュメン
トにも影響します。
Getting Started with Amazon
IVS および Logging Amazon IVS
API Calls with AWS CloudTrail:
authorized フィールドをチャ
ネルに追加しました。
セキュリティ:「権限アクセスと
非権限アクセス」に関する新しい
セクションを含む複数の変更。
Service Quotas: 再生クォータを
いくつか追加しました。
用語集: 再生キーペアを追加しま
した。

Amazon IVS の開始方法 (p. 4)

AWS のリージョンごとのサービ 2020 年 8 月 11 日
スに新しいセクションを追加しま
した。
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Amazon IVS プレイヤー: SDK for リファレンスドキュメントとフ
2020 年 8 月 11 日
iOS のガイド (p. 81)
レームワークのダウンロードへ
のリンクが 1.0.6 リリースを示す
ように更新されました。Amazon
IVS のリファレンスドキュメント
のリンクも更新されました。ド
キュメントのランディングページ
Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 146)

Amazon IVS EventBridge イベン 2020 年 8 月 5 日
トが、Amazon EventBridge コ
ンソールから利用できるように
なりました。「Amazon IVS の
Amazon EventBridge ルールを作
成する」のセクションを参照して
ください。

Amazon IVS プレーヤー: Video.js 「NPM でセットアップする」の 2020 年 7 月 30 日
統合 (p. 88)
セクションで、インストールする
Video.js npm パッケージへのリ
ンクをバージョン 7.6.6 に更新し
ました。
Amazon IVS で Amazon
EventBridge を使用する (p. 144)

Amazon IVS ストリーム状態およ 2020 年 7 月 29 日
びストリームヘルスの変更の場
合、イベント名は event_name
というフィールドに入力されま
す。( eventName ではありませ
ん。以前のドキュメントで説明し
ています）。

Amazon IVS の開始方法 (p. 18)

Amazon IVS の取り込みにポート 2020 年 7 月 27 日
443 が必要であることを示すため
に、ストリーミングソフトウェ
アのセットアップ手順を変更し
ました。これは、ストリーミン
グ設定ドキュメントにも影響しま
す。RTMPS and Port 443の新規
セクションを参照してください。

Amazon IVS プレイヤー: SDK for フレームワークを手動でインス
2020 年 7 月 27 日
iOS のガイド (p. 82)
トールする手順で、最新バージョ
ンのダウンロード場所が変更され
ました。
動画ストリーム内にメタデータ
を埋め込む (p. 122)

時間指定メタデータの使用に関す 2020 年 7 月 24 日
る Android と iOS の例を追加し
ました。

新しいサービスとユーザーガイ
ド (p. 1)

こちらは、Amazon Interactive
2020 年 7 月 15 日
Video Service (IVS) の初回リリー
スです。
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IVS API リファレンスの変更
API の変更

説明

日付

断片化されたストリームの結合

2022 年 8 月 30
recordingReconnectWindowSeconds フィー
日
ルドを CreateRecordingConfiguration リクエ
ストと RecordingConfiguration オブジェク
トに追加します。これは、3 つのレスポンス
(CreateRecordingConfiguration、GetRecordingConfiguration、
および GetStreamSession) に影響します。

BASIC チャネルを 1080p に拡張

CreateChannel、UpdateChannel、Channel オブ
ジェクトのチャネル type 定義が更新されまし
た。

2022 年 8 月 16
日

tagsの制限事項

tagsの制限事項を更新しました。Amazon IVS に
は、リンク先の AWS ドキュメントに記載されて
いる内容以外に、タグの制約はありません。これ
は、「ようこそ」セクションと、複数のエンドポ
イントおよびデータ型に影響します。

2022 年 8 月 12
日

maxResultsの最大値とデフォ
ルト値

システムの実際の動作を反映するよう
に、maxResultsの最大値とデフォルト値を更新
しました。maxResultsを使用するすべての List
エンドポイントに影響します。

2022 年 8 月 12
日

[Timestamp] (タイムスタンプ)
フィールド

[ISO 8601] フィールドについて、これらが文字列
として返される旨の備考を追記しました。自動生
成の問題により、これらは文書化された構文では
number として表示されます。

2022 年 3 月 28
日

API 認証

「認証と認可」で、認可に関する箇条書きを明確
にします。

2022 年 3 月 18
日

タグエンドポイントでの ARN エ
ンコード

3 つのタグエンドポイントに対し
て、resourceArn フィールドは URL エンコー
ドされている必要がありという記述を追加しまし
た。

2022 年 3 月 18
日

オーディオ/動画設定オブジェク
ト

AudioConfiguration および VideoConfiguration デー 2022 年 2 月 17
タタイプの定義を更新し、モニタリングに使用さ
日
れることを示しました。(設定はブロードキャス
ターのエンコーダーで行います。)

R2S3 サムネイル設定のリリース

RecordingConfiguration オブ
ジェクトに新しいフィールド
(thumbnailConfiguration) を追加しました。
これは、CreateRecordingConfiguration リクエスト
とレスポンス、GetRecordingConfiguration レスポ
ンス、および GetStreamSession レスポンスに影
響します。

2022 年 1 月 18
日

新しいオブジェクト、ThumbnailConfiguration を
追加しました。
Stream Health リリース

GetStreamSession と ListStreamSessions の 2 つ
のエンドポイントを追加しました。
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API の変更

説明

日付

AudioConfiguration、IngestConfiguration、StreamEvent、StreamFilters、StreamSe
および VideoConfiguration の 7 つのオブジェクト
を追加しました。
Stream オブジェクトと StreamSummary オブジェ
クトに streamID フィールドを追加しました。こ
れにより、GetStream と ListStreams のレスポン
スが影響を受けます。
ListStreams リクエストに filtersBy フィールド
を追加しました。
時間フィールドの書式

Stream と StreamSummary オブジェクトの
startTime に関する説明を更新し、文字列として
返されるのは ISO 8601 タイムスタンプであること
が追加されました。

2021 年 9 月 21
日

STANDARD チャネルタイプ

STANDARD チャンネルタイプで、オーディオは
360p 以下のレンディションでのみトランスコード
され、それ以上ではオーディオがパススルーされ
るという注意を追加しました。

2021 年 8 月 18
日

ListTagsForResource エンドポイ
ント

ページ割り (maxResults リクエストフィールド
と nextToken リクエスト/レスポンスフィールド)
のサポートを削除しました。(ページ割りは正常に
機能していませんでした。)

2021 年 8 月 13
日

アカウントごとの PutMetadata
TPS 制限

PutMetadata エンドポイントで、アカウントあた
り 155 TPS の制限を追加しました。

2021 年 6 月 29
日

チャネルタイプの定義

チャンネルタイプの定義を更新しまし
た。STANDARD チャンネルの解像度は、最大
1080p です。また、BASIC チャンネルの場合は、
最大 480p です。（以前の定義は、垂直方向の解像
度だけに関するものでした。）

2021 年 6 月 17
日

サポートされているリージョン
とサービスエンドポイント

サポートされているリージョンのリストを、AWS
全般のリファレンスの Amazon IVS ページへのリ
ンクに置き換えます。このページは、新しいリー
ジョンのサポートが追加されると自動的に更新さ
れます。「Welcome」ページに変更を加えまし
た。

2021 年 6 月 8
日

タグ付け

「タグ付け」（「Welcome」セクション）で、リ
ソースに適用できるタグの最大数（50）を追加し
ました。

2021 年 5 月 12
日

新しい CloudWatch メトリクス

Stream オブジェクトおよび StreamSummary オブ
ジェクトで、viewerCount の定義を変更しまし
た。

2021 年 4 月 13
日
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API の変更

説明

日付

S3 への自動録画

• 4 つの録画設定エンドポイント (作成、削除、取
得、リスト化) を追加しました。

2021 年 4 月 7
日

• 4 つのデータ型
(DestinationConfiguration、RecordingConfiguration、RecordingConfigurationSum
を追加します。
• Channel オブジェクト、ChannelSummary オ
ブジェクトおよびチャネルエンドポイントに
RecordingConfigurationArn フィールドを
追加しました。
• ListChannel が修正され、録画設定 ARN でフィ
ルタリングを実行するようになりました。
認証と認可

• 認証と認可」セクションを追加し、これらの概
念の違いを明確化しました。

2021 年 3 月 16
日

• authorized フィールド（チャネルデータタ
イプとチャネルエンドポイント内）の説明が、
「チャネルがプライベートかどうか（再生認証
が有効かどうか）」に変更されました。
PutMetadata

最小文字数 (1) を metadata のリクエストフィー
ルドに追加しました。

2021 年 3 月 4
日

チャネルレイテンシーモード

Create/UpdateChannel オブジェクトと Channel/
2020 年 12 月
ChannelSummary オブジェクトで、latencyMode 18 日
の値についての説明を追加しました。

チャネルのデフォルト値

• [チャネルデータタイプ] で、authorized のデ
フォルト値を追加しました。

2020 年 12 月
17 日

• [チャネルデータタイプ] と [CreateChannel]
で、type のデフォルト値を追加しました。
すべてのリストのエンドポイン
ト

maxResults リクエストフィールドのデフォルト
値が 50 であることを示しています。

2020 年 12 月
5日

Stream および StreamSummary
のオブジェクト

viewerCount フィールドの説明を変更し、値が
-1 の場合、リクエストがタイムアウトしたことを
示すようになりました。この場合は、再試行しま
す。

2020 年 11 月
10 日

認証

Sigv4 の署名情報を追加しました。「ようこそ」セ
クションの「認証」を参照してください。

2020 年 10 月
9日

DeleteChannel &
DeleteStreamKey

HTTP レスポンスが 200 から 204 に変更されまし
た。

2020 年 8 月 26
日

DeleteChannel

エラーを回避するために、ライブ中のチャネルを
削除する方法を明確化しました。

2020 年 8 月 20
日

再生承認 (プライベートチャネル
用)

• 新しい再生キーペアエンドポイント

2020 年 8 月 19
日

• Channel オブジェクトおよび ChannelSummary
オブジェクトの新しい authorized フィールド
• 新しいオブジェクト、PlaybackKeyPair および
PlaybackKeyPairSummary
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API の変更

