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Amazon Kinesis Video Streams とは
Amazon Kinesis Video Streams は、デバイスから AWS クラウドへの動画のライブストリーミングに使用
したり、あるいはリアルタイムの動画処理やバッチ指向の動画分析のためのアプリケーションを構築でき
る完全管理の AWS のサービスです。
Kinesis Video Streams は、単なる動画データ用のストレージではありません。これを使用すると、ビデオ
ストリームをクラウドで受信しながらリアルタイムで視聴できます。AWS マネジメントコンソールでライ
ブストリームをモニタリングすることも、 Kinesis Video Streams API ライブラリを使用してライブ動画を
表示するモニタリングアプリケーションを開発することもできます。
Kinesis Video Streams を使用すると、スマートフォン、セキュリティカメラ、ウェブカメラ、車、ドロー
ンやその他のソースに設置されるカメラのような何百万ものソースからライブ動画データの膨大な量を取
得できます。また、オーディオデータ、熱画像、深度データ、RADAR データなどの多くの時刻シリアル
化された非ビデオデータも送信できます。これらのソースから Kinesis ビデオストリームへのライブスト
リーミングのために、データにアクセスできるアプリケーションを構築できます。frame-by-frameリアル
タイムで、低レイテンシの処理が可能です。Kinesis Video Streams はソースに依存しません。コンピュー
ターの Web カメラからGStreamer (p. 134)ライブラリ、またはリアルタイムストリーミングプロトコル
(RTSP) を使用してネットワーク上のカメラから」
また、指定する保持期間でメディアデータを永続的に保存するように Kinesis のビデオストリームを設定
することもできます。Kinesis Video Streams は、このデータを自動的に保存し、保管時には暗号化しま
す。また、Kinesis Video Streams は、保存されたデータをプロデューサータイムスタンプと取り込み時刻
スタンプの両方で時刻インデックス化します。定期的にビデオデータをバッチ処理するアプリケーション
を構築するか、あるいは異なるユースケースに応じた履歴データへのアドホックアクセスを必要とするア
プリケーションを作成できます。
リアルタイムまたはバッチ指向のカスタムアプリケーションは、Amazon EC2 インスタンスで実行でき
ます。このようなアプリケーションは、オープンソースのディープラーニングのアルゴリズム、あるいは
Kinesis Video Streams に統合されるサードパーティーのアプリケーションを使用してデータを処理するこ
とができます。
Kinesis Video Streams を使用すると、次のような利点があります。
• 何百万ものデバイスに接続してストリーミングする – Kinesis Video Streams を使えば、消費者のスマー
トフォン、ドローン、車載カメラやその他数多くのデバイスから動画、音声やその他のデータに接続し
てストリーミングができます。Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリを使用すると、デバ
イスを設定して、リアルタイムまたは安定したストリーミングを行うことができます。after-the-factメ
ディアアップロード
• データの永続的な保存、暗号化とインデックス – カスタムの保持期間でメディアデータを永続的に保管
するように Kinesis のビデオストリームを設定できます。また、Kinesis Video Streams は、プロデュー
サーによって生成されたあるいはサービス側のタイムスタンプに基づいた保存データのインデックスも
生成します。アプリケーションは、タイムインデックスを使用して指定するデータを簡単に取得できま
す。
• インフラストラクチャではなく、アプリケーションの管理に集中 – Kinesis Video Streams はサーバー
レスのため、インフラストラクチャのセットアップや管理は必要ありません。データストリームおよび
受信側アプリケーションの拡大や縮小に伴って基盤となるインフラストラクチャのデプロイ、設定や伸
縮自在なスケーリングの心配をする必要はありません。Kinesis Video Streams は、ストリームを管理す
るために必要なすべての管理や維持を自動的に行うため、インフラストラクチャではなく、アプリケー
ションに集中することができます。
• データストリームでリアルタイムのバッチアプリケーションを構築 – Kinesis Video Streams を使用し
て、ライブデータストリームで運用するカスタムリアルタイムアプリケーションを構築することも、厳
格なレイテンシー要件なしで永続的に保持されるデータを運用するバッチあるいはアドホックのアプリ
ケーションを作成することもできます。カスタムアプリケーションの構築、デプロイおよび管理ができ
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ます。オープンソース (Apache MXNet、OpenCV)、自社開発、あるいは AWS Marketplace を通した
サードパーティのソリューションでストリームを処理、分析します。Kinesis Video Streams Get API
を使用すると、リアルタイムあるいはバッチ指向をベースにデータを処理する複数の同時実行のアプリ
ケーションを構築できます。
• データストリーミングをより安全に － Kinesis Video Streams はサービスを経由する際、またデータ
を保管する際、すべてのデータを暗号化します。Kinesis Video Streams は、デバイスからのデータ
ストリーミングを Transport Layer Security (TLS) ベースで暗号化し、AWS Key Management Service
(AWS KMS) を使用して保管中のすべてのデータを暗号化します。また、AWS Identity and Access
Management (IAM) を使用してデータへのアクセスを管理することもできます。
• 従量課金制 – 詳細は、「AWS 料金表」を参照してください。

Kinesis Video Streams を初めてお使いになる方向
けの情報。
Kinesis Video Streams を初めて使用する場合は、以下のセクションを順に読むことをお勧めします。
1. Amazon Kinesis Video Streams: 仕組み (p. 5) - Kinesis Video Streams の概念を説明します。
2. Kinesis Video Streams の開始方法 (p. 23) - アカウントをセットアップして Kinesis Video Streams を
テストします。
3. Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ (p. 53) – Kinesis Video Streams プロデューサーア
プリケーションの作成について説明します。
4. Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリ (p. 126) – Kinesis Video Streams コンシューマーアプ
リケーションの受信データフレーム処理について説明します。
5. Amazon Kinesis Video Streams の例 (p. 133) – Kinesis Video Streams を使用してできるその他の例を
ご覧ください。
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Kinesis Video Streams システム要件
以下のセクションで、Amazon Kinesis Video Streams のハードウェア、ソフトウェア、ストレージの要件
を説明します。
トピック
• カメラの要件 (p. 3)
• テスト済みオペレーティングシステム (p. 3)
• SDK ストレージ要件 (p. 4)

カメラの要件
Kinesis Video Streams プロデューサー SDK とサンプルを実行するために使用するカメラには次のメモリ
要件があります。
• SDK コンテンツビューには 16 MB のメモリが必要です。
• サンプルアプリケーションのデフォルト設定は 512 MB です。この値は、ネットワーク接続が良好で追
加バッファリングの必要がないプロデューサーに適しています。ネットワーク接続の状態が悪く、必
要とするバッファリングが大きい場合、1 秒あたりのフレームレートをフレームメモリサイズで乗算し
てバッファリング 1 秒あたりに必要なメモリを計算できます。メモリの割り当ての詳細については、
「StorageInfo (p. 107)」を参照してください。
H.264 を使用してデータをエンコードする USB または RTSP (Real Time Streaming Protocol) カメラを使
用することをお勧めします。CPU のエンコード負荷がなくなるためです。
現在、デモアプリケーションでは RTSP ストリーミング用の User Datagram Protocol(UDP) をサポートし
ていません。この機能は今後追加される予定です。
プロデューサー SDK では以下のタイプのカメラがサポートされています。
• ウェブカメラ。
• USB カメラ。
• H.264 エンコードができるカメラ (推奨)。
• H.264 エンコードではないカメラ。
• Raspberry Pi カメラモジュール。Raspberry Pi デバイスでこれが推奨されるのは、ビデオデータ転送で
は GPU に接続されるため、CPU 処理のオーバーヘッドがないためです。
• RTSP (ネットワーク) カメラ。これらのカメラが推奨されるのは、ビデオストリームが H.264 でエン
コードされるためです。

テスト済みオペレーティングシステム
ウェブカメラおよび RTSP カメラは、以下のデバイスとオペレーティングシステムでテストされていま
す。
• Mac mini
• High Sierra
• MacBookProノートパソコン
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• Sierra (10.12)
• El Capitan (10.11)
• Ubuntu 16.04 を実行している HP ノートパソコン
• Ubuntu 17.10 (Docker コンテナ)
• Raspberry Pi 3

SDK ストレージ要件
Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ (p. 53) をインストールする場合の最小ストレージ要
件は 170 MB、推奨ストレージ要件は 512 MB です。
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Amazon Kinesis Video Streams: 仕組
み
トピック
• Kinesis Video Streams API とプロデューサーライブラリのサポート (p. 6)
• Kinesis Video Streams の再生 (p. 7)
• Kinesis Video Streams でのストリーミングメタデータの使用 (p. 14)
• Kinesis Video Streams データモデル (p. 17)
Amazon Kinesis Video Streams はフルマネージドの AWS のサービスで、ライブ動画をデバイスから
AWS クラウドにストリーミングし、永続的に保存できるようにします。その後、リアルタイムで動画を処
理するために独自のアプリケーションを構築するか、バッチ指向の動画分析を実行できます。
次の図表は、Kinesis Video Streams の仕組みの概要を示しています。

この図は、次のコンポーネント間のやり取りを示しています。
• Producer - Kinesis のビデオストリームにデータを送る任意のソース。監視カメラ、身体装着型カメラ、
スマートフォンカメラ、ダッシュボードカメラなど、動画を生成するあらゆるデバイスをプロデュー
サーにすることができます。プロデューサーは、音声フィード、イメージ、RADAR データなどの動画
以外のデータも送信できます。
1 つのプロデューサーで複数のビデオストリームを生成できます。例えば、ビデオカメラは動画データ
を 1 つの Kinesis のビデオストリームにプッシュし、音声データを別のストリームにプッシュすること
ができます。
• Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ— 一組easy-to-useデバイスにインストールして設
定できるソフトウェアとライブラリ。これらのライブラリを使用すると、動画の安全な接続と信頼性
の高い方法でのストリーミングが簡単にできるようになります。ストリーミング方法には、リアルタ
イム、数秒間のバッファリング後、ストリーミング方法を利用できます。after-the-factメディアアッ
プロード。
• Kinesis のビデオストリーム- ライブ動画データを転送して、必要に応じて保存し、リアルタイムと
バッチまたはアドホックの両方でデータを消費できるようにするリソースです。一般的な設定の場
合、Kinesis のビデオストリームには、それに対してデータを発行するプロデューサーが 1 つだけ用意さ
れています。
音声、動画のほか、奥行き感知フィードや RADAR フィードなどの、時間がエンコードされた類似の
データストリームを扱うことができます。Kinesis のビデオストリームは AWS Management Console を
使用して作成するか、AWS SDK を使用してプログラミングすることにより作成します。
複数の独立したアプリケーションでは、Kinesis のビデオストリームを並列で消費できます。
• コンシューマー - フラグメントやフレームなどのデータを Kinesis のビデオストリームから取得して、
表示、処理、または分析します。一般的に、これらのコンシューマーは Kinesis Video Streams アプリ
ケーションと呼ばれます。リアルタイムで、または低レイテンシー処理が求められない場合は、データ
が永続的に保存されて時間インデックスが作成された後で、Kinesis のビデオストリームのデータを消費
および処理するアプリケーションを作成できます。これらのコンシューマーアプリケーションを作成し
て Amazon EC2 インスタンス上で実行できます。
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• Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリ (p. 126) - Kinesis Video Streams アプリケーションが
Kinesis のビデオストリームから低レイテンシーでメディアを確実に取得できるようにします。また、
メディア内のフレームの境界を解析し、アプリケーションでフレーム自体の処理や分析を集中的に実
行できるようにします。

Kinesis Video Streams API とプロデューサーライ
ブラリのサポート
Kinesis Video Streams には、ストリームを作成および管理し、ストリーム間でメディアデータの読み取り
または書き込みを行うための API が用意されています。Kinesis Video Streams コンソールは管理機能に加
えて、ライブ配信およびvideo-on-demand再生。Kinesis Video Streams は、アプリケーションコードで使
用すると、データをメディアソースから抽出したり、Kinesis のビデオストリームにアップロードすること
ができる一連のプロデューサーライブラリも提供します。
トピック
• Kinesis Video Streams API (p. 6)
• プロデューサーライブラリ (p. 7)

Kinesis Video Streams API
Kinesis Video Streams には、Kinesis のビデオストリームを作成および管理するための API が用意されて
います。また、メディアデータをストリームから読み取ったり、ストリームに書き込むための API も用意
されています。
• Producer API - Kinesis Video Streams には、メディアデータを Kinesis のビデオストリームに書き込む
ための PutMedia API が用意されています。PutMedia リクエストで、プロデューサーはメディアフラ
グメントのストリームを送信します。フラグメントとは、自己完結型のフレームのシーケンスです。フ
ラグメントに属するフレームは、他のフラグメントからのフレームに依存していないことが求められま
す。詳細については、「」を参照してくださいPutMedia (p. 266)
フラグメントが届くと、Kinesis Video Streams では一意のフラグメント番号を昇順で割り当てます。ま
た、フラグメントごとにプロデューサー側とサーバー側のタイムスタンプを Kinesis Video Streams 固有
のメタデータとして保存します。
• コンシューマー API - コンシューマーは次の API を使用して、ストリームからデータを取得できます。
• GetMedia - この API を使用するとき、コンシューマーは開始フラグメントを識別する必要がありま
す。次に、API はストリームに追加された順番 (昇順のフラグメント番号) でフラグメントを返しま
す。フラグメント内のメディアデータは、Matroska (MKV) などの構造化された形式にまとめられてい
ます。詳細については、「」を参照してくださいGetMedia (p. 262)

Note
GetMedia では、フラグメントの場所を認識します (データストア内にアーカイブされてい
るか、リアルタイムで利用可能)。たとえば、開始フラグメントがアーカイブされていること
を GetMedia が判断すると、フラグメントがデータストアから返され始めます。まだアーカ
イブされていない新しいフラグメントを返す必要がある場合、GetMedia ではメモリ内スト
リームバッファからフラグメントを読み取るように切り替わります。
これは、ストリームによって取り込まれた順番でフラグメントを処理する継続的なコンシューマーの
例です。
GetMedia では、動画処理アプリケーションが失敗したり、遅延した後でも、問題なく処理を挽回す
ることができます。GetMedia を使用すると、アプリケーションでは、データストアにアーカイブ
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されているデータを処理でき、アプリケーションが処理に追いついてきたところで、届いたメディア
データを GetMedia がリアルタイムで引き続き配信するようになります。
• GetMediaFromFragmentList (および ListFragments) - バッチ処理アプリケーションはオ
フラインコンシューマーと見なされます。オフラインコンシューマーは、ListFragments と
GetMediaFromFragmentList の API を組み合わせることで、特定のメディアフラグメントまたは
動画の範囲を明示的にフェッチできます。ListFragments および GetMediaFromFragmentList
を使用すると、アプリケーションは、特定の時間範囲またはフラグメント範囲の動画のセグメントを
識別し、これらのフラグメントを順番に、または並行して処理するためにフェッチできます。このア
プローチは、大量のデータを並行して迅速に処理する必要がある MapReduce アプリケーションに適
しています。
たとえば、コンシューマーが 1 日分の動画フラグメントを処理する必要があるとします。コンシュー
マーは次のことを行います。
1. ListFragments API を呼び出し、時間範囲を指定して目的のフラグメントのコレクションを選択
することで、フラグメントのリストを取得します。
API は、指定された時間範囲内のすべてのフラグメントからメタデータを返します。メタデータ
は、フラグメント番号、プロデューサー側/サーバー側のタイムスタンプなどの情報を提供します。
2. フラグメントのメタデータリストを使用して、フラグメントを任意の順序で取得します。例え
ば、1 日のすべてのフラグメントを処理するのに、コンシューマーはリストをサブリストに分割
し、GetMediaFromFragmentList を使用してワーカー (複数の Amazon EC2 インスタンスなど)
が並列にフラグメントをフェッチするよう選択し、フラグメントを並列に処理するかもしれませ
ん。
次の図は、これらの API コール中のフラグメントとチャンクのデータフローを示しています。
プロデューサーが PutMedia リクエストを送信するときは、ペイロード内のメディアメタデータを送信し
てから、メディアデータフラグメントのシーケンスを送信します。Kinesis Video Streams はデータを受け
取ると、Kinesis Video Streams のチャンクとして着信メディアデータを保存します。各チャンクは以下で
構成されています。
• メディアメタデータのコピー
• フラグメント
• Kinesis Video Streams 固有のメタデータ。例えば、フラグメント番号、サーバー側タイムスタンプ、プ
ロデューサー側タイムスタンプ。
コンシューマーがメディアメタデータをリクエストすると、Kinesis Video Streams は、リクエストで指定
されたフラグメント番号から始まるチャンクのストリームを返します。
ストリームのデータの永続性を有効にした場合、ストリームでフラグメントを受け取った後に、Kinesis
Video Streams もフラグメントのコピーをデータストアに保存します。

プロデューサーライブラリ
Kinesis のビデオストリームの作成後は、ストリームへのデータの送信を開始できます。アプリケーション
コードで、これらのライブラリを使用してデータをメディアソースから抽出したり、Kinesis のビデオス
トリームにアップロードすることができます。使用可能なプロデューサーライブラリの詳細については、
「Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ (p. 53)」を参照してください。

Kinesis Video Streams の再生
7

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
HLS を使用した動画再生

次の方法を使用して、Kinesis のビデオストリームを表示できます。
• GetMedia: ♪GetMediaKinesis ビデオストリームを処理するための独自のアプリケーションを構築する
ための API。GetMediaは、低レイテンシーのリアルタイム API です。GetMedia を使用するプレー
ヤーを作成する場合は 、自分で構築する必要があります。GetMedia を使用して Kinesis のビデオ
ストリームを表示するアプリケーションを開発する方法については、「ストリームパーサーライブラ
リ (p. 126)」を参照してください。
• HLS: HTTP Live Streaming (HLS) は、業界標準の HTTP ベースのメディアストリーミング通信プロトコ
ルです。HLS を使用して、ライブ再生またはアーカイブ済み動画の再生用に Amazon Kinesis のビデオ
ストリームを表示できます。
HLS はライブ再生に使用できます。通常、レイテンシーは 3〜5 秒ですが、ユースケース、プレー
ヤー、およびネットワーク条件に応じて 1〜10 秒になる場合もあります。サードパーティー製のプレー
ヤー (Video.js や Google Shaka Player など) を使用してビデオストリームを表示するには、HLS ス
トリーミングセッション URL をプログラムまたは手動で指定できます。動画を再生するには、Apple
Safari ブラウザまたは Microsoft Edge ブラウザの ロケーションバーに HLS ストリーミングセッション
URL を入力することもできます。
• MPEG-DASH: HTTP 経由の動的アダプティブストリーミング (DASH)MPEG-DASH とも呼ばれる。従来
の HTTP ウェブサーバーから配信されたインターネット経由で高品質のストリーミングを可能にする適
応ビットレートストリーミングプロトコルです。
MPEG-DASH はライブ再生に使用できます。通常、レイテンシーは 3〜5 秒ですが、ユースケース、プ
レーヤー、およびネットワーク条件に応じて 1〜10 秒になる場合もあります。サードパーティー製のプ
レーヤー (dash.js や Google Shaka Player など) を使用してビデオストリームを表示するには、MPEGDASH ストリーミングセッション URL をプログラムまたは手動で指定できます。
• GetClipAPI: ♪GetClip指定した時間範囲において、アーカイブされたオンデマンドメディアを含むク
リップ (MP4 ファイル) を、指定したビデオストリームからダウンロードできます。詳細については、
「」を参照してください。GetClipAPI リファレンス。
トピック
• HLS を使用した動画再生 (p. 8)
• MPEG-DASH を使用した動画再生 (p. 12)

HLS を使用した動画再生
HLS を使用して Kinesis のビデオストリームを表示するには、まずGetHLSStreamingSessionURL。この
アクションにより、HLS セッションにアクセスするための URL (セッショントークンを含む) が返されま
す。次に、この URL をメディアプレーヤーまたはスタンドアロンアプリケーションで使用してストリーム
を表示できます。
Amazon Kinesis のビデオストリームでは、HLS を介して動画を提供する場合、以下が要件となります。
• ストリーミングビデオの場合、メディアには、H.265 または H.265 でエンコードされた動画のほか、オ
プションで AAC でエンコードされたオーディオが含まれている必要があります。具体的には、トラッ
ク1 のコーデックIDはV_MPEG/ISO/AVC(H.264) またはV_MPEG/ISO/HEVC(H.265の場合)。仮に、ト
ラック2 のコーデックIDは A_AAC である必要があります。 オーディオのみのストリーミングでは、
トラック1 のコーデックIDはA_AAC。
• データの保持期間が 0 より大きい。
• 各フラグメントのビデオトラックには、H.264 形式の場合は AVC (Advanced Video Coding) 、H.265
形式の場合は HEVC (MPEG-4 仕様 ISO/IEC 14496-15）のコーデックプライベートデータが含まれて
いる必要があります。ストリームデータを特定の形式に適応させる方法については、「NAL 適応フラ
グ (p. 106)」を参照してください。
• 各フラグメントのオーディオトラック（存在する場合）に、コーデックプライベートデータが AAC 形式
(AAC specification ISO/IEC 13818-7) で含まれている必要があります。
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例: HTML および HLS の使用 JavaScript
次の例では、Kinesis のビデオストリームの HLS ストリーミングセッションを取得して、ウェブページで
再生する方法を示します。この例では、動画の再生に以下のプレーヤーを使用します。
• Video.js
• Google Shaka Player
• hls.js
トピック
• HLS 再生用の Kinesis Video Streams Client のセットアップ (p. 9)
• HLS 再生用に Kinesis Video Streams のアーカイブ済みコンテンツエンドポイントを取得す
る (p. 9)
• HLS ストリーミングセッション URL を取得する (p. 10)
• HLS 再生でストリーミングビデオを表示する (p. 10)
• HLS の問題のトラブルシューティング (p. 11)
• HLS 再生の完全な例 (p. 11)

HLS 再生用の Kinesis Video Streams Client のセットアップ
HLS でストリーミング動画にアクセスするには、まず、Kinesis Video Streams クライアント (サービスエ
ンドポイントを取得するため) とアーカイブ済みメディアクライアント (HLS ストリーミングセッションを
取得するため) を作成して設定します。アプリケーションは、HTML ページの入力ボックスから必要な値を
取得します。
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aws-sdk/2.278.1/aws-sdk.min.js"></
script>
...
var protocol = $('#protocol').val();
var streamName = $('#streamName').val();
// Step 1: Configure SDK Clients
var options = {
accessKeyId: $('#accessKeyId').val(),
secretAccessKey: $('#secretAccessKey').val(),
sessionToken: $('#sessionToken').val() || undefined,
region: $('#region').val(),
endpoint: $('#endpoint').val() || undefined
}
var kinesisVideo = new AWS.KinesisVideo(options);
var kinesisVideoArchivedContent = new AWS.KinesisVideoArchivedMedia(options);

HLS 再生用に Kinesis Video Streams のアーカイブ済みコンテンツエンドポイン
トを取得する
クライアントの初期化後に、Kinesis Video Streams のアーカイブ済みコンテンツエンドポイントを取得し
て、HLS ストリーミングセッション URL を取得します。
// Step 2: Get a data endpoint for the stream
console.log('Fetching data endpoint');
kinesisVideo.getDataEndpoint({
StreamName: streamName,
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APIName: "GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL"
}, function(err, response) {
if (err) { return console.error(err); }
console.log('Data endpoint: ' + response.DataEndpoint);
kinesisVideoArchivedContent.endpoint = new AWS.Endpoint(response.DataEndpoint);

HLS ストリーミングセッション URL を取得する
アーカイブ済みコンテンツエンドポイントがある場合は、GetHLSStreamingSessionURLHLS ストリーミ
ングセッション URL を取得する API:

// Step 3: Get a Streaming Session URL
var consoleInfo = 'Fetching ' + protocol + ' Streaming Session URL';
console.log(consoleInfo);
...
else {
kinesisVideoArchivedContent.getHLSStreamingSessionURL({
StreamName: streamName,
PlaybackMode: $('#playbackMode').val(),
HLSFragmentSelector: {
FragmentSelectorType: $('#fragmentSelectorType').val(),
TimestampRange: $('#playbackMode').val() === "LIVE" ? undefined : {
StartTimestamp: new Date($('#startTimestamp').val()),
EndTimestamp: new Date($('#endTimestamp').val())
}
},
ContainerFormat: $('#containerFormat').val(),
DiscontinuityMode: $('#discontinuityMode').val(),
DisplayFragmentTimestamp: $('#displayFragmentTimestamp').val(),
MaxMediaPlaylistFragmentResults: parseInt($('#maxResults').val()),
Expires: parseInt($('#expires').val())
}, function(err, response) {
if (err) { return console.error(err); }
console.log('HLS Streaming Session URL: ' + response.HLSStreamingSessionURL);

HLS 再生でストリーミングビデオを表示する
HLS ストリーミングセッション URL がある場合、それをビデオプレーヤーに指定します。URL をビデオ
プレーヤーに指定する方法は、使用するプレーヤーごとに異なります。
次のコード例では、ストリーミングセッション URL を Video.js プレーヤーに指定する方法を示します。

// VideoJS elements
<video id="videojs" class="player video-js vjs-default-skin" controls autoplay></video>
<link rel="stylesheet" href="https://vjs.zencdn.net/6.6.3/video-js.css">
<script src="https://vjs.zencdn.net/6.6.3/video.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/videojs-contrib-hls/5.14.1/videojscontrib-hls.js"></script>
...
else if (playerName === 'VideoJS') {
var playerElement = $('#videojs');
playerElement.show();
var player = videojs('videojs');
console.log('Created VideoJS Player');
player.src({
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src: response.HLSStreamingSessionURL,
type: 'application/x-mpegURL'

});
console.log('Set player source');
player.play();
console.log('Starting playback');

次のコード例では、ストリーミングセッション URL を Google Shaka プレーヤーに指定する方法を示しま
す。

// Shaka Player elements
<video id="shaka" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shaka-player/2.4.1/shakaplayer.compiled.js">
</script>
...
else if (playerName === 'Shaka Player') {
var playerElement = $('#shaka');
playerElement.show();
var player = new shaka.Player(playerElement[0]);
console.log('Created Shaka Player');
player.load(response.HLSStreamingSessionURL).then(function() {
console.log('Starting playback');
});
console.log('Set player source');

次のコード例では、ストリーミングセッション URL を hls.js プレーヤーに指定する方法を示します。

// HLS.js elements
<video id="hlsjs" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>
...
var playerName = $('#player').val();
if (playerName == 'HLS.js') {
var playerElement = $('#hlsjs');
playerElement.show();
var player = new Hls();
console.log('Created HLS.js Player');
player.loadSource(response.HLSStreamingSessionURL);
player.attachMedia(playerElement[0]);
console.log('Set player source');
player.on(Hls.Events.MANIFEST_PARSED, function() {
video.play();
console.log('Starting playback');
});
}

HLS の問題のトラブルシューティング
ビデオストリームが正常に再生されない場合は、「HLS の問題のトラブルシューティング (p. 179)」を
参照してください。

HLS 再生の完全な例
完全なコード例をダウンロードまたは表示できます。
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MPEG-DASH を使用した動画再生
MPEG-DASH を使用して Kinesis のビデオストリームを表示するには、まず、を使用してストリーミング
セッションを作成します。GetDashStreamingSessionURL。このアクションにより、MPEG-DASH セッ
ションにアクセスするための URL (セッショントークンを含む) が返されます。次に、この URL をメディ
アプレーヤーまたはスタンドアロンアプリケーションで使用してストリームを表示できます。
Amazon Kinesis のビデオストリームでは、MPEG-DASH を介して動画を提供する場合、以下が要件とな
ります。
• メディアには、H.264 または H.265 でエンコードされたビデオと、オプションで AAC または G.711 で
エンコードされたオーディオが含まれている必要があります。具体的には、トラック 1 のコーデック ID
は V_MPEG/ISO/AVC (h.264 の場合) または V_MPEGH/ISO/HEVC (H.265 の場合) にする必要がありま
す。必要に応じて、トラック 2 のコーデック ID は A_AAC (AAC の場合) または A_MS/ACM (G.711 の場
合) にする必要があります。
• データの保持期間が 0 より大きい。
• 各フラグメントの動画トラックに、AVC (Advanced Video Coding) のコーデックプライベートデータが
H.264 形式で、および HEVC のコーデックプライベートデータが H.265 形式で含まれている必要があり
ます。詳細については、「MPEG-4 仕様 ISO/IEC 14496-15」を参照してください。ストリームデータを
特定の形式に適応させる方法については、「NAL 適応フラグ」を参照してください。
• 各フラグメントのオーディオトラック (存在する場合) に、コーデックプライベートデータが AAC 形式
(AAC 仕様 ISO/IEC 13818-7) または MS Wave 形式 で含まれている必要があります。

例: HTML での MPEG-DASH の使用JavaScript
次の例では、Kinesis のビデオストリームの MPEG-DASH ストリーミングセッションを取得して、ウェブ
ページで再生する方法を示します。この例では、動画の再生に以下のプレーヤーを使用します。
• Google Shaka Player
• dash.js
トピック
• MPEG-DASH 再生用の Kinesis Video Streams Client のセットアップ (p. 12)
• MPEG-DASH 再生用に Kinesis Video Streams のアーカイブ済みコンテンツエンドポイントを取得す
る (p. 13)
• MPEG-DASH ストリーミングセッション URL を取得する (p. 13)
• MPEG-DASH 再生でストリーミングビデオを表示する (p. 13)
• 完全な例 (p. 14)

MPEG-DASH 再生用の Kinesis Video Streams Client のセットアップ
MPEG-DASH でストリーミング動画にアクセスするには、まず、Kinesis Video Streams クライアント
(サービスエンドポイントを取得するため) とアーカイブ済みメディアクライアント (MPEG-DASH スト
リーミングセッションを取得するため) を作成して設定します。アプリケーションは、HTML ページの入力
ボックスから必要な値を取得します。
var streamName = $('#streamName').val();
// Step 1: Configure SDK Clients
var options = {
accessKeyId: $('#accessKeyId').val(),
secretAccessKey: $('#secretAccessKey').val(),
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sessionToken: $('#sessionToken').val() || undefined,
region: $('#region').val(),
endpoint: $('#endpoint').val() || undefined
}
var kinesisVideo = new AWS.KinesisVideo(options);
var kinesisVideoArchivedContent = new AWS.KinesisVideoArchivedMedia(options);

MPEG-DASH 再生用に Kinesis Video Streams のアーカイブ済みコンテンツエン
ドポイントを取得する
クライアントの初期化後に、Kinesis Video Streams のアーカイブ済みコンテンツエンドポイントを取得し
て、次のように MPEG-DASH ストリーミングセッション URL を取得できるようにします。
// Step 2: Get a data endpoint for the stream
console.log('Fetching data endpoint');
kinesisVideo.getDataEndpoint({
StreamName: streamName,
APIName: "GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL"
}, function(err, response) {
if (err) { return console.error(err); }
console.log('Data endpoint: ' + response.DataEndpoint);
kinesisVideoArchivedContent.endpoint = new AWS.Endpoint(response.DataEndpoint);

MPEG-DASH ストリーミングセッション URL を取得する
アーカイブ済みコンテンツエンドポイントがある場合は、GetDashStreamingSessionURL次のように
MPEG-DASH ストリーミングセッション URL を取得する API。
// Step 3: Get a Streaming Session URL
var consoleInfo = 'Fetching ' + protocol + ' Streaming Session URL';
console.log(consoleInfo);
if (protocol === 'DASH') {
kinesisVideoArchivedContent.getDASHStreamingSessionURL({
StreamName: streamName,
PlaybackMode: $('#playbackMode').val(),
DASHFragmentSelector: {
FragmentSelectorType: $('#fragmentSelectorType').val(),
TimestampRange: $('#playbackMode').val() === "LIVE" ? undefined : {
StartTimestamp: new Date($('#startTimestamp').val()),
EndTimestamp: new Date($('#endTimestamp').val())
}
},
DisplayFragmentTimestamp: $('#displayFragmentTimestamp').val(),
DisplayFragmentNumber: $('#displayFragmentNumber').val(),
MaxManifestFragmentResults: parseInt($('#maxResults').val()),
Expires: parseInt($('#expires').val())
}, function(err, response) {
if (err) { return console.error(err); }
console.log('DASH Streaming Session URL: ' + response.DASHStreamingSessionURL);

MPEG-DASH 再生でストリーミングビデオを表示する
MPEG-DASH ストリーミングセッション URL がある場合、それをビデオプレーヤーに指定します。URL
をビデオプレーヤーに指定する方法は、使用するプレーヤーごとに異なります。
次のコード例では、ストリーミングセッション URL を Google Shaka プレーヤーに指定する方法を示しま
す。
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// Step 4: Give the URL to the video player.
//Shaka Player elements
<video id="shaka" class="player" controls autoplay></video>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/shaka-player/2.4.1/shakaplayer.compiled.js">
</script>
...
var playerName = $('#player').val();
if (playerName === 'Shaka Player') {
var playerElement = $('#shaka');
playerElement.show();
var player = new shaka.Player(playerElement[0]);
console.log('Created Shaka Player');

}

player.load(response.DASHStreamingSessionURL).then(function() {
console.log('Starting playback');
});
console.log('Set player source');

次のコード例では、ストリーミングセッション URL を dash.js プレーヤーに指定する方法を示します。

<!-- dash.js Player elements -->
<video id="dashjs" class="player" controls autoplay=""></video>
<script src="https://cdn.dashjs.org/latest/dash.all.min.js"></script>
...
var playerElement = $('#dashjs');
playerElement.show();
var player = dashjs.MediaPlayer().create();
console.log('Created DASH.js Player');
player.initialize(document.querySelector('#dashjs'), response.DASHStreamingSessionURL,
true);
console.log('Starting playback');
console.log('Set player source');
}

完全な例
以下の操作を実行できます。完全なコード例をダウンロードまたは表示します。オンGitHub。

Kinesis Video Streams でのストリーミングメタ
データの使用
Amazon Kinesis Video Streams プロデューサー SDK を使うと、個々のフラグメントレベルでメタデータ
を Kinesis のビデオストリーム に埋め込むことができます。Kinesis Video Streams 内のメタデータは、
変更可能なキーバリューのペアです。プロデューサー SDK は、フラグメント内容の説明、実際のフラグ
メントと一緒に転送する必要がある関連付けられたセンサー読み取り値の埋め込み、または他の個別ニー
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ズに合わせて使用します。メタデータは the section called “GetMedia” (p. 262) またはthe section called
“GetMediaForFragmentList” (p. 297) API オペレーションの一部として使用できます。メタデータは、ス
トリームを保持する全期間、フラグメントと一緒に保存されます。メタデータを使用するアプリケーショ
ンは、Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリ (p. 126)によりメタデータを読み込み、処理し、そ
れに基づいたアクションを実行できます。
メタデータをストリーム内のフラグメントを埋め込むモードは 2 つあります。
• 非永続的: 発生した業務固有の条件に基づいて、ストリーム内のフラグメントにアドホックにメタデータ
を付け入えます。一例として、動きを検出して、Kinesis のビデオストリームに送信する前にその動きを
含む対応フラグメントにメタデータを追加するスマートカメラがあります。フラグメントには、以下の
形式でメタデータを適用できます。Motion = true
• 永続的: 継続的な要件に基づいて、ストリーム内の連続/継続するフラグメントにメタデータを付け足し
ます。一例として、Kinesis のビデオストリームに送信するすべてのフラグメントに関連付けられた現在
の緯度と経度の座標を送信するスマートカメラがあります。すべてのフラグメントには、以下の形式で
メタデータを適用できます。Lat = 47.608013N , Long = -122.335167W
アプリケーションのニーズに基づいて、同一のフラグメントに対して同時にこのモードの両方でメタデー
タを付け加えられます。埋め込まれたメタデータには、検出されたオブジェクト、トラッキングされたア
クティビティ、GPS 座標、またはその他のカスタムデータで、ストリームのフラグメントと関連付けるも
のが含まれる場合があります。メタデータはキーと値の文字列ペアとしてエンコードされます。
トピック
• Kinesis Video Streams にメタデータを追加する (p. 15)
• Kinesis Video Streams に埋め込まれたメタデータを使用する (p. 16)
• ストリーミングメタデータの制限事項 (p. 17)

Kinesis Video Streams にメタデータを追加する
Kinesis のビデオストリームに追加するメタデータは MKV タグとしてモデル化され、キーバリューのペア
として実装されます。
メタデータは、ストリーム内のイベントをマークするなどの一時的なもの、またはあるイベントが発生し
たフラグメントを識別するなどの永続的なもののいずれかです。永続的なメタデータ項目は存続し続け、
キャンセルされるまで連続する各フラグメントに適用されます。

Note
プロデューサーライブラリ (p. 53) を使用して追加されたメタデータ項目は、the section called
“TagStream” (p. 238)、the section called “UntagStream” (p. 243)、およびthe section called
“ListTagsForStream” (p. 233)を使って実装されたストリームレベルのタグ付け API とは異なり
ます。

ストリーミングメタデータ API
メタデータストリーミングを実装するために、プロデューサー SDK で以下のオペレーションを利用できま
す。

PIC
PUBLIC_API STATUS putKinesisVideoFragmentMetadata(STREAM_HANDLE streamHandle,
PCHAR name,
PCHAR value,
BOOL persistent);
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C++ プロデューサー SDK
/**
* Appends a "tag" or metadata - a key/value string pair into the stream.
*/
bool putFragmentMetadata(const std::string& name, const std::string& value, bool persistent
= true);

Java プロデューサー SDK
Java プロデューサー SDK を使用する場合、MediaSourceSink.onCodecPrivateData を使用して
MediaSource をメタデータに 追加します。
void onFragmentMetadata(final @Nonnull String metadataName, final @Nonnull String
metadataValue, final boolean persistent)
throws KinesisVideoException;

永続的および非永続的メタデータ
非永続メタデータでは、同一の名前を使ったメタデータ項目を複数追加できます。プロデューサー SDK
は、次のフラグメントにメタデータ項目が先頭に追加されるまで、メタデータキュー内でメタデータ項
目を収集します。メタデータキューはストリームにメタデータ項目が適用されるとクリアされます。メタ
データを繰り返すには、putKinesisVideoFragmentMetadata または putFragmentMetadata を再
度呼び出します。
永続的なメタデータでは、プロデューサー SDK は、非永続メタデータと同様な方法で、メタデータキュー
内のメタデータ項目を収集します。ただし、メタデータ項目は、次のフラグメントの先頭に追加された時
に、キューから削除されません。
putKinesisVideoFragmentMetadata または putFragmentMetadata で persistent を true に設
定して呼び出すと、以下のような動作になります。
• API を呼び出すと、キューにメタデータ項目が追加されます。メタデータは、メタデータ項目がキュー
内にある間に、フラグメントごとに MKV タグとして追加されます。
• 同一の名前で、以前に追加されたメタデータ項目と異なる値で API を呼び出すと、その項目は上書きさ
れます。
• 空の値で API を呼び出すと、メタデータキューからそのメタデータ項目は削除 (キャンセル) されます。

Kinesis Video Streams に埋め込まれたメタデータを使
用する
Kinesis のビデオストリーム内のメタデータを使用するには、MkvTagProcessor の実装を使用します。
public interface MkvTagProcessor {
default void process(MkvTag mkvTag, Optional<FragmentMetadata>
currentFragmentMetadata) {
throw new NotImplementedException("Default
FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor");
}
default void clear() {
throw new NotImplementedException("Default
FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor");
}
}
}
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このインターフェイスは、Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリ (p. 126) の FragmentMetadata
訪問者 (p. 128) クラスにあります。
FragmentMetadataVisitor クラスには MkvTagProcessor の実装が含まれます。
public static final class BasicMkvTagProcessor implements
FragmentMetadataVisitor.MkvTagProcessor {
@Getter
private List<MkvTag> tags = new ArrayList<>();

{

@Override
public void process(MkvTag mkvTag, Optional<FragmentMetadata> currentFragmentMetadata)
}

}

tags.add(mkvTag);

@Override
public void clear() {
tags.clear();

}

KinesisVideoRendererExample クラスには、BasicMkvTagProcessor の使用例があります。以下
の例では、BasicMkvTagProcessor があるアプリケーションの MediaProcessingArguments に追加
されます。
if (renderFragmentMetadata) {
getMediaProcessingArguments =
KinesisVideoRendererExample.GetMediaProcessingArguments.create(
Optional.of(new FragmentMetadataVisitor.BasicMkvTagProcessor()));

BasicMkvTagProcessor.process メソッドは、フラグメントのメタデータが到着すると呼び出されま
す。蓄積されたメタデータは GetTags を使って取得できます。1 つのメタデータ項目を取得する場合は、
最初に収集したメタデータをクリアするために clear を呼び出し、再度メタデータ項目を取得します。

ストリーミングメタデータの制限事項
Kinesis のビデオストリームへのストリーミングメタデータの追加には、以下の制限事項が適用されます。
• フラグメントの先頭には 10 個までメタデータ項目を追加できます。
• フラグメントのメタデータの名前の長さは、最大 128 バイトです。
• フラグメントのメタデータの値の長さは、最大 256 バイトです。
• フラグメントのメタデータの名前を「AWS」で始めることはできません。そのようなメタデータ項目が
追加された場合は、PIC の putFragmentMetadata メソッドは STATUS_INVALID_METADATA_NAME
エラー (エラーコード: 0x52000077) を返します。アプリケーションは、エラーを無視する (PIC はメタ
データ項目を追加しません) か、エラーに対応します。

Kinesis Video Streams データモデル
プロデューサーライブラリ (p. 53) および ストリームパーサーライブラリ (p. 126) は、動画データに
伴う情報の埋め込みをサポートする形式で動画データを送受信します。この形式は Matroska (MKV) 仕様
に基づいています。
MKV 形式は、メディアデータに対するオープン仕様です。Amazon Kinesis Video Streams Developer
Guide 内のすべてのライブラリおよびコードの例は、MKV 形式でデータを送受信します。
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Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ (p. 53) は StreamDefinition および Frame タイ
プを使用して MKV ストリームヘッダー、フレームヘッダー、フレームデータを作成します。
MKV 仕様の詳細については「Matroska Specification」を参照してください。
以下のセクションでは、C++ プロデューサーライブラリ (p. 63) によって作成された MKV 形式データ
のコンポーネントについて説明します。
トピック
• ストリームヘッダー要素 (p. 18)
• トラックデータのストリーミング (p. 21)
• フレームヘッダー要素 (p. 22)
• MKV フレームデータ (p. 22)

ストリームヘッダー要素
StreamDefinition では次の MKV ヘッダー要素が使用されます (StreamDefinition.h で定義)。
要素

説明

一般的な値

stream_name

Kinesis のビデオストリームの名
前。

my-stream

retention_period

ストリームデータが Kinesis
Video Streams によって保持され
る期間。データを保持しないス
トリーム 0 を指定します。

24

タグ

ユーザーデータのキーと値のコ
レクション。このデータは AWS
Management Console に表示
され、クライアントアプリケー
ションにより読み取ることでス
トリームに関する情報をフィル
タリングまたは取得できます。

kms_key_id

存在する場合、ストリーム上の
データの暗号化に使用される
ユーザー定義の AWS KMS マ
スターキー。存在しない場合、
データは Kinesis が提供するマ
スターキーで暗号化されます
(aws/kinesis-video)。

01234567-89abcdef-0123-456789ab

streaming_type

現在、有効なスト
リーミングタイプは
STREAMING_TYPE_REALTIME
のみです。

STREAMING_TYPE_REALTIME

content_type

ユーザー定義のコンテンツタイ
video/h264
プ。動画データをストリーミン
グしてコンソールで再生する場
合、コンテンツタイプは video/
h264 である必要があります。
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要素

説明

一般的な値

max_latency

この値は現在使用されておら
ず、0 に設定する必要がありま
す。

0

fragment_duration

フラグメントの継続時間 (推定)。 2
この時間が最適化に使用されま
す。実際のフラグメント継続時
間は、ストリーミングデータに
よって決定します。

timecode_scale

フレームタイムスタンプが使用
するスケールを示します。デ
フォルト値は 1 ミリ秒です。0
を指定すると、デフォルト値の
1 ミリ秒も割り当てられます。こ
の値は 100 ナノ秒～1 秒の範囲
で指定できます。
詳細については、
「」を参照してくださ
い。TimecodeScaleMatroska の
ドキュメントを参照してくださ
い。

key_frame_fragmentation

true の場合、ストリームはキー
フレームが受信された場合に新
たなクラスターを開始します。

true

frame_timecodes

true の場合、Kinesis Video
Streams は受信された場合
にフレームをスタンプしま
す。false の場合、Kinesis
Video Streams は受信したフレー
ムのデコード時間を使用しま
す。

true

absolute_fragment_time

true の場合、クラスタータイ
ムコードは絶対時間 (プロデュー
サーのシステムクロックなど) を
用いて解釈されます。false の
場合、クラスタータイムコード
はストリームの開始時刻の相対
値として解釈されます。

true

fragment_acks

true
true の場合、Kinesis
Video Streams がデータを
受信した際に確認 (ACK)
が送信されます。ACK は
KinesisVideoStreamFragmentAck
または
KinesisVideoStreamParseFragmentAck
コールバックを用いて受信でき
ます。
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ストリームヘッダー要素

要素

説明

一般的な値

restart_on_error

ストリームのエラーが発生した
後、ストリームが送信を再開す
べきかどうかを示します。

true

nal_adaptation_flags

コンテンツ内に NAL (Network
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS
Abstraction Layer) 適応また
はコーデックプライベート
データが含まれるかどうかを
示します。有効なフラグには
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS
および
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS
が含まれます。

frame_rate

コンテンツの推定フレームレー
24
ト。この値は最適化に使用さ
れ、実際のフレームレートは受
信データのレートにより決定さ
れます。0 を指定すると、デフォ
ルトの 24 が割り当てられます。

avg_bandwidth_bps

コンテンツの推定帯域幅。この
値は最適化に使用され、実際
のレートは受信データの帯域
幅により決定されます。たとえ
ば、25 FPS で動作する 720p
の解像度のビデオストリームで
は、平均 5 Mbps の帯域幅を期待
できます。

buffer_duration

コンテンツがプロデューサー上
でバッファされる時間。ネット
ワークレイテンシーが低い場合
はこの値を減らすことができま
す。ネットワークレイテンシー
が高い場合は、この値を増やす
ことで、割り当てによりフレー
ムをより小さいバッファに入れ
ることができないためにフレー
ムが送信前にドロップするのを
回避できます。

replay_duration

接続が失われた場合、動画デー
タストリームが「巻き戻し」を
行う時間量。接続損失によるロ
ストフレームが懸念されない場
合はこの値を 0 に設定できま
す。受信側アプリケーションが
冗長フレームを排除できる場合
は、この値を増やすことができ
ます。この値はバッファ期間よ
り小さくする必要があります。
それ以外の場合、バッファ期間
が使用されます。
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トラックデータのストリーミング

要素

説明

一般的な値

connection_staleness

データが受信されない場合に接
続を維持する期間。

codec_id

コンテンツで使用されるコー
デック。詳細情報については
Matroska 仕様の「CodecID」を
参照してください。

V_MPEG2

track_name

ユーザー定義のトラック名。

my_track

codecPrivateData

多くのダウンストリームコ
ンシューマーにおいて必要
となる、フレームデータのデ
コードのためにエンコーダー
が提供するデータ (ピクセル
単位でのフレーム幅および
高さなど)。C++ プロデュー
サーライブラリ (p. 63)で
は、MkvStatics.cpp 内の
gMkvTrackVideoBits 配列に
はフレームのピクセル幅および
高さが含まれます。

codecPrivateDataサイズ

codecPrivateData パラメータ
のデータのサイズ。

track_type

ストリームのトラックのタイ
プ。

segment_uuid

ユーザー定義のセグメント uuid
(16 バイト)。

default_track_id

トラックの、一意のゼロ以外の
数。

MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO
または
MKV_TRACK_INFO_TYPE_VIDEO

1

トラックデータのストリーミング
StreamDefinition では次の MKV トラック要素が使用されます (StreamDefinition.h で定義)。
要素

説明

一般的な値

track_name

ユーザー定義のトラック名。た
とえば、オーディオトラック用
の「audio」。

audio

codec_id

トラック用のコーデック ID。た
とえば、オーディオトラック用
の「A_AAC」。

A_AAC

cpd

フレームデータのデコードの
ためにエンコーダーが提供す
るデータ。このデータには、
フレームの幅と高さ (ピクセ
ル単位) を含めることができま
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フレームヘッダー要素

要素

説明

一般的な値

す。この情報は多くのダウン
ストリームコンシューマーで
必要となります。左C++ プロ
デューサーライブラリとする
と、gMkvTrackVideoBits配列内
MkvStatics.cpp にはフレームの
ピクセル幅および高さが含まれ
ます。
cpd_size

codecPrivateData パラメータの
データのサイズ。

track_type

トラックのタイプ。たと
MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO
えば、オーディオ用の
MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO
の列挙値を使用できます。

フレームヘッダー要素
Frame では次の MKV ヘッダー要素が使用されます (mkvgen/Include.h の KinesisVideoPic パッ
ケージで定義)。
• フレームインデックス: 一定間隔で増加する値。
• Flags: フレームのタイプ。有効な値には次のようなものがあります。
• FRAME_FLAGS_NONE
• FRAME_FLAG_KEY_FRAME: key_frame_fragmentation がストリーム上で設定されている場合、
キーフレームは新たなフラグメントを開始します。
• FRAME_FLAG_DISCARDABLE_FRAME: デコーダーに対し、デコーディングが遅い場合はこのフレーム
を破棄できることを通知します。
• FRAME_FLAG_INVISIBLE_FRAME: このブロックの時間は 0 です。
• デコードタイムスタンプ: このフレームがデコードされたときのタイムスタンプ。以前のフレームのデ
コーディングがこのフレームに依存している場合、このタイムスタンプは以前のフレームよりも前に設
定できます。この値はフラグメントの開始の相対値です。
• プレゼンテーションタイムスタンプ: このフレームが表示されたときのタイムスタンプ。この値はフラグ
メントの開始の相対値です。
• : 実行時間 フレームの再生時間。
• [Size]: フレームデータのサイズ (バイト単位)

MKV フレームデータ
frame.frameData 内のデータには、使用されるエンコーディングスキーマに応じ、フレームのメディア
データのみが含まれている場合、あるいはさらにネスト化されたヘッダー情報が含まれている場合があり
ます。AWS Management Console に表示させるには、H.264 コーデックでデータをエンコードする必要が
ありますが、Kinesis Video Streams は時間に応じてシリアル化したあらゆる形式のデータストリームを受
信できます。
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ステップ 1: アカウントをセットアップする

Kinesis Video Streams の開始方法
このセクションでは、Amazon Kinesis Video Streams で次のタスクを実行する方法を説明します。
• まだ完了していない場合に、AWS アカウントをセットアップし、管理者を作成します。
• Kinesis ビデオストリームを作成します。
• カメラから Kinesis のビデオストリームにデータを送信し、コンソールでそのメディアを表示します。
Amazon Kinesis Video Streams を初めて使用する場合は、まず「Amazon Kinesis Video Streams: 仕組
み (p. 5)」を読むことをお勧めします。

Note
以下の使用開始の例に従っても、AWS アカウントに料金は発生しません。ご使用のリージョンの
データコストについては、「Amazon Kinesis Video Streams の料金」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: AWS アカウントをセットアップして管理者を作成する (p. 23)
• ステップ 2: Kinesis Video Streams を作成する (p. 25)
• ステップ 3: Kinesis Video Streams にデータを送信する (p. 26)
• ステップ 4: メディアデータの使用 (p. 26)
• 次のステップ (p. 27)

ステップ 1: AWS アカウントをセットアップして管
理者を作成する
Kinesis Video Streams を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
1. AWS へのサインアップ (p. 23) (アカウントをすでにお持ちでない場合)
2. 管理者 IAM ユーザーを作成する (p. 24)
3. AWS アカウントキーを作成する (p. 24)

AWS へのサインアップ
AWS アカウントが既にある場合、このステップは省略できます。
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、Kinesis Video Streams を含む AWS のすべての
サービスに、AWS アカウントが自動的にサインアップされます。Kinesis Video Streams を使用すると、
このサービスに取り込まれ、保存され、消費されたデータ量に基づいて課金されます。AWS の新規のお客
様の場合、無料で Kinesis Video Streams の使用を開始できます。詳細については、「AWS 無料利用枠」
を参照してください。

AWS アカウントを作成する
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。
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管理者 IAM ユーザーを作成する

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理アクセスを管理ユーザーに割り当て、ルートユーザー
アクセスを必要とするタスクを実行するには、ルートユーザーのみを使用使用します。
AWS アカウント ID を書き留めてください。次のタスクで必要となります。

管理者 IAM ユーザーを作成する
AWS にサインアップするときには、AWS アカウントに関連付けられた E メールアドレスとパスワードを
提供します。これは AWS アカウントのルートユーザーです。この認証情報はすべての AWS リソースに
対する完全なアクセスを提供します。

Note
セキュリティ上の理由から、AWS アカウントへの完全なアクセス権限を持つ管理者 (IAM ユー
ザー) を作成するためにのみ、ルートユーザーを使用することをお勧めします。その後、この管理
者を使用して、制限されたアクセス権限を持つ他の IAM ユーザーとロールを作成できます。詳細
については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) で「IAM Best Practices」(IAM ベストプ
ラクティス) および「Creating an Admin User and Group」(管理者のユーザーおよびグループの作
成) を参照してください。

管理者を作成し、コンソールにサインインするには
1.

AWS アカウントで管理者を作成します。手順については、IAM ユーザーガイドの「最初の IAM 管理
者のユーザーおよびユーザーグループの作成」を参照してください。

2.

管理者として、特別 URL を使用してコンソールにサインインできます。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「ユーザーがアカウントにサインインする方法」を参照してください。

管理者はこのアカウントに他のユーザーを作成できます。IAM ユーザーはデフォルトでアクセス権限を持
ちません。管理者は、ユーザーを作成してそのアクセス権限を管理できます。詳細については、「最初の
IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照してください。
IAM の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• ご利用開始にあたって
• IAM ユーザーガイド

AWS アカウントキーを作成する
プログラムを使用して Kinesis Video Streams にアクセスするには、AWS アカウントキーが必要です。
AWS アカウントキーを作成するには、以下の操作を行います。
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーの [Users] (ユーザー) を選択後、[Administrator] (管理者) ユーザーを選択します。

3.

[セキュリティ認証情報] タブを選択し、[アクセスキーの作成] を選択します。
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次のステップ

4.

[アクセスキー ID] を記録します。[Secret access key] (シークレットアクセスキー) で [Show] (表示) を
選択します。[シークレットアクセスキー] を記録します。

次のステップ
ステップ 2: Kinesis Video Streams を作成する (p. 25)

ステップ 2: Kinesis Video Streams を作成する
このセクションでは、Kinesis のビデオストリームの作成方法について説明します。
このセクションでは、次の手順を紹介します。
• the section called “コンソールを使用してビデオストリームを作成するには” (p. 25)
• the section called “AWS CLI を使用したビデオストリームの作成” (p. 25)

コンソールを使用してビデオストリームを作成するに
は
1.
2.
3.
4.
5.

で コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/home
[Video streams (ビデオストリーム)] ページで、[Create video stream (ビデオストリームの作成)] を選
択します。
[Create a new video stream (新しいビデオストリームの作成)] ページで、ストリーム名として
ExampleStream を入力します。[デフォルト設定] ラジオボタンは選択したままにします。
[Create video stream (ビデオストリームの作成)] を選択します。
Kinesis Video Streams でストリームを作成した後、ページの [詳細を確認します ExampleStream]
ページで詳細を確認します。

AWS CLI を使用したビデオストリームの作成
1.

AWS CLI がインストールされ、設定されていることを確認します。詳細については、AWS コマンド
ラインインターフェイスドキュメントを参照してください。

2.

AWS CLI で、次の Create-Stream コマンドを実行します。
aws kinesisvideo create-stream --stream-name "MyKVStream" --data-retention-in-hours
"24"

レスポンスは次のようになります。
{

"StreamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/
MyKVSStream/123456789012"
}

次のステップ
ステップ 3: Kinesis Video Streams にデータを送信する (p. 26)
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ステップ 3: Kinesis Video Streams にデータを送信する

ステップ 3: Kinesis Video Streams にデータを送信
する
このセクションでは、以前のステップで作成した Kinesis のビデオストリームにカメラからメディアデー
タを送信する方法について説明します。このセクションでは、C++ プロデューサーライブラリ (p. 63)
を GStreamer (p. 134) プラグインとして使用します。
さまざまなオペレーティングシステムを使用したさまざまなデバイスからメディアを簡単に送信するため
に、このチュートリアルでは、Kinesis Video Streams C++ プロデューサーライブラリと GStreamer を使
用します。GStreamer は、カメラなどのメディアソースへのアクセスを標準化するオープンソースのメ
ディアフレームワークです。
まず、https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp の手順を使用してプロ
デューサーライブラリを構築します。
次に、以下の 4 つのオプションからオペレーティングシステムを選択し、指示に従って動画データをスト
リームに送信します。
• Linux
• macOS
• Microsoft Windows
• Raspberry Pi OS
GStreamer プラグインを使用した、ファイルからのビデオのストリーミング、またはカメラの RTSP スト
リームについては、「例: Kinesis Video Streams プロデューサー SDK GStreams プラグイン (p. 134)」
を参照してください。

次のステップ
ステップ 4: メディアデータの使用 (p. 26)

ステップ 4: メディアデータの使用
メディアデータを使用するには、コンソールでそのデータを表示するか、HLS を使用してストリームから
メディアデータを読み込むアプリケーションを作成します。

コンソールでメディアデータを表示する
カメラから送信されたメディアデータを Kinesis Video Streams コンソールで表示するには、https://
console.aws.amazon.com/kinesisvideo/home で Kinesis Video Streams コンソールを開き、[Manage
Streams] (MyKinesisVideoStreamストリームの管理) ページの [Manage Streams] を選択します。動画が
[Video Preview] ペインで再生されます。

HLS を使用したメディアデータの消費
Hypertext Live Streaming (HLS) を使用して、Kinesis のビデオストリームからデータを消費するクライア
ントアプリケーションを作成できます。HLS でメディアデータを使用するアプリケーションの作成方法に
ついては、「the section called “動画再生” (p. 7)」を参照してください。
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次のステップ

次のステップ
次のステップ (p. 27)

次のステップ
Kinesis Video Streams に関する詳細については、次のトピックを参照してください。
• プロデューサーライブラリ (p. 53): Kinesis Video Streams サービスへのメディアデータの送信に使用
するクラスおよびメソッドについて説明します。
• ストリームパーサーライブラリ (p. 126): Kinesis のビデオストリームからメディアデータを読み込み表
示するアプリケーションの作成方法を説明します。
• RTSP および Docker (p. 145): ネットワーク (RTSP) カメラから Kinesis Video Streams サービスに動
画をストリーミングする方法について説明します。

27

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
の開始方法 GetImages

Amazon Kinesis Video Streams の画
像
Amazon Kinesis Video Streams API と SDK は、ビデオストリームから画像を抽出するのに役立ちます。
これらの画像は、サムネイルや強化されたスクラブなどの高度な再生アプリケーションや、機械学習パイ
プラインで使用できます。Kinesis Video Streams では、API によるオンデマンドの画像抽出、または取り
込まれた動画のメタデータタグからの自動画像抽出が可能です。
Kinesis Video Streams マネージドサポートを画像に使用する方法については、以下を参照してください。
• オンデマンド画像生成 (GetImages)-この API により、お客様は Kinesis Video Streams に保存されてい
る動画から 1 つまたは複数の画像を抽出できます。
• 自動画像生成 (S3 配信)-アップロードされた動画のタグに基づいてリアルタイムで動画データから画像
を自動的に抽出し、その画像をお客様が指定した S3 バケットに配信するように Kinesis Video Streams
を設定します。
トピック
• の開始方法 GetImages (p. 28)
• Amazon S3 Delivery の開始方法 (p. 28)

の開始方法 GetImages
イメージのマネージドサポートにより、お客様は Kinesis Video Streams にストリーミングおよび保存され
たビデオデータから完全に管理された方法で画像を取得できます。顧客は画像を使用して、人、ペット、
車両の検出などの機械学習 (ML) ワークロードを実行できます。画像を使用して、モーションイベントの画
像プレビューやビデオクリップのスクラブなど、再生にインタラクティブな要素を追加することもできま
す。
GetImagesこの機能の詳細については、Amazon Kinesis Video Streams アーカイブメディア API リファ
レンスガイドのを参照してください。GetImages

Amazon S3 Delivery の開始方法
現在、お客様は独自の画像トランスコーディングパイプラインを実行および管理して、スクラビング、
画像プレビュー、画像上での ML モデルの実行など、さまざまな目的で画像を作成しています。Kinesis
Video Streams は、お客様に画像をトランスコードして配信する機能を提供します。Kinesis Video
Streams は、タグに基づいてリアルタイムで動画データから自動的に画像を抽出し、その画像をお客様が
指定した S3 バケットに配信します。

UpdateImageGenerationConfiguration
Kinesis ビデオストリームを設定して Amazon S3 へのイメージ生成を有効にするには:
1.