説明

日付

新しいサービスと API リファレ
ンス

こちらは、Amazon Interactive Video Service (IVS)
の初回リリースです。

2020 年 7 月 15
日

IVS チャット API ドキュメントの変更
API の変更

説明

日付

tagsの制限事項

2022 年 8 月 12
tagsの制限事項を更新しました。Amazon
日
IVS のチャットには、リンク先の AWS ド
キュメントに記載されている内容以外に、
タグの制約はありません。これは、「よう
こそ」セクション、4つのエンドポイント
（CreateRoom、ListTagsForResource、TagResource、untagResource）、RoomS
データ型に影響します。

新しい機能

これは、Amazon IVS チャットの最初のリリースで 2022 年 4 月 26
す。ドキュメントのランディングページに、2 つ
日
の API リファレンスドキュメントを含む、Amazon
IVS チャットのセクションを追加しました。
• チャット API リファレンス — コントロールプ
レーン API (HTTPS)
• チャットメッセージング API リファレンス —
データプレーン API (WebSocket)
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Amazon Interactive Video Service リ
リースノート
2022 年 11 月 1 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.14.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• まれなクラッシュの発生を減らし、プレイヤー
の安定性を向上させました。

Web プレイヤー 1.14.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87) および JW プレイヤー統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.14.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.14.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.14.0/web/

Android プレイヤー 1.14.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.14.0/android/
• getErrorCode() メソッドを ErrorType クラ
スに追加しました。

iOS プレイヤー 1.14.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.14.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.14.0/ios/
• IVS プレイヤー setQuality:adaptive: メ
ソッドを公開しました。

モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.004 MB

2.840 MB

armeabi-v7a

0.909 MB

2.248 MB
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アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

x86_64

1.049 MB

2.678 MB

x86

1.075 MB

2.975 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.41 MB

0.99 MB

2022 年 10 月 18 日
Amazon IVS チャットクライアントメッセージング
SDK: JavaScript 1.0.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

JavaScript チャットクライアントメッセージング
SDK 1.0.1 (p. 116)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-chat-messaging-sdk-js/1.0.1/

2022 年 10 月 6 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.7.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS ブロードキャスト SDK 1.7.1 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.7.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.1/ios/
• いくつかのクラスに対して直接リンクするとき
のリンカーエラーを修正しました。
• ホストアプリケーションでインスタンス化して
はいけないクラスの init 関数および new 関数
が削除されました。
• SDK により提供されたカメラを使用し、縦横比
が 9:16 に設定されているスロットで、対応す
る 9:16 のカメラ比が正しく使用されるようにな
りました。(以前は 3:4 のカメラ比が使用されて
いました。) FIT アスペクトモードを使用するス

233

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
2022 年 9 月 22 日

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
ロットは、スペース全体を使用するようになり
ました。(以前はレターボックス化されていまし
た。)

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.48 MB

3.40 MB

2022 年 9 月 22 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.7.0
注: 1.6.0 リリースはありません。
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• まれなクラッシュの発生を減らし、安定性を向
上させました。
• VideoConfiguration で
AutomaticBitrateProfile 列挙型が追加さ
れました。これは、ABR アルゴリズムがビデ
オのビットレートを調整するレートを制御しま
す。
• onTransmissionStatsChanged
メソッドが追加されまし
た。onBroadcastQualityChanged お
よび onNetworkHealthChanged より詳
細な伝送統計情報が含まれています。後者
の 2 つの方法は廃止されたため、代わりに
onTransmissionStatsChanged の使用をお勧
めします。

Android ブロードキャスト SDK 1.7.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/android/

iOS ブロードキャスト SDK 1.7.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.7.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.7.0/ios/

• IVSBroadcastSessionAudioSessionStrategy.PlayAndR
が追加されました。これにより、開発者はハン
ドセット (iPhone など) を搭載したデバイスが
ヘッドセットよりもスピーカーを選択するかど
うかを指定できます。
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ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.628 MB

4.682 MB

armeabi-v7a

1.519 MB

3.786 MB

x86_64

1.824 MB

5.212 MB

x86

1.760 MB

4.742 MB

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.47 MB

3.40 MB

2022 年 9 月 20 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.13.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

ウェブプレイヤー 1.13.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87)および JW プレイヤー統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.13.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.13.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.13.0/web/
• VideoJS seeking() 関数のサポートが追加され
ました。
• 開発上の問題の原因となっていた未使用のタイ
プ (CaptureEventTypes) が削除されました。
• ネットワーク復旧時に断続的に発生する
MediaSource エラーを修正しました。
既知の問題: コンソールを開くと、Sawmill
Enabled ログが表示されることがあります。ユー
ザーに影響しないため、この内部ログは非表示に
されるように意図されています。確認したら無視
してください。

Android プレイヤー 1.13.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.13.0/android/
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• 競合状態に関連する再生のクラッシュを防ぐた
めに、保護をさらに追加しました。
• ABR 帯域幅推定の安定性が向上しました。

iOS プレイヤー 1.13.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.13.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.13.0/ios/
• バックグラウンドで再生中に、オーディオのみ
の再生が停止するバグを修正しました。
• 競合状態に関連する再生のクラッシュを防ぐた
めに、保護をさらに追加しました。
• ABR 帯域幅推定の安定性が向上しました。
• SDK リファレンスで、setAutoMaxQuality が
ビットレートに基づいて品質をフィルタリング
することを明確にしました。
• 無効な値を無視するように IVSPlayer クラス
の setQuality: メソッドを変更しました。

モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.000 MB

2.829 MB

armeabi-v7a

0.904 MB

2.237 MB

x86_64

1.070 MB

2.962 MB

x86

1.045 MB

2.665 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.44 MB

1.06 MB

2022 年 9 月 15 日
縦型動画の向上 (最終リリース)
本日 Amazon IVS のすべてのお客様向けに、「縦型動画の向上 (p. 242)」で記載されている変更内容の
公開を開始しました。変更がすべてのアカウントに反映されるまで 2～3 日かかります。
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2022 年 9 月 12 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.5.2: iOS
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS ブロードキャスト SDK 1.5.2 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.5.2/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.2/ios/
• ブロードキャスト停止直後に、ブロードキャス
トのシャットダウンが完了する前にネットワー
ク接続が切断されるという稀なクラッシュを修
正しました。
• 致命的なエラーの後に再試行ループがブロード
キャストの再開を繰り返し試みる場合のメモリ
増加の問題を修正しました。

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.39 MB

3.20 MB

2022 年 9 月 8 日
Amazon IVS チャットクライアントメッセージング
SDK: Android 1.0.0 および iOS 1.0.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Android チャットクライアントメッセージング
SDK 1.0.0 (p. 102)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-chat-messaging-sdk-android/1.0.0/

iOS チャットクライアントメッセージング SDK
1.0.0 (p. 106)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-chat-messaging-sdk-ios/1.0.0/

チャットクライアントメッセージング SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

すべてのアーキテクチャ (バイト
コード)

53 KB

58 KB
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チャットクライアントメッセージング SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

ios-arm64_x86_64-simulator
(ビットコード)

484 KB

2.4 MB

ios-arm64_x86_64-simulator

484 KB

2.4 MB

ios-arm64 (ビットコード)

1.1 MB

3.1 MB

ios-arm64

233 KB

1.2 MB

2022 年 8 月 30 日
断片化されたストリームの結合
これは、新しい機能の最初のリリースです。ストリームが Amazon S3 への自動録画に設定されている場
合、ストリームが中断されて新しいストリームが開始された際に、Amazon IVS が前のストリームと同じ
S3 プレフィックスに録画を試みる期間を指定できるようになりました。つまり、ブロードキャストが切
断され、指定された間隔内で再接続された場合、複数のストリームは 1 つのブロードキャストと見なされ
マージされます。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon IVS の開始方法 - コンソールと CLI の手順について、「ステップ 3: 任意の録画によるチャネル
の作成 (p. 7)」を更新しました。
• S3 への自動録画 - 新しいセクションである「断片化されたストリームの結合 (p. 136)」を参照してくだ
さい。
• EventBridge -「例: 録画状態の変化 (p. 150)」に recording_session_id フィールドおよび
recording_session_stream_ids フィールドが追加されました。
• IVS API リファレンス - recordingReconnectWindowSeconds フィールドを
CreateRecordingConfiguration リクエストと RecordingConfiguration オブジェクトに追加しました。
これは、3 つのリスポンス (CreateRecordingConfiguration、GetRecordingConfiguration、および
GetStreamSession) に影響します。

2022 年 8 月 9 日
Amazon IVS ウェブプレイヤー SDK 1.12.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

ウェブプレイヤー 1.12.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87) および JW プレイヤー統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.12.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.12.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.12.0/web/
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• 競合状態に関連する再生のクラッシュを防ぐた
めに、保護をさらに追加しました。

2022 年 7 月 28 日
Amazon IVS iOS ブロードキャスト SDK 1.5.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS ブロードキャスト SDK 1.5.1 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.5.1/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.1/ios/
• 音声のエンコードができず、すべてのブロード
キャストが失敗する原因となっていた iOS 16
との互換性の問題を修正しました。この問題
は、iOS 向けの IVS ブロードキャスト SDKの以
前のすべてのバージョンに影響します。iOS 16
でブロードキャストするには、バージョン 1.5.1
が必要です。
• IVSBroadcastSessionのイニシャライザに受
任者を直接提供する際のメモリリークを修正し
ました。(回避策は、後で受任者プロパティを設
定することでした。)

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.36 MB

3.20 MB

2022 年 7 月 21 日
Amazon IVS ウェブブロードキャスト SDK
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

ウェブブロードキャスト SDK (p. 42)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-web-broadcast/docs/sdk-reference
• これは、Amazon IVS ウェブブロードキャスト
SDK の初回リリースです。
• 重要: 今後のリリースでは、ドキュメントは
GitHub (https://aws.github.io/amazon-ivs-web-
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
broadcast/) でのみ更新されます (この文書以
外)。

2022 年 7 月 14 日
Amazon IVS iOS プレイヤー SDK 1.8.3
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS プレイヤー 1.8.3 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.8.3/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.8.3/ios/
• 相対パスを含む URL を介して提供された録画コ
ンテンツをプレイヤーが再生できない問題を修
正しました。
• メインスレッドがブロックされたときに発生し
得るメモリ増加の問題を修正しました。

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.46 MB

1.10 MB

2022 年 6 月 28 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.11.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