新しい API を使用して SDK に追加されたタグに基づいてイメージ生成用の S3 バケットを作成しま
す。ストリームのイメージ生成設定を更新するときは、次のステップで必要な S3 URI に注意してく
ださい。

2.

update-image-generation-input次の内容を入力として.json という名前の JSON ファイルを作成しま
す。
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{

"StreamName": "TestStream",
"ImageGenerationConfiguration":
{
"Status": "ENABLED",
"DestinationConfig":
{
"DestinationRegion": "us-east-1",
"Uri": "s3://bucket-name"
},
"SamplingInterval": 3000,
"ImageSelectorType": "PRODUCER_TIMESTAMP",
"Format": "JPEG",
"FormatConfig": {
"JPEGQuality": "80"
},
"WidthPixels": 320,
"HeightPixels": 240
}

}

を使用して UpdateImageGenerationConfigurationAPI オペレーションを呼び出し、以前に作成した
Amazon S3 ARNENABLED を追加してステータスをに変更できます。AWS CLI
aws kinesisvideo update-image-generation-configuration \
--cli-input-json file://./update-image-generation-input.json \

リクエスト:
UpdateImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Method: 'POST'
Path: '/updateImageGenerationConfiguration'
Body: {
StreamName: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed
StreamArn: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed
ImageGenerationConfiguration : {
// required
Status: 'Enum', // ENABLED | DISABLED,
ImageSelectorType: 'Enum', // SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP..
DestinationConfig: {
DestinationRegion: 'String',
Uri: string,
},
SamplingInterval: 'Number'//
Format: 'Enum', // JPEG | PNG
// Optional parameters
FormatConfig: {
'String': 'String',
},
WidthPixels: 'Number', // 1 - 3840 (4k).
HeightPixels: 'Number' // 1 - 2160 (4k).
}
}

応答:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
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Body: {
}

Note
イメージ生成設定を更新してからイメージ生成ワークフローを開始するには、少なくとも 1 分か
かります。PutMedia更新呼び出しの後は、少なくとも 1 分待ってから起動してください。

DescribeImageGenerationConfiguration
ストリームに既に設定されている画像生成構成を表示するに
は、DescribeImageGenerationConfigurationお客様は以下のようにリクエストできます。
リクエスト:

DescribeImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Method: 'POST'
Path: '/describeImageGenerationConfiguration'
Body: {
StreamName: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed
StreamArn: 'String', // Optional. Either stream name or arn should be passed
}

レスポンス:

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
Body: {
ImageGenerationConfiguration : {
Status: 'Enum',
ImageSelectorType: 'Enum', // SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP
DestinationConfig: {
DestinationRegion: 'String'
Uri: 'string',
},
SamplingInterval: 'Number',
Format: 'Enum',
FormatConfig: {
'String': 'String',
},
WidthPixels: 'Number',
HeightPixels: 'Number'
}
}

DescribeImageGenerationConfigurationこの機能の詳細については、Amazon Kinesis Video
Streams デベロッパーガイドを参照してください。DescribeImageGenerationConfiguration

プロデューサー MKV タグ
Kinesis Video Streams プロデューサー SDK では、SDK で API オペレーションを公開することで、お客様
が関心のある特定のフラグメントにタグを付けることができます。このサンプルはこちらでご覧いただけ
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を使用してプロデューサー SDK にメタ
データタグを追加する PutEventMetaData

ます。この API を呼び出すと、SDK はフラグメントデータと共に定義済みの MKV タグのセットを追加し
ます。Kinesis Video Streams はこれらの特別な MKV タグを認識し、そのストリームの画像処理設定に基
づいて画像生成ワークフローを開始します。
Amazon S3 イメージ生成タグと一緒に提供されたフラグメントメタデータは、Amazon S3 メタデータと
して保存されます。

プロデューサー MKV タグの構文
|+ Tags
| + Tag
| // MANDATORY: Predefined MKV tag to trigger image generation for the fragment
| + Simple
|
+ Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_GENERATION
|
|
|
|

// OPTIONAL: S3 prefix which will be set as prefix for generated image.
+ Simple
+ Name: AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_PREFIX
+ String: image_prefix_in_s3 // 256 bytes max m

| // OPTIONAL: Key value pairs that will be persisted as S3 Image object metadata.
| + Simple
|
+ Name: CUSTOM_KEY_1 // Max 128 bytes
|
+ String:CUSTOM_VALUE_1 // Max 256 bytes
| + Simple
|
+ Name: CUSTOM_KEY_2 // Max 128 bytes
|
+ String: CUSTOM_VALUE_2 // Max 256 bytes

を使用してプロデューサー SDK にメタデータタグを
追加する PutEventMetaData
PutEventMetaDataこの関数は、イベントに関連付けられた MKV ファイルを追加します。
PutEventMetaDataは 2 つのパラメータを取ります。最初のパラメータはSTREAM_EVENT_TYPE enum
から値を取得するイベントです。2 pStreamEventMetadata番目のパラメータはオプションで、追加の
メタデータをキーと値のペアとして含めることができます。追加できるメタデータのキーと値のペアは 5
つに制限されています。

制限
次の表は、メタデータタグに関連する制限をまとめたものです。メタデータタグの制限が調整可能な場合
は、アカウントマネージャーを通じて増加をリクエストできます。
制限

最大値

調整可能

画像プレフィックス長

256

no

オプションのメタデータキーの
長さ

128

no

オプションのメタデータ:値の長
さ

256

no

オプションメタデータの最大数

10

はい
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S3 オブジェクトメタデータ
デフォルトでは、Kinesis Video Streams は Amazon S3 オブジェクトメタデータとして生成されたイメー
ジのフラグメント番号、プロデューサー、およびサーバータイムスタンプを設定します。MKV タグで追加
のフラグメントデータが指定されている場合、それらのタグは Amazon S3 オブジェクトメタデータにも
追加されます。次の例は、Amazon S3 オブジェクトメタデータの正しい構文を示しています。

{

// KVS S3 object metadata
x-amz-meta-aws_kinesisvideo_fragment_number : 'string',
x-amz-meta-aws_kinesisvideo_producer_timestamp: 'number',
x-amz-meta-aws_kinesisvideo_server_timestamp: 'number',

}

// Optional key value pair sent as part of the MKV tags
custom_key_1: custom_value_1,
custom_key_2: custom_value_2,

S3 オブジェクトパス (画像)
次のリストは、オブジェクトパスの正しい形式と、パス内の各要素について説明しています。
フォーマット:
ImagePrefix_ AccountID _ StreamName_ ImageTimecode_ randomId。 #######
1. ImagePrefix -の値AWS_KINESISVIDEO_IMAGE_PREFIX。
2.AccountID -ストリームが作成されるアカウント ID。
3. StreamName -イメージが生成されるストリームの名前。
4. ImageTimecode -画像が生成されたフラグメント内のエポックタイムコード。
5. RandomID -ランダムな GUID。
6. file-extension -要求された画像形式に基づくJPGまたはPNG。

Amazon S3 URL のスロットリングを防ぐための推奨
事項
Amazon S3 に何千もの画像を書き込むと、スロットリングのリスクがあります。詳細については、S3
Prefix PUT Request の制限を参照してください。
Amazon S3 プレフィックスの PUT リクエスト数は 1 秒あたり 3,500 件の PUT リクエストで始まり、一
意のプレフィックスについては、時間が経つにつれて徐々に増加します。Amazon S3 プレフィックスと
して日付と時刻を使用しないでください。タイムコーディングされたデータは一度に 1 つのプレフィッ
クスに影響し、また定期的に変更されるため、以前のプレフィックスのスケールアップは無効になりま
す。Amazon S3 のスケーリングをより高速で一貫性のあるものにするには、16 進コードや UUID など
のランダムなプレフィックスを Amazon S3 の送信先 URI に追加することを検討してください。たとえ
ば、16 進コードのプレフィックスでは、当然、リクエストが 16 の異なるプレフィックス (それぞれ固有
の 16 進文字に対応するプレフィックス) にランダムに分割されるため、Amazon S3 が自動スケーリング
された後は、1 秒あたり 56,000 個の PUT リクエストが許可されます。
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Amazon Kinesis Video Streams の通
知
メディアフラグメントが使用可能になると、Kinesis Video Streams はAmazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) 通知を使用して顧客に通知します。次のトピックでは、通知の使用を開始する方法につい
て説明します。

UpdateNotificationConfiguration
この API オペレーションを使用して、ストリームの通知情報を更新しま
す。UpdateNotificationConfigurationこの機能の詳細については、Amazon Kinesis Video Streams
開発者ガイドのを参照してください。UpdateNotificationConfiguration

Note
通知設定を更新してから通知を開始するには、少なくとも 1 分かかります。PutMedia更新呼び
出しの後は、少なくとも 1 分待ってから起動してください。

DescribeNotificationConfiguration
この API を使用して、ストリームにアタッチされた通知設定を記述しま
す。DescribeNotificationConfigurationこの機能の詳細については、Amazon Kinesis Video
Streams 開発者ガイドのを参照してください。DescribeNotificationConfiguration

プロデューサー MKV タグ
Kinesis Video Streams プロデューサー SDK では、SDK で API オペレーションを公開することで、関心
のある特定のフラグメントにタグを付けることができます。これがどのように機能するかのサンプルをこ
ちらでご覧ください。この API を呼び出すと、SDK はフラグメントデータと共に定義済みの MKV タグの
セットを追加します。Kinesis Video Streams はこれらの特別な MKV タグを認識し、タグ付けされたフラ
グメントの通知を開始します。
Notification MKV タグと共に提供されるフラグメントメタデータは、Amazon SNS トピックペイロードの
一部として公開されます。

プロデューサー MKV タグの構文
|+ Tags
| + Tag
| // MANDATORY: Predefined MKV tag to trigger the notification for the fragment
| + Simple
|
+ Name: AWS_KINESISVIDEO_NOTIFICATION
|
+ String
| // OPTIONAL: Key value pairs that will be sent as part of the Notification payload
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|
|
|
|
|
|

+ Simple
+ Name: CUSTOM_KEY_1 // Max 128 bytes
+ String:CUSTOM_VALUE_1 // Max 256 bytes
+ Simple
+ Name: CUSTOM_KEY_2 // Max 128 bytes
+ String: CUSTOM_VALUE_2 // Max 256 bytes

MKV タグ制限
次の表は、メタデータタグに関連する制限をまとめたものです。メタデータタグの制限が調整可能な場合
は、アカウントマネージャーを通じて増加をリクエストできます。
制限

最大

調整可能

オプションのメタデータ:キーの
長さ

128

no

オプションのメタデータ値の長
さ

256

no

オプションメタデータの最大数

10

はい

Amazon SNS トピックペイロード
前のワークフローで開始された通知は、次の例のように Amazon SNS トピックペイロードを配信します。
この例は、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューからの通知データを消費した後に発生す
る Amazon SNS メッセージです。
{
"Type" : "Notification",
"MessageId" : Message ID,
"TopicArn" : SNS ARN,
"Subject" : "Kinesis Video Streams Notification",
"Message" : "{\"StreamArn\":\Stream Arn,\"FragmentNumber\":\Fragment Number,
\"FragmentStartProducerTimestamp\":FragmentStartProducerTimestamp,
\"FragmentStartServerTimestamp\":FragmentStartServerTimestamp,
\"NotificationType\":\"PERSISTED\",\"NotificationPayload\":{\ CUSTOM_KEY_1:\CUSTOM_VALUE_1,
\CUSTOM_KEY_2:\CUSTOM_VALUE_2}}",
"Timestamp" : "2022-04-25T18:36:29.194Z",
"SignatureVersion" : Signature Version,
"Signature" : Signature,
"SigningCertURL" : Signing Cert URL,
"UnsubscribeURL" : Unsubscribe URL
}

Subject: "Kinesis Video Streams Notification"
Message:
{
"StreamArn":Stream Arn,
"FragmentNumber":Fragment Number,
"FragmentStartProducerTimestamp":Fragment Start Producer Timestamp,
"FragmentStartServerTimestamp":Fragment Start Server Timestamp,
"NotificationType":"PERSISTED",
"NotificationPayload":{
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}

}

CUSTOM_KEY_1:CUSTOM_VALUE_1,
CUSTOM_KEY_2:CUSTOM_VALUE_2

Amazon SNS メッセージを表示する
Amazon SNS トピックから直接メッセージを読むことはできません。そのための API がないためです。
メッセージを表示するには、SQS キューを SNS トピックにサブスクライブするか、Amazon SNS がサ
ポートする他の宛先を選択します。ただし、メッセージを表示する最も効率的な方法は Amazon SQS を使
用することです。

Amazon SQS を使用して Amazon SNS メッセージを表示するには
1.
2.

Amazon SQS キューを作成します。
からAWS Management Console、下の宛先として設定されている Amazon SNS トピックを開きま
すNotificationConfiguration。

3.

[サブスクリプションの作成] を選択し、最初のステップで作成した Amazon SQS キューを選択しま
す。

4.

通知設定を有効にし、PutMediaフラグメントに通知MKVタグを追加してセッションを実行します。

5.

Amazon SQS コンソールで Amazon SQS キューを選択し、[Amazon SQS キューのメッセージの送受
信] を選択します。

6.

メッセージをポーリングします。このコマンドは、PutMediaセッションによって生成されたすべて
の通知を表示する必要があります。ポーリングの詳細については、Amazon SQSショートポーリング
とロングポーリングを参照してください。
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Amazon Kinesis Video Streams のセ
キュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、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を利用できます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、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 サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。セキュリティの有
効性は、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審査機関によって定期的
にテストおよび検証されています。Kinesis Video Streams に適用されるコンプライアンスプログラムに
ついては、「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
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、Kinesis Video Streams を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するの
に役立ちます。次のトピックでは、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 Kinesis
Video Streams を設定する方法を説明します。また、Kinesis Video Streams リソースのモニタリングやセ
キュア化に役立つ AWS のその他のサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• Kinesis Video Streams でのデータ保護 (p. 36)
• IAM を使用して Kinesis Video Streams リソースへのアクセスを制御する (p. 40)
• AWS IoT を使用して Kinesis Video Streams リソースへのアクセスを制御する (p. 43)
• Amazon Kinesis Video Streams のモニタリング (p. 50)
• Amazon Kinesis Video Streams のコンプライアンス検証 (p. 50)
• Amazon Kinesis Video Streams の耐障害性 (p. 51)
• Kinesis Video Streams のインフラストラクチャセキュリティ (p. 51)
• Kinesis Video Streams のセキュリティのベストプラクティス (p. 51)

Kinesis Video Streams でのデータ保護
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用してサーバー側の暗号化を行うことで、Amazon
Kinesis Video Streams で保管中のデータを暗号化して、厳密なデータ管理要件を簡単に満たすことができ
ます。
トピック
• Kinesis Video Streams 用のサーバー側の暗号化とは (p. 37)
• コスト、リージョン、およびパフォーマンスに関する考慮事項 (p. 37)
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• サーバー側の暗号化の使用を開始する方法 (p. 38)
• ユーザー生成 AWS KMS マスターキーの作成と使用 (p. 38)
• ユーザー生成 AWS KMS マスターキーを使用するためのアクセス許可 (p. 38)

Kinesis Video Streams 用のサーバー側の暗号化とは
サーバー側の暗号化は、お客様が指定する AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) を使用して、保管
中になる前にデータを自動的に暗号化する Kinesis Video Streams の機能です。データが Kinesis Video
Streams ストリームストレージレイヤーに書き込まれる前に暗号化され、ストレージから取得された後で
復号されます。その結果、Kinesis Video Streams サービス内で保管中のデータは常に暗号化されます。
サーバー側の暗号化を使用すると、Kinesis ビデオストリームプロデューサーおよびコンシューマーが
マスターキーや暗号化オペレーションを管理する必要はありません。データ保持を有効にすると、デー
タが Kinesis Video Streams に出入りするときに自動的に暗号化されるため、保管中のデータが暗号化
されます。AWS KMS では、サーバー側の暗号化機能で使用されるすべてのマスターキーが提供されま
す。AWS KMS により、AWS で管理される Kinesis Video Streams 用の CMK、ユーザーが指定した AWS
KMS CMK、または AWS KMS サービスにインポートされるマスターキーを簡単に使用できます。

コスト、リージョン、およびパフォーマンスに関する
考慮事項
サーバー側の暗号化を適用すると、AWS KMS API の使用状況とキーのコストが適用されます。カスタ
ム AWS KMS マスターキーとは異なり、(Default) aws/kinesis-video カスタマーマスターキー
(CMK) は無料で提供されています。ただし、お客様に代わって Kinesis Video Streams で発生した API の
使用コストを支払う必要があります。
API 使用料は、カスタムのものを含めて、すべての CMK に適用されます。各ユーザー認証情報には AWS
KMS に対する独自の API コールが必要なため、KMS のコストは、ユーザーのデータプロデューサーおよ
びコンシューマーに対して使用するユーザー認証情報の数で増大します。
以下にリソース別の料金を示します。

キー
• AWS で管理される Kinesis Video Streams 用の CMK (エイリアス = aws/kinesis-video) は無料で
す。
• ユーザーが生成した AWS KMS キーは、AWS KMS キー料金の対象となります。詳細については、
「AWS Key Management Service の料金」を参照してください。

AWS KMS API の使用
新しいデータ暗号化キーを生成する API リクエスト、または既存の暗号化キーを取得する API リクエスト
は、トラフィックと共に増加します。またこれらのリクエストは AWS KMS 使用料の対象となります。詳
細については、AWS Key Management Service の料金を参照してください。使い方。
Kinesis Video Streams が、保持期間が「0」(保持期間なし) に設定されている場合でもキーリクエストを
生成します。

リージョン別のサーバー側の暗号化の可用性
Kinesis ビデオストリームのサーバー側の暗号化は、Kinesis Video Streams が使用可能なすべての AWS
リージョンで利用できます。
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サーバー側の暗号化の使用を開始する方法
サーバー側の暗号化は Kinesis ビデオストリームで常に有効化されています。ストリームの作成時にユー
ザー提供のキーを指定していない場合は、Kinesis Video Streams によって提供されるデフォルトのキーが
使用されます。
ユーザー提供の AWS KMS マスターキーは、作成時に Kinesis ビデオストリームに割り当てる必要があり
ます。後で UpdateStreamAPI を使用してストリームに別のキーを割り当てることはできません。
ユーザー提供の AWS KMS マスターキーを Kinesis ビデオストリームに割り当てるには、次の 2 つの方法
を使用できます。
• AWS Management Console で Kinesis ビデオストリームを作成する際に、[Create a new video stream]
(新しいビデオストリームを作成) ページの [Encryption] (暗号化) タブで AWS KMS マスターキーを指定
します。
• CreateStreamAPI を使用して Kinesis ビデオストリームを作成する際に、KmsKeyIdパラメータでキー
ID を指定します。

ユーザー生成 AWS KMS マスターキーの作成と使用
このセクションでは、Amazon Kinesis Video Streams によって管理されるマスターキーを使用する代わり
に、ユーザー独自の AWS KMS マスターキーを作成して使用する方法について説明します。

ユーザー生成 AWS KMS マスターキーの作成
独自のマスターキーの作成方法の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
キーの作成を参照してください。アカウントのキーを作成すると、Kinesis Video Streams サービスが
[KMS master key] (KMS マスターキー) リストにそれらのキーを返します。

ユーザー生成 AWS KMS マスターキーの使用
正しいアクセス許可がコンシューマー、プロデューサー、および管理者に適用されたら、自分の AWS ア
カウントまたは他の AWS アカウントでカスタム AWS KMS マスターキーを使用できます。アカウントの
すべての AWS KMS マスターキーは、コンソール内の [KMS Master Key] リストに表示されます。
別のアカウントにあるカスタム AWS KMS マスターキーを使用するには、それらのキーを使用するための
アクセス許可が必要です。また、CreateStream API を使用してストリームを作成する必要もあります。
コンソールで作成されたストリームで、別のアカウントの AWS KMS マスターキーを使用することはでき
ません。

Note
PutMedia または GetMedia オペレーションが実行されるまで、AWS KMS キーへのアクセスは
行われません。その結果、次のことが起こります。
• 指定されたキーが存在しない場合、CreateStream オペレーションは成功しますが、ストリー
ム上の PutMedia および GetMedia オペレーションは失敗します。
• 提供されたマスターキー (aws/kinesis-video) を使用する場合、最初の PutMedia または
GetMedia オペレーションを実行するまでキーはアカウントに表示されません、

ユーザー生成 AWS KMS マスターキーを使用するため
のアクセス許可
ユーザー生成 AWS KMS マスターキーを使ってサーバー側の暗号化を使用する前に、ストリームの暗号
化、およびストリームレコードの暗号化と復号を許可するように AWS KMS キーポリシーを設定する必要
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があります。AWS KMS許可の例と詳細については、AWS KMS API の許可を参照してください。アクショ
ンとリソースのリファレンス。

Note
暗号化のためのデフォルトサービスキーの使用では、カスタム IAM アクセス許可の適用は必要あ
りません。
ユーザー生成 AWS KMS マスターキーを使用する前に、Kinesis ビデオストリームプロデューサーおよび
コンシューマー (IAM プリンシパル) が、AWS KMS マスターキーポリシーのユーザーであることを確認
します。それ以外の場合、ストリームに対する読み取りと書き込みは失敗します。最終的は、データの損
失、処理の遅延、またはアプリケーションのハングにつながる可能性があります。IAM ポリシーを使用し
て AWS KMS キーのアクセス許可を管理できます。詳細については、「AWS KMS での IAM ポリシーの使
用」を参照してください。

プロデューサーのアクセス許可の例
Kinesis ビデオストリームプロデューサーには kms:GenerateDataKey アクセス許可が必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesis-video:PutMedia",
],
"Resource": "arn:aws:kinesis-video:*:123456789012:MyStream"
}
]
}

コンシューマーのアクセス許可の例
Kinesis ビデオストリームコンシューマーには kms:Decrypt アクセス許可が必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesis-video:GetMedia",
],
"Resource": "arn:aws:kinesis-video:*:123456789012:MyStream"
}
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]

IAM を使用して Kinesis Video Streams リソースへ
のアクセスを制御する
Amazon Kinesis Video Streams と組み合わせて AWS Identity and Access Management (IAM) を使用する
と、組織のユーザーが特定の Kinesis Video Streams API 操作を使用してタスクを実行できるかどうか、ま
た、特定の AWS リソースを使用できるかどうかを制御できます。
IAM の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• ご利用開始にあたって
• IAM ユーザーガイド
目次
• ポリシー構文 (p. 40)
• Kinesis Video Streams のアクション (p. 41)
• Kinesis Video Streams の Amazon リソースネーム (ARN) (p. 41)
• 他の IAM アカウントに Kinesis ビデオストリームに対するアクセス許可を付与する (p. 41)
• Kinesis Video Streams のポリシーの例 (p. 42)

ポリシー構文
IAM ポリシーは 1 つ以上のステートメントで構成される JSON ドキュメントです。各ステートメントは次
のように構成されます。
{

}

"Statement":[{
"Effect":"effect",
"Action":"action",
"Resource":"arn",
"Condition":{
"condition":{
"key":"value"
}
}
}
]

ステートメントはさまざまなエレメントで構成されます。
• 効果: AllowDeny効果にはまたはがあります。デフォルトでは、IAM ユーザーはリソースおよび API ア
クションを使用するアクセス許可がないため、リクエストはすべて拒否されます。明示的な許可はデ
フォルトに優先します。明示的な拒否はすべての許可に上書きされます。
• アクション: アクションは、アクセス許可を付与または拒否する対象とする、特定の API アクションで
す。
• リソース: アクションによって影響を及ぼされるリソースです。ステートメント内でリソースを指定する
には、Amazonリソースネーム(ARN)を使用する必要があります。
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• 状態: condition はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。
IAM ポリシーを作成および管理するときは、IAM Policy Generator と IAM Policy Simulator を使用すること
もできます。

Kinesis Video Streams のアクション
IAM ポリシーステートメントで、IAM をサポートするすべてのサービスから任意の API アクションを
指定できます。Kinesis Video Streams の場合、API アクションの名前に次のプレフィックスを使用し
ます。kinesisvideo:. 例:kinesisvideo:CreateStream、kinesisvideo:ListStreams、およ
びkinesisvideo:DescribeStream。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。
"Action": ["kinesisvideo:action1", "kinesisvideo:action2"]

ワイルドカードを使用して複数のアクションを指定することもできます。たとえば、Getという単語で始
まる名前のすべてのアクションは、以下のように指定できます。
"Action": "kinesisvideo:Get*"

すべての Kinesis Video Streams の操作を指定するには、次のようにアスタリスク (*) ワイルドカードを使
用します。
"Action": "kinesisvideo:*"

Kinesis Video Streams API アクションの一覧については、「Kinesis Video Streams API リファレンス」を
参照してください。

Kinesis Video Streams の Amazon リソースネーム
(ARN)
各 IAM ポリシーステートメントは、ARN を使用して指定したリソースに適用されます。
Kinesis Video Streams には、次の ARN リソースフォーマットを使用します。
arn:aws:kinesisvideo:region:account-id:stream/stream-name/code

例:
"Resource": arn:aws:kinesisvideo::*:111122223333:stream/my-stream/0123456789012

ストリームの ARN はを使用して取得できますDescribeStream。

他の IAM アカウントに Kinesis ビデオストリームに対
するアクセス許可を付与する
Kinesis ビデオストリームで操作を実行できるように、他の IAM アカウントにアクセス許可を付与する必
要性が生じる場合があります。次の概要では、アカウント間でビデオストリームへのアクセス許可を付与
するための一般的なステップを説明します。
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1.

ストリームで操作を実行する権限を付与するアカウントの 12 桁の ID (例: 111111111111) を取得しま
す。

2.

付与するアクセスレベルを許可するストリームを所有しているアカウントでマネージド型ポリシーを
作成します。Kinesis Video Streams リソースのポリシーの例については、次のセクションの ポリシー
の例 (p. 42) を参照してください。
アクセス許可を付与するアカウントを指定してロールを作成し、前のステップで作成したポリシーを
アタッチします。

3.
4.