ウェブプレイヤー 1.11.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87) および JW プレイヤー統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.11.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.11.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.11.0/web/
• ABR 帯域幅推定の安定性が向上しました。
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• Video.js 統合を使って iOS モバイルブラウザで
録画したコンテンツを再生すると、再生ボタン
が正しく機能しない、という問題を修正しまし
た。以前の回避方法 (Video.js を初期化するとき
に再生ボタンを非表示にする) は必要ではなくな
りました。

2022 年 6 月 22 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.5.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• まれなクラッシュの発生を減らし、安定性を向
上させました。
• 高ビットレートストリームの安定性が向上しま
した。
• レイテンシーが非常に高いブロードキャスト
は、エラーコード20401と次のメッセージで終
了します。「ネットワークが遅すぎたため、
ブロードキャストは終了しました。接続が安定
していることを確認するか、ブロードキャスト
ビットレートを下げてください。」 これに対す
るレイテンシーのしきい値は、時間の経過とと
もに変化する可能性があります。現在は 45 秒で
す。

Android ブロードキャスト SDK 1.5.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.0/android/
• 新しい設定オプションを Video に追加しまし
た。これにより、ブロードキャストセッショ
ン enableTransparency(boolean) および
isTransparencyEnabled() の透過性が可能
になります。透過設定は、デフォルトでは無効
となっています。個々のスロット fillColor
または transparency の値が期待どおりに機能
するように Video.enableTransparency を
TRUE に設定する必要があることに注意してくだ
さい。透過性は計算負荷が高くなるため、必要
な場合にのみ有効にします。

iOS ブロードキャスト SDK 1.5.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.5.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.5.0/ios/
• IVSReplayKitBroadcastSession を
画面共有に使用する場合は、ストリー
ムを適切にシャットダウンするために
RPBroadcastSampleHandler::broadcastFinished
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
で
IVSReplayKitBroadcastSession::broadcastFinished
を呼び出すことをお勧めします。これを行わな
いと、ストリームがタイムアウトするまでライ
ブのままになる可能性があります。
• IVSImagePreviewView は MTKView によっ
てサポートされではなくなりましたが、代わり
に AVSampleBufferDisplayLayer ベースの
CALayer を持つ通常の UIView があります。

ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.539 MB

4.355 MB

armeabi-v7a

1.431 MB

3.483 MB

x86_64

1.729 MB

4.868 MB

x86

1.675 MB

4.436 MB

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.36 MB

3.20 MB

2022 年 6 月 9 日
垂直方向の動画の改善
このリリースでは、Amazon IVS が垂直方向の入力 (例: 高さが幅より大きいモバイルデバイスからブロー
ドキャストされるコンテンツ) を処理する方法を改善しました。この変更は、この記事の最後に説明され
ているように、時間をかけて展開されています。
3 つの変更があります。
1. (Standard チャネルにのみ影響) 垂直入力はコンテンツの幅に基づいてスケーリングされるため、ダウ
ンスケーリングが少なく、視覚的に高画質な出力が得られます。たとえば、この変更が 720 x 1280 入
力にどのように影響するかを示します。
名前

以前の幅 x 高さ

新しい幅 x 高さ

1280p

720 x 1280

—

720p

404 x 720

720 x 1280

480p

268 x 480

480 x 852

242

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
2022 年 5 月 24 日

名前

以前の幅 x 高さ

新しい幅 x 高さ

360p

200 x 360

360 x 640

160p

88 x 160

160 x 284

2. (Standard チャンネルにのみ影響) 生成されるレンディションは、入力幅以下のレンディションだけ
です。たとえば、入力が 720 x 1280 の場合、720p、480p、360p、160p のレンディションが得られま
す。入力幅がレンディションの間にある場合は、入力よりも幅の小さいレンディションがすべて得られ
ます。たとえば、この変更が 540 x 960 入力にどのように影響するかを示します。
名前

以前の幅 x 高さ

新しい幅 x 高さ

960p

540 x 960

—

720p

404 x 720

—

480p

268 x 480

480 x 852

360p

200 x 360

360 x 640

160p

88 x 160

160 x 284

3. (Standard チャンネルと Basic チャンネルに影響) 垂直入力のレンディションでは、高さではなく幅
に基づいたより従来の命名規則が使用されます。たとえば、Basic チャンネルに 360 x 640 を入力した
場合、360p という名前の 1 つの出力レンディションがあります。
この名前は、動画プレイリストに NAME 属性として表示され、ユーザー向けの品質セレクター (例) に
表示されます。この名前は、記録されたアセットの Amazon S3 ディレクトリ名としても使用されま
す。たとえば、360 x 640 入力の場合、品質セレクターと Amazon S3 への自動記録ディレクトリ名は
360p60 (以前の値は 640p60) です。
この改善は時間をかけて展開されています。
• 今 — 過去 6 か月間に垂直入力をブロードキャストしましたか？ そうでない場合は、お客様のアカウ
ントでこの変更を有効にしています (具体的には、本日から 1 週間以上)。はいの場合は、AWS Health
Dashboard のアカウントイベントセクションにこの変更に関する通知が届きます。
• 2022 年 9 月 15 日 — 残りのすべてのアカウントに対して変更を有効にします。過去 6 か月間に垂直入
力をブロードキャストし、この変更をアカウントでより早く有効にする場合は、AWS サポートチケット
を送信してください。
重要: 以前の動作に依存するコード (録音の後処理など) がないことを確認してください。たとえば、レン
ディションの幅/高さがハードコードされたスクリプトがある場合、それを編集する必要があります。そう
しないと、この変更が適用された後にスクリプトが壊れる可能性があります。

2022 年 5 月 24 日
Amazon IVS Web および Android Player SDK 1.10.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Web プレイヤー 1.10.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87)、および JW プレイヤー統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
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Amazon IVS Web および Android Player SDK 1.10.0

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.10.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.10.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.10.0/web/
• Video.js プラグインの一時停止と再生に関するコ
ンソールエラーを修正しました。
• リファレンスドキュメントで、TypeScript 定
義ファイルから、公開されていないはずの
2 つのタイプ、AutoplayOptions および
PlayerEventType.STATE_CHANGED を削除し
ました。
• setAutoMaxQuality および
setAutoMaxVideoSize を使用時にすべての品
質が考慮されない問題を修正しました。
• 対応するドキュメントととも
に、setAutoMaxVideoSize のメソッドを公開
しました。
• SDK リファレンスで、setAutoMaxQuality が
ビットレートに基づいて品質をフィルタリング
することを明確にしました。
• Web プラットフォームの VOD のストリーム終
了時の動作を修正しました。

Android プレイヤー 1.10.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.10.0/android/
• setAutoMaxQuality および
setAutoMaxVideoSize を使用時にすべての品
質が考慮されない問題を修正しました。
• Player クラスに getVolume() を追加しまし
た。
• SDK リファレンスで、setAutoMaxQuality が
ビットレートに基づいて品質をフィルタリング
することを明確にしました。
• Web プラットフォームの VOD のストリーム終
了時の動作を修正しました。

モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

0.990 MB

2.805 MB

armeabi-v7a

0.895 MB

2.215 MB

x86_64

1.033 MB

2.643 MB
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アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

x86

1.058 MB

2.936 MB

2022 年 4 月 28 日
ストリームヘルスの更新
ライブストリームのヘルスをほぼリアルタイムでモニタリングするための Amazon IVS ストリームヘルス
には、2 つの更新があります。
• 高解像度 CloudWatch メトリクスのチャートが、コンソールのストリームセッションの詳細ページで使
用できるようになりました。
• ConcurrentStreams のメトリクスに新しいディメンション (Health) を追加し、チャネルのヘルスで
結果をフィルタリングするようにしました。
「Amazon IVS ライブストリームヘルスのモニタリング (p. 34)」および「Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリング (p. 153)」を参照してください。

2022 年 4 月 26 日
Amazon IVS のチャット
これは Amazon IVS チャットの最初のリリースであり、ライブ動画ストリームと一緒に使用できるマネー
ジドライブチャット機能です。新しいドキュメントは、Amazon IVS ドキュメントのランディングペー
ジからアクセスできます。
• Amazon IVS チャットの開始方法 (p. 22)から始めます。
• 「Amazon IVS ユーザーガイド」にて:
• 新しいページの「チャットメッセージレビューハンドラ (p. 30)」を参照してください。
• Amazon CloudWatch による Amazon IVS のモニタリング (p. 153)、Amazon IVS Security (p. 163)、
および Amazon IVS Service Quotas (p. 176)で、「チャット」の変更を検索します。
• ドキュメントランディングページの新しい Amazon IVS チャットセクションには、次の 2 つの API リ
ファレンスがあります。
• チャット API リファレンス — コントロールプレーン API (HTTPS)。
• チャットメッセージング API リファレンス — データプレーン API (WebSocket)。
いつものように、ドキュメントの変更は Amazon IVS ドキュメント履歴 (p. 195)に記載されています。

2022 年 4 月 22 日
Amazon IVS iOS プレイヤー SDK 1.8.2
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS プレイヤー 1.8.2 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.8.2/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.8.2/ios/
• iOS 15 以降を実行しているデバイスでのピク
チャーインピクチャーのサポートが追加されま
した。IVSPlayerLayer のインスタンスを使
用して、AVPictureInPictureController クラスを
直接インスタンス化できます。実装例について
は、公開サンプルアプリケーションを参照して
ください。
• -seekTo:completionHandler: メソッドの完
了ハンドラー内から IVSPlayer の状態を操作
しているときに発生し得るデッドロックの問題
を修正しました。
• メインスレッドがブロックされたときに発生し
得るメモリ増加の問題を解決するために、1.8.1
リリースで生じた問題を修正しました。

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.46 MB

1.10 MB

2022 年 4 月 19 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.4.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• まれなクラッシュの発生を減らし、安定性を向
上させました。
• 「Broadcast SDK: Custom Image
Sources (p. 70)」(ブロードキャスト SDK: カス
タム画像ソース) に新しいページを追加しまし
た。

Android ブロードキャスト SDK 1.4.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.4.0/android/
• Android 12 のターゲティングを有効にするため
に createServiceNotificationBuilder で
バグを修正しました。
• ベースライン AVC プロファイルにフォールバッ
クすることで、バグのあるメイン AVC プロファ
イルを備えたデバイスに関する問題を修正しま
した。
• 予期しない例外がアプリケーションをクラッ
シュさせないように、いくつかの NonNull アノ
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
テーションをいくつかのパブリック API メソッ
ドシグネチャに追加します。

iOS ブロードキャスト SDK 1.4.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.4.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.4.0/ios/
• GCD および Darwin 最適化されたロックをより
有効に活用し、バッファの再利用を改善するこ
とで、SDK 全体で iOS のパフォーマンスを改善
しました。
• BroadcastConfiguration で、キーフレーム間隔の
最大値を 10 から 5 に変更し、Android と一致す
るようにしました。
• 音声エンコーダの質を制御する新しいメソッド
を追加しました。IVSAudioConfiguration
で、setQuality メソッドを使用します。エン
コーダの質を下げると、CPU の使用状況に大き
な影響が生じる可能性があります。

ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.526 MB

4.324 MB

armeabi-v7a

1.416 MB

3.442 MB

x86_64

1.657 MB

4.393 MB

x86

1.712 MB

4.827 MB

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.33 MB

3.13 MB

2022 年 3 月 31 日
Amazon IVS iOS プレイヤー SDK 1.8.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS プレイヤー 1.8.1 (p. 81)

ダウンロード: <非推奨>
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.8.1/ios/
• iOS 15 以降を実行しているデバイスでのピク
チャーインピクチャーのサポートが追加されま
した。IVSPlayerLayer のインスタンスを使
用して、AVPictureInPictureController クラスを
直接インスタンス化できます。実装例について
は、公開サンプルアプリケーションを参照して
ください。
• メインスレッドがブロックされたときに発生し
得るメモリ増加の問題を修正しました。
• -seekTo:completionHandler: メソッドの完
了ハンドラー内から IVSPlayer の状態を操作
しているときに発生し得るデッドロックの問題
を修正しました。

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.46 MB

1.10 MB

2022 年 3 月 3 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.3.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• まれなクラッシュの発生を減らし、安定性を向
上させました。
• 32 ビット符号付き整数および 64 ビット浮動小
数点 PCM オーディオのサポートが追加されまし
た。

Android ブロードキャスト SDK 1.3.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.3.0/android/
• ストリーミング中に Bluetooth ヘッドセットを取
り外すとクラッシュする断続的な問題を修正し
ました。
• BroadcastSession.onBroadcastQuality
メソッドは、初期ブロードキャスト品質の低い
値を報告するようになりました。
• 複数の AudioBufferLists を含む PCM バッ
ファのサポートを追加しました。これは USB マ
イクで一般的です。
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Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.3.0

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
Android 1.2.1 リリースからの変更を取り入れてい
ます。サーフェスのサイズと回転の変更を適切に
サポートするための新しいメソッドとバグ修正:
• SurfaceSource.setSize(...) が
SurfaceSource に対して新しいサイズを設定し
ないバグを修正しました。
• デバイスのローテーションをラジアンで設定す
る Device.setRotation(float rotation)
メソッドを追加しました。

• 物理ハンドセットがローテーション
されたときの ImageDevice の自動
ローテーションを有効/無効にする
ImageDevice.rotateOnConfigurationChanges(boolean
enable) メソッドを追加しました。
• 物理ハンドセットがローテーションしたとき
に ImageDevice が自動的にローテーション
するように設定されているかどうかを返す
ImageDevice.willRotateOnConfigurationChanges()
メソッドを追加しました。
iOS ブロードキャスト SDK 1.3.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.3.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.3.0/ios/
• createAppBackgroundImageSource メソッ
ドを使用するときのいくつかの競合状態が修正
されました。この競合状態では、アプリがフォ
アグラウンドに戻った後にストリーミングが再
開できない可能性がありました。
• arm64 シミュレータのサポートが追加されまし
た。

ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.531 MB

4.411 MB

armeabi-v7a

1.420 MB

3.525 MB

x86_64

1.719 MB

4.877 MB

x86

1.659 MB

4.925 MB
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ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.30 MB

3.06 MB

2022 年 3 月 1 日
Amazon IVS Player SDK 1.8.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• 録画コンテンツの再生時の品質切り替え時のフ
リーズの発生が減少しました。

Web プレイヤー 1.8.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87)、および JW プレイヤー統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.8.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.8.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.8.0/web/
• 一部のブラウザで録画されたコンテンツの再生
が停止する可能性があるエッジケースを修正し
ました。
• 録画した動画の転送後に時間指定メタデータイ
ベントがトリガーされない問題を修正しまし
た。
• remove() での JW プレイヤー統合に関する不
要で混乱する警告を削除しました。
• 正しいキュータイプフィルタリングをサポー
トするために、キュータイプの厳密なタイプ
チェックを有効にしました。

Android プレイヤー 1.8.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.8.0/android/
• ViewUtil クラスを削除。これは内部であり、
非推奨でした。代わりに PlayerView を使用し
ます。

iOS プレイヤー 1.8.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.8.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.8.0/ios/
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モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

0.975 MB

2.761 MB

armeabi-v7a

0.882 MB

2.177 MB

x86_64

1.020 MB

2.603 MB

x86

1.043 MB

2.890 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.46 MB

1.10 MB

2022 年 2 月 3 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK: Android 1.2.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Android ブロードキャスト SDK 1.2.1 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.1/android/
このリリースには、新しいメソッドと、サーフェ
スのサイズとローテーションの変更を適切にサ
ポートするためのバグ修正が含まれています。こ
れは、カスタム動画入力を伴うユースケースに必
要です。
• SurfaceSource.setSize(...) が
SurfaceSource に対して新しいサイズを設定し
ないバグを修正しました。
• デバイスのローテーションをラジアンで設定す
る Device.setRotation(float rotation)
メソッドを追加しました。

• 物理ハンドセットがローテーション
されたときの ImageDevice の自動
ローテーションを有効/無効にする
ImageDevice.rotateOnConfigurationChanges(boolean
enable) メソッドを追加しました。
• 物理ハンドセットがローテーションしたとき
に ImageDevice が自動的にローテーション
するように設定されているかどうかを返す
ImageDevice.willRotateOnConfigurationChanges()
メソッドを追加しました。
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ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.642 MB

4.536 MB

armeabi-v7a

1.468 MB

3.261 MB

x86_64

1.866 MB

5.225 MB

x86

1.809 MB

4.916 MB

2022 年 1 月 20 日
Amazon IVS Player SDK 1.7.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• ソースメディアのプレイリストからストリーム
を再生するときの音の途切れを修正しました。

Web プレーヤー 1.7.0 (p. 75)、Video.js 統
合 (p. 87)、および JW Player 統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.7.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.7.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.7.0/web/
• Amazon IVS で録画した動画の再生後に時間指定
メタデータイベントがトリガーされない問題を
修正しました。
• iOS モバイルウェブブラウザでストリームの再
生 URL を利用できないときにerrorNotAvailable
エラーが出力されない問題を修正しました。
• Video.js ラッパーによる dispose() の呼び出し
時におけるコンソール警告を修正しました。
• プレーヤーインスタンスが破棄された後でのア
クセス試行が原因で発生するいくつかの null 参
照エラーを修正しました。
• setQuality ドキュメントを更新して、成功通
知を受け取るには QUALITY_CHANGED をリッス
ンする必要があることを明確にしました。
• setInitialBufferDuration() ドキュメント
を更新して、iOS モバイルブラウザでは機能し
ないことを明記しました。
既知の問題: 視聴者が録画されたコンテンツで順方
向にスキップしてから逆方向にスキップすると、
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Amazon IVS Player SDK 1.7.0

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
順方向にスキップした時間が過ぎるまで iOS ブ
ラウザ内の時間指定メタデータがトリガーされま
せん。例えば、視聴者が録画されたコンテンツの
視聴を開始し、60 秒後にスキップしてから 30 秒
前にスキップすると、30 秒から 60 秒の間は時間
指定メタデータがトリガーされません。この問題
は、今後のリリースで修正される予定です。

Android プレイヤー 1.7.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.7.0/android/
• 内部クラスである ViewUtil クラスが非推奨
になりました。代わりに PlayerView を使用し
てください。このクラスは、次回の Amazon IVS
Player リリース (1.8.0、2022 年第 1 四半期に提
供予定) で完全に削除されます。
• 動画がビューに表示される方法を制御する
PlayerView.setResizeMode(mode) を追加
しました。これは、動画をオプションでズーム
インしたり、動画のアスペクト比を完全に無視
してビュー全体に表示したりすることを可能に
します。

iOS プレイヤー 1.7.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.7.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.7.0/ios/
• iOS SDK に iOS 11.0 以上が必要になりました。
• SDK に arm64e スライスが含まれなくなりまし
た。このスライスは、Apple でこれが標準アーキ
テクチャになり次第、再度有効化されます。
• アプリケーションの終了とメディアサービスの
リセットイベント中に発生する可能性があった
まれなクラッシュを修正しました。

モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.013 MB

2.820 MB

armeabi-v7a

0.895 MB

2.012 MB

x86_64

1.119 MB

3.099 MB

x86

1.125 MB

2.970 MB
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モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

0.46 MB

1.09 MB

2022 年 1 月 18 日
R2S3 サムネイル設定
このリリースでは、ライブセッションのサムネイルの記録を有効/無効にし、ライブセッションのサムネイ
ルが生成される間隔を変更できます。これは、この新しい機能の最初のリリースです。以下を参照してく
ださい。
• Amazon IVS の開始方法 (p. 4) – 「ステップ 3: 任意の録画によるチャネルの作成」を更新しました。
• Amazon S3 への自動録画 (p. 135) – いくつかの変更を行いました。
• 「録画の内容」に thumbnails フォルダの変更に関するメモを追加。
• 新しい「サムネイル」セクションを追加。
• 「JSON メタデータファイル」の thumbnails と path フィールドに関する情報を変更。
• Amazon IVS API リファレンス – いくつかの変更を行いました。
• RecordingConfiguration オブジェクトに新しいフィールド ((thumbnailConfiguration) を追加。
これは、CreateRecordingConfiguration リクエストとレスポンス、GetRecordingConfiguration レスポ
ンス、および GetStreamSession レスポンスに影響します。
• 新しいオブジェクト: ThumbnailConfiguration。

2021 年 12 月 9 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.2.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• まれなクラッシュの発生を減らし、安定性を向
上させました。
• 新しいメソッド
onNetworkHealthChanged (Android) と
broadcastSession:networkHealthChanged
(iOS) を追加しました。これは、ネットワークの
品質が瞬時に変化したときの更新を提供するも
のです。これは、ブロードキャストに一時的な
中断が発生する場合のフィードバックを提供す
るために使用できます。
• BroadcastConfiguration.mixer.canvasAspectMode
を取得/設定するメソッドを追加しました。これ
は、スロットのアスペクトモードが明示的に設
定されていないときに、スロットのデフォルト
のアスペクトモードとして使用されます。
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Amazon IVS ブロードキャスト SDK 1.2.0

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• Mixer (Android) API と IVSBroadcastMixer
(iOS) API を次のように変更しました。
• 追加されたすべてのスロットを返す
getSlots() を追加しました。
• ミキサースロットからデバイスをバインド解
除する unbind を追加しました。
• 成功または失敗を示すブール値を返すように
bind、unbind、および transition を更新
しました。

Android ブロードキャスト SDK 1.2.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.2.0/android/
• 透明度が有効な場合でも、スロットの動画ま
たはイメージがその下にある他のスロットと
(zIndex 値を使用して) ブレンドされないバグを
修正しました。

iOS ブロードキャスト SDK 1.2.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.2.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.2 .0/ios/
• Bluetooth および有線ヘッドセットの接続の安定
性が向上しました。
• 次のピクセル形式につい
て、IVSCustomImageSource のサポートを追
加しました。

• kCVPixelFormatType_Lossless_420YpCbCr8BiPlanarFullRan

• kCVPixelFormatType_Lossy_420YpCbCr8BiPlanarFullRange
• kCVPixelFormatType_Lossless_420YpCbCr8BiPlanarVideoRa

• kCVPixelFormatType_Lossy_420YpCbCr8BiPlanarVideoRang
• kCVPixelFormatType_Lossless_32BGRA
• kCVPixelFormatType_Lossy_32BGRA
• createAppBackgroundImageSource メソッ
ドを使用するときの 2 つの競合状態が修正され
ました。この競合状態では、アプリケーション
がフォアグラウンドに戻った後にストリーミン
グが再開できない可能性がありました。

ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.639 MB

4.530 MB

armeabi-v7a

1.466 MB

3.255 MB

x86_64

1.863 MB

5.219 MB

x86

1.806 MB

4.910 MB
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ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

1.42 MB

3.30 MB

2021 年 11 月 23 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.6
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• 新しいプレイヤー関数
setInitialBufferDuration() を追加しまし
た。これは、初期バッファ期間を設定できるよ
うにします。この期間は、再生を開始できるタ
イミングを決定します。許容範囲は 0.1 ～ 5 秒
です。このメソッドは、iOS ブラウザプラット
フォームには影響しません。
• ネットワークの再接続中に play メソッドが呼
び出されずに、ロードされたストリームが再生
される可能性がある問題を修正しました。
• 古いクローズドキャプションデータが消去され
ない問題を修正しました。
• まれなクラッシュの発生を減らし、プレイヤー
の安定性を向上させました。

Web プレイヤー 1.6.1 (p. 75) および Video.js 統
合 (p. 87)および JW Player 統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.6.1/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.6.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.6.1/web/
• setQuality のドキュメントに、video 要素の
controls 属性が呼び出しに与える影響についての
メモを追加しました。
• プレイヤーが動画のデコードエラーとプレイリ
ストのネットワークエラーから復旧する方法が
向上しました。
• プレイヤーのデフォルトのログレベルを、他の
プラットフォームに合わせて警告からエラーに
変更しました。

Android プレイヤー 1.6.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.6.0/android/
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS プレイヤー 1.6.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.6.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.6.0/ios/
• iOS 10 のサポートは、次回の IVS Player リリー
ス (1.7.0、暫定では 2022年第 1 四半期の予定)
から非推奨になる予定です。

モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.01 MB

2.82 MB

armeabi-v7a

0.84 MB

2.16 MB

x86_64

1.13 MB

2.97 MB

x86

1.12 MB

3.09 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

universal

0.94 MB

2.02 MB

arm64

0.47 MB

1.11 MB

armv7

0.46 MB

0.89 MB

2021 年 11 月 18 日
Stream Health
Amazon IVS Stream Health を使用すると、新しい高解像度 CloudWatch メトリクスにより、ライブスト
リームのヘルスをほぼリアルタイムでモニタリングできます。また、2 つの新しい API エンドポイントを
通じて、ストリームのイベントと入力設定に関する情報を得ることもできます。これは、この新しい機能
の最初のリリースです。以下を参照してください。
• Amazon IVS ライブストリームのヘルスのモニタリング (p. 34) — これは、Amazon IVS ユーザーガイ
ドの新しいページです。
• Amazon Interactive Video Service の使用開始 (p. 4) - 「ステップ 2: IAM
アクセス許可の設定」にある IAM ポリシーを更新し、3 つの IVS 許可
(GetStream、GetStreamSession、ListStreamSessions) と cloudwatch:GetMetricData を
追加しました。
• Amazon CloudWatch による Amazon IVS のモニタリング (p. 153) - 4 つの高解像度メト
リクス (IngestAudioBitrate、IngestFramerate、IngestVideoBitrate、および
KeyframeInterval) を追加しました。
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• Amazon Interactive Video Service で Amazon EventBridge を使用する (p. 144) - Session Created と
Session Ended の 2 つのイベントを追加しました。

• Amazon IVS API リファレンス — 次のように多くの変更があります。
• 2 つの新しいエンドポイント: GetStreamSession と ListStreamSessions。
• 7 つの新しいオブジェクト:
AudioConfiguration、IngestConfiguration、StreamEvent、StreamFilters、StreamSession、StreamSessionSummary
および VideoConfiguration。
• Stream オブジェクトと StreamSummary オブジェクトの新しい streamID フィールド。これによ
り、GetStream と ListStreams のレスポンスが影響を受けます。
• ListStreams リクエストの新しいフィールド (filtersBy)。

2021 年 10 月 20 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK: Android 1.1.0 お
よび iOS
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• トランジションメソッドに提供されるスロット
設定の名前が target-slot name パラメータと一致
しない場合に、ミキサースロット構成が予期し
ない状態になるバグを修正しました。
• まれなクラッシュの発生を減らし、安定性を向
上させました。
• プリセットのビットレートを再調整して、期待
されるユーザーエクスペリエンスをよりよく反
映します。これらはブロードキャスト SDK のリ
ファレンスドキュメントに記載されています。
• スタンダード (ポートレート/ランドスケープ)
— 初期: 2.1 Mbps。最大: 6 Mbps。
• ベーシック (ポートレート/ランドスケープ) —
初期: 1.2 Mbps。最大: 1.5 Mbps。
• ゲーム (ポートレート/ランドスケープ)
(Android のみ) — 初期: 2.1 Mbps。最大 6
Mbps。
• モノラルオーディオのサポートが追加されまし
た。ブロードキャストセッションは、1 つまた
は 2 つのオーディオチャンネル ( それぞれモノ
ラルまたはステレオ) で構成できるようになりま
した。また、カスタムオーディオソースは、1 つ
または 2 つのオーディオチャンネルで構成でき
ます。
• ミキサーのキャンバスとスロットの起点を左上
に変更しました。これは、開発者にとってより
自然で、より一貫したユーザビリティを提供す
る必要があります。カスタムミキサースロット
を使用している場合は、コードを更新する必要
があります。 下記のブロードキャスト SDK ミ
キサー : 1.0.0 から 1.1.0 への移行 (p. 260)を参
照してください。
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Amazon IVS ブロードキャス
ト SDK: Android 1.1.0 および iOS

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• 新しいドキュメントページ「Amazon IVS へのブ
ロードキャスト: ミキサーガイド (p. 61)」を追加
しました。

Android ブロードキャスト SDK 1.1.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.1.0/android/
• デバイスの方向の変更によって SDK がクラッ
シュする可能性があるバグを修正しました。
• getPreviewView() が最初に呼び出された
ときにのみ機能するバグを修正しました。こ
れにより、getPreviewView() は呼び出さ
れるたびに新しい ImagePreviewView を返
すため、同じデバイスまたはセッションの複
数の ImagePreviewViews を同時にビュー
階層に追加できるようになりました。多くの
ImagePreviewViews を同時に使用すると、パ
フォーマンスが低下する可能性があることに注
意してください。
• ブロードキャストセッション全体を解放せずに
システムキャプチャサービスを停止するために
stopSystemCapture() を追加しました。
• デバイスを接続するときにミキサース
ロットの優先デバイスを無視するため
に、attachDevice オーバーライドを追加しま
した。
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Amazon IVS ブロードキャス
ト SDK: Android 1.1.0 および iOS

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

iOS ブロードキャスト SDK 1.1.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.1.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.1.0/ios/
• IVSMixerSlotConfiguration オブジェク
トにサイズを設定すると、matchCanvasSize
が false に設定されるようになりました。
同様に、IVSMixerSlotConfiguration
オブジェクトにアスペクトを設定する
と、matchCanvasAspectMode が false に設
定されます。
• 事前エンコードされた動画を使用した
バックグラウンドオーディオのサポー
トが追加されました。新しいメソッド
createAppBackgroundImageSourceOnComplete
では、アプリをバックグラウンド処理する
ときのデフォルトの動作を変更します。以前
は、SDK がカメラまたは GPU にアクセスで
きなくなったため、ストリーム全体が停止しま
した ( つまり、動画入力の合成や動画エンコー
ディングは実行できませんでした)。
新しいメソッドは、IVSCustomVideoSource
のサブクラスを返します。通
常、IVSCustomVideoSource を使用すると、
ブロードキャストする画像サンプルを送信でき
ます。サブクラスを使用すると、アプリがバッ
クグラウンドにあるときに、後でブロードキャ
ストするために事前にエンコードされる画像サ
ンプルを送信できます。

ブロードキャスト SDK ミキサー:1.0.0 から 1.1.0 への移行
Broadcast SDK のバージョン 1.1.0 では、ミキサーの座標系の動作が変更されます。1.0.0 では、ミキサー
が矛盾する原点を使用しました。1.1.0 では、原点は左上隅です。新しいものを見るAmazon IVS ブロード
キャスト SDK ミキサーガイド (p. 61)。
キャンバスの変更:水平 (X 軸) の位置は変更されません。1.0.0 と比較して、垂直方向の配置が反転され
ます。Y 軸の値を 0 に設定すると、スロットはキャンバスの上部 (1.0.0 の場合と同様に、下ではなく) に
配置されます。スロットを 1.0.0 と同じ位置に保つには、キャンバスの高さから現在の Y 値を減算しま
す。config.video.size.height - y
スロットの変更:1.1.0ではスロットの左上の原点もあります。方向は 1.0.0 から変更されませんが、原点は
中心から左上にシフトしています。左上に配置されたスロットは (0、0) になり、右下に整列したスロット
は次のようになります。
(canvas_width - slot_width, canvas_height - slot_height)
スロットを 1.0.0 と同じ位置に保つには、X 位置から幅の半分、Y 位置から高さの半分を減算します。ま
た、スロットのサイズは左上隅を基準にしています。したがって、スロットを中央から拡張するには、サ
イズと同時に位置を変更する必要があります。そうしないと、スロットが下がり、右に成長しているよう
に見えます。
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ブロードキャスト SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