AssumeRole アクションを許可するマネージド型ポリシーを前のステップで作成したロールに対して
作成します。たとえば、ロールは次のようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/CustomRole"
}

step-by-step クロスアカウントアクセスを付与する手順については、IAM ロールを使用した AWS アカウ
ント間のアクセスの委任を参照してください。

Kinesis Video Streams のポリシーの例
次のポリシーの例は、Kinesis ビデオストリームへのユーザーアクセスの制御方法について説明していま
す。

Example 1: ユーザーに Kinesis ビデオストリームからのデータの取得を許可する
このポリシーにより、ユーザーまたはグループが任意の Kinesis ビデオストリームに対して
DescribeStream、GetDataEndpoint、GetMedia、ListStreams、および ListTagsForStream の
操作を実行できます。このポリシーは、任意のビデオストリームからデータを取得できるユーザーに適し
ています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesisvideo:Describe*",
"kinesisvideo:Get*",
"kinesisvideo:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

Example 2: ユーザーに Kinesis ビデオストリームの作成とビデオストリームへのデータの書き込
みを許可する
このポリシーにより、ユーザーまたはグループは CreateStream および PutMedia の操作を実行でき
ます。このポリシーは、ビデオストリームを作成し、それにデータを送信できる監視カメラに適していま
す。
{
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesisvideo:CreateStream",
"kinesisvideo:PutMedia"
],
"Resource": "*"
}
]

Example 3: すべての Kinesis Video Streams リソースへのフルアクセスをユーザーに許可する
このポリシーにより、ユーザーまたはグループは任意のリソースに対して任意の Kinesis Video Streams 操
作を実行できます。このポリシーは、管理者に適しています。
{

}

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

Example 4: ユーザーに特定の Kinesis ビデオストリームへのデータの書き込みを許可する
このポリシーにより、ユーザーまたはグループは特定のビデオストリームにデータを書き込むことができ
ます。このポリシーは、1 つのストリームにデータを送信できるデバイスに適してします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kinesisvideo:PutMedia",
"Resource": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/
your_stream/0123456789012"
}
]
}

AWS IoT を使用して Kinesis Video Streams リソー
スへのアクセスを制御する
このセクションでは、デバイス (カメラなど) が 1 つの特定の Kinesis ビデオストリームにのみ音声/動画
データを送信できるようにする方法について説明します。これを行うには、AWS IoT 認証情報プロバイ
ダーと AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用します。
デバイスは、TLS 相互認証プロトコルを使用して AWS IoT に接続するために X.509 証明書を使用するこ
とができます。他の AWS のサービス (Kinesis Video Streams など) は証明書ベースの認証をサポートして
いませんが、AWS 署名バージョン 4 形式の AWS 認証情報を使用して呼び出すことができます。署名バー
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ジョン 4 アルゴリズムは通常、発信者がアクセスキー ID およびシークレットアクセスキーを所持してい
ることを要求します。AWS IoT には、ビルドインの X.509 証明書を一意のデバイス ID として AWS リク
エスト (Kinesis Video Streams へのリクエストなど) を認証するために使用することを許可する認証情報プ
ロバイダーがあります。これによって、デバイスにアクセスキー ID およびシークレットアクセスキーを保
存する必要がなくなります。
認証情報プロバイダーは、X.509 証明書を使用してクライアント (この場合は、ビデオストリームにデー
タを送信するカメラで実行されている Kinesis Video Streams SDK) を認証し、権限が制限された一時的
なセキュリティトークンを発行します。トークンは、任意の AWS リクエスト (この場合は Kinesis Video
Streams への呼び出し) の署名と認証に使用できます。詳細については、「AWS サービスの直接呼び出し
の承認」を参照してください。
Kinesis Video Streams に対するカメラのリクエストを認証するこの方法では、IAM ロールを作成して設定
し、ロールに適切な IAM ポリシーをアタッチすることが必要となります。これによって、IoT 認証情報プ
ロバイダーは、ユーザーに代わってロールを引き受けることができます。
AWS IoT の詳細については、AWS IoT Core のドキュメントを参照してください。IAM の詳細について
は、AWS Identity and Access Management (IAM) を参照してください。
トピック
• ThingName ストリーム名としての IoT (p. 44)
• CertificateId ストリーム名としての IoT (p. 49)

ThingName ストリーム名としての IoT
トピック
• ステップ 1: IoT モノタイプと IoT モノの作成 (p. 44)
• ステップ 2: IoT が引き受ける IAM ロールを作成する (p. 45)
• ステップ 3: X.509 証明書の作成と設定 (p. 47)
• ステップ 4: Kinesis ビデオストリームを使用して IoT 認証情報をテストする (p. 47)
• ステップ 5: カメラのファイルシステムにIoT証明書と認証情報をデプロイし、データをビデオスト
リームにストリーミングする (p. 47)

ステップ 1: IoT モノタイプと IoT モノの作成
IoT では、"モノ" とは特定のデバイスまたは論理エンティティを表します。この場合、IoT モノは、リソー
スレベルのアクセスコントロールを設定する Kinesis ビデオストリームを表します。モノを作成するに
は、まず IoT モノのタイプを作成する必要があります。IoT モノのタイプを使用すると、同じタイプに関
連付けられているすべてのモノに共通した説明および設定情報を格納できます。
1.

次のコマンド例では、モノのタイプ kvs_example_camera が作成されます。

aws --profile default
iot-thing-type.json

2.

iot create-thing-type --thing-type-name kvs_example_camera >

このコマンド例では、モノのタイプ kvs_example_camera のモノ
kvs_example_camera_stream が作成されます。

aws --profile default iot create-thing --thing-name kvs_example_camera_stream --thingtype-name kvs_example_camera > iot-thing.json
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ステップ 2: IoT が引き受ける IAM ロールを作成する
IAM ロールは、ID が AWS でできることとできないことを決定するアクセス権限ポリシーを伴う AWS ID
がロールであるという点で IAM ユーザーと似ています。ロールは、そのロールを必要とするどのユーザー
でも引き受けることができます。ロールを引き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認
証情報が提供されます。
このステップで作成したロールは、クライアントから認証情報認証リクエストを実行するときにセキュリ
ティトークンサービス (STS) から一時的な認証情報を取得するために IoT が引き受けることができます。
この場合、クライアントは、カメラで実行されている Kinesis Video Streams SDK です。
この IAM ロールを作成して設定するには、以下のステップを実行します。
1.

IAM ロールを作成します。
次のコマンド例では、 KVSCameraCertificateBasedIAMRoleという IAM ロールが作成されま
す。
aws --profile default iam create-role --role-name KVSCameraCertificateBasedIAMRole -assume-role-policy-document 'file://iam-policy-document.json' > iam-role.json

iam-policy-document.json には、次の信頼ポリシー JSON を使用できます。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Principal":{
"Service":"credentials.iot.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole"
}
]

}

2.

次に、上記で作成した IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチする必要があります。このアク
セス権限ポリシーにより、AWS リソースに対する選択的なアクセスコントロール (サポートされてい
るオペレーションのサブセット) が可能になります。この場合、AWS リソースは、カメラによるデー
タの送信先とするビデオストリームです。つまり、すべての設定ステップが完了すると、このカメラ
はこのビデオストリームにのみデータを送信できるようになります。
aws --profile default iam put-role-policy --role-name KVSCameraCertificateBasedIAMRole
--policy-name KVSCameraIAMPolicy --policy-document 'file://iam-permissiondocument.json'

iam-permission-document.json には次の IAM ポリシー JSON を使用できます。
{

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

]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesisvideo:DescribeStream",
"kinesisvideo:PutMedia",
"kinesisvideo:TagStream",
"kinesisvideo:GetDataEndpoint"
],
"Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/${credentials-iot:ThingName}/

}

このポリシーは、プレースホルダー ($ {credentials:ThingName}) で指定されたビデオストリーム
(AWS リソース) でのみ指定されたアクションを許可することに注意してください。このプレースホル
ダーには、IoT 認証情報プロバイダーがリクエストでビデオストリーム名を送信するときに、IoT モノ
属性の値 ThingName が適用されます。
3.

次に、IAM ロールのロールエイリアスを作成します。ロールエイリアスは、IAM ロールをポイントす
る代替データモデルです。IoT 認証情報プロバイダーのリクエストには、STS から一時的な認証情報
を取得するためにどの IAM ロールを引き受けるかを示すロールエイリアスを含める必要があります。
次のサンプルコマンドでは、KvsCameraIoTRoleAlias というロールエイリアスが作成されます。

aws --profile default iot create-role-alias --role-alias KvsCameraIoTRoleAlias --rolearn $(jq --raw-output '.Role.Arn' iam-role.json) --credential-duration-seconds 3600 >
iot-role-alias.json

4.

これで、IoT がロールエイリアスを使用して、証明書を持つ (アタッチされている場合) ロールを引き
受けることができるようにするポリシーを作成できます。
次のサンプルコマンドでは、KvsCameraIoTPolicy という IoT のポリシーが作成されます。

aws --profile default iot create-policy --policy-name KvsCameraIoTPolicy --policydocument 'file://iot-policy-document.json'

次のコマンドを使用して、 iot-policy-document .json ドキュメントを作成できます。

cat > iot-policy-document.json <<EOF
{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Connect"
],
"Resource":"$(jq --raw-output '.roleAliasArn' iot-role-alias.json)"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:AssumeRoleWithCertificate"
],
"Resource":"$(jq --raw-output '.roleAliasArn' iot-role-alias.json)"
}
]
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}
EOF

ステップ 3: X.509 証明書の作成と設定
デバイス (ビデオストリーム) と AWS IoT との通信は X.509 証明書を使用して保護されます。
1.

上記で作成した IoT のポリシーをアタッチする必要がある証明書を作成します。

aws --profile default iot create-keys-and-certificate --set-as-active --certificatepem-outfile certificate.pem --public-key-outfile public.pem.key --private-key-outfile
private.pem.key > certificate

2.

IoT のポリシー (上記で作成した KvsCameraIoTPolicy) をこの証明書にアタッチします。

aws --profile default iot attach-policy --policy-name KvsCameraIoTPolicy --target $(jq
--raw-output '.certificateArn' certificate)

3.

ここで作成した証明書に IoT モノ (kvs_example_camera_stream) をアタッチします。

aws --profile default iot attach-thing-principal --thing-name
kvs_example_camera_stream --principal $(jq --raw-output '.certificateArn' certificate)

4.

IoT 認証情報プロバイダーを通じてリクエストを承認するには、AWS アカウント ID に固有の IoT 認
証情報エンドポイントが必要です。次のコマンドを使用して、IoT 認証情報エンドポイントを取得で
きます。

aws --profile default iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider -output text > iot-credential-provider.txt

5.

上記で作成した X.509 証明書に加えて、TLS を通じてバックエンドサービスとの信頼を確立するため
の CA 証明書も必要です。CA 証明書は、次のコマンドを使用して取得できます。

curl --silent 'https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem' --output
cacert.pem

ステップ 4: Kinesis ビデオストリームを使用して IoT 認証情報を
テストする
これまでセットアップした IoT 認証情報をテストする準備ができました。
1.

まず、この設定のテストに使用する Kinesis ビデオストリームを作成します。
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Important
前のステップで作成した IoT モノの名前 (kvs_example_camera_stream) と同じ名前でビ
デオストリームを作成します。

aws kinesisvideo create-stream
kvs_example_camera_stream

2.

--data-retention-in-hours 24 --stream-name

次に、IoT 認証情報プロバイダーを呼び出して、一時的な認証情報を取得します。

curl --silent -H "x-amzn-iot-thingname:kvs_example_camera_stream" --cert
certificate.pem --key private.pem.key https://IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT/rolealiases/KvsCameraIoTRoleAlias/credentials --cacert ./cacert.pem > token.json

Note
次のコマンドを使用して、IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT を取得できます。

IOT_GET_CREDENTIAL_ENDPOINT=`cat iot-credential-provider.txt`

出力 JSON には、accessKey、secretKey、および sessionToken が含まれており、これらを使用して
Kinesis Video Streams にアクセスできます。
3.

ここで、テスト用に、これらの認証情報を使用して、 DescribeStream
kvs_example_camera_streamサンプルビデオストリームの Kinesis Video Streams API を呼び出す
ことができます。

AWS_ACCESS_KEY_ID=$(jq --raw-output '.credentials.accessKeyId' token.json)
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(jq --raw-output '.credentials.secretAccessKey' token.json)
AWS_SESSION_TOKEN=$(jq --raw-output '.credentials.sessionToken' token.json) aws
kinesisvideo describe-stream --stream-name kvs_example_camera_stream

ステップ 5: カメラのファイルシステムにIoT証明書と認証情報を
デプロイし、データをビデオストリームにストリーミングする
Note
このセクションのステップでは、C++ プロデューサーライブラリを使用しているカメラから
Kinesis ビデオストリームにメディアを送信する方法について説明します。
1.

X.509 証明書、プライベートキー、および上記のステップで生成された CA 証明書を、カメラの
ファイルシステムにコピーします。これらのファイルが保存される場所のパス、ロールエイリアス
名、gst-launch-1.0 コマンドまたはサンプルアプリケーションを実行するための IOT 認証情報エンド
ポイントを指定する必要があります。

2.

以下のサンプルコマンドでは、IoT 証明書認証を使用して Kinesis Video Streams に動画を送信しま
す。

48

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
CertificateId ストリーム名としての IoT
$ gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://YourCameraRtspUrl short-header=TRUE !
rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au !
h264parse ! kvssink stream-name="kvs_example_camera_stream" iot-certificate="iotcertificate,endpoint=iot-credential-endpoint-host-name,cert-path=/path/to/
certificate.pem,key-path=/path/to/private.pem.key,ca-path=/path/to/cacert.pem,rolealiases=KvsCameraIoTRoleAlias"

CertificateId ストリーム名としての IoT
デバイス (カメラなど) を IoT のモノで表現する必要があるが、別のストリーム名を承認する必要がある場
合は、ストリーム名として certifiacateId 属性を使用し、Kinesis Video Streams に IoT によるスト
リームに対するアクセス許可を付与できます。そのための手順は、上記で概説した手順と似ていますが、
いくつかの変更があります。
• IAM ロール (iam-permission-document.json) のアクセス権限ポリシーを次のように変更します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kinesisvideo:DescribeStream",
"kinesisvideo:PutMedia",
"kinesisvideo:TagStream",
"kinesisvideo:GetDataEndpoint"
],
"Resource": "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/${credentialsiot:AwsCertificateId}/*"
}
]
}

Note
リソース ARN では、ストリーム ID のプレースホルダーとして証明書 ID を使用します。スト
リーム名として証明書 ID を使用すると、IAM のアクセス許可が機能します。証明書から証明書
ID を取得し、以下の describe-stream API コールでストリーム名として使用します。

export CERTIFICATE_ID=`cat certificate | jq --raw-output '.certificateId'jq -raw-output '.certificateId'`

• Kinesis Video Streams の describe-stream CLI コマンドを使用して、この変更を確認します。

AWS_ACCESS_KEY_ID=$(jq --raw-output '.credentials.accessKeyId' token.json)
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(jq --raw-output '.credentials.secretAccessKey' token.json)
AWS_SESSION_TOKEN=$(jq --raw-output '.credentials.sessionToken' token.json) aws
kinesisvideo describe-stream --stream-name ${CERTIFICATE_ID}

• Kinesis Video Streams C++ SDK のサンプルアプリケーションで certificatId を IoT 認証情報プロバイ
ダーに渡します。
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credential_provider = make_unique<IotCertCredentialProvider>(iot_get_credential_endpoint,
cert_path,
private_key_path,
role_alias,
ca_cert_path,
certificateId);

Note
ThingName を IoT 認証情報プロバイダーに渡していることに注意してください。getenv を使
用して、他の IoT 属性と同様に ThingName をデモアプリケーションに渡すことができます。
サンプルアプリケーションを実行するときに、コマンドラインパラメータでストリーム名とし
て証明書 ID を使用します。

Amazon Kinesis Video Streams のモニタリング
Kinesis Video Streams は、配信ストリームのモニタリング機能を備えています。詳細については、「モニ
タリング (p. 155)」を参照してください。

Amazon Kinesis Video Streams のコンプライアン
ス検証
Kinesis Video Streams のセキュリティとコンプライアンスは、AWS のさまざまなコンプライアンス
プログラムの一環として、サードパーティーの監査機関によって評価されます。このプログラムに
は、SOC、PCI、HIPAA などを含みます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスの一覧については、「AWS Services in
Scope by Compliance Program」(コンプライアンスプログラム対象範囲内の AWS のサービス) を参照して
ください。一般的な情報については、AWS「コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用すれば、サードパーティーの監査レポートをダウンロードすることができます。詳細
については、「Downloading Reports in AWS Artifact」(AWS Artifact のレポートのダウンロード) を参照し
てください。
Kinesis Video Streams を使用する際のコンプライアンス責任は、データの機密性、会社のコンプライアン
ス目的、および適用可能な法律や規制によって決定されます。Kinesis Video Streams の使用が、HIPAA ま
たは PCI などの規格への準拠を条件とする場合、AWS は、以下を支援するリソースを提供します。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を
AWS にデプロイするためのステップを提供します。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース – お客様の業界や地域に当てはまる可能性のあるワークブックやガイ
ドのコレクションです
• AWS Config – お客様のリソース設定が、社内慣行、業界のガイドラインおよび各種規制にどの程度準拠
しているか評価する AWS のサービスです。
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• AWS Security Hub – この AWS のサービスは、AWS 内でのお客様のセキュリティ状態を総合的に把握
するためのもので、セキュリティ業界における標準やベストプラクティスに準拠しているか確認するの
に役立ちます。

Amazon Kinesis Video Streams の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。
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。

Kinesis Video Streams のインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージド型サービスである Amazon Kinesis Video Streams は、Amazon Web ServicesAWS グローバ
ルネットワークセキュリティの手順で保護されています。セキュリティプロセスの概要に関するホワイト
ペーパー。
AWS が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Kinesis Video Streams にアクセスし
ます。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。ま
た、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect
Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。こ
れらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時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。

Kinesis Video Streams のセキュリティのベストプ
ラクティス
Amazon Kinesis Video Streams には、独自のセキュリティポリシーを策定および実装する際に考慮すべき
さまざまなセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインで
あり、完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティス
はお客様の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検
討事項とお考えください。
お客様のリモートデバイスのセキュリティベストプラクティスについては、デバイスエージェントのセ
キュリティベストプラクティスを参照してください。

最小特権アクセスの実装
アクセス許可を付与する場合、どのユーザーにどの Kinesis Video Streams リソースに対するアクセス許可
を付与するかは、お客様が決定します。つまり、該当リソースに対して許可する特定のアクションを有効
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にするということです。このため、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与する必要があります。
最小限の特権アクセスの実装は、セキュリティリスクはもちろん、エラーや悪意ある行動によってもたら
される可能性のある影響を減らす上での基本となります。
例えば、Kinesis Video Streams にデータを送るプロデューサーに必要なの
は、PutMedia、GetStreamingEndpoint、および DescribeStream のみです。このため、すべての
アクション (*) や GetMedia などの他のアクションに必要なアクセス権限を、プロデューサーアプリケー
ションに付与しないでください。
詳細については、What Is Least Privilege & Why Do You Need It?を参照してください。

IAM ロールの使用
プロデューサーおよびクライアントアプリケーションが Kinesis Video Streams にアクセスするには、有効
な認証情報が必要です。AWS 認証情報は、クライアントアプリケーションや Amazon S3 バケットに直接
保存しないでください。これらは自動的にローテーションされない長期的な認証情報であり、漏洩すると
ビジネスに大きな影響が及ぶ場合があります。
このため、プロデューサーおよびクライアントアプリケーションが Kinesis Video Streams にアクセスす
るために必要となる一時的な認証情報は、IAM ロールを使用して管理してください。ロールを使用する場
合、長期的な認証情報 (ユーザー名やパスワード、アクセスキーなど) を使用して他のリソースにアクセス
する必要はありません。
詳細については、IAM ユーザーガイドにある下記のトピックを参照してください。
• IAM ロール
• ロールの一般的なシナリオ: ユーザー、アプリケーション、サービス

API CloudTrail コールのモニタリングに使用
Kinesis Video Streams は AWS CloudTrail に統合されています。これは、Kinesis Video Streams 内のユー
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のレコードを提供するサービスで
す。
で収集された情報を使用して CloudTrail、Kinesis Video Streams に対して行ったリクエスト、リクエスト
元の IP アドレス、リクエスト者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リ
クエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行
者、リクエストの実行者、リクエスト
詳細については、「the section called “ CloudTrail を使用した API コールのログ作成” (p. 166)」を参照し
てください。
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Kinesis Video Streams プロデュー
サーライブラリ
Amazon Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリは、Kinesis Video Streams プロデューサー
SDK の一部である一連のライブラリです。クライアントはこのライブラリと SDK を使用して、Kinesis
Video Streams に安全に接続し、コンソールやクライアントアプリケーションでリアルタイムで視聴する
ためのアプリケーションをデバイス上に構築します。
メディアデータは次の方法でストリーミングできます。
• リアルタイム
• 数秒間バッファリングした後
• メディアがアップロードされた後
Kinesis Video Streams のストリームの作成後は、ストリームへのデータの送信を開始できます。SDK を
使用して、メディアソースからフレームと呼ばれる動画データを抽出してKinesis Video Streams にアップ
ロードするアプリケーションコードを作成できます。これらのアプリケーションは プロデューサーアプリ
ケーションとも呼ばれます。
プロデューサーライブラリには以下のコンポーネントが含まれています。
• Kinesis Video Streams Producer Client (p. 53)
• Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ (p. 54)

Kinesis Video Streams Producer Client
Kinesis Video Streams Producer Client には、単一の KinesisVideoClient クラスが含まれていま
す。このクラスは、メディアソースの管理、ソースからのデータの受信、ストリームのライフサイクル
の管理を行います。データはメディアソースから Kinesis Video Streams に流れます。さらに、Kinesis
Video Streams とユーザー独自のハードウェアやソフトウェアの間でのやり取りを定義するための
MediaSource インターフェイスを提供します。
メディアソースはほぼすべてが対象となります。たとえば、カメラのメディアソースまたはマイクのメ
ディアソースを使用できます。メディアソースはオーディオやビデオソースのみには限定されません。た
とえば、データログがテキストファイルの場合でも、データのストリームとして送信できます。また、ス
マートフォンで複数のカメラから同時にデータをストリームすることもできます。
そのほかのソースからデータを取得するには、MediaSource インターフェイスを実装できます。このイ
ンターフェイスでは追加のシナリオが可能ですが、ビルトインサポートは提供されません。例えば、次の
ようなものを Kinesis Video Streams に送信したいとします。
• 診断データストリーム (アプリケーションログとイベントなど)
• 赤外線カメラ、RADAR あるいは深度カメラからのデータ
Kinesis Video Streams では、カメラなどのメディアを生成するデバイス向けにビルトイン実装は提供して
いません。このようなデバイスからデータを摘出するには、カスタムのメディアソース実装によるコード
を実装する必要があります。これにより、カスタムメディアソースを KinesisVideoClient に明示的に
登録でき、データは Kinesis Video Streams にアップロードされます。
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Kinesis Video Streams Producer Client は、Java および Android アプリケーションで利用できます。詳細
については、Java プロデューサーライブラリを使用する (p. 54) および Android プロデューサーライブ
ラリを使用する (p. 58) を参照してください。

Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ
Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリは、Kinesis Video Streams Producer Client に含まれて
います。このライブラリは、Kinesis Video Streams とより密接に統合することを希望するユーザーが直接
使用することもできます。これにより、独自のオペレーティングシステム、ネットワークスタックや制限
されたデバイスリソースのデバイスから統合ができるようになります。
Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリは、Kinesis Video Streams にストリーミングするため
のステートマシンを実装します。これは、独自のトランスポート実装を提供して、各メッセージがこの
サービスに行き来するように明示的に指示することが必要なコールバックフックを提供します。
次のような理由で、Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリを直接使用したいとします。
• アプリケーションを実行するデバイスに Java 仮想マシンがない場合。
• Java 以外の言語でアプリケーションコードを記述する場合。
• デバイスに Java が存在が、メモリや処理能力の制限より、コードのオーバーヘッド量を減少して抽象
化最低限レベル値までに限定したい場合。
現在、Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリは、Android、C、C++、Java アプリケーション
で利用できます。詳細については、「関連トピック」のサポートされている言語を参照してください。

関連トピック
Java プロデューサーライブラリを使用する (p. 54)
Android プロデューサーライブラリを使用する (p. 58)
C++ プロデューサーライブラリの使用 (p. 63)
C プロデューサーライブラリの使用 (p. 72)

Java プロデューサーライブラリを使用する
Amazon Kinesis Video Streams は Java プロデューサーライブラリを提供します。このライブラリを使用
すると、最小限の設定でアプリケーションコードを記述し、デバイスから Kinesis のビデオストリームに
メディアデータを送信できます。
次のステップを実行してコードを Kinesis Video Streams に統合する必要があります。これで、アプリケー
ションが Kinesis のビデオストリームにデータのストリーミングを開始できます。
1. KinesisVideoClient オブジェクトのインスタンスを作成します。
2. メディアソース情報を指定して MediaSource オブジェクトを作成します。たとえば、カメラのメディ
アソースを作成する場合、カメラを識別しカメラ使用のエンコードを指定するなどの情報を提供しま
す。
ストリーミングを開始するには、カスタムのメディアソースを作成する必要があります。
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3. KinesisVideoClient を使用してメディアソースを登録します。
KinesisVideoClient を使用してメディアソースを登録後、メディアソースでデータが利用可能にな
ると、KinesisVideoClient とデータが呼び出されます。

手順: Java プロデューサー SDK を使用する
この手順では、Java アプリケーションで Kinesis Video Streams Java Producer Client を使用してデータを
Kinesis のビデオストリームに送信する方法を説明します。
このステップでは、カメラやマイクなどのメディアソースは必要ありません。代わりに、テスト目的によ
り、このコードは一連のバイトで構成されるサンプルフレームを生成します。カメラやマイクなどの実際
のソースからメディアデータを送信する場合に、この同じコードパターンを使用できます。
この手順には、以下のステップが含まれます。
• コードをダウンロードして設定する
• コードを作成してテストする
• コードを実行して検証する

前提条件
• サンプルコードで、AWS 認証情報プロファイルファイルで設定したプロファイルを指定して、認証情
報を提供します。まず、認証情報プロファイルを設定します (まだ設定していない場合)。詳細について
は、https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html の「AWS SDK
for Java開発用の AWS 認証情報とリージョンのセットアップ」を参照してください。

Note
Java の例では、SystemPropertiesCredentialsProviderオブジェクトを使用して認証情
報を取得します。プロバイダは aws.accessKeyId および aws.secretKey Java システムプ
ロパティから、この認証情報を取得します。このシステムプロパティを Java 開発環境に設定
します。Java システムプロパティを設定する方法についての詳細は、お使いの統合開発環境
(IDE) のドキュメントを参照してください。
• NativeLibraryPathKinesisVideoProducerJNIファイルが含まれている必要があります。https://
github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams- で入手できますproducer-sdk-cpp。このファイルの
ファイル名拡張子は、オペレーティングシステムによって以下のように変化します。
• KinesisVideoProducerLinux 用 jni.so
• KinesisVideoProducerjni.dylib macOS 用
• KinesisVideoProducerJNI.dll ウィンドウズ用

Note
macOS、Ubuntu、Windows、および Raspbian 用のビルド済みライブラリは https://
github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streamsproducer-sdk-java-.gitsrc/main/
resources/lib で入手できます。他の環境では、C++ プロデューサーライブラリ (p. 63)
をコンパイルします。

ステップ 1: Java プロデューサーライブラリコードの
ダウンロードと設定
Java プロデューサーライブラリ手順のこのセクションでは、Java のコード例をダウンロードしてプロ
ジェクトを Java IDE にインポートし、ライブラリの場所を設定します。
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この例の前提条件その他の詳細については、「Java プロデューサーライブラリを使用する」を参照してく
ださい。
1.

ディレクトリを作成し、 GitHubリポジトリからサンプルソースコードを複製します。
$ git clone https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java

2.

使用している Java 統合開発環境 (IDE) (Eclipse や JetBrains IntelliJ IDEA など) を開き、ダウンロード
した Apache Maven プロジェクトをインポートします。
• IntelliJ IDEAでは：[Import] (インポート) を選択します。ダウンロードしたパッケージのルートに含
まれる pom.xml ファイルに移動します。
• エクリプスでは: ファイル、インポート、Maven、既存の Maven プロジェクトを選択します。続い
て、kinesis-video-java-demo ディレクトリに移動します。
詳細については、IDE のドキュメントを参照してください。

3.

この Java コード例では、現在の AWS 認証情報を使用します。別の認証情報プロファイルを使用する
には、次のコードを DemoAppMain.java で見つけます。
final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory
.createKinesisVideoClient(
Regions.US_WEST_2,
AuthHelper.getSystemPropertiesCredentialsProvider());

コードを次に変更します。
final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory
.createKinesisVideoClient(
Regions.US_WEST_2,
new ProfileCredentialsProvider("credentials-profile-name"));

詳細については、ProfileCredentialsProviderAWS SDK for Javaリファレンスのを参照してください。

次のステップ
the section called “ステップ 2: コードを作成してテストする” (p. 56)

ステップ 2: コードを作成してテストする
Java プロデューサーライブラリ手順のこのセクションでは、前のセクションでダウンロードした Java
コード例を作成して確認します。
Java テストアプリケーション (DemoAppMain) は、次のコードパターンを示します。
• KinesisVideoClient のインスタンスを作成します。
• MediaSource のインスタンスを作成します。
• MediaSource をクライアントと登録します。
• ストリーミングを開始します。つまり、MediaSource を開始すると、クライアントへのデータ送信が
始まります。
詳細については次のセクションで説明します。
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のインスタンスの作成 KinesisVideoClient
createKinesisVideoClient オペレーションを呼び出す KinesisVideoClient オブジェクトを作成
します。
final KinesisVideoClient kinesisVideoClient = KinesisVideoJavaClientFactory
.createKinesisVideoClient(
Regions.US_WEST_2,
AuthHelper.getSystemPropertiesCredentialsProvider());

KinesisVideoClient がネットワーク呼び出しを行うには、認証のために認証情報が必要で
す。SystemPropertiesCredentialsProvider のインスタンスを渡すと、認証情報のデフォルトプロ
フィールの AWSCredentials を読み込みます。
[default]
aws_access_key_id = ABCDEFGHIJKLMOPQRSTU
aws_secret_access_key = AbCd1234EfGh5678IjKl9012MnOp3456QrSt7890

のインスタンスの作成 MediaSource
Kinesis のビデオストリームにバイトを送信するには、データを生成する必要があります。Amazon
Kinesis Video Streams は MediaSource インターフェイスを提供し、これは、データソースを示します。
例えば、Kinesis Video Streams Java ライブラリは、MediaSource インターフェイスの
ImageFileMediaSource 実装を提供します。このクラスが読み込むのは、Kinesis のビデオストリーム
ではなく一連のメディアファイルのデータだけですが、コードのテストに使用することは可能です。
final MediaSource bytesMediaSource = createImageFileMediaSource();

MediaSource をクライアントに登録する
KinesisVideoClient で作成したメディアソースを再登録すると、クライアントを認識するようになり
ます (そして、クライアントにデータを送信できます)。
kinesisVideoClient.registerMediaSource(STREAM_NAME, bytesMediaSource);

メディアソースを開始する
メディアソースを開始して、データを生成し、それをクライアントに送信できるようにします。
bytesMediaSource.start();

次のステップ
the section called “ステップ 3: コードを実行して検証する” (p. 57)

ステップ 3: コードを実行して検証する
Java プロデューサーライブラリ用のコードの Java テストハーネスを実行するには、次の操作を行いま
す。
1.