2.23 MB

5.75 MB

armeabi-v7a

2.07 MB

4.99 MB

x86_64

2.35 MB

5.78 MB

x86

2.55 MB

6.78 MB

ブロードキャスト SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64

3.11 MB

6.74 MB

2021 年 9 月 29 日
Amazon IVS プレイヤー SDK: Android 1.5.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Android プレイヤー 1.5.1 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.5.1/android/
• FixedgetVersion()となり、正しいバージョン
番号が返されます。

モバイル SDK サイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.00 MB

2.80 MB

armeabi-v7a

0.83 MB

2.15 MB

x86_64

1.11 MB

3.07 MB

x86

1.12 MB

2.94 MB
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2021 年 9 月 28 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.5.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• ネットワークの再接続中にプレイメソッドが呼
び出されずに、ロードされたストリームが play
になる可能性がある問題を修正しました。
• ストリームが切断された後、プレーヤーが
PLAYING 状態に移行するのではなく、ENDED 状
態のままになる問題を修正しました。
• より多くのエンコーダをサポートするため
に、CEA-608 キャプション解析を更新しまし
た。
• パススルーコンテンツを再生するプレーヤーの
能力を向上させました。 つまり、BASIC チャネ
ルからのコンテンツと STANDARD チャネルから
の最高品質です。

Web プレーヤー 1.5.0 (p. 75) および Video.js 統
合 (p. 87)および JW Player 統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.5.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.5.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.5.0/web/
• プレーヤーが動画デコードおよびプレイリスト
ネットワークエラーから回復する方法を改善し
ました。
• ネイティブHTML5コントロールが有効になっ
ているときに、ライブストリームが再開しない
( または遅延後に再開される) バグを修正しまし
た。
• getBuffered () メソッドが期待値ではなく未定義
を返す問題を修正しました{ start: 0, end:
0 }コンテンツが読み込まれない場合。
• Video.js: ピクチャインピクチャモードのサポー
トを追加しました。
• プレイヤーのデフォルトのログレベルを「警
告」ではなく「エラー」に変更しました。

Android プレイヤー 1.5.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.5.0/android/
• Android SDK 30 エミュレータで発生するズーム
インのバグを修正しました。
• のパフォーマンスが改善されまし
た。PlayerViewレイアウトを表示します。
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• getVersion()が返す1.5.0-ivs.rc.2の代わ
りに次のようになります。1.5.0。

iOS プレイヤー 1.5.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.5.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.5.0/ios/
• Apple Silicon MacでiOSシミュレータのサポート
を追加しました。
• プレーヤーの割り当てを解除するまで再生中の
プレーヤーのメモリヒープが増加し続ける問題
を修正しました。
• 動画に不良データがあるときの再生動作を改
善。無視して再生を停止するのではなく、再生
を続行します。

モバイルSDKサイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.00 MB

2.80 MB

armeabi-v7a

0.83 MB

2.15 MB

x86_64

1.11 MB

3.07 MB

x86

1.12 MB

2.94 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

universal

0.92 MB

1.99 MB

arm64

0.47 MB

1.09 MB

armv7

0.46 MB

0.87 MB

2021 年 9 月 8 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.4.1
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

順番通りに挿入されなかったキャプションを処理
するようにクローズドキャプションデコーダを修
正ました。
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Web プレーヤー 1.4.1 (p. 75) および Video.js 統
合 (p. 87)および JW Player 統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.4.1/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.4.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.4.1/web/

Android プレイヤー 1.4.1 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.4.1/android/

iOS プレイヤー 1.4.1 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.4.1/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.4.1/ios/

モバイルSDKサイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.00 MB

2.79 MB

armeabi-v7a

0.83 MB

2.15 MB

x86_64

1.11 MB

3.06 MB

x86

1.11 MB

2.94 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

universal

0.89 MB

1.91 MB

arm64

0.45 MB

1.05 MB

armv7

0.44 MB

0.84 MB

2021 年 8 月 13 日
ListTagsForResource API エンドポイント
このエンドポイントのページ割り (maxResults リクエストフィールドと nextToken リクエスト/レスポ
ンスフィールド) のサポートを削除しました。(ページ割りは正常に機能していませんでした。)
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2021 年 8 月 10 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.4.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• DURATION_CHANGED イベントまたは READY
状態の更新の直後にシークが発生した場合
に、VODの再生が停止する稀に発生する問題を
修正しました。
• ID3 メタデータでストリーム再生時のメモリリー
クを修正しました。
• 挿入したキャプションが正しくレンダリングさ
れない場合のエッジケースを修正しました。
• プレーヤーのアダプティブビットレートスト
リーミングアルゴリズムのパフォーマンスを改
善しました。
• まれなクラッシュの発生を減らし、プレイヤー
の安定性を向上させました。
• プレイヤーが作成したスレッドとは異なるス
レッドからアクセスした場合のログ警告メッ
セージを追加しました。
• サーバーからプレーヤーへのレイテン
シーの計算方法をより詳しく説明するため
に、getLiveLatency() のドキュメントを更新
しました。

Web プレーヤー 1.4.0 (p. 75) および Video.js 統
合 (p. 87)および JW Player 統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.4.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.4.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.4.0/web/
• iOS Safari で TIMED_METADATA イベントが発生
しなかったエッジケースを修正しました。
• Firefox で低レイテンシーのストリームを再生す
るときのプレーヤーのアダプティブビットレー
トストリーミングアルゴリズムのパフォーマン
スを改善しました。
• ライブストリームに対して常に Infinity を返す
getDuration() のドキュメントを修正しまし
た。
• デスクトップ Safari で自動再生に失敗する場合
がある不具合を修正しました。
• デベロッパーコンソールでの「Cannot read
property 'collectLogs' of undefined (未定義のプ
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
ロパティ 'CollectLogs' を読み取ることができな
い)」というエラーを修正しました。
• Video.js: ピクチャインピクチャモードのサポー
トを追加しました。
• Web: 新しいメソッド
setRequestCredentials を追加しました。
これは、プレーヤーがクロスオリジンエンドポ
イントに認証情報リクエストを行うかどうかを
制御します。リモートエンドポイントは、適切
な CORS 応答ヘッダー (リクエストの Origin に
一致する Access-Control-Allow-Origin
など) で応答する必要があります。AccessControl-Allow-Credentials は true でな
ければなりません。
この設定は、プレーヤーインスタンスのライフ
サイクル全体を通して維持されます。したがっ
て、URL エンドポイントを使用する後続のすべ
ての player.load() の呼び出しは、適切な
CORS ヘッダーで応答する必要があります。
このメソッドは、iOS ブラウザプラットフォー
ムには影響しません。iOS プラットフォームで
認証されたクロスオリジンリクエストを許可
するには、ユーザーが明示的にクロスサイトト
ラッキングを許可し、Cookie を許可する必要が
あります。これらは、デバイスおよび各ブラウ
ザアプリに設定されます。

Android プレイヤー 1.4.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.4.0/android/
• 高解像度のポートレート動画がデバイスでサ
ポートされていても、サポートされていない動
画と見なされていた問題を修正しました。
• 特定の Android デバイスで再生レートを変更で
きない問題を修正しました。
• 出力サーフェスが設定されていない場合にコン
テンツをデコードしないように、バックグラウ
ンドの動画処理を更新しました。
• player.release() メソッドが呼び出された後
に SDK 呼び出しを無視する追加のチェック機能
を実装しました。この機能により、プレイヤー
の安定性が向上します。
• 最適化により Android ライブラリのファイルサ
イズが小さくなりました。
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iOS プレイヤー 1.4.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.4.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.4.0/ios/
• プレーヤーの割り当てを解除するまで再生中の
プレーヤーのメモリヒープが増加し続ける問題
を修正しました。
• 動画再生の上にアニメーション ( UI アニメー
ションや GIF 画像など) がある場合に発生する可
能性のあるデッドロックを修正しました。
• メディアサービスのリセットイベント中に発生
する可能性のあるクラッシュを修正しました。
• 品質を切り替え中に発生する可能性があった
CMFormatDescriptionRef のメモリリークを
解決しました。
• IVSPlayerView クラスや IVSPlayerLayer
クラスの IVS 固有のプロパティがメインスレッ
ド以外のスレッドでアクセスされた場合にログ
記録するエラーメッセージを追加しました。
• 出力サーフェスが設定されていない場合にコン
テンツをデコードしないように、バックグラウ
ンドの動画処理を更新しました。
• IOS SDK リファレンスのドキュメントカバレッ
ジを改善しました。
• 最適化によりiOS ライブラリファイルサイズが
小さくなりました。

モバイルSDKサイズ: Android
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

arm64-v8a

1.00 MB

2.79 MB

armeabi-v7a

0.83 MB

2.15 MB

x86_64

1.11 MB

3.06 MB

x86

1.11 MB

2.93 MB

モバイル SDK サイズ: iOS
アーキテクチャ

圧縮サイズ

非圧縮サイズ

universal

0.89 MB

1.91 MB

arm64

0.45 MB

1.05 MB

armv7

0.44 MB

0.84 MB
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2021 年 7 月 27 日
Amazon IVS ブロードキャスト SDK: Android 1.0.0 お
よび iOS 1.0.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Android ブロードキャスト SDK 1.0.0 (p. 43)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.0.0/android/

iOS ブロードキャスト SDK 1.0.0 (p. 50)

ダウンロード: https://broadcast.live-video.net/
1.0.0/AmazonIVSBroadcast.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-broadcast-docs/1.0.0/ios/

2021 年 6 月 1 日
Amazon IVS プレーヤー SDK: Android 1.3.3 と iOS
1.3.3
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Android および iOS

高解像度のポートレート動画がサポートされてい
ても、デバイスがサポートされていなかったとみ
なされていた問題を修正しました。

Android プレイヤー 1.3.3 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.3.3/android/

iOS プレイヤー 1.3.3 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.3.3/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.3.3/ios/
• 動画再生の上にアニメーション ( UI アニメー
ションや GIF 画像など) がある場合に発生する可
能性のあるデッドロックを修正しました。
• メディアサービスのリセットイベント中に発生
する可能性のあるクラッシュを修正しました。

2021 年 5 月 19 日
Amazon IVS プレイヤー SDK: Android 1.3.2
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.3.2/android/
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プレーヤーの安定性を向上させるために、player.release() メソッドが呼び出された後に API 呼び出
しを無視する追加のチェック機能を実装しました。

2021 年 5 月 5 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.3
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• TextCue の使用に関するドキュメントを使用す
るための SDK ドキュメントが更新されました。
プレイヤー SDK に関する最新のリファレンスに
ついては、Amazon IVS ドキュメントのランディ
ングページを参照してください。
• 不正なモノラル入力ストリームのオーディオ再
生に関する問題を修正しました。
• ライブ HLS ウィンドウ以外でコンテンツを再生
するときに、まれに発生する可能性がある再生
エラーを修正しました。
• スタンダードの HLS ライブストリームと録画ス
トリームを再生するプレイヤー機能が改善され
ました。
• 特に、新規ストリームをロードするときにゼロ
にリセットされるよう getLiveLatency の精
度を改善しました。
• 適応ビットレートストリーミング
(ABR、adaptive bitrate streaming) アルゴリズム
を改善し、ネットワーク接続の改善時に動画品
質をより高速に向上させました。
• まれなクラッシュの発生を減らし、プレイヤー
の安定性を向上させました。

Web プレーヤー 1.3.1 (p. 75) および Video.js 統
合 (p. 87)および JW Player 統合 (p. 96)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.3.1/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.3.1/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.3.1/web/
• ロード直後に実行されたシークコールが無視さ
れ、プレイヤーが正しくない位置から開始する
問題を修正しました。
• 録画されたコンテンツ (VOD とも呼ばれます)
内でのシークに関する複数の問題を修正しまし
た。
• 最適でないネットワーク条件で再生が失敗する
場合がある問題を修正しました。
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• iOS モバイル Web ブラウザーでの IVS 時間指定
メタデータのサポートが追加されました。
• デスクトップ Safari で自動再生に失敗する場合
がある不具合を修正しました。
• Web SDK getVersion 関数は、プレイヤーの
バージョンにハッシュを追加しなくなりまし
た。
• バッファリングされた範囲の正確な開始位置ま
でシークすると、別のシークフォワードになる
場合がある問題を修正しました。
• macOS Safari 14 以降で、低レイテンシーの適
応ビットレートストリーミング (ABR、adaptive
bitrate streaming) を有効にしました。
• 安全でないインポートの副作用を排除して、
サーバーコンテキストでプレイヤーをロードす
る問題を修正しました。
• Amazon IVS プレイヤー NPM パッケージが変更
され、setLogLevel によって使用されるログ
レベル列挙型のエクスポートが可能になりまし
た。
注: Web プレーヤー 1.3.0 NPM パッケージは存在
しますが、動作しません。NPM では非推奨とマー
クされています。Web プレーヤー 1.3.1 以降を使
用してください。

Android プレイヤー 1.3.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.3.0/android/
• アプリが Android 11 (API レベル 30) をターゲッ
トとし、ユーザーがモバイルネットワークで
Android 11を実行していた場合、プレイヤー
SDK がクラッシュする問題を修正しました。
• ネットワーク回復の問題を修正しました。ネッ
トワーク接続が切断されると再生が自動的に一
時停止し、接続が復元されると再生が再開す
るようになりました。Player.Listener の
onNetworkUnavailable コールバックを使用
して、ネットワーク状態の変化を観察します。
• VOD の再生中にプレイヤーのコントロールが
setControlsEnabled(false) で非表示にな
らない問題を修正しました。
• クライアントアプリで OkHttp の古い (4.0 より
前の) バージョンを使用している場合、SDK が
クラッシュする場合がある問題を修正しまし
た。
• Amazon IVS Android プレイヤーライブラリが
JCenter リポジトリから Maven Central に移動し
ました。
• ライブラリから BuildConfig バージョンプロ
パティを削除しました。
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iOS プレイヤー 1.3.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.3.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.3.0/ios/
• 単一の HLS メディアセグメント内でオーディオ
サンプルレートの変更があった場合、iOS SDK
で正しく処理できない問題を修正しました。こ
れにより、メディア不良によりメモリが予期せ
ず増加し、再生に失敗したり、クラッシュした
りする可能性があります。
• ネットワーク回復の問題を修正しまし
た。ネットワーク接続が切断されると
再生が自動的に一時停止し、接続が復元
されると再生が再開するようになりまし
た。playerNetworkDidBecomeUnavailable
デリゲートメソッドを使用して、ネットワーク
状態の変化を観察します。

• 時間の経過とともにiOSメモリが増加する問題を
修正しました。
• オーディオハードウェアの問題の正常な
処理が追加されました。メディアサービ
スのリセット通知が発生すると、再生が自
動的に一時停止されるようになりました
(AVAudioSessionMediaServicesWereResetNotificatio
リセット時にメディアが再生されていると、依
然として再生エラーが発生する場合があること
に注意してください。
• オーディオセッションの中断処理が追加されま
した。オーディオセッションの中断が始まる
と、再生が自動的に一時停止するようになりま
した。中断が終了すると、プレイヤーが再生し
ていた場合は自動的に再生が再開され、中断オ
プションはアプリが再生を再開する必要がある
ことを示します。

2021 年 4 月 26 日
Service Quotas と CloudWatch 使用量メトリクスの統
合
CloudWatch 使用量メトリクスを使用すると、Service Quotasをプロアクティブに管理できます。Amazon
IVS Service Quotas を参照してください。
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2021 年 4 月 13 日
新しい CloudWatch メトリクス
CloudWatch メトリクスが、同時視聴と同時ストリームに追加されました。「Amazon CloudWatch による
Amazon IVS のモニタリング (p. 153)」を参照してください。
関連する Service Quotas の名前が、新しいメトリクスに一致するよう更新されました。「Amazon IVS
Service Quotas (p. 176)」を参照してください。
「視聴」の完全な定義については、Amazon IVS Glossary (p. 193) を参照してください。

2021 年 4 月 7 日
S3 への自動録画 (R2S3)
Amazon IVS では、ライブ動画コンテンツを Amazon S3 に保存できるようになりました。保存した動画
は、後で編集や VOD としての再生などの操作に使用できます。
チャネルの録画を有効にすると、チャネルのすべてのライブブロードキャストは自分の使いたい S3 バ
ケットに保存できます。使用可能なすべての画質のレンディションとサムネイルイメージが保存されま
す。録画設定も保存されるため、追加チャネルに簡単に再利用できます。
Amazon IVS コンソールまたは API を使用して録画設定をセットアップし、録画を有効/無効にできます。
詳細については、Amazon IVS の開始方法 (p. 4)と Amazon IVS API リファレンスを参照してください。

2021 年 1 月 28 日
Amazon IVS プレーヤー SDK: JW Player 統合 1.2.0
Amazon IVS プレイヤーと JW Player が統合されました。「Player SDK: JW プレイヤー統合 (p. 96)」を参
照してください。
既知の問題: 動画の再生時間が 00:00 と表示され、シークバーの再生ヘッドをドラッグしてもシークしない
場合があります。これは、iPhone で Safari を使用して Amazon IVS ライブストリームと VOD が混在した
広告なしのプレイリストを視聴している場合にのみ発生します。

2020 年 12 月 16 日
Amazon IVS プレイヤー: SDK for Android 1.2.1
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.2.1/android/
このリリースには、問題を修正する Android プレイヤーのパッチが含まれています。以前の Android プレ
イヤーの SDK リリースでは、アプリが Android 11 (API レベル30) を対象とし、ユーザーがモバイルネッ
トワークで Android 11 を実行している場合、SDK がクラッシュします。
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2020 年 11 月 23 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.2.0
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

Amazon IVS ストリームの検出が改善され、メトリ
クスがより正確になりました。

Web プレイヤー 1.2.0 (p. 75) および Video.js 統
合 (p. 87)

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.2.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.2.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.2.0/web/
• ストリームのマスタープレイリストが使用でき
ない場合、すべての Web 再生ソースに対して
ErrorNoTavailable が出力されるようになりまし
た。
• 同時視聴者 (CCV) の制限到達に関連するエラー
についてのリファレンスドキュメントを更新し
ました。

Android プレイヤー 1.2.0 (p. 78)

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.2.0/android/
• Android で getSessionID 関数がクラッシュする
問題を修正しました。
• 同時視聴者 (CCV) の制限到達に関連するエラー
についてのリファレンスドキュメントを更新し
ました。
既知の問題: アプリが Android 11 (API レベル 30)
をターゲットとし、ユーザーがモバイルネット
ワークで Android 11 を実行している場合、プレイ
ヤー SDK がクラッシュします。この問題は、次
のリリースで修正されます。それまでは、以前の
Android API レベル (29 以下) をターゲットにする
ことをお勧めします。

iOS プレイヤー 1.2.0 (p. 81)

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.2.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.2.0/ios/
• ストリーム URL を切り替えたり、プレイヤーを
閉じる際に、メモリが破損する可能性のある原
因を修正します。
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• 再生を開始する前に最適なオーディオピッチ補
正を有効にできなかった場合に、再生が失敗す
る問題を解決します。ピッチ補正は、通常より
も高速または低速の再生速度で音質を向上させ
ます。ピッチ補正を有効にできない場合、また
は最高品質の補正アルゴリズムが使用できない
場合、メッセージが記録されますが、再生は続
行されます。
既知の問題: 単一の HLS メディアセグメント内で
オーディオサンプルレートの変更がある場合、iOS
SDK はそれを正しく処理できません。これによ
り、メモリが予期せず増加し、再生に失敗した
り、メディア不良が原因でクラッシュしたりする
可能性があります。この問題は、iOS プレイヤー
の次のメジャーリリースで修正されます。

2020 年 11 月 12 日
新しいイベントフィールド、stream_id
stream_id フィールドが複数のイベントに追加されました。「Amazon IVS で Amazon EventBridge を使
用する (p. 144)」を参照してください。