選択DemoAppMain。
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2.

[実行]、[DemoAppMain実行] を選択します。

3.

アプリケーションの JVM 引数に認証情報を追加します。
• 一時的ではない AWS 認証情報の場合: "-Daws.accessKeyId={YourAwsAccessKey} Daws.secretKey={YourAwsSecretKey} -Djava.library.path={NativeLibraryPath}"
• 一時的な AWS 認証情報の場合: "-Daws.accessKeyId={YourAwsAccessKey} Daws.secretKey={YourAwsSecretKey} -Daws.sessionToken={YourAwsSessionToken}
-Djava.library.path={NativeLibraryPath}"

4.

AWS Management Console にサインインし、Kinesis Video Streams コンソールを開きます。
[Manage Streams] ページでストリームを選択します。

5.

埋め込みプレーヤーでサンプルビデオが再生されます。フレームが蓄積されビデオが表示されるまで
に少し時間がかかることがあります (一般的な帯域幅やプロセッサの状態で最長 10 秒)。

このコード例は、ストリームを作成します。MediaSource としてコードが開始する
と、KinesisVideoClient にサンプルフレームの送信を開始します。続いて、クライアントは Kinesis
のビデオストリームにデータを送信します。

Android プロデューサーライブラリを使用する
Amazon Kinesis Video Streams は Android プロデューサーライブラリを提供します。このライブラリを使
用すると、最小限の設定でアプリケーションコードを記述し、Android デバイスから Kinesis のビデオスト
リームにメディアデータを送信できます。
次のステップを実行してコードを Kinesis Video Streams に統合する必要があります。これで、アプリケー
ションが Kinesis のビデオストリームにデータのストリーミングを開始できます。
1. KinesisVideoClient オブジェクトのインスタンスを作成します。
2. メディアソース情報を指定して MediaSource オブジェクトを作成します。たとえば、カメラのメディ
アソースを作成する場合、カメラを識別しカメラ使用のエンコードを指定するなどの情報を提供しま
す。
ストリーミングを開始するには、カスタムのメディアソースを作成する必要があります。

手順: Android プロデューサー SDK を使用する
この手順では、Android アプリケーションで Kinesis Video Streams Android Producer Client を使用して、
データを Kinesis のビデオストリームに送信する方法を説明します。
この手順には、以下のステップが含まれます。
• コードをダウンロードして設定する
• コードを検証する
• コードを実行して検証する

前提条件
• アプリケーションコードの検査、編集、および実行には、Android Studio をお勧めします。2017 年 10
月にリリースされた、バージョン 3.0.0 以上をお勧めします。
• サンプルコードでは、Amazon Cognito 認証情報を入力します。Amazon Cognito ユーザープールと ID
プールをセットアップするには、次の手順に従ってください。
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ユーザープールをセットアップ
1.

Amazon Cognito コンソールにサインインします。

2.

[Manage your User Pools] を選択します。

3.

[Create a user pool] を選択します。

4.

[Pool name] に値 (<username>_android_user_pool など) を入力します。

5.

[Review defaults] を選択します。

6.

[Create pool] (プールの作成) を選択します。

7.

[Pool Id] の値をコピーし、保存します。例を設定するときに、この値が必要になります。

8.

プールのページで、[App clients] をクリックします。

9.

[Add an app client] を選択します。

10. [App client name] に値 (<username>_android_app_client など) を入力します。
11. [Create app client] を選択します。
12. [Show Details] を選択し、[App client ID] と [App client secret] をコピーして保存します。サンプル
アプリケーションを設定するときは、これらの値が必要になります。

ID プールをセットアップ
1.

Amazon Cognito コンソールを開きます。

2.

[Manage Identity Pools (ID プールの管理)] を選択します。

3.

[Create new identity pool] を選択します。

4.

[Identity pool name] に値 (<username>_android_identity_pool など) を入力します。

5.

[Authentication providers] セクションを展開します。[Cognito] タブで、前の手順の [User Pool ID] と
[App Client ID] の値を追加します。

6.

[Create pool] (プールの作成) を選択します。

7.

次のページで、[Show Details] セクションを展開します。

8.

[Role name] の値が [Auth_Role] で終わるセクションで、[View Policy Document] を選択します。

9.

[Edit] を選択し、表示される [Edit Policy] ダイアログボックスを確認します。次に、次の JSON をコ
ピーしてエディタに貼り付けます。
{

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-identity:*",
"kinesisvideo:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}

10. [Allow] (許可) を選択します。
11. 次のページで、[Get AWS Credentials] (AWS 認証情報の取得) コードスニペットから、[Identity pool
ID] (ID プールの ID) の値をコピーして保存します。例を設定するときに、この値が必要になりま
す。
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ステップ 1: Android プロデューサーライブラリコード
のダウンロードと設定
Android プロデューサーライブラリのこのセクションでは、Android サンプルコードをダウンロード
し、Android Studio でプロジェクトを開きます。
この例の前提条件その他の詳細については、「Android プロデューサーライブラリを使用する」を参照し
てください。
1.

ディレクトリを作成し、 GitHubリポジトリから AWS Android SDK のクローンを作成します。
$ git clone https://github.com/awslabs/aws-sdk-android-samples

2.
3.

Android Studio を開きます。
[開く] 画面で、[Open an existing Android Studio project] を選択します。

4.

aws-sdk-android-samples/AmazonKinesisVideoDemoApp ディレクトリに移動し、[OK] を開
始します。

5.

AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/res/raw/awsconfiguration.json ファイルを開
きます。
CredentialsProviderノードで、[Prerequisites] (前提条件) セクションの [To set up an identity
pool] (ID プールをセットアップ) 手順から ID を入力し、AWSリージョンを入力します (例:uswest-2)。
CognitoUserPoolノードで、[Prerequisites] (前提条件) セクションの [To set up a user pool] (ユー
ザープールをセットアップ) 手順からアプリのクライアントシークレット、アプリクライアント ID、
プール ID を入力し、AWSリージョンを入力します (例:us-west-2)。

6.

awsconfiguration.json ファイルは次のようになります。
{

}

7.

"Version": "1.0",
"CredentialsProvider": {
"CognitoIdentity": {
"Default": {
"PoolId": "us-west-2:01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
"Region": "us-west-2"
}
}
},
"IdentityManager": {
"Default": {}
},
"CognitoUserPool": {
"Default": {
"AppClientSecret": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789abcdefghijklmno",
"AppClientId": "0123456789abcdefghijklmnop",
"PoolId": "us-west-2_qRsTuVwXy",
"Region": "us-west-2"
}
}

AmazonKinesisVideoDemoApp/src/main/java/com/amazonaws/kinesisvideo/demoapp/
KinesisVideoDemoApp.java を該当リージョンに更新します (以下のサンプルでは、US_WEST_2
に設定されています)。
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public class KinesisVideoDemoApp extends Application {
public static final String TAG = KinesisVideoDemoApp.class.getSimpleName();
public static Regions KINESIS_VIDEO_REGION = Regions.US_WEST_2;

AWS地域定数については、「地域」を参照してください。

次のステップ
the section called “ステップ 2: コードを検証する” (p. 61)

ステップ 2: コードを検証する
Android プロデューサーライブラリ手順のこのセクションでは、コード例を確認します。
Android テストアプリケーション (AmazonKinesisVideoDemoApp) は、次のコードパターンを示しま
す。
• KinesisVideoClient のインスタンスを作成します。
• MediaSource のインスタンスを作成します。
• ストリーミングを開始します。つまり、MediaSource を開始すると、クライアントへのデータ送信が
始まります。
詳細については次のセクションで説明します。

のインスタンスの作成 KinesisVideoClient
createKinesisVideoClient オペレーションを呼び出す KinesisVideoClient オブジェクトを作成
します。
mKinesisVideoClient = KinesisVideoAndroidClientFactory.createKinesisVideoClient(
getActivity(),
KinesisVideoDemoApp.KINESIS_VIDEO_REGION,
KinesisVideoDemoApp.getCredentialsProvider());

KinesisVideoClient がネットワーク呼び出しを行うには、認証のために認証情報が必要で
す。AWSCredentialsProvider のインスタンスを渡します。これは、前のセクションで変更した
awsconfiguration.json ファイルから Amazon Cognito 認証情報を読み込みます。

のインスタンスの作成 MediaSource
Kinesis のビデオストリームにバイトを送信するには、データを生成する必要があります。Amazon
Kinesis Video Streams は MediaSource インターフェイスを提供し、これは、データソースを示します。
例えば、Kinesis Video Streams Android ライブラリは、MediaSource インターフェイスの
AndroidCameraMediaSource 実装を提供します。このクラスは、デバイスのカメラの 1 つからデータ
を読み取ります。
次のコード例 (「fragment/StreamConfigurationFragment.java」ファイルから) では、メディア
ソースの設定が作成されます。
private AndroidCameraMediaSourceConfiguration getCurrentConfiguration() {
return new AndroidCameraMediaSourceConfiguration(
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AndroidCameraMediaSourceConfiguration.builder()
.withCameraId(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraId())
.withEncodingMimeType(mMimeTypeDropdown.getSelectedItem().getMimeType())
.withHorizontalResolution(mResolutionDropdown.getSelectedItem().getWidth())
.withVerticalResolution(mResolutionDropdown.getSelectedItem().getHeight())
.withCameraFacing(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraFacing())
.withIsEncoderHardwareAccelerated(
mCamerasDropdown.getSelectedItem().isEndcoderHardwareAccelerated())
.withFrameRate(FRAMERATE_20)
.withRetentionPeriodInHours(RETENTION_PERIOD_48_HOURS)
.withEncodingBitRate(BITRATE_384_KBPS)
.withCameraOrientation(mCamerasDropdown.getSelectedItem().getCameraOrientation())
.withNalAdaptationFlags(StreamInfo.NalAdaptationFlags.NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_AND_FRAME_NALS)
.withIsAbsoluteTimecode(false));

}

次のコード例 (「fragment/StreamingFragment.java」ファイルから) では、メディアソースの設定
が作成されます。
mCameraMediaSource = (AndroidCameraMediaSource) mKinesisVideoClient
.createMediaSource(mStreamName, mConfiguration);

メディアソースを開始する
メディアソースを開始して、データを生成し、それをクライアントに送信できるようにします。次のコー
ド例は fragment/StreamingFragment.java ファイルからのものです。
mCameraMediaSource.start();

次のステップ
the section called “ステップ 3: コードを実行して検証する” (p. 62)

ステップ 3: コードを実行して検証する
Android プロデューサーライブラリの Android サンプルアプリケーションを実行するには、以下の操作を
実行します。
1.

Android デバイスに接続します。

2.

[Run]、[Run]、[Edit configurations...] をクリックし ます。

3.

[+]、[Android App] を選択します。[Name (名前)] フィールドに AmazonKinesisVideoDemoApp を入
力します。モジュールプルダウンで、を選択しますAmazonKinesisVideoDemoApp。[OK] を選択しま
す。

4.

[Run]、[Run] を選択します。

5.

[Select a Deployment Target] 画面で、接続されているデバイスを選択し、[OK] を選択します。

6.

AWSKinesisVideoDemoAppデバイス上のアプリケーションで、[Create new account] を選択します。

7.

[«1»USERNAME]、[Password]、[Given name]、[Email address]、[Phone number] の値を入力し、
[Sign up] を選択します。

Note
これらの値には以下の制約があります。
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• パスワード: 大文字と小文字、数字、数字、数字、数字、特殊文字を含める必要がありま
す。これらの制約は、Amazon Cognito コンソールのユーザープールページで変更できま
す。
• メールアドレス: 確認コードを受け取るには、有効な住所でなければなりません。
• 電話番号: 次の形式にする必要があります。たとえば+<Country
code><Number>、+12065551212。
8.

E メールで受信したコードを入力し、[Confirm] を選択します。[OK] を選択します。

9.

次のページでは、デフォルト値のままにし、[Stream] を選択します。

10. AWS Management Console にサインインし、Kinesis Video Streams コンソール (https://
console.aws.amazon.com/kinesisvideo/) を米国西部 (オレゴン) リージョンで開きます。
[Manage Streams] ページで [demo-stream] を選択します。
11. 埋め込みプレーヤーでストリーミングビデオが再生されます。フレームが蓄積されビデオが表示され
るまでに少し時間がかかることがあります (一般的な帯域幅やプロセッサの状態で最長 10 秒)。

Note
デバイスの画面が回転された場合 (縦向きから横向きへなど)、アプリケーションはビデオの
ストリーミングを停止します。
このコード例は、ストリームを作成します。MediaSource としてコードが開始すると、カメラから
KinesisVideoClient にフレームが送信を開始します。クライアントは、データを [demo-stream] (デモ
ストリーム) という名前の Kinesis のビデオストリームに送信します。

C++ プロデューサーライブラリの使用
Amazon Kinesis Video Streams は C++ プロデューサーライブラリを提供します。このライブラリを使用
すると、アプリケーションコードを記述して、デバイスから Kinesis のビデオストリームにメディアデー
タを送信できます。

オブジェクトモデル
C++ ライブラリには、Kinesis のビデオストリームへのデータ送信を管理するために次のオブジェクトが
用意されています。
• KinesisVideoProducer: AWSメディアソースと認証情報に関する情報が含まれ、Kinesis Video Streams
イベントに関する報告を行うためのコールバックを管理します。
• KinesisVideoStream: Kinesis のビデオストリームを表します。名前、データ保持期間、メディアコンテ
ンツタイプなど、ビデオストリームのパラメータに関する情報が含まれています。

ストリームへのメディアの挿入
C++ ライブラリには、データを KinesisVideoStream オブジェクトに挿入するために使用できるメソッ
ド (PutFrame など) が用意されています。ライブラリは、データの内部状態も管理します。タスクには以
下が含まれる場合があります。
• 認証を実行する。
• ネットワークレイテンシーを監視する。レイテンシーが長すぎると、フレームが停止される場合があり
ます。
• 進行中のストリーミングのステータスを追跡する。
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コールバックインターフェイス
このレイヤーでは、一連のコールバックインターフェイスを表示し、アプリケーションレイヤーとやり取
りできるようにします。これらのコールバックインターフェイスには以下が含まれます。
• サービスコールバックインターフェイス (CallbackProvider): ライブラリは、ストリームの作成、ス
トリームの説明の取得、ストリームの削除などを行うときに、このインターフェイスを介して取得した
イベントを呼び出します。
• クライアント対応状態または低ストレージイベントインターフェイス (ClientCallbackProvider):
ライブラリは、クライアントの準備ができたとき、または使用可能なストレージまたはメモリが不足す
る可能性があることを検出したときに、このインターフェイスでイベントを呼び出します。
• ストリームイベントコールバックインターフェイス (StreamCallbackProvider): ストリームが準備
完了状態に入る、フレームが落ちた、ストリームエラーなどのストリームイベントが発生すると、ライ
ブラリはこのインターフェイスでイベントを呼び出します。
Kinesis Video Streams には、これらのインターフェイス用のデフォルト実装が用意されています。独自の
カスタム実装を提供することもできます。例えば、カスタムネットワーキングロジックが必要な場合や、
低ストレージ状態をユーザーインターフェイスに表示する場合などです。
プロデューサーライブラリのコールバックの詳細については、「プロデューサー SDK コールバッ
ク (p. 120)」を参照してください。

手順: C++ プロデューサー SDK を使用する
この手順では、C++ アプリケーションで Kinesis Video Streams クライアントおよびメディアソースを使
用してデータを Kinesis のビデオストリームに送信する方法について説明します。
この手順には、以下のステップが含まれます。
• ステップ 1: コードをダウンロードして設定する
• ステップ 2: コードを作成してテストする
• ステップ 3: コードを実行して検証する

前提条件
• 認証情報: サンプルコードで、認証情報プロファイルファイルで設定したプロファイルを指定し
て、AWS認証情報を提供します。まず、認証情報プロファイルを設定します (まだ設定していない場
合)。
詳細については、「開発用の AWS 認証情報とリージョンのセットアップ」を参照してください。
• 証明書ストア統合: Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリが、呼び出し対象のサービスと信
頼を確立する必要があります。これは、パブリック証明書ストア内の認証局 (CA) を検証することによっ
て行われます。Linux ベースのモデルの場合、このストアは /etc/ssl/ ディレクトリにあります。
以下の場所から証明書ストアに、証明書をダウンロードしてください。
https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem
• macOS 用の次のビルド依存関係をインストールします。
• Autoconf 2.69 (ライセンス GPLv3+/Autoconf: GNU GPL バージョン 3 以降)
• CMake 3.または 3.8
• Pkg-Config
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• Flex 2.5.35 Apple (flex-31) 以降
• Bison 2.4 (GNU ライセンス)
• Automake 1.15.1 (GNU ライセンス)
• GNU Libtool (Apple Inc. バージョン cctools-898)
• xCode (macOS) / clang / gcc (xcode-select バージョン 2347)
• Java Development Kit (JDK) (Java JNI コンパイル用)
• Lib-Pkg
• Ubuntu 用の次のビルド依存関係をインストールします (バージョンコマンドへの応答は切り捨てられま
す)。
• Git をインストールします: sudo apt-get install git
$ git --version
git version 2.14.1

• CMake をインストールします: sudo apt-get install cmake
$ cmake --version
cmake version 3.9.1

• Libtool をインストールします: sudo apt-get install libtool
2.4.6-2

• libtool-bin をインストールします: sudo apt-get install libtool-bin
$ libtool --version
libtool (GNU libtool) 2.4.6
Written by Gordon Matzigkeit, 1996

• GNU Automake をインストールします: sudo apt-get install automake
$ automake --version
automake (GNU automake) 1.15

• GNU Bison をインストールします: sudo apt-get install bison
$ bison -V
bison (GNU Bison) 3.0.4

• G++ をインストールします: sudo apt-get install g++
g++ --version
g++ (Ubuntu 7.2.0-8ubuntu3) 7.2.0

• curl をインストールします: sudo apt-get install curl
$ curl --version
curl 7.55.1 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.55.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.11
libidn2/2.0.2 libpsl/0.18.0 (+libidn2/2.0.2) librtmp/2.3

• pkg-config をインストールします: sudo apt-get install pkg-config
$ pkg-config --version
0.29.1
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$ flex --version
flex 2.6.1

• OpenJDK をインストールします: sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ java -version
openjdk version "1.8.0_171"

• JAVA_HOME 環境変数を設定します: export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdkamd64/
• ビルドスクリプトを実行します: ./install-script

次のステップ
ステップ 1: C++ プロデューサーライブラリコードのダウンロードと設定

ステップ 1: C++ プロデューサーライブラリコードの
ダウンロードと設定
C++ プロデューサーライブラリのダウンロードおよび設定方法については、「Amazon Kinesis Video
Streams CPP Producer, GStreamer Plugin and JNI」を参照してください。
この例の前提条件と詳細については、「C++ プロデューサーライブラリの使用」を参照してください。

次のステップ
ステップ 2: コードを作成してテストする (p. 66)

ステップ 2: コードを作成してテストする
C++ プロデューサーライブラリ手順のこのセクションでは、C++ テストハーネス (tst/
ProducerTestFixture.h および他のファイル) でコードを検証します。このコードは前のセクションで
ダウンロードしたものです。
プラットフォームに依存しない C++ 例では、次のコーディングパターンを示します。
• Kinesis Video Streams にアクセスするために、KinesisVideoProducer のインスタンスを作成しま
す。
• KinesisVideoStream のインスタンスを作成します。これにより、同じ名前のストリームがまだ存在
しない場合には、KinesisAWS のビデオストリームがアカウントに作成されます。
• データのフレームをストリームに送信する準備ができたら、そのたびに putFrame を
KinesisVideoStream で呼び出します。
以下のセクションでは、このコーディングパターンに関する詳細情報を提供します。

のインスタンスの作成 KinesisVideoProducer
KinesisVideoProducer::createSync メソッドを呼び出して、KinesisVideoProducer オブジェ
クトを作成します。次の例では、KinesisVideoProducer を ProducerTestFixture.hファイルに作
成します。
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kinesis_video_producer_ = KinesisVideoProducer::createSync(move(device_provider_),
move(client_callback_provider_),
move(stream_callback_provider_),
move(credential_provider_),
defaultRegion_);

createSync メソッドは以下のパラメータを使用します。
• DeviceInfoProvider オブジェクト。デバイスまたはストレージ設定に関する情報を含む
DeviceInfo オブジェクトを返します。

Note
deviceInfo.storageInfo.storageSize パラメータを使用してコンテンツストアのサイズ
を設定します。コンテンツストリームは、コンテンツストアを共有します。ストレージサイズ
の要件を確認するには、平均フレームサイズに、すべてのストリームの最大継続時間に格納さ
れたフレーム数を乗算します。次に、1.2 を掛けてデフラグメンテーションに合わせます。たと
えば、アプリケーションの設定が次のとおりであるとします。
• 3 つのストリーム
• 3 分の最大継続時間
• 各ストリームは 30 フレーム/秒 (FPS)
• 各フレームのサイズは 10,000 KB
このアプリケーションのコンテンツストアの要件は、3 (ストリーム) * 3 (分) * 60 (1 分の秒数) *
10000 (kb) * 1.2 (デフラグメンテーションの上限) = 194.4 Mb ~ 200Mb です。
• ClientCallbackProvider オブジェクト。クライアント固有のイベントを報告する関数ポインタを返
します。
• StreamCallbackProvider オブジェクト。ストリーム固有のイベントが発生したときにコールバック
される関数ポインタを返します。
• CredentialProviderAWS認証情報環境変数へのアクセスを提供するオブジェクト。
• AWSリージョン (us-west-2)。サービスエンドポイントはリージョンから決定されます。

のインスタンスの作成 KinesisVideoStream
StreamDefinition パラメータを指定して KinesisVideoProducer::CreateStream メソッドを呼
び出すことで、KinesisVideoStream オブジェクトを作成します。この例では、トラックタイプをビデ
オ、トラック ID を 1 として、ProducerTestFixture.h ファイルで KinesisVideoStream を作成し
ます。
auto stream_definition = make_unique<StreamDefinition>(stream_name,
hours(2),
tags,
"",
STREAMING_TYPE_REALTIME,
"video/h264",
milliseconds::zero(),
seconds(2),
milliseconds(1),
true,
true,
true);
return kinesis_video_producer_->createStream(move(stream_definition));

StreamDefinition オブジェクトには以下のフィールドがあります。
• ストリーム名。
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• データ保持期間。
• ストリーム用タグ。コンシューマーアプリケーションでこれらのタグを使用すると、適切なストリーム
の検索や、ストリームに関する詳細情報を取得できます。タグは、AWS Management Console で表示す
ることもできます。
• ストリーム用 AWS KMS 暗号化キー。詳細については、「Using Server-Side Encryption with Kinesis
Video Streams」を参照してください。
• ストリーミングタイプ。現在、有効な値は STREAMING_TYPE_REALTIME のみです。
• メディアコンテンツタイプ。
• メディアレイテンシー。この値は現在使用されておらず、0 に設定する必要があります。
• 各フラグメントの再生時間。
• メディアのタイムコードスケール。
• メディアがキーフレームを使用して断片化するかどうか。
• メディアがタイムコードを使用するかどうか。
• メディアが絶対フラグメントタイムを使用するかどうか。

Kinesis ビデオストリームへのオーディオトラックの追加
次の addTrack メソッドを使用して、オーディオトラックの詳細をビデオトラックストリーム定義に追加
できます StreamDefinition。

stream_definition->addTrack(DEFAULT_AUDIO_TRACKID, DEFAULT_AUDIO_TRACK_NAME,
DEFAULT_AUDIO_CODEC_ID, MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO);

addTrack メソッドでは、以下のパラメータが必要です。
• トラック ID (オーディオ用には 1)。これは一意であり、ゼロ以外の値である必要があります。
• ユーザー定義のトラック名 (オーディオトラック用の「audio」など)。
• このトラックのコーデック ID (オーディオトラック用の「A_AAC」など)。
• トラックタイプ (オーディオ用の MKV_TRACK_INFO_TYPE_AUDIO の列挙値を使用するなど)。
オーディオトラック用のコーデックプライベートデータがある場合は、addTrack 関数を呼び出すときに、
このデータを渡すことができます。 KinesisVideoStream でstartメソッドを呼び出している間にオブジェク
トを作成した後にコーデックのプライベートデータを送信することもできます KinesisVideoStream。

フレームを Kinesis ビデオストリームに挿入する
KinesisVideoStream::putFrame を使用してメディアを Kinesis のビデオストリームに挿入し、ヘッ
ダーとメディアデータを含む Frame オブジェクトに渡します。この例では、ProducerApiTest.cpp
ファイル内の putFrame を呼び出します。
frame.duration = FRAME_DURATION_IN_MICROS * HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_MICROSECOND;
frame.size = SIZEOF(frameBuffer_);
frame.frameData = frameBuffer_;
MEMSET(frame.frameData, 0x55, frame.size);
while (!stop_producer_) {
// Produce frames
timestamp = std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(
std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch()).count() /
DEFAULT_TIME_UNIT_IN_NANOS;
frame.index = index++;
frame.decodingTs = timestamp;
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frame.presentationTs = timestamp;

...

// Key frame every 50th
frame.flags = (frame.index % 50 == 0) ? FRAME_FLAG_KEY_FRAME : FRAME_FLAG_NONE;

EXPECT_TRUE(kinesis_video_stream->putFrame(frame));

Note
前述の C++ プロデューサーの例では、テストデータのバッファが送信されます。実際のアプリ
ケーションでは、フレームバッファとフレームのサイズはメディアソース (カメラなど) のフレー
ムデータから取得してください。
Frame オブジェクトには以下のフィールドがあります。
• フレームインデックス。これは一定間隔で増加する値にする必要があります。
• フレームに関連付けられているフラグ。たとえば、エンコーダーがキーフレームを生成するように設定
されている場合、このフレームは FRAME_FLAG_KEY_FRAME フラグに割り当てられます。
• デコードタイムスタンプ。
• プレゼンテーションタイムスタンプ。
• フレームの時間 (100 ns 単位)。
• フレームのサイズ (バイト単位)。
• フレームデータ。
フレームの形式の詳細については、「Kinesis Video Streams Data Model」を参照してください。

a KinesisVideoFrame を特定のトラックに入れる
KinesisVideoStream
PutFrameHelper このクラスを使用して、フレームデータを特定のトラックに入れることができます。
まず、 getFrameData Buffer を呼び出して、事前に割り当てられたバッファの 1 つを指すポインタ
を取得し、 KinesisVideoFrame データを格納します。次に、 putFrameMultiトラックを呼び出して、
KinesisVideoFrame フレームデータのタイプを示すブール値とともにを送信できます。ビデオデータの場
合は true、フレームにオーディオデータが含まれている場合は false を使用します。 putFrameMultiTrack
メソッドはキューイングメカニズムを使用して、MKV フラグメントが単調に増加するフレームタイムスタ
ンプを維持し、2 つのフラグメントが重複しないようにします。たとえば、フラグメントの最初のフレー
ムの MKV タイムスタンプは、前のフラグメントの最後のフレームの MKV タイムスタンプよりも常に大き
い必要があります。
PutFrameHelper には以下のフィールドがあります。
• キュー内のオーディオフレームの最大数
• キュー内のビデオフレームの最大数
• 1 つのオーディオフレームに割り当てるサイズ
• 1 つのビデオフレームに割り当てるサイズ

メトリクスおよびメトリクスのログ記録
C++ プロデューサー SDK には、メトリクスおよびメトリクスのログ記録のための機能があります。
getKinesisVideoMetrics および getKinesisVideoStreamMetrics API オペレーションを使用す
ると、Kinesis Video Streams とアクティブなストリームに関する情報を取得できます。
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以下は kinesis-video-pic/src/client/include/com/amazonaws/kinesis/video/client/
Include.h ファイルにあるコードです。
/**
* Gets information about the storage availability.
*
* @param 1 CLIENT_HANDLE - the client object handle.
* @param 2 PKinesisVideoMetrics - OUT - Kinesis Video metrics to be filled.
*
* @return Status of the function call.
*/
PUBLIC_API STATUS getKinesisVideoMetrics(CLIENT_HANDLE, PKinesisVideoMetrics);
/**
* Gets information about the stream content view.
*
* @param 1 STREAM_HANDLE - the stream object handle.
* @param 2 PStreamMetrics - Stream metrics to fill.
*
* @return Status of the function call.
*/
PUBLIC_API STATUS getKinesisVideoStreamMetrics(STREAM_HANDLE, PStreamMetrics);

getKinesisVideoMetrics によって入力される PClientMetrics オブジェクトには、以下の情報が含
まれています。
• contentStoreSize: コンテンツストア (ストリーミングデータの保存に使用されるメモリ) の全体のサイズ
(バイト単位)。
• contentStoreAvailableサイズ: コンテンツストア内の空きメモリ (バイト単位)。
• contentStoreAllocatedサイズ: コンテンツストアに割り当てられたメモリ。
• totalContentViewsサイズ: コンテンツビューに使用されているメモリの合計です。(コンテンツビューと
は、コンテンツストア内の一連の情報インデックスのことです)。
• totalFrameRate: すべてのアクティブストリームの 1 秒あたりのフレームの総数。
• totalTransferRate: すべてのストリームで送信されている 1 秒あたりの合計ビット数 (bps)。
getKinesisVideoStreamMetrics によって入力される PStreamMetrics オブジェクトには、以下の
情報が含まれています。
• currentViewDuration: コンテンツビューの先頭 (フレームがエンコードされた時点) と現在の位置 (フレー
ムデータが Kinesis Video Streams に送信される時点) の差異 (100 ns 単位)。
• overallViewDuration: コンテンツビューの先頭 (フレームのエンコード時) と末尾 (コンテンツビューに割
り当てられた合計容量を超過したこと、または Kinesis Video StreamsPersistedAck からメッセージ
を受信し、フレームがメモリからフラッシュされた時点) の差異 (100 ns 単位)。永続化はフラッシュさ
れます）。
• currentViewSize: コンテンツビューの先頭 (フレームがエンコードされた時点) から、現在の位置 (フレー
ムデータが Kinesis Video Streams に送信される時点) までのサイズ (バイト単位)。
• overallViewSize: コンテンツビューの合計サイズ (バイト単位)。
• currentFrameRate: ストリームの最後に測定されたレート (フレーム/秒)。
• currentTransferRate: 最後に測定されたストリームのレート（バイト/秒）。

Teardown:
バッファ内の残りのバイトを送信し、ACK を待機する場合、stopSync を使用できます。
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kinesis_video_stream->stopSync();

または、stop を呼び出してストリーミングを終了できます。

kinesis_video_stream->stop();

ストリームを停止したら、次の API を呼び出すことでストリームを解放できます。

kinesis_video_producer_->freeStream(kinesis_video_stream);

次のステップ
the section called “ステップ 3: コードを実行して検証する” (p. 71)

ステップ 3: コードを実行して検証する
C++ プロデューサーライブラリ手順用のコードを実行して検証するには、次の OS 固有の手順を参照して
ください。
• Linux
• macOS
• Windows
• Raspberry Pi OS
ストリームに関連付けられている、などのメトリクスを Amazon CloudWatch コンソールで監視すること
で、ストリームのトラフィックをモニタリングすることができますPutMedia.IncomingBytes。

C++ プロデューサー SDK を GStreamer プラグインと
して使用する
GStreamer は、多数のカメラやビデオソースで使用される一般的なメディアフレームワークです。モジュ
ラープラグインを組み合わせてカスタムのメディアパイプラインを作成できます。Kinesis Video Streams
GStreamer プラグインが、既存の GStreamer メディアパイプラインと Kinesis Video Streams との統合を
大幅に簡素化します。
C++ プロデューサー SDK を GStreamer プラグインとして使用する方法については、「例: Kinesis Video
Streams プロデューサー SDK GStreams プラグイン (p. 134)」を参照してください。

Docker コンテナで C++ プロデューサー SDK を
GStreamer プラグインとして使用する
GStreamer は、多数のカメラやビデオソースで使用される一般的なメディアフレームワークです。モジュ
ラープラグインを組み合わせてカスタムのメディアパイプラインを作成できます。Kinesis Video Streams
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GStreamer プラグインが、既存の GStreamer メディアパイプラインと Kinesis Video Streams との統合を
大幅に簡素化します。
さらに、Docker を使用して GStreamer パイプラインを作成することで Kinesis Video Streams のオペレー
ティング環境が標準化され、アプリケーションの構築と実行を大幅に簡素化できます。
Docker コンテナで C++ プロデューサー SDK を GStreamer プラグインとして使用する方法については、
「Docker コンテナで GStreamer エレメントを実行します。 (p. 137)」を参照してください。

C++ プロデューサー SDK でのログ記録の使用
C++ プロデューサー SDK アプリケーションのログ記録は、kvs_log_configuration フォルダの
kinesis-video-native-build ファイルで設定します。
次の例は、デフォルト設定ファイルの最初の行を示しています。この行で、DEBUG レベルのログエントリ
を AWS Management Console に書き込むようにアプリケーションを設定します。
log4cplus.rootLogger=DEBUG, KvsConsoleAppender

詳細度が低いログ記録の場合は、ログ記録レベルを INFO に設定できます。
ログエントリをログファイルにも書き込むようにアプリケーションを設定するには、ファイルの最初の行
を次のように更新します。
log4cplus.rootLogger=DEBUG, KvsConsoleAppender, KvsFileAppender

これにより、kvs.log フォルダの kinesis-video-native-build/log にログエントリを書き込むよ
うにアプリケーションが設定されます。
ログファイルの場所を変更するには、次の行を新しいパスで更新します。
log4cplus.appender.KvsFileAppender.File=./log/kvs.log

Note
DEBUG レベルのログ記録をファイルに書き込むと、ログファイルはデバイスの使用可能なスト
レージスペースをすぐに消費してしまう場合があります。

C プロデューサーライブラリの使用
Amazon Kinesis Video Streams は C プロデューサーライブラリを提供します。このライブラリを使用する
と、アプリケーションコードを記述して、デバイスから Kinesis のビデオストリームにメディアデータを
送信できます。

オブジェクトモデル
Kinesis Video Streams C プロデューサーライブラリは、プラットフォームに依存しないコードベース
(PIC、Platform Independent Codebase) と呼ばれる共通コンポーネントに基づきます GitHub 。このコー
ドベースは、プラットフォームに依存しないコードベース (amazon-kinesis-video-streamsPIC https://
github.com/awslabs/ PICには、低レベル向けのプラットフォームに依存しないビジネスロジックが含まれ
ています。Kinesis Video Streams C プロデューサーライブラリは、シナリオ固有およびプラットフォー
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ム固有のコールバックとイベントを許可する API の追加レイヤーで PIC をラップします。Kinesis Video
Streams C プロデューサーライブラリには、PIC 上に構築された以下のコンポーネントがあります。
• デバイス情報プロバイダー - PIC API に直接提供できる DeviceInfo 構造を公開します。ユーザーが構
成できるプロバイダーのセットがあります。たとえば、アプリケーションが処理するストリームの数と
タイプ、および利用可能な RAM の量に基づいて構成された必要なバッファリング量に基づいてコンテ
ンツストアを最適化できる、アプリケーションシナリオ最適化プロバイダーなどです。
• ストリーム情報プロバイダー - PIC API に直接提供できる StreamInfo 構造を公開します。 easy-toconfigure アプリケーションの種類と一般的なストリーミングシナリオの種類に特化したプロバイダーの
セットがあります。これらには、動画、音声、音声/動画のマルチトラックなどのプロバイダーが含まれ
ています。これらの各シナリオには、アプリケーションの要件に応じてカスタマイズできるデフォルト
設定があります。
• コールバックプロバイダー - PIC API に直接提供できる ClientCallbacks 構造を公開します。これに
は、ネットワーク (CURL ベースの API easy-to-configure コールバック)、認証 (AWS認証情報 API)、エ
ラー発生時のストリーミング再試行コールバックなどのコールバックプロバイダーのセットが含まれま
す。コールバックプロバイダー API は、IoT 証明書を使用するか、、またはを使用して、AWSリージョ
ンや認証情報などの多数の引数を設定します SessionToken。AWS AccessKeyId SecretKeyアプリケー
ションでアプリケーション固有のロジックを実現するために特定のコールバックをさらに処理する必要
がある場合、カスタムコールバックでコールバックプロバイダーを拡張することができます。
• FrameOrderCoordinator— マルチトラックのシナリオ用に音声と動画の同期の処理に役立ちます。デ
フォルトの動作があり、アプリケーションの特定のロジックを処理するようにカスタマイズできます。
また、フレームメタデータパッケージングを下位レイヤーの PIC API に送信する前に、PIC フレーム構
造でそのパッケージングを簡素化します。マルチトラック以外のシナリオの場合、このコンポーネント
は PIC putFrame API へのパススルーです。
C ライブラリには、Kinesis ストリームへのデータ送信を管理するために次のオブジェクトが用意されてい
ます。
• KinesisVideoClient— デバイス情報に関する情報が含まれ、Kinesis Video Streams イベントに関する報
告を行うためのコールバックを管理します。
• KinesisVideoStream— 名前、データ保持期間、メディアコンテンツタイプなど、ビデオストリームのパ
ラメータに関する情報を表します。

ストリームへのメディアの挿入
C ライブラリには、データを KinesisVideoStream オブジェクトに挿入するために使用できるメソッド
(PutKinesisVideoFrame など) が用意されています。ライブラリは、データの内部状態も管理します。
タスクには以下が含まれる場合があります。
• 認証を実行する。
• ネットワークレイテンシーを監視する。レイテンシーが長すぎると、フレームが停止される場合があり
ます。
• 進行中のストリーミングのステータスを追跡する。

手順: C プロデューサー SDK を使用する
この手順では、C アプリケーションで Kinesis Video Streams クライアントおよびメディアソースを使用し
て H.264 でエンコードされた動画フレームを Kinesis のビデオストリームに送信する方法について説明し
ます。
この手順には、以下のステップが含まれます。
• ステップ 1: C プロデューサーライブラリコードのダウンロード (p. 75)
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• ステップ 2: コードを作成してテストする (p. 76)
• ステップ 3: コードを実行して検証する (p. 78)

前提条件
• 認証情報 — サンプルコードで、認証情報プロファイルファイルで設定したプロファイルを指定し
て、AWS認証情報を提供します。まず、認証情報プロファイルを設定します (まだ設定していない場
合)。
詳細については、「開発用の AWS 認証情報とリージョンのセットアップ」を参照してください。
• 証明書ストアの統合 – Kinesis Video Streams Producer Library が、呼び出し対象のサービスと信頼を確
立する必要があります。これは、パブリック証明書ストア内の認証局 (CA) を検証することによって行わ
れます。Linux ベースのモデルの場合、このストアは /etc/ssl/ ディレクトリにあります。
以下の場所から証明書ストアに、証明書をダウンロードしてください。
https://www.amazontrust.com/repository/SFSRootCAG2.pem
• macOS 用の次のビルド依存関係をインストールします。
• Autoconf 2.69 (ライセンス GPLv3+/Autoconf: GNU GPL バージョン 3 以降)
• CMake 3.または 3.8
• Pkg-Config
• Flex 2.5.35 Apple (flex-31) 以降
• Bison 2.4 (GNU ライセンス)
• Automake 1.15.1 (GNU ライセンス)
• GNU Libtool (Apple Inc. バージョン cctools-898)
• xCode (macOS) / clang / gcc (xcode-select バージョン 2347)
• Java Development Kit (JDK) (Java JNI コンパイル用)
• Lib-Pkg
• Ubuntu 用の次のビルド依存関係をインストールします (バージョンコマンドへの応答は切り捨てられま
す)。
• Git をインストールします: sudo apt-get install git
$ git --version
git version 2.14.1

• CMake をインストールします: sudo apt-get install cmake
$ cmake --version
cmake version 3.9.1

• Libtool をインストールします: sudo apt-get install libtool
2.4.6-2

• libtool-bin をインストールします: sudo apt-get install libtool-bin
$ libtool --version
libtool (GNU libtool) 2.4.6
Written by Gordon Matzigkeit, 1996

• GNU Automake をインストールします: sudo apt-get install automake
$ automake --version
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automake (GNU automake) 1.15

• GNU Bison をインストールします: sudo apt-get install bison
$ bison -V
bison (GNU Bison) 3.0.4

• G++ をインストールします: sudo apt-get install g++
g++ --version
g++ (Ubuntu 7.2.0-8ubuntu3) 7.2.0

• curl をインストールします: sudo apt-get install curl
$ curl --version
curl 7.55.1 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.55.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.11
libidn2/2.0.2 libpsl/0.18.0 (+libidn2/2.0.2) librtmp/2.3

• pkg-config をインストールします: sudo apt-get install pkg-config
$ pkg-config --version
0.29.1

• Flex をインストールします: sudo apt-get install flex
$ flex --version
flex 2.6.1

• OpenJDK をインストールします: sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ java -version
openjdk version "1.8.0_171"

• JAVA_HOME 環境変数を設定します: export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdkamd64/
• ビルドスクリプトを実行します: ./install-script

次のステップ
ステップ 1: C プロデューサーライブラリコードのダウンロード (p. 75)

ステップ 1: C プロデューサーライブラリコードのダ
ウンロード
このセクションでは、低レベルのライブラリをダウンロードします。この例の前提条件その他の詳細につ
いては、「C プロデューサーライブラリの使用」を参照してください。

1.

ディレクトリを作成し、 GitHubリポジトリからサンプルソースコードを複製します。
git clone --recursive https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producerc.git
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Note

2.

--recursive を使用して Git クローンを実行しなかった場合は、amazon-kinesisvideo-streams-producer-c/open-source ディレクトリで git submodule update
--init を実行してください。また、pkg-config、automake、CMake、およびビルド環境を
インストールする必要があります。
詳細については、https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-c.git の
を参照してください。README.md
任意の統合開発環境 (IDE) (Eclipse など) でコードを開きます。

次のステップ
ステップ 2: コードを作成してテストする (p. 76)

ステップ 2: コードを作成してテストする
このセクションでは、https://github.com/awslabs/-producer-c レポジトリのsamples amazon-kinesisvideo-streams-producer-c レポジトリのKvsVideoOnlyStreamingSample.c GitHub このコードは前の
ステップでダウンロードしたものです。このサンプルでは、C プロデューサーライブラリを使用して、
フォルダ samples/h264SampleFrames 内の H.264 エンコードされた動画フレームを Kinesis のビデオ
ストリームに送信する方法を示します。
このサンプルアプリケーションは次の 3 つのセクションで構成されています。
• 初期化と設定:
• プラットフォーム固有のメディアパイプラインの初期化および設定。
• KinesisVideoClient KinesisVideoStreamパイプラインの初期化と設定、コールバックの設定、シナリオ
固有の認証の統合、コーデックのプライベートデータの抽出と送信、ストリームの READY 状態への
移行。
• メインループ:
• タイムスタンプおよびフラグによるメディアパイプラインからのフレームの取得。
• フレームをに送信します KinesisVideoStream。
• Teardown:
• 停止 (同期) KinesisVideoStream、解放 KinesisVideoStream、解放 KinesisVideoClient。
このサンプルアプリケーションは以下のタスクを実行します。
• createDefaultDeviceInfo API を呼び出して、デバイスまたはストレージ設定に関する情報が含ま
れる deviceInfo オブジェクトを作成します。
// default storage size is 128MB. Use setDeviceInfoStorageSize after create to change
storage size.
CHK_STATUS(createDefaultDeviceInfo(&pDeviceInfo));
// adjust members of pDeviceInfo here if needed
pDeviceInfo->clientInfo.loggerLogLevel = LOG_LEVEL_DEBUG;

• createRealtimeVideoStreamInfoProvider API を呼び出して、StreamInfo オブジェクトを作
成します。
CHK_STATUS(createRealtimeVideoStreamInfoProvider(streamName, DEFAULT_RETENTION_PERIOD,
DEFAULT_BUFFER_DURATION, &pStreamInfo));
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// adjust members of pStreamInfo here if needed

• createDefaultCallbacksProviderWithAwsCredentialsAPI を呼び出して、AWS静的認証情報
に基づいてデフォルトのコールバックプロバイダーを作成します。

CHK_STATUS(createDefaultCallbacksProviderWithAwsCredentials(accessKey,
secretKey,
sessionToken,
MAX_UINT64,
region,
cacertPath,
NULL,
NULL,
FALSE,
&pClientCallbacks));

• createKinesisVideoClient API を呼び出して、デバイスのストレージに関する情報を
含み、Kinesis Video Streams イベントに関する報告を行うためのコールバックを管理する
KinesisVideoClient オブジェクトを作成します。

CHK_STATUS(createKinesisVideoClient(pDeviceInfo, pClientCallbacks, &clientHandle));

• createKinesisVideoStreamSync API を呼び出して、KinesisVideoStream オブジェクトを作成
します。

CHK_STATUS(createKinesisVideoStreamSync(clientHandle, pStreamInfo, &streamHandle));

• サンプルフレームを設定し、PutKinesisVideoFrame API を呼び出してそのフレームを
KinesisVideoStream オブジェクトに送信します。

// setup sample frame
MEMSET(frameBuffer, 0x00, frameSize);
frame.frameData = frameBuffer;
frame.version = FRAME_CURRENT_VERSION;
frame.trackId = DEFAULT_VIDEO_TRACK_ID;
frame.duration = HUNDREDS_OF_NANOS_IN_A_SECOND / DEFAULT_FPS_VALUE;
frame.decodingTs = defaultGetTime(); // current time
frame.presentationTs = frame.decodingTs;
while(defaultGetTime() > streamStopTime) {
frame.index = frameIndex;
frame.flags = fileIndex % DEFAULT_KEY_FRAME_INTERVAL == 0 ?
FRAME_FLAG_KEY_FRAME : FRAME_FLAG_NONE;
frame.size = SIZEOF(frameBuffer);
CHK_STATUS(readFrameData(&frame, frameFilePath));
CHK_STATUS(putKinesisVideoFrame(streamHandle, &frame));
defaultThreadSleep(frame.duration);
frame.decodingTs += frame.duration;
frame.presentationTs = frame.decodingTs;
frameIndex++;
fileIndex++;
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}

fileIndex = fileIndex % NUMBER_OF_FRAME_FILES;

• Teardown:

CHK_STATUS(stopKinesisVideoStreamSync(streamHandle));
CHK_STATUS(freeKinesisVideoStream(&streamHandle));
CHK_STATUS(freeKinesisVideoClient(&clientHandle));

次のステップ
ステップ 3: コードを実行して検証する (p. 78)

ステップ 3: コードを実行して検証する
プロデューサーライブラリ手順用のコードを実行して検証するには、次の操作を行います。
1.

以下のコマンドを実行してダウンロードされた C SDK に build ディレクトリを作成し、そこから
cmake を実行します。

mkdir -p amazon-kinesis-video-streams-producer-c/build;
cd amazon-kinesis-video-streams-producer-c/build;
cmake ..

次のオプションを cmake .. に渡すことができます。
• -DBUILD_DEPENDENCIES - ソースから依存ライブラリを構築するかどうか
• -DBUILD_TEST=TRUE - ユニット/統合テストを構築します。お使いのデバイスのサポートを確認す
るのに役立ちます。
./tst/webrtc_client_test
• -DCODE_COVERAGE - カバレッジレポートを有効にします
• -DCOMPILER_WARNINGS - すべてのコンパイラの警告を有効にします
• -DADDRESS_SANITIZER-でビルド AddressSanitizer
• -DMEMORY_SANITIZER-でビルド MemorySanitizer
• -DTHREAD_SANITIZER-でビルド ThreadSanitizer
• -DUNDEFINED_BEHAVIOR_SANITIZER-でビルド UndefinedBehaviorSanitizer
• -DALIGNED_MEMORY_MODEL - アライメントされたメモリモデルのみのデバイス用に構築します。
デフォルトは OFF です。
2.

上記のステップで作成した build ディレクトリに移動し、make を実行して WebRTC C SDK とその
提供サンプルを構築します。

make

3.

サンプルアプリケーション kinesis_video_cproducer_video_only_sample は、フォルダ
samples/h264SampleFrames 内の H.264 でエンコードされた動画フレームを Kinesis Video
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Streams に送信します。次のコマンドは、10 秒ループの動画フレームを Kinesis Video Streams に送
信します。
./kinesis_video_cproducer_video_only_sample YourStreamName 10

別のフォルダ (たとえば、MyH264FramesFolder) から H.264 でエンコードされたフレームを送信す
る場合、以下の引数を指定してサンプルを実行できます。
./kinesis_video_cproducer_video_only_sample YourStreamName 10 MyH264FramesFolder

4.

詳細なログを有効にするには、CMakeList.txt の適切な行をコメント解除し、HEAP_DEBUG および
LOG_STREAMING の C-定義を定義します。

テストスイートの進行状況は、IDE のデバッグ出力で監視できます。Amazon CloudWatch コンソールのス
トリームに関連付けられている、などのメトリクスを監視することで、ストリームのトラフィックをモニ
タリングすることもできますPutMedia.IncomingBytes。

Note
テストハーネスでは空のバイトのフレームのみを送信するため、コンソールにはビデオストリー
ムとしてのデータは表示されません。

プロデューサー SDK リファレンス
このセクションには、Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリ (p. 53) に関する制限、エラー
コードやその他の関連情報が含まれています。
トピック
• プロデューサー SDK の制限 (p. 79)
• エラーコードのリファレンス (p. 81)
• Network Abstraction Layer (NAL) 適応フラグを参照 (p. 106)
• プロデューサー SDK の構造 (p. 107)
• Kinesis Video Streams の構造 (p. 108)
• プロデューサー SDK コールバック (p. 120)

プロデューサー SDK の制限
次の表では、プロデューサーライブラリ (p. 53) における現在の制限値を示しています。

Note
これらの値を設定する前に、入力値を検証する必要があります。SDK ではこれらの制限は検証さ
れません。制限を超えた場合はランタイムエラーが表示されます。
値

制限

メモ

最大ストリームカウント

128

プロデューサーオブジェクトが
作成できるストリームの最大数
です。これはソフト制限です (増
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値

制限

メモ
加をリクエストできます)。こ
れによって、プロデューサーが
誤って再帰的にストリームを作
成することを防ぎます。

デバイス名の最大の長さ

128 文字

最大タグカウント

ストリームあたり 50

ストリーム名の最大の長さ

256 文字

最小ストレージサイズ

10 MiB = 10 ｘ 1024 ｘ 1024 バ
イト

最大ストレージサイズ

10 GiB = 10 ｘ 1024 ｘ 1024 ｘ
1024 バイト

最大のルートディレクトリの長
さ

4,096 文字

最大の auth info の長さ

10,000 バイト

最大の URI 文字列の長さ

10,000 文字

タグ名の最大の長さ

128 文字

タグ値の最大の長さ

1,024 文字

最小のセキュリティトークン期
間

30 秒

セキュリティトークン猶予期間

40 分

指定する期間がより長い場合に
は、この値に制限されます。

保持期間

0 または 1 時間以上

0 は保持なしを示します。

最小クラスター期間

1秒

この値は、100 NS ユニットに指
定されます (SDK 標準)。

最大クラスター期間

30 秒

この値は、100 NS ユニットに指
定されます (SDK 標準)。バック
エンド API では、より短いクラ
スター期間が適用される場合が
あります。

ラグメントの最大サイズ

50 MB

詳細については、「Kinesis
Video Streams の制
限 (p. 171)」を参照してくださ
い。

最大フラグメント期間

10 秒

詳細については、「Kinesis
Video Streams の制
限 (p. 171)」を参照してくださ
い。
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値

制限

メモ

最大接続時間

45 分

この時間後にバックエンドは接
続を終了します。SDK はトーク
ンをローテーションして、この
時間内で新しい接続を確立しま
す。

ACK セグメントの最大の長さ

1,024 文字

ACK パーサー関数に送信される
確認セグメントの最大の長さ。

コンテンツタイプ文字列の最大
の長さ

128 文字

コーデック ID 文字列の最大の長
さ

32 文字

トラック名文字列の最大の長さ

32 文字

コーデックプライベートデータ
の最大の長さ

1 MiB = 1 ｘ 1024 ｘ 1024 バイ
ト

タイムコードスケール値の最小
の長さ

100 ns

生成した MKV クラスターのフ
レームタイムスタンプを表す最
小のタイムコードスケール値で
す。この値は、100 NS 増加して
指定されます (SDK 標準)。

タイムコードスケール値の最大
の長さ

1秒

生成した MKV クラスターのフ
レームタイムスタンプを表す最
大のタイムコードスケール値で
す。この値は、100 NS 増加して
指定されます (SDK 標準)。

コンテンツビュー項目の最小数

10

最小のバッファ時間

20 秒

アップデートバージョンの最大
の長さ

128 文字

ARN の最大の長さ

1024 文字

フラグメントシーケンスの最大
の長さ

128 文字

最大保持期間

10 年

この値は、100 NS 増加して指定
されます (SDK 標準)。

エラーコードのリファレンス
このセクションには、プロデューサーライブラリ (p. 53) のエラーおよびステータスコード情報が含ま
れています。
一般的な問題のソリューションについては、「Kinesis Video Streams のトラブルシューティン
グ (p. 177)」を参照してください。
トピック
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• PutFrame コールバックによって返されるエラーとステータスコード-プラットフォーム独立コード
(PIT) (p. 82)
• PutFrame コールバックによって返されるエラーとステータスコード-C プロデューサーライブラ
リ (p. 104)

PutFrame コールバックによって返されるエラーとステータス
コード-プラットフォーム独立コード (PIT)
以下のセクションには、プラットフォームに依存しないコードベース (PIT) 内の PutFrame 操作のコール
バックによって返されるエラーおよびステータス情報が含まれています。
トピック
• クライアントライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 82)
• Duration ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 96)
• Common ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 96)
• Heap ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 97)
• MKVGen ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 98)
• Trace ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 102)
• Utils ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 102)
• View ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 103)

クライアントライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、Kinesis Video Streams Client ライブラリのメソッドによって返されるエラーとステータス
の情報を示しています。
コード

Message

説明

0x52000001

STATUS_MAX_STREAM_COUNTストリームの最大数に 「プロデューサー SDK の制
達しました。
限 (p. 79)」で説明するよ
うに、DeviceInfo で最大
のストリーム数を指定しま
す。

0x52000002

STATUS_MIN_STREAM_COUNT最小ストリーム数エ
ラー。

0x52000003

無効なデバイス名の長 プロデューサー SDK の制
STATUS_INVALID_DEVICE_NAME_LENGTH
さ。
限 (p. 79) で指定される最
大のデバイス名の文字の長さ
を参照します。

0x52000004

STATUS_INVALID_DEVICE_INFO_VERSION
無効な DeviceInfo
構造バージョン。

0x52000005

STATUS_MAX_TAG_COUNT

0x52000006

STATUS_DEVICE_FINGERPRINT_LENGTH
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

DeviceInfo で、ストリー
ムの最大数を 0 以上で指定
します。

構造体の正しいバージョンを
指定します。

タグの最大数に達しま プロデューサー SDK の制
した。
限 (p. 79) に指定される最
大タグ数を参照します。
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コード

Message

説明

0x52000007

STATUS_INVALID_CALLBACKS_VERSION
無効な Callbacks 構 構造体の正しいバージョンを
指定します。
造バージョン。

0x52000008

STATUS_INVALID_STREAM_INFO_VERSION
無効な StreamInfo
構造バージョン。

0x52000009

無効なストリーム名の プロデューサー SDK の制
STATUS_INVALID_STREAM_NAME_LENGTH
長さ。
限 (p. 79) で指定される最
大のストリーム名の文字の長
さを参照します。

0x5200000a

無効なストレージサイ バイト単位のストレージサイ
STATUS_INVALID_STORAGE_SIZE
ズが指定されました。 ズは、プロデューサー SDK
の制限 (p. 79) で指定され
る制限内である必要がありま
す。

0x5200000b

ルートディレクトリの プロデューサー SDK の制
STATUS_INVALID_ROOT_DIRECTORY_LENGTH
文字列の長さが無効で 限 (p. 79) で指定される最
す。
大のルートディレクトリのパ
スの長さを参照します。

0x5200000c

無効なスピル比率。
STATUS_INVALID_SPILL_RATIO

スピル比率を 0 ～ 100 まで
のパーセント表示で示しま
す。

0x5200000d

STATUS_INVALID_STORAGE_INFO_VERSION
無効な StorageInfo
構造バージョン。

構造体の正しいバージョンを
指定します。

0x5200000e

ストリームが現在のオ 通常の場合、このエラー
STATUS_INVALID_STREAM_STATE
ペレーションを許可し は SDK がリクエストされ
ない状態にあります。 たオペレーションの実行に
必要な状態に達していな
い場合に生じます。たとえ
ば、GetStreamingEndpoint
API 呼び出しが失敗し、クラ
イアントアプリケーションが
これを無視してストリームに
フレームを送り続ける場合な
どに発生します。

0x5200000f

STATUS_SERVICE_CALL_CALLBACKS_MISSING
Callbacks 構造に一
部の必須関数でエント
リポイントの関数が欠
落しています。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

構造体の正しいバージョンを
指定します。

必須のコールバックがクライ
アントアプリケーションに実
装されていることを確認し
ます。このエラーは PIC (プ
ラットフォーム独立コード)
クライアントでのみ発生しま
す。C++ や他のより高レベ
ルのラッパーはこの呼び出し
に対応します。
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コード

Message

説明

0x52000010

権限がありません。
セキュリティトークン、証明
STATUS_SERVICE_CALL_NOT_AUTHORIZED_ERROR
書、セキュリティトークン統
合、期限を確認します。トー
クンに正しい権限が関連付け
られていることを確認しま
す。Kinesis Video Streams
のサンプルアプリケーショ
ンでは、環境変数が正しく設
定されていることを確認しま
す。

0x52000011

STATUS_DESCRIBE_STREAM_CALL_FAILED
DescribeStream
API エラー。

0x52000012

無効な
STATUS_INVALID_DESCRIBE_STREAM_RESPONSE
DescribeStreamResultEvent
DescribeStreamResponse
に渡された構造体が null あ
構造体。
るいは、無効な Amazon リ
ソースネーム (ARN) のよう
な無効な項目を含んでいま
す。

0x52000013

ストリームが削除され ストリームが削除されてい
STATUS_STREAM_IS_BEING_DELETED_ERROR
ています。
るため、API エラーが生じま
す。ストリームを使用中に、
他のプロセスがこのストリー
ムの削除を試行していないこ
とを確認します。

0x52000014

サービス呼び出しに無 サービス呼び出しの引数が無
STATUS_SERVICE_CALL_INVALID_ARG_ERROR
効な引数が指定されて 効である、あるいは SDK が
います。
解釈できないエラーが発生し
た場合に、バックエンドはこ
のエラーを返します。

0x52000015

デバイスが見つかりま デバイスが使用中に削除され
STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_NOT_FOUND_ERROR
せんでした。
ていないことを確認します。

0x52000016

デバイスがプロビジョ デバイスがプロビジョニン
STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_NOT_PROVISIONED_ERROR
ニングされていませ
グされていることを確認しま
ん。
す。

0x52000017

このサービスから汎用 サービスがリソース (スト
STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_NOT_FOUND_ERROR
的なリソースが返され リームなど) を検出できない
ていません。
場合にこのエラーが発生しま
す。これには、さまざまな場
面での多様な意味を持つ場合
がありますが、ストリームが
作成される以前の API の使
用状況が原因であることがよ
くあります。SDK を使用す
ると、まずストリームを作成
することを確保できます。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

DescribeStream API 再試
行エラーのあとにこのエラー
が返されます。PIC クライア
ントは、再試行の失敗後にこ
のエラーを返します。
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コード

Message

説明

0x52000018

STATUS_INVALID_AUTH_LEN無効な auth info の長
さ。

0x52000019

エラー文字列でこのオペレー
STATUS_CREATE_STREAM_CALL_FAILED
CreateStream API
呼び出しに失敗しまし ションが失敗した理由につい
ての詳細情報を参照します。
た。

0x5200002a

STATUS_GET_STREAMING_TOKEN_CALL_FAILED
GetStreamingToken エラー文字列でこのオペレー
の呼び出しに失敗しま ションが失敗した理由につい
ての詳細情報を参照します。
した。

0x5200002b

エラー文字列でこのオペレー
STATUS_GET_STREAMING_ENDPOINT_CALL_FAILED
GetStreamingEndpoint
API 呼び出しに失敗し ションが失敗した理由につい
ての詳細情報を参照します。
ました。

0x5200002c

プロデューサー SDK の制
STATUS_INVALID_URI_LEN GetStreamingEndpoint
API から無効な長さの 限 (p. 79) で指定されてい
URI 文字列が返されま る現在の最大値を参照しま
す。
す。

0x5200002d

STATUS_PUT_STREAM_CALL_FAILED
PutMedia API 呼び出 エラー文字列でこのオペレー
ションが失敗した理由につい
しに失敗しました。
ての詳細情報を参照します。

0x5200002e

コンテンツストアがメ コンテンツストアはストリー
STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY
モリ不足です。
ム間で共有され、全ストリー
ム + ~20% (最適化を考慮し
て) 分の最大時間を保存する
ために十分な容量を必要と
します。ストレージをオー
バーフローしないことは重要
です。ストリームごとにスト
レージサイズとレイテンシー
許容値を累積した最大時間の
値を選択します。コンテンツ
の表示ウィンドウから落ちた
フレームは、そのままにして
おくよりドロップすることが
推奨されます (コンテンツの
保存メモリプレッシャー)。
これは、フレームをドロッ
プするとストリームプレッ
シャー通知コールバックが開
始されるためです。これでア
プリケーションがビットレー
トを低める、フレームをド
ロップするなどの適切な行為
を行うためにアップストリー
ムメディアコンポーネント
(エンコーダーなど) を調整で
きます。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)
プロデューサー SDK の制
限 (p. 79) で指定されてい
る現在の値を参照します。
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コード

Message

説明

0x5200002f

ストリームには現在利 これは、ネットワーキングス
STATUS_NO_MORE_DATA_AVAILABLE
用可能なデータがこれ レッドによってサービスに送
以上ありません。
信されるフレームの消費より
メディアパイプラインが作成
する量が遅い場合の潜在的な
有効結果です。より高レベル
のクライアント (C++、Java
や Android など) では、内部
処理されるためこの警告は表
示されません。

0x52000030

STATUS_INVALID_TAG_VERSION
無効な Tag 構造バー
ジョン。

0x52000031

ネットワーキングス
詳細情報については、ログを
STATUS_SERVICE_CALL_UNKNOWN_ERROR
タックから不明な、あ 参照します。
るいは汎用的なエラー
が返されます。

0x52000032

使用中のリソース。
サービスから返されま
STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_IN_USE_ERROR
す。詳細については、
「Kinesis Video Streams API
Reference」を参照してくだ
さい。

0x52000033

クライアント制限。
STATUS_SERVICE_CALL_CLIENT_LIMIT_ERROR

サービスから返されま
す。詳細については、
「Kinesis Video Streams API
Reference」を参照してくだ
さい。

0x52000034

デバイス制限。
STATUS_SERVICE_CALL_DEVICE_LIMIT_ERROR

サービスから返されま
す。詳細については、
「Kinesis Video Streams API
Reference」を参照してくだ
さい。

0x52000035

ストリーム制限。
STATUS_SERVICE_CALL_STREAM_LIMIT_ERROR

サービスから返されま
す。詳細については、
「Kinesis Video Streams API
Reference」を参照してくだ
さい。

0x52000036

リソースが削除され
サービスから返されま
STATUS_SERVICE_CALL_RESOURCE_DELETED_ERROR
た、あるいは削除中で す。詳細については、
す。
「Kinesis Video Streams API
Reference」を参照してくだ
さい。

0x52000037

サービス呼び出しがタ 特定のサービス API の呼び
STATUS_SERVICE_CALL_TIMEOUT_ERROR
イムアウトしました。 出しがタイムアウトの結果と
なりました。ネットワーク接
続が有効であることを確認し
ます。PIC はオペレーション
を自動的に再試行します。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

構造体の正しいバージョンを
指定します。
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コード

Message

説明

0x52000038

ストリームの準備完了 非同期ストリームが作成され
STATUS_STREAM_READY_CALLBACK_FAILED
通知。
たことを示す通知が PIC か
らクライアントに送信されま
す。

0x52000039

無効なタグが指定され タグ数がゼロではない、ある
STATUS_DEVICE_TAGS_COUNT_NON_ZERO_TAGS_NULL
ています。
いはタグが空です。タグが指
定されているか、あるいはタ
グ数がゼロであることを確認
します。

0x5200003a

無効な
構造体の正しいバージョンを
STATUS_INVALID_STREAM_DESCRIPTION_VERSION
StreamDescription 指定します。
構造バージョン。

0x5200003b

無効なタグ名の長さ。 プロデューサー SDK の制
STATUS_INVALID_TAG_NAME_LEN
限 (p. 79) で指定されるタ
グ名の制限を参照します。

0x5200003c

無効なタグ値の長さ。 プロデューサー SDK の制
STATUS_INVALID_TAG_VALUE_LEN
限 (p. 79) で指定されるタ
グ値の制限を参照します。

0x5200003d

STATUS_TAG_STREAM_CALL_FAILED
TagResourceAPI は
失敗しました。

0x5200003e

無効なカスタムデータ 無効なカスタムデータが PIC
STATUS_INVALID_CUSTOM_DATA
による PIC API 呼び
API の呼び出しに指定されて
出し。
います。これは、PIC を直接
使用するクライアントでのみ
発生します。

0x5200003f

無効な
この構造体あるいはそのメ
STATUS_INVALID_CREATE_STREAM_RESPONSE
ンバーフィールドが無効で
CreateStreamResponse
す (ARN が Null あるいは
構造体。
プロデューサー SDK の制
限 (p. 79) で指定される名
前より長い場合)。

0x52000040

クライアント認証の失 複数回の再試行後、PIC
STATUS_CLIENT_AUTH_CALL_FAILED
敗。
は適切な認証情報
(AccessKeyId あるいは
SecretAccessKey) の取得
に失敗しました。認証の統合
を確認します。サンプルアプ
リケーションは環境変数を使
用して、認証情報を C++ プ
ロデューサーライブラリに渡
します。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

TagResource API 呼び出し
に失敗しました。ネットワー
ク接続の有効性を確認しま
す。この失敗の詳細につい
ては、ログを参照してくださ
い。
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コード

Message

説明

0x52000041

セキュリティトークン この状態は、PIC を直接使用
STATUS_GET_CLIENT_TOKEN_CALL_FAILED
を取得する呼び出しに するクライアントでのみ発生
失敗しました。
します。複数回の試行後、呼
び出しはこのエラーで失敗し
ます。

0x52000042

プロビジョニングエ
STATUS_CLIENT_PROVISION_CALL_FAILED
ラー。

0x52000043

プロデューサークライ 複数回の再試行後クライアン
STATUS_CREATE_CLIENT_CALL_FAILED
アントの作成に失敗し トの作成に失敗すると、PIC
ました。
は一般的なエラーを返しま
す。

0x52000044

READY 状態のプロ
STATUS_CLIENT_READY_CALLBACK_FAILED
デューサークライアン
トの取得に失敗しまし
た。

PIC が READY 状態に移行す
ることに失敗すると、PIC ス
テートマシンによって返され
ます。このルート原因の詳細
については、ログを参照して
ください。

0x52000045

プロデューサー
STATUS_TAG_CLIENT_CALL_FAILED
クライアントの
TagResource に失敗
しました。

プロデューサークライアン
トの TagResource API 呼
び出しに失敗しました。こ
のルート原因の詳細につい
ては、ログを参照してくださ
い。

0x52000046

デバイスあるいはプロ より高レベルの SDK (C++
STATUS_INVALID_CREATE_DEVICE_RESPONSE
デューサーの作成に失 または Java など) はまだ、
敗しました。
デバイスあるいはプロデュー
サー作成 API を実装してい
ません。PIC を直接使用する
クライアントは、結果通知を
使用して失敗を示すことがで
きます。

0x52000047

受信した ACK のタイ このエラーは、受信した
STATUS_ACK_TIMESTAMP_NOT_IN_VIEW_WINDOW
ムスタンプがビューに ACK に対応するフレームが
表示されません。
コンテンツビューウィンド
ウから落ちる場合に発生しま
す。一般的に、これは ACK
配信が遅い場合に発生しま
す。これは渓谷として解釈さ
れ、ダウンリンクが低速であ
ることを示します。

0x52000048

STATUS_INVALID_FRAGMENT_ACK_VERSION
無効な FragmentAck
構造バージョン。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

プロビジョニングが実装され
ていません。

FragmentAck 構造の正しい
バージョンを指定します。

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
エラーコードのリファレンス

コード

Message

説明

0x52000049

無効なセキュリティ
STATUS_INVALID_TOKEN_EXPIRATION
トークン期限。

セキュリティトークンの期限
は、現在のタイムスタンプよ
りも大きく、猶予期間のある
絶対的なこれから先のタイム
スタンプである必要がありま
す。猶予期間の制限について
は、「プロデューサー SDK
の制限 (p. 79)」を参照し
てください。

0x5200004a

STATUS_END_OF_STREAM

ストリームの終了
(EOS) インジケータ
です。

GetStreamDataAPI 呼び出
しで、現在のアップロード処
理セッションは終了したこと
を示します。これは、セッ
ションが終了あるいはエラー
が発生した、あるいはセッ
ショントークンが期限切れと
なり、セッションが更新され
ている場合に発生します。

0x5200004b

ストリーム名が重複し 複数のストリームが同じスト
STATUS_DUPLICATE_STREAM_NAME
ています。
リーム名を持つことはできま
せん。ストリームに一意の名
前を選択します。

0x5200004c

無効な保持期間。
STATUS_INVALID_RETENTION_PERIOD

StreamInfo 構造に無効
な保持期間が指定されてい
ます。保持期間の有効な
値範囲についての詳細は、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してく
ださい。

0x5200004d

STATUS_INVALID_ACK_KEY_START
無効 FragmentAck.

フラグメント ACK 文字列を
解析できませんでした。無効
なキー開始インジケータで
す。フラグメント ACK 文字
列が壊れている可能性があり
ます。これは自己修正できる
ため、このエラーは警告とし
て捉えることができます。

0x5200004e

STATUS_INVALID_ACK_DUPLICATE_KEY_NAME
無効 FragmentAck.

フラグメント ACK 文字列を
解析できませんでした。複数
のキーが同じ名前を持ってい
ます。フラグメント ACK 文
字列が壊れている可能性があ
ります。これは自己修正でき
るため、このエラーは警告と
して捉えることができます。
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コード

Message

説明

0x5200004f

STATUS_INVALID_ACK_INVALID_VALUE_START
無効 FragmentAck.

無効なキー値の開始インジ
ケータにより、フラグメント
ACK 文字列を解析できませ
ん。フラグメント ACK 文字
列が壊れている可能性があり
ます。これは自己修正できる
ため、このエラーは警告とし
て捉えることができます。

0x52000050

STATUS_INVALID_ACK_INVALID_VALUE_END
無効 FragmentAck.

無効なキー値の終了インジ
ケータにより、フラグメント
ACK 文字列を解析できませ
ん。フラグメント ACK 文字
列が壊れている可能性があり
ます。これは自己修正できる
ため、このエラーは警告とし
て捉えることができます。

0x52000051

STATUS_INVALID_PARSED_ACK_TYPE
無効 FragmentAck.

無効な ACK 文字列が指定さ
れたいるため、ACK フラグ
メントを解析できません。

0x52000052

ストリームが停止され ストリームが停止されました
STATUS_STREAM_HAS_BEEN_STOPPED
ました。
が、フレームは引き続きスト
リームに処理されています。

0x52000053

無効な
STATUS_INVALID_STREAM_METRICS_VERSION
StreamMetrics 構
造バージョン。

StreamMetrics 構造の正
しいバージョンを指定しま
す。

0x52000054

無効な
STATUS_INVALID_CLIENT_METRICS_VERSION
ClientMetrics 構
造バージョン。

ClientMetrics 構造の正
しいバージョンを指定しま
す。

0x52000055

プロデューサーの初期 プロデューサークライアント
STATUS_INVALID_CLIENT_READY_STATE
化が READY 状態に到 の初期化中に、READY 状態
達できませんでした。 に到達できませんでした。詳
細については、ログを参照し
てください。

0x52000056

内部ステートマシンエ 公に表示されるエラーではあ
STATUS_STATE_MACHINE_STATE_NOT_FOUND
ラー。
りません。

0x52000057

STATUS_INVALID_FRAGMENT_ACK_TYPE
FragmentAck 構造で
無効な ACK タイプが
指定されています。

0x52000058

内部ステートマシント 公に表示されるエラーではあ
STATUS_INVALID_STREAM_READY_STATE
ランジションエラー。 りません。

0x52000059

プロデューサーの解
STATUS_CLIENT_FREED_BEFORE_STREAM
放後、ストリームオブ
ジェクトが解放されま
す。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

FragmentAck 構造にはパブ
リックヘッダーで定義される
ACK タイプが含まれている
ことが必要です。

プロデューサーオブジェクト
が解放されると、ストリーム
の解放が試行されます。これ
は、PIC を直接使用するクラ
イアントでのみ発生します。

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
エラーコードのリファレンス

コード

Message

説明

0x5200005a

内部ストレージエ
内部エラーとは、コンテンツ
STATUS_ALLOCATION_SIZE_SMALLER_THAN_REQUESTED
ラー。
ストアの現在の割り当てサイ
ズがフレームおよびフラグメ
ントのパッケージのサイズよ
りも小さいことを示します。

0x5200005b

内部ストレージエ
コンテンツビューの割り当て
STATUS_VIEW_ITEM_SIZE_GREATER_THAN_ALLOCATION
ラー。
られる保存サイズがコンテン
ツストアの割り当てサイズよ
り大きくなっています。

0x5200005c

ストリーム読み込みエ ストリームの読み込みあるい
STATUS_ACK_ERR_STREAM_READ_ERROR
ラー ACK。
は解析エラーを示すバックエ
ンドから ACK が返すエラー
です。これは一般的に、バッ
クエンドがストリームの取得
に失敗したときに発生しま
す。通常の場合、自動再ス
トリーミングによってこのエ
ラーを修正できます。

0x5200005d

フラグメントの最大サ フラグメントの最大サイ
STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_SIZE_REACHED
イズに達しました。
ズ (バイト単位) は、「プ
ロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」で定義されて
います。このエラーは、非常
に大きなフレームがあるか、
または管理可能なサイズのフ
ラグメントを作成するキーフ
レームが存在しないことを示
します。エンコーダー設定を
確認し、キーフレームが適切
に生成されているように確保
します。非常に密度の高いス
トリームには、最大限のサイ
ズを管理するためにフラグメ
ントを短い時間で生成するよ
うにエンコーダーを設定しま
す。

0x5200005e

フラグメントの最大時 フラグメントの最大時間は、
STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_DURATION_REACHED
間に達しました。
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」で定義されて
います。このエラーは、1 秒
間のフレームが非常に低い場
合、または管理可能な時間の
フラグメントを作成するキー
フレームが存在しないことを
示します。エンコーダー設定
を確認し、キーフレームが一
定の間隔で適切に生成されて
いることを確保します。
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コード

Message

説明

0x5200005f

接続の最大時間に達し Kinesis Video Streams は
STATUS_ACK_ERR_CONNECTION_DURATION_REACHED
ました。
プロデューサー SDK の制
限 (p. 79) で指定されてい
る最大の接続時間を適用しま
す。プロデューサー SDK は
最大時間に到達する前に自動
的にストリームあるいはトー
クンを更新するため、SDK
を使用するクライアントがこ
のエラーを受信する必要はあ
りません。

0x52000060

タイムコードが一定間 プロデューサー SDK はタ
STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_TIMECODE_NOT_MONOTONIC
隔で増加しません。
イムスタンプを適用するた
め、SDK を使用するクライ
アントがこのエラーを受信す
る必要はありません。

0x52000061

MKV に複数のトラッ
STATUS_ACK_ERR_MULTI_TRACK_MKV
クがあります。

プロデューサー SDK は単一
のトラックストリームを適用
するため、SDK を使用する
クライアントがこのエラーを
受信する必要はありません。

0x52000062

無効な MKV データ。
STATUS_ACK_ERR_INVALID_MKV_DATA

バックエンド MKV パーサー
にストリームの解析エラーが
発生しました。SDK を使用
するクライアントでは、スト
リームが移行中に破損した場
合、あるいはバッファのプ
レッシャーによって SDK が
部分的に送信されたフレー
ムの末尾を強制的にドロッ
プした場合などにこのエラー
が発生することがあります。
後者の場合、FPS または解
像度を減らす、圧縮率を上げ
る、または (「バースト」性
のネットワークの場合) 一時
的なプレッシャーに対応でき
るようにより大きなコンテン
ツストアとバッファ時間を許
可することが推奨されます。
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コード

Message

説明

0x52000063

無効なプロデューサー プロデューサークロックに今
STATUS_ACK_ERR_INVALID_PRODUCER_TIMESTAMP
タイムスタンプ。
後大きなドリフトがある場合
に、サービスは ACK にこの
エラーを返します。より高レ
ベルの SDK (Java や C++ な
ど) は、システムクロックの
一部のバージョンを使用して
PIC の現在の時間コールバッ
クに対応します。システムク
ロックが正しく設定されてい
ることを確認します。PIC を
直接使用するクライアント
は、コールバック機能が正し
いタイムスタンプを返すこと
を確認します。

0x52000064

非アクティブなスト
STATUS_ACK_ERR_STREAM_NOT_ACTIVE
リーム。

0x52000065

AWS KMS アクセス拒 アカウントに指定されたキー
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_ACCESS_DENIED
否エラー。
へのアクセスがない場合に返
されるエラーです。

0x52000066

AWS KMS キーが無効 指定されたキーが無効になり
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_DISABLED
化されました。
ました。

0x52000067

AWS KMS キー検証エ 一般的な検証エラー。詳
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_VALIDATION_ERROR
ラー。
細については、AWS Key
Management Service API リ
ファレンスを参照してくださ
い。

0x52000068

AWS KMS キー使用不 このキーは使用不可です。
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_UNAVAILABLE
可。
詳細については、AWS Key
Management Service API リ
ファレンスを参照してくださ
い。

0x52000069

AWS KMS キーの無効 AWS KMS キーはこのコン
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_INVALID_USAGE
な使用。
テキストで使用されるよう
に設定されていません。詳
細については、AWS Key
Management Service API リ
ファレンスを参照してくださ
い。
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[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

ストリームが「アクティブ」
状態にないときに、バックエ
ンド API への呼び出しが実
行されました。これは、クラ
イアントがストリームを作成
した直後にフレームを中に
プッシュした場合に発生しま
す。SDK はステートマシン
およびリカバリーメカニズム
を通してこのシナリオを処理
します。
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エラーコードのリファレンス

コード

Message

説明

0x5200006a

AWS KMS の無効な状 詳細については、AWS Key
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_INVALID_STATE
態。
Management Service API リ
ファレンスを参照してくださ
い。

0x5200006b

AWS KMS キーが見つ このキーが見つかりません。
STATUS_ACK_ERR_KMS_KEY_NOT_FOUND
かりませんでした。
詳細については、AWS Key
Management Service API リ
ファレンスを参照してくださ
い。

0x5200006c

ストリームが削除さ
ストリームが別のアプリ
STATUS_ACK_ERR_STREAM_DELETED
れた、または削除中で ケーションまたは AWS
す。
Management Console で削
除されています。

0x5200006d

Internal error.
STATUS_ACK_ERR_ACK_INTERNAL_ERROR

0x5200006e

フラグメントのアーカ サービスが永続的に存続し、
STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_ARCHIVAL_ERROR
イブエラー。
フラグメントをインデックス
できないときにこのエラー
が返されます。稀に生じるエ
ラーですが、これはさまざま
な理由により発生します。デ
フォルトでは、SDK はフラ
グメントの送信を再試行しま
す。

0x5200006f

未知のエラー。
STATUS_ACK_ERR_UNKNOWN_ACK_ERROR

サービスによって不明なエ
ラーが返されました。

0x52000070

ACK 情報の欠落。
STATUS_MISSING_ERR_ACK_ID

ACK パーサーは解析を完了
しましたが、FragmentAck
情報が欠落しています。

0x52000071

無効な ACK セグメン
STATUS_INVALID_ACK_SEGMENT_LEN
トの長さ。

無効な長さの ACK セグメン
ト文字列が ACK パーサーで
指定されています。詳細につ
いては、「プロデューサー
SDK の制限 (p. 79)」を参
照してください。

0x52000074

フラグメントには最大 Kinesis のビデオストリーム
STATUS_MAX_FRAGMENT_METADATA_COUNT
数のメタデータ項目が には、非永続的項目をフラグ
追加されています。
メントに追加、または永続的
項目をメタデータキューに追
加することにより、メタデー
タ項目を 10 個までフラグメ
ントに追加できます。詳細に
ついては、「Kinesis Video
Streams でのストリーミング
メタデータの使用 (p. 14)」
を参照してください。
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されるアクション)

一般的サービス内部エラー。
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コード

Message

説明

0x52000075

制限 (メタデータの最 プロデューサー SDK では、
STATUS_ACK_ERR_FRAGMENT_METADATA_LIMIT_REACHED
大個数、メタデータの メタデータ項目の個数とサ
名前の長さ、またはメ イズが制限されます。プロ
タデータの値の長さ)
デューサー SDK コード内の
に達しました。
制限が変更されない限り、
このエラーは発生しません。
詳細については、「Kinesis
Video Streams でのスト
リーミングメタデータの使
用 (p. 14)」を参照してくだ
さい。

0x52000076

実装されていません。
STATUS_BLOCKING_PUT_INTERRUPTED_STREAM_TERMINATED

0x52000077

メタデータの名前が不 メタデータの名前を
STATUS_INVALID_METADATA_NAME
正です。
「AWS」で始めることはで
きません。このエラーが発
生した場合は、メタデータ
項目はフラグメントまたは
メタデータキューに追加さ
れません。詳細については、
「Kinesis Video Streams で
のストリーミングメタデータ
の使用 (p. 14)」を参照して
ください。

0x52000078

フラグメントフレーム フラグメントの終わりは、
STATUS_END_OF_FRAGMENT_FRAME_INVALID_STATE
の末尾が無効な状態で non-key-frameフラグメント
す。
化されたストリームで送信し
ないでください。

0x52000079

トラック情報がありま トラック番号は 0 より大き
STATUS_TRACK_INFO_MISSING
せん。
く、トラック ID と一致して
いる必要があります。

0x5200007a

最大トラック数を超え ストリームごとに最大 3 つ
STATUS_MAX_TRACK_COUNT_EXCEEDED
ています。
のトラックを指定できます。

0x5200007b

オフラインストリーミ オフラインストリーミング
STATUS_OFFLINE_MODE_WITH_ZERO_RETENTION
ングモードの保持期間 モードの保持期間を 0 に設
を 0 に設定します。
定しないでください。

0x5200007c

エラー ACK のトラッ
STATUS_ACK_ERR_TRACK_NUMBER_MISMATCH
ク番号が一致していま
せん。

0x5200007d

トラックのフレームが
STATUS_ACK_ERR_FRAMES_MISSING_FOR_TRACK
ありません。

0x5200007e

許可される最大のト
STATUS_ACK_ERR_MORE_THAN_ALLOWED_TRACKS_FOUND
ラック数を超えまし
た。

0x5200007f

アップロード処理は中
STATUS_UPLOAD_HANDLE_ABORTED
止されます。

95

[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
エラーコードのリファレンス

コード

Message

説明

[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

0x52000080

証明書のパスの長さが
STATUS_INVALID_CERT_PATH_LENGTH
無効です。

0x52000081

重複するトラック ID
STATUS_DUPLICATE_TRACK_ID_FOUND
が見つかりました。

Duration ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、Duration ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。
コード

Message

0xFFFFFFFFFFFFFFFF

INVALID_DURATION_VALUE

Common ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、Common ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。

Note
このエラーと状態の情報コードは多くの API で共通です。
コード

Message

説明

0x00000001

STATUS_NULL_ARG

NULL が必須の引数として渡され
ました。

0x00000002

STATUS_INVALID_ARG

引数に無効な値が指定されてい
ます。

0x00000003

STATUS_INVALID_ARG_LEN

無効な長さの引数が指定されて
います。

0x00000004

STATUS_NOT_ENOUGH_MEMORY

十分なメモリを割り当てること
ができませんでした。

0x00000005

STATUS_BUFFER_TOO_SMALL

指定されたバッファサイズが小
さすぎます。

0x00000006

STATUS_UNEXPECTED_EOF

予期しないエンドオブファイル
に達しました。

0x00000007

STATUS_FORMAT_ERROR

無効なフォーマットが発生しま
した。

0x00000008

STATUS_INVALID_HANDLE_ERROR無効な処理値です。

0x00000009

STATUS_OPEN_FILE_FAILED

ファイルを開くことができませ
んでした。

0x0000000a

STATUS_READ_FILE_FAILED

ファイルの読み込みに失敗しま
した。
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コード

Message

説明

0x0000000b

STATUS_WRITE_TO_FILE_FAILEDファイルの書き込みに失敗しま
した。

0x0000000c

STATUS_INTERNAL_ERROR

通常には発生しない内部エラー
が生じ、SDK あるいはサービス
API のバグである可能性がありま
す。

0x0000000d

STATUS_INVALID_OPERATION

無効なオペレーションが発生し
た、またはこのオペレーション
は許可されていません。

0x0000000e

STATUS_NOT_IMPLEMENTED

この機能は実装されていませ
ん。

0x0000000f

STATUS_OPERATION_TIMED_OUT オペレーションがタイムアウト
しました。

0x00000010

STATUS_NOT_FOUND

必要なリソースが見つかりませ
んでした。

Heap ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、Heap ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。
コード

Message

説明

0x01000001

STATUS_HEAP_FLAGS_ERROR

無効なフラグの組み合わせが指
定されています。

0x01000002

STATUS_HEAP_NOT_INITIALIZEDヒープが初期化される前にオペ
レーションが試行されました。

0x01000003

STATUS_HEAP_CORRUPTED

0x01000004

VRAM (ビデオ RAM) ユーザー
STATUS_HEAP_VRAM_LIB_MISSING
あるいは Kernel モードライブラ
リがロードされない、または見
つかりません。基盤のプラット
フォームが VRAM の割り当てを
サポートしていることを確認し
ます。

0x01000005

STATUS_HEAP_VRAM_LIB_REOPENVRAM ライブラリを開くことが
できませんでした。

0x01000006

INIT 関数エクスポートのロード
STATUS_HEAP_VRAM_INIT_FUNC_SYMBOL
に失敗しました。

0x01000007

STATUS_HEAP_VRAM_ALLOC_FUNC_SYMBOL
ALLOC 関数エクスポートのロー
ドに失敗しました。
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ヒープが破損している、または
ガードバンド (デバッグモード)
が上書きされました。クライ
アントコードのバッファのオー
バーフローはヒープの破損を引
き起こす場合があります。
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コード

Message

説明

0x01000008

STATUS_HEAP_VRAM_FREE_FUNC_SYMBOL
FREE 関数エクスポートのロード
に失敗しました。

0x01000009

STATUS_HEAP_VRAM_LOCK_FUNC_SYMBOL
LOCK 関数エクスポートのロード
に失敗しました。

0x0100000a

STATUS_HEAP_VRAM_UNLOCK_FUNC_SYMBOL
UNLOCK 関数エクスポートのロー
ドに失敗しました。

0x0100000b

STATUS_HEAP_VRAM_UNINIT_FUNC_SYMBOL
UNINIT 関数エクスポートのロー
ドに失敗しました。

0x0100000c

STATUS_HEAP_VRAM_GETMAX_FUNC_SYMBOL
GETMAX 関数エクスポートのロー
ドに失敗しました。

0x0100000d

STATUS_HEAP_DIRECT_MEM_INITハイブリッドヒープで主要な
ヒーププールの初期化に失敗し
ました。

0x0100000e

VRAM の動的初期化に失敗しま
STATUS_HEAP_VRAM_INIT_FAILED
した。

0x0100000f

VRAM ライブラリの割り当て解
STATUS_HEAP_LIBRARY_FREE_FAILED
除と解放に失敗しました。

0x01000010

VRAM の割り当てに失敗しまし
STATUS_HEAP_VRAM_ALLOC_FAILED
た。

0x01000011

VRAM の解放に失敗しました。
STATUS_HEAP_VRAM_FREE_FAILED

0x01000012

STATUS_HEAP_VRAM_MAP_FAILEDVRAM マッピングに失敗しまし
た。

0x01000013

VRAM マッピング解除に失敗し
STATUS_HEAP_VRAM_UNMAP_FAILED
ました。

0x01000014

VRAM の初期化解除に失敗しま
STATUS_HEAP_VRAM_UNINIT_FAILED
した。

MKVGen ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、MKVGen ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。
コード

Message

説明と推奨されるアクション

0x32000001

STATUS_MKV_INVALID_FRAME_DATA
Frame データ構造の無効な
メンバー。時間、サイズ、フ
レームデータが有効であり、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」で指定される制限
内にあることを確認します。

0x32000002

無効なフレームタイムスタン
STATUS_MKV_INVALID_FRAME_TIMESTAMP
プ。計算された PTS (プレゼン
テーションタイムスタンプ) お
よび DTS (デコードタイムスタ
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コード

Message

説明と推奨されるアクション
ンプ) がフラグメントの開始フ
レームのタイムスタンプ以上で
す。これは、潜在的なメディア
パイプラインあるいはエンコー
ダーの安定性の問題を指摘して
います。トラブルシューティン
グ情報については、「エラー:
「Kinesis Video クライアントに
フレームを送信できませんでし
た」 (p. 183)」を参照してくだ
さい。

0x32000003

無効なフラグメント時間が指
STATUS_MKV_INVALID_CLUSTER_DURATION
定されています。詳細について
は、「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

0x32000004

無効なコンテンツタイプ文字
STATUS_MKV_INVALID_CONTENT_TYPE_LENGTH
列の長さ。詳細については、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

0x32000005

STATUS_MKV_NUMBER_TOO_BIG EBML (拡張可能なバイナリメタ
言語) 形式で表記するには大きす
ぎる数字をエンコードしようと
しています。これは、SDK クラ
イアントには公開されません。

0x32000006

無効なコーデック ID 文字列
STATUS_MKV_INVALID_CODEC_ID_LENGTH
の長さ。詳細については、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

0x32000007

無効なトラック名文字列
STATUS_MKV_INVALID_TRACK_NAME_LENGTH
の長さ。詳細については、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

0x32000008

無効なコーデックプライベー
STATUS_MKV_INVALID_CODEC_PRIVATE_LENGTH
トデータの長さ。詳細について
は、「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

0x32000009

CPD サイズが 0 より大きいのに
STATUS_MKV_CODEC_PRIVATE_NULL
対して、コーデックプライベー
トデータ (CPD) が NULL です。

0x3200000a

無効なタイムコードスケー
STATUS_MKV_INVALID_TIMECODE_SCALE
ル値です。詳細については、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。
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コード

Message

0x3200000b

フレームタイムコードは最大値
STATUS_MKV_MAX_FRAME_TIMECODE
よりも大きい値である必要が
あります。詳細については、
「プロデューサー SDK の制
限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

0x3200000c

最大フレームタイムコードに到
STATUS_MKV_LARGE_FRAME_TIMECODE
達しています。MKV 形式は、
フレームの相対的なタイムコー
ドとしてクラスターの先頭に
16 ビット符号を使用します。
このエラーは、フレームのタイ
ムコードが表示されない場合に
生じます。このエラーは、不正
なタイムコードスケールが選択
されている、またはクラスター
時間が長すぎるため、表現する
フレームのタイムコードが 16
ビット符号スペースをオーバー
フローすることを示唆していま
す。

0x3200000d

無効な Annex-B 開始コードが発
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA
生しました。たとえば、AnnexB 順応フラグが指定され、コー
ドに 3 つ以上のゼロがある無
効な開始シーケンスが発生した
場合などです。有効な AnnexB 形式には、バイトストリー
ムの 3 つ以上のゼロのシーケ
ンスを回避するために、「エ
ミュレーション防御」があり
ます。詳細については、MPEG
の仕様を参照してくださ
い。Android でのこのエラーの詳
細については、「Android での
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_F
エラー (p. 185)」を参照してく
ださい。

0x3200000e

順応 AVCC フラグが指定されて
STATUS_MKV_INVALID_AVCC_NALU_IN_FRAME_DATA
いる場合の無効な AVCC NALu
パッケージ。バイトストリーム
が有効な AVCC 形式であるこ
とを確認します。詳細について
は、MPEG の仕様を参照してく
ださい。

0x3200000f

順応 AVCC および Annex-B NAL
STATUS_MKV_BOTH_ANNEXB_AND_AVCC_SPECIFIED
が両方とも指定されています。
いずれか 1 つを指定、あるいは
指定なしにします。
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コード

Message

0x32000010

順応 Annex-B フラグが指定さ
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_CPD
れているときの CPD の無効な
Annex-B 形式。CPD が有効な
Annex-B 形式であることを確認
します。そうでない場合、CPD
Annex-B 順応フラグを削除しま
す。

0x32000011

Kinesis Video Streams は、PTS
STATUS_MKV_PTS_DTS_ARE_NOT_SAME
(プレゼンテーションタイムスタ
ンプ) および DTS (デコードタイ
ムスタンプ) に同じフラグメン
ト開始フレームを適用します。
これはフラグメントを開始する
キーフレームです。

0x32000012

H264/H265 コーデックプライ
STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_CPD
ベートデータの貼り付けに失敗
しました。

0x32000013

コーデックプライベートデータ
STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_WIDTH
から幅を抽出できませんでし
た。

0x32000014

コーデックプライベートデータ
STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_HEIGHT
から高さを抽出できませんでし
た。

0x32000015

無効な H264/H265 SPS NALu。
STATUS_MKV_INVALID_H264_H265_SPS_NALU

0x32000016

STATUS_MKV_INVALID_BIH_CPD コーデックプライベートデータ
の無効なビットマップ情報ヘッ
ダー形式。

0x32000017

高効率ビデオコーディング
STATUS_MKV_INVALID_HEVC_NALU_COUNT
(HEVC) のネットワーク抽象化レ
イヤーユニット (NALU) 数が無効
です。

0x32000018

HEVC の形式が無効です。
STATUS_MKV_INVALID_HEVC_FORMAT

0x32000019

シーケンスパラメータセット
STATUS_MKV_HEVC_SPS_NALU_MISSING
(SPS) に HEVC NALU が見つか
りません。

0x3200001a

HEVC SPS NALU サイズが無効
STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_NALU_SIZE
です。

0x3200001b

クロマ形式 IDC が無効です。
STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_CHROMA_FORMAT_IDC

0x3200001c

HEVC 予約 SPS が無効です。
STATUS_MKV_INVALID_HEVC_SPS_RESERVED
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コード

Message

説明と推奨されるアクション

0x3200001d

Annex-b コーデックのプライ
STATUS_MKV_MIN_ANNEX_B_CPD_SIZE
ベートベータの最小値。H264 の
場合、この値は 11 以上である必
要があります。H265 の場合、こ
の値は 15 以上である必要があり
ます。

0x3200001e

Annex-B NALU のコーデック
STATUS_MKV_ANNEXB_CPD_MISSING_NALUS
プライベートデータがありませ
ん。

0x3200001f

Annex-B NALU のコーデックプ
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_CPD_NALUS
ライベートベータが無効です。

0x32000020

無効なタグ名の長さ。有効な値
STATUS_MKV_INVALID_TAG_NAME_LENGTH
はゼロより大きく、128 未満で
す。

0x32000021

タグ値の長さが無効です。有効
STATUS_MKV_INVALID_TAG_VALUE_LENGTH
な値はゼロより大きく 256 未満
です。

0x32000022

ジェネレーター状態タグが無効
STATUS_MKV_INVALID_GENERATOR_STATE_TAGS
です。

0x32000023

AAC コーデックのプライベー
STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD_SAMPLING_FREQUENCY_INDEX
トデータサンプリング頻度イン
デックスが無効です。

0x32000024

AAC コーデックのプライベー
STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD_CHANNEL_CONFIG
トデータチャネル設定が無効で
す。

0x32000025

STATUS_MKV_INVALID_AAC_CPD AAC コーデックのプライベート
データが無効です。

0x32000026

トラック情報が見つかりません
STATUS_MKV_TRACK_INFO_NOT_FOUND
でした。

0x32000027

UUID セグメント UUID が無効で
STATUS_MKV_INVALID_SEGMENT_UUID
す。

0x32000028

トラック UID が無効です。
STATUS_MKV_INVALID_TRACK_UID

Trace ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、Trace ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。
コード

Message

0x10100001

STATUS_MIN_PROFILER_BUFFER

Utils ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、Utils ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。
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コード

Message

0x40000001

STATUS_INVALID_BASE64_ENCODE

0x40000002

STATUS_INVALID_BASE

0x40000003

STATUS_INVALID_DIGIT

0x40000004

STATUS_INT_OVERFLOW

0x40000005

STATUS_EMPTY_STRING

0x40000006

STATUS_DIRECTORY_OPEN_FAILED

0x40000007

STATUS_PATH_TOO_LONG

0x40000008

STATUS_UNKNOWN_DIR_ENTRY_TYPE

0x40000009

STATUS_REMOVE_DIRECTORY_FAILED

0x4000000a

STATUS_REMOVE_FILE_FAILED

0x4000000b

STATUS_REMOVE_LINK_FAILED

0x4000000c

STATUS_DIRECTORY_ACCESS_DENIED

0x4000000d

STATUS_DIRECTORY_MISSING_PATH

0x4000000e

STATUS_DIRECTORY_ENTRY_STAT_ERROR

View ライブラリによって返されるエラーおよびステータスコード
次の表では、View ライブラリのメソッドによって返されるエラーと状態の情報を示しています。
コード

Message

0x30000001

無効なコンテンツビュー項目数
STATUS_MIN_CONTENT_VIEW_ITEMS
が指定されています。詳細につ
いては、「プロデューサー SDK
の制限 (p. 79)」を参照してく
ださい。

0x30000002

無効なコンテンツビュー時間が
STATUS_INVALID_CONTENT_VIEW_DURATION
指定されています。詳細につい
ては、「プロデューサー SDK の
制限 (p. 79)」を参照してくだ
さい。

0x30000003

ヘッド位置を超える試みが行わ
STATUS_CONTENT_VIEW_NO_MORE_ITEMS
れました。

0x30000004

無効なインデックスが指定され
STATUS_CONTENT_VIEW_INVALID_INDEX
ました。

0x30000005

無効なタイムスタンプがある、
STATUS_CONTENT_VIEW_INVALID_TIMESTAMP
あるいはタイムスタンプが
重複しています。フレームデ
コードのタイムスタンプは、
前のフレームタイムスタンプ
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コード

Message

説明
に前のフレーム時間を足した
値以上でなければなりませ
ん。`DTS(n) >= DTS(n-1)
+ Duration(n-1)`。 この
エラーは、多くの場合、エン
コーダが「不安定な」ことを
示しています。エンコーダー
はエンコードされたフレーム
を大量に生成し、タイムスタ
ンプが内部フレーム時間より
も小さい値です。あるいは、
ストリームが SDK のタイムス
タンプを使用するように設定
され、このフレームがフレー
ム時間よりも高速で送信され
ています。エンコーダーの一
部の「不安定」を解消するに
は、StreamInfo.StreamCaps
構造でより短いフレーム時間を
設定します。たとえば、スト
リームが 25FPS の場合、各フ
レームの時間は 40 ミリ秒です。
しかし、エンコーダーの不安定
に対応するには、この時間の半
分 (20 ミリ秒) を使用することが
推奨されます。一部のストリー
ムでは、エラーを検出するため
により正確な時間制御が必要と
なります。

0x30000006

STATUS_INVALID_CONTENT_VIEW_LENGTH
無効なコンテンツビュー項目
データの長さが指定されていま
す。

PutFrame コールバックによって返されるエラーとステータス
コード-C プロデューサーライブラリ
以下のセクションには、C プロデューサーライブラリ内の PutFrame 操作のコールバックによって返され
るエラーおよびステータス情報が含まれています。
コード

Message

説明

0x15000001

コールバックチェーン
STATUS_STOP_CALLBACK_CHAIN
が停止しました。

0x15000002

コールバックチェー
STATUS_MAX_CALLBACK_CHAIN
ンの最大値に達しまし
た。

0x15000003

無効な
構造体の正しいバージョンを
STATUS_INVALID_PLATFORM_CALLBACKS_VERSION
PlatformCallbacks 指定します。
構造バージョン。
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コード

Message

説明

[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

0x15000004

無効な
構造体の正しいバージョンを
STATUS_INVALID_PRODUCER_CALLBACKS_VERSION
ProducerCallbacks 指定します。
構造バージョン。

0x15000005

無効な
構造体の正しいバージョンを
STATUS_INVALID_STREAM_CALLBACKS_VERSION
指定します。
StreamCallbacks
構造バージョン。

0x15000006

無効な
STATUS_INVALID_AUTH_CALLBACKS_VERSION
AuthCallbacks 構
造バージョン。

構造体の正しいバージョンを
指定します。

0x15000007

無効な
STATUS_INVALID_API_CALLBACKS_VERSION
ApiCallbacks 構造
バージョン。

構造体の正しいバージョンを
指定します。

0x15000008

無効な
STATUS_INVALID_AWS_CREDENTIALS_VERSION
AwsCredentials 構
造バージョン。

構造体の正しいバージョンを
指定します。

0x15000009

リクエストヘッダーカ
STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_COUNT
ウントの最大値に達し
ました。

0x1500000a

リクエストヘッダー名
STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_NAME_LEN
の最大長に達していま
す。

0x1500000b

リクエストヘッダー値
STATUS_MAX_REQUEST_HEADER_VALUE_LEN
の最大長に達していま
す。

0x1500000c

API コールに無効な戻
STATUS_INVALID_API_CALL_RETURN_JSON
り値の JSON。

0x1500000d

STATUS_CURL_INIT_FAILEDCurl の初期化に失敗
しました。

0x1500000e

Curl lib 初期化に失敗
STATUS_CURL_LIBRARY_INIT_FAILED
しました。

0x1500000f

のリターン JSON
STATUS_INVALID_DESCRIBE_STREAM_RETURN_JSON
DescribeStream が無
効です

0x15000010

HMAC の生成エ
STATUS_HMAC_GENERATION_ERROR
ラー。

0x15000011

STATUS_IOT_FAILED

0x15000012

ロールエイリアスの最 短いエイリアスの長さを指定
STATUS_MAX_ROLE_ALIAS_LEN_EXCEEDED
大長に達しました。
してください。

0x15000013

エージェント名ポスト
STATUS_MAX_USER_AGENT_NAME_POSTFIX_LEN_EXCEEDED
フィックスの最大長に
達しました。

IOT 認証に失敗しまし
た。
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コード

Message

説明

[Recommended Action] (推奨
されるアクション)

0x15000014

顧客のユーザーエー
STATUS_MAX_CUSTOM_USER_AGENT_LEN_EXCEEDED
ジェントの最大長に達
しました。

0x15000015

無効なユーザーエー
STATUS_INVALID_USER_AGENT_LENGTH
ジェントの長さ。

0x15000016

エンドポイントの無効 24 時間未満のキャッシュ期
STATUS_INVALID_ENDPOINT_CACHING_PERIOD
なキャッシュ期間。
間を指定してください。

0x15000017

過去の IOT 有効期限
STATUS_IOT_EXPIRATION_OCCURS_IN_PAST
切れタイムスタンプが
発生します。

0x15000018

IoT 有効期限切れの解
STATUS_IOT_EXPIRATION_PARSING_FAILED
析に失敗しました。

Network Abstraction Layer (NAL) 適応フラグを参照
このセクションでは、StreamInfo.NalAdaptationFlags列挙に利用可能なフラグに関する情報が含ま
れています。
アプリケーションのエレメンタリーストリームは、Annex-B または AVCC 形式のいずれかにすることがで
きます。
• Annex-B 形式は、2 バイトのゼロで NALU (Network Abstraction Layer Units) を区切り、その後に 1 バイ
トまたは 3 バイトのゼロと数値 1 が続きます (開始コードと呼ばれる、00000001 など)。
• AVCC 形式はまた、NALU をラップしますが、各 NALU の前に NALU のサイズを示す値 (通常は 4 バイ
ト) があります。
多くのエンコーダーは Annex-B ビットストリーム形式を作成します。一部の上位ビットストリームプロ
セッサ (の再生エンジンや Media Source Extensions (MSE)AWS Management Console プレーヤーなど) で
は、フレームに AVCC 形式が使用されます。
H.264 コーデックの SPS/PPS (シーケンスパラメータセット/ピクチャパラメータセット) であるコーデッ
クプライベートデータ (CPD) は、Annex-B または AVCC 形式にすることもできます。ただし、CPD の場
合、形式は前に説明したものとは異なります。
フラグは、次のように、SDK に指示し、フレームデータと CPD の NALU を AVCC または Annex-B に適
応させるよう にします。
フラグ

適応

NAL_ADAPTATION_FLAG_NONE

適応なし

NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS Annex-B NALU を AVCC NALU
に適応
NAL_ADAPTATION_AVCC_NALS

AVCC NALU を Annex-B NALU
に適応
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フラグ

適応

コーデックのプライベートデー
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS
タの Annex-B NALU を AVCC 形
式 NALU に適応
コーデックおよびフレームプ
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_AND_FRAME_NALS
ライベートデータの Annex-B
NALU を AVCC 形式 NALU に適
応
NALUタイプの詳細については、セクション1.3を参照してください。RFC 3984 のネットワーク抽象化層
ユニットタイプ。

プロデューサー SDK の構造
このセクションでは、データを Kinesis Video Streams Producer オブジェクトに提供するために使用でき
る構造について説明します。
トピック
• DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider (p. 107)
• StorageInfo (p. 107)

DeviceInfo/DefaultDeviceInfoProvider
DeviceInfoDefaultDeviceInfoProviderおよびオブジェクトは、Kinesis Video Streams プロデューサーオブ
ジェクトの動作を制御します。

メンバーフィールド
• バージョン: 現在のバージョンのコードベースで正しいバージョンの構造が使用されていることを確認す
るために使用される整数値。現行バージョンは、DEVICE_INFO_CURRENT_VERSION マクロを使用して
指定します。
• 名前: 人が読めるデバイスの名前。
• タグ数/タグ: 現在使用されていません。
• streamCount: デバイスが処理できるストリームの最大数。これにより、最初にストリームを指すポイン
ターのストレージが事前に割り当てられますが、実際のストリームオブジェクトは後で作成されます。
デフォルトは 16 ストリームですが、この数は DefaultDeviceInfoProvider.cpp ファイルで変更
できます。
• storageInfo: メインストレージ構成を記述するオブジェクト。詳細については、
「StorageInfo (p. 107)」を参照してください。

StorageInfo
Kinesis Video Streams のメインストレージの設定を指定します。
デフォルトの実装は、ストリーミング向けに最適化された、断片化の少ない高速なヒープ実装に基づき
ます。使用する MEMALLOC アロケータは、特定のプラットフォームで上書きできます。一部のプラット
フォームにおける仮想メモリの割り当ては、物理ページでバッキングされません。メモリが使用される
と、仮想ページは物理ページでバッキングされます。これにより、ストレージの使用率が低いときは、シ
ステム全体のメモリ負荷が低くなります。
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デフォルトのストレージサイズを次の式に基づいて計算します。DefragmentationFactor は 1.2 (20
パーセント) に設定する必要があります。
Size = NumberOfStreams * AverageFrameSize * FramesPerSecond * BufferDurationInSeconds *
DefragmentationFactor

次の例では、デバイスに音声ストリームとビデオストリームがあります。音声ストリームには 1 秒あたり
512 サンプルがあり、各サンプルは平均 100 バイトです。ビデオストリームには 1 秒あたり 25 サンプル
があり、各サンプルは平均 10,000 バイトです。各ストリームのバッファ期間は 3 分です。
Size = (512 * 100 * (3 * 60) + 25 * 10000 * (3 * 60)) * 1.2 = (9216000 + 45000000) * 1.2 =
65059200 = ~ 66MB.

デバイスで使用できるメモリが多い場合は、重大な断片化を避けるためにストレージにメモリを追加する
ことをお勧めします。
エンコードの複雑さが高い (高モーションのためにフレームサイズがより大きい) ときや帯域幅が低
いときでも、すべてのストリームに十分なバッファを提供できるストレージサイズであることを確
認します。ロデューサーでメモリ負荷が発生すると、ストレージのオーバーフロープレッシャーコー
ルバック (StorageOverflowPressureFunc) が発行されます。ただし、コンテンツストアに使
用可能なメモリがない場合は、Kinesis Video Streams 内に挿入されるフレームが破棄され、エラー
(STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY = 0x5200002e) になります。詳細については、「クライアントライ
ブラリによって返されるエラーおよびステータスコード (p. 82)」を参照してください。アプリケーショ
ンの確認 (ACK) が利用できない場合、または保持された ACK が遅延した場合にも発生する可能性があり
ます。この場合、より古いフレームがドロップアウトを開始する前に、バッファは「バッファ期間」の容
量まで埋まります。

メンバーフィールド
• バージョン: 現在のバージョンのコードベースで正しいバージョンの構造が使用されていることを確認す
るために使用される整数値。
• storageType: DEVICE_STORAGE_TYPEストレージの基礎となるバッキング/実装を指定する列挙。
現在、サポートされている値は DEVICE_STORAGE_TYPE_IN_MEM のみです。将来の実装では
DEVICE_STORAGE_TYPE_HYBRID_FILE がサポートされます。これは、ファイルに格納されたコンテ
ンツストアにストレージがフォールバックすることを示します。
• storageSize: 事前に割り当てるストレージサイズ (バイト単位)。最小の割り当ては 10 MB です。最大の
割り当ては 10 GB です。(今後ファイルに格納されるコンテンツストアの実装に伴って変更される予定
です。)
• spillRatio: セカンダリオーバーフローストレージ (ファイルストレージ) とは対照的に、ダイレクトメモ
リストレージタイプ (RAM) から割り当てられるストレージの割合を表す整数値。現在使用されていませ
ん。
• rootDirectory: ファイルが書き込まれるコンテンツストアが置かれているディレクトリへのパス。現在使
用されていません。

Kinesis Video Streams の構造
次の構造を使用して Kinesis のビデオストリームのインスタンスにデータを提供できます。
トピック
• StreamDefinition/ StreamInfo (p. 109)
• ClientMetrics (p. 118)
• StreamMetrics (p. 119)
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StreamDefinition/ StreamInfo
C++ レイヤーの StreamDefinition オブジェクトは、プラットフォームに依存しないコードの
StreamInfo オブジェクトをラップし、コンストラクタの一部のデフォルト値を提供します。

メンバーフィールド
フィールド

データ型

説明

デフォルト値

stream_name

string

オプションのストリー
ム名。ストリーム名
の長さの詳細について
は、「プロデューサー
SDK の制限 (p. 79)」
を参照してください。
ストリームごとに一意
の名前が必要です。

名前を指定しないと、
名前がランダムに生成
されます。

retention_period

duration<uint64_t,
ratio<3600>>

ストリームの保持期間
(秒単位)。0 の指定は、
保持なしを示します。

3600 (1 時間)

タグ

const map<string,
string>*

ユーザー情報を含む
キー/値ペアのマップ。
ストリームに既存のタ
グセットがある場合、
新しいタグは既存のタ
グセットに追加されま
す。

タグがありません

kms_key_id

string

ストリームの暗号化に
使用される AWS KMS
キー ID。詳細につい
ては、「Kinesis Video
Streams でのデータ保
護 (p. 36)」を参照して
ください。

デフォルト KMS キー
(aws/kinesisvideo)。

streaming_type

STREAMING_TYPE 列挙

STREAMING_TYPE_REALTIME
はサポートされる唯一
の値です。

content_type

string

ストリームのコンテン
ツ形式。Kinesis Video
Streams コンソール
は、video/h264 形式
でコンテンツを再生で
きます。

max_latency

duration<uint64_t,
milli>

ストリームの最大レイ
milliseconds::zero()
テンシー (ミリ秒)。この
時間をバッファ期間が
超えると、ストリーム
のレイテンシープレッ
シャーコールバック (指
定されている場合) が呼
び出されます。0 を指
定すると、ストリーム
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フィールド

データ型

説明

デフォルト値

のレイテンシープレッ
シャーコールバックは
呼び出されません。
fragment_duration

duration<uint64_t>

110

フラグメントの有効
2
期間 (秒単位)。この値
は、key_frame_fragmentation
値と組み合わせて使
用します。この値が
false の場合、こ
の継続期間が経過す
ると、Kinesis Video
Streams はキーフレー
ムでフラグメントを
生成します。たとえ
ば、Advanced Audio
Coding (AAC) オー
ディオストリームは
各フレームをキーフ
レームとして使用しま
す。key_frame_fragmentation
= false を指定する
と、この継続期間の経
過後に、2 秒のフラグメ
ントが生じます。

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
ストリーム構造

フィールド

データ型

説明

デフォルト値

timecode_scale

duration<uint64_t,
milli>

MKV タイムコード
スケール (ミリ秒単
位)。MKV クラスター
内でフレームのタイム
コードの詳細度を指定
します。MKV フレー
ムのタイムコードは、
常にクラスターの開始
を基準にします。MKV
では、符号付きの 16
ビット値 (0 〜 32767)
を使用してクラスター
内のタイムコード (フ
ラグメント) を示しま
す。したがって、指
定されたタイムコード
スケールでフレームの
タイムコードを表現で
きることを確認する必
要があります。タイム
コードスケール値のデ
フォルトである 1 ミ
リ秒の場合、表現でき
るフレームの最大値は
32,767 ミリ秒 ~= 32 秒
です。これは、Kinesis
Video Streams の制
限 (p. 171) で指定され
たフラグメント継続時
間の最大値 (10 秒) を超
えます。

1

キーフレームでフ
ラグメントを生成
するかどうかを指定
します。true の場
合、SDK はキーフレー
ムがあるたびにフラ
グメントの開始を生
成します。false の
場合、Kinesis Video
Streams は少なくとも
fragment_duration
の期間待機してから、
その後のキーフレーム
で新しいフラグメント
を生成します。

true

key_frame_fragmentation bool
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フィールド

データ型

説明

デフォルト値

frame_timecodes

bool

フレームのタイムコー
ドを使用するか、現
在時刻のコールバック
を使用してタイムスタ
ンプを生成するかどう
かを指定します。多く
のエンコーダーでは、
フレームでタイムスタ
ンプを生成しません。
したがって、このパ
ラメータに false を
指定すると、確実にフ
レームがタイムスタン
プ付きで Kinesis Video
Streams に配置されま
す。

true

absolute_fragment_times bool

Kinesis Video Streams
では、基盤となるパッ
ケージング機構とし
て MKV を使用しま
す。MKV の仕様では、
クラスターの開始地点
(フラグメント) に相対
するフレームのタイム
コードは厳格です。た
だし、クラスターのタ
イムコードはストリー
ムの開始時刻に対して
相対値の場合と絶対値
の場合があります。タ
イムスタンプが相対値
である場合、PutMedia
サービスの API コール
では、オプションであ
るストリームの開始タ
イムスタンプを使用し
て、クラスターのタイ
ムスタンプを調整しま
す。このサービスで保
存されるフラグメント
には常に絶対値のタイ
ムスタンプが使用され
ます。

true

fragment_acks

bool

アプリケーションレベ
true の場合、SDK は
ルのフラグメント ACK
ACK を受け取り、相応
(確認) を受け取るかどう に対応します。
かを指定します。

restart_on_error

bool

特定のエラー発生時に
再開するかどうかを指
定します。
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エラー発生時にスト
リーミングの再開を試
行します。
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フィールド

データ型

説明

デフォルト値

recalculate_metrics

bool

メトリクスを再計算す
るかどうかを指定しま
す。メトリクスを取得
するための呼び出しご
とに、再計算によって
最新の「実行中」の値
が取得されます。これ
に伴って CPU に小さ
な影響が生じます。電
力やフットプリントが
極端に低いデバイスで
は、これを false に設
定して、CPU サイクル
の消費を抑える必要が
あります。それ以外の
場合、この値に false
を使用することはお勧
めしません。

true
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フィールド

データ型

説明

nal_adaptation_flags

uint32_t

Network Abstraction
デフォルトでは、フ