2020 年 11 月 9 日
コンソールへのメタデータ表示の追加
時間指定メタデータを Amazon IVS コンソールから表示できるようになりました。Amazon IVS ユーザー
ガイドの Embedding Metadata within a Video Stream に記載された 時間指定メタデータの表示 (p. 125) の
新しいセクションを参照してください。

2020 年 10 月 30 日
CloudFormation のサポート
Amazon IVS が AWS CloudFormation をサポートするようになりました。これにより、Amazon IVS の
ユーザーは、AWS CloudFormation を使用してチャネル、ストリームキー、再生キーペアを作成および管
理できるようになります。
CloudFormation に対する Amazon IVS サポートは、Amazon IVS が使用可能なすべての AWS リージョ
ンで利用できます。開始するには、AWS CloudFormation ユーザーガイドの、Amazon IVS 製品ページま
たは Amazon IVS 情報を参照してください。
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2020 年 10 月 27 日
チャネル、CCV、CCB 制限の引き上げ
3 つの Service Quotas 制限が引き上げられました。
• ユーザーが作成できるチャネルの最大数が、AWS リージョンごとに、500 から 5,000 に増加しました。
• AWS リージョンの全チャネルでライブチャネルの再生が可能な同時視聴者の最大数が、3,000 から
15,000 に増加しました。
• 同時ブロードキャストの最大数 (同時にストリーミングできるチャネル) が、AWS リージョンごとに 30
から 100 に増加しました。
これらの増加は、Amazon IVS が使用可能なすべてのリージョンで利用できます。詳細について
は、Amazon IVS ユーザーガイドの Amazon IVS Service Quotas (p. 176) を参照してください。

2020 年 10 月 9 日
新しい Service Quotas と EventBridge イベント
取り込み解像度に関連する Service Quotas と EventBridge イベントが追加されました。Amazon IVS
Service Quotas (p. 176) および Amazon IVS で Amazon EventBridge を使用する (p. 144) を参照してくだ
さい。

Amazon IVS プレイヤー : SDK for Web 1.1.2
NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/1.1.2/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/1.1.2/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.1.2/web/
このリリースには、Microsoft Edge を使用している視聴者に影響を与える問題を修正する Web Player
パッチが含まれています。ストリームの自動品質モードがオンになっている (ABR が有効になっている) 場
合、Microsoft Edge を使用している視聴者の低レイテンシー再生が機能せず、ストリームの再生における
レイテンシーが高くなっていました。

2020 年 10 月 7 日
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.1.0
Amazon Interactive Video Service (IVS) プレイヤー SDK ではセマンティックバージョニングを使用しま
す。
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

• プレイヤーの適応ビットレートアルゴリズム
で、品質が誤って 160p に低下する場合がある問
題を修正しました。

275

Amazon Interactive Video Service ユーザーガイド
Amazon IVS プレイヤー SDK 1.1.0

プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• 再生可能な動画品質でない場合、プレイヤーが
エラーをスローします。
• VOD シーク動作を更新: 最後までシークしよう
とすると、プレイヤーはエラーを返す代わりに
最後までシークします。
• プレイヤーは、エラー回復中に利用可能なすべ
ての品質を使い果たした後、致命的なエラーを
スローします。
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

Web プレイヤー 1.1.0

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.1.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.1.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.1.0/web/
既知の問題:
• Video.js が利用できない場
合、registerIVSQualityPlugin は
console.error への書き込みの代わりに例外
をスローするようになりました。
• registerIVSTech または
registerIVSQualityPlugin が複数回呼び出
された場合、最初の呼び出し後の呼び出しに対
して (再登録を試行する代わりに) 何も行いませ
ん。
• 最初のパラメータから
registerIVSQualityPlugin への型が
VideoJS から any に変更されました。
• サーバー側のレンダリングを有効にするため
に、ブラウザコンテキストの依存関係を削除し
ました。
• ミュート解除に応答してブラウザが自動一時停
止した場合、プレイヤーは AUDIO_BLOCKED イ
ベントを起動し、ミュートされた再生を再開し
ます。
• ネットワーク接続回復が追加されました。ネッ
トワークタイムアウトは、クライアントアプリ
にエラー状態を送信しません。代わりに、ネッ
トワーク接続が失われた場合:
• アプリが再生中の場合、プレイヤーライブラ
リは NETWORK_UNAVAILABLE イベントをア
プリに送信し、プレイヤーは IDLE 状態になり
ます。接続が回復すると、プレイヤーライブ
ラリの再生が再開し、アプリは PLAYING イベ
ントを受け取ります。
• アプリが一時停止している場
合、NETWORK_UNAVAILABLE イベントはア
プリに送信されず、プレイヤーライブラリは
IDLE 状態のままになります。接続が回復する
と、プレイヤーライブラリは IDLE 状態のまま
になります。
• アプリが再生しようとする場合は常に、プ
レイヤーライブラリは通常の再生を試行しま
す。NETWORK_UNAVAILABLE イベントがアプ
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
リに送信され、プレイヤーは IDLE 状態になり
ます。

Android プレイヤー 1.1.0

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.1.0/android/
既知の問題: アプリが Android 11 (API レベル 30)
をターゲットとし、ユーザーがモバイルネット
ワークで Android 11 を実行している場合、プレイ
ヤー SDK がクラッシュします。この問題は、次
のリリースで修正されます。それまでは、以前の
Android API レベル (29 以下) をターゲットにする
ことをお勧めします。

iOS プレイヤー 1.1.0

ダウンロード: https://player.live-video.net/1.1.0/
AmazonIVSPlayer.xcframework.zip
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.1.0/ios/
• UIKit からの次のメッセージが表示され、クラッ
シュを引き起こす可能性のある問題を修正しま
した。「Modifications to the layout engine must
not be performed from a background thread after
it has been accessed from the main thread. (メイ
ンスレッドからアクセスした後、レイアウトエ
ンジンへの変更をバックグラウンドスレッドか
ら実行しないでください)」 実行すると、アプリ
ケーションのバックグラウンド処理およびフォ
アグラウンディング処理時にクラッシュが発生
する可能性があります。

2020 年 9 月 14 日
新しいイベントフィールド、チャネル名
channel_name フィールドが複数のイベントに追加されました。「Amazon IVS で Amazon EventBridge
を使用する (p. 144)」を参照してください。

2020 年 8 月 19 日
再生承認 (プライベートチャネル)
Amazon IVS から、プライベートチャネルを作成する機能が提供され、ストリームを視聴する視聴者を制
限できるようになりました。チャネルの再生承認を有効にして、承認された再生リクエスト用の署名付き
JSON Web Token (JWT) を生成することにより、動画再生へのアクセスを管理します。詳細については、
「プライベートチャネルの設定 (p. 126)」を参照してください。
チャネルオブジェクトの新しい authorized フィールドは、チャネルがプライベートかどうかを示しま
す。Amazon IVS API リファレンスを参照してください。
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2020 年 8 月 11 日
Amazon IVS プレイヤー SDK: SDK for iOS 1.0.6
ダウンロード: <非推奨>
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/amazon-ivs-player-docs/1.0.6/ios/
このリリースには、iOS プレイヤーパッチが含まれています。このパッチは、一部の iOS プレイヤーアプ
リが Apple App Store に追加されない問題を修正します。具体的には、ビットコードを有効にして構築さ
れたアプリが、アップロード後に App Store Connect の検証に失敗する問題です。

2020 年 8 月 5 日
Amazon IVS で Amazon EventBridge を使用する
Amazon IVS EventBridge イベントが、Amazon EventBridge コンソールから利用できるようになりま
した。Amazon IVS ユーザーガイド、Using Amazon EventBridge with Amazon IVS の Amazon IVS の
Amazon EventBridge ルールを作成する (p. 146) に記載されたセクションを参照してください。

2020 年 7 月 15 日
プレイヤーバージョン 1.0
Amazon Interactive Video Service (IVS) プレイヤー SDK ではセマンティックバージョニングを使用しま
す。
プラットフォーム

ダウンロードおよび変更

すべて

既知の問題: setAutoMaxQuality や
setQuality 関数を使用すると、指定した品質
が現在のストリームに正しく適用されますが、新
しいストリームをロードすると正しく適用されま
せん。これを回避するには、新しいストリームを
ロードするときに、PlayerState.READY の後に
新しいストリーム用の品質で呼び出します。

Web プレイヤー 1.0.0

NPM パッケージ: https://www.npmjs.com/package/
amazon-ivs-player
スクリプトアセット: https://player.live-video.net/
1.0.0/amazon-ivs-player.min.js
Video.js tech アセット: https://player.live-video.net/
1.0.0/amazon-ivs-videojs-tech.min.js
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.0.0/web/
既知の問題:
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プラットフォーム

ダウンロードおよび変更
• iOS モバイルブラウザ (Safari や Chrome など)
による VOD 再生時に、後方シークするとプレイ
ヤーがミュートになります。これを回避するに
は、シーク後に player.setMuted(false) を
呼び出します。
• iOS モバイルブラウザによる VOD 再生時に、
目的の位置を直接選択すると後方シークが断続
的に動作します。これを回避するには、シーク
バーを目的の位置にドラッグします。
• Video.js 統合を使用して iOS モバイルブラウ
ザで VOD を再生すると、再生ボタンが正しく
動作しません。これを回避するには、Video.js
を初期化するときに再生ボタンを非表示に
します。https://docs.videojs.com/tutorialcomponents.html#play-toggle

Android プレイヤー 1.0.0

リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.0.0/android/
既知の問題: バックグラウンディングとフォアグラ
ウンディングは、Android 上で VOD 再生のための
オーディオ/動画の同期解除を引き起こす可能性が
あります。

iOS プレイヤー 1.0.0

ダウンロード: <非推奨>
リファレンスドキュメント: https://aws.github.io/
amazon-ivs-player-docs/1.0.0/ios/
既知の問題:
• バックグラウンディングとフォアグラウ
ンディングは、ライブと VOD の再生エ
ラーの原因となります。これを回避するに
は、UIApplicationDidEnterBackgroundNotification
を受信
し、UIApplicationDidBecomeActiveNotification
で再生が再開されたときにストリームを一時停
止します。
• iOS 10 デバイスは、バックグラウンドから戻っ
たときにクラッシュすることがあります。これ
を回避するには、バックグラウンドを入力する
前にプレイヤーの player プロパティを nil へ
設定します。
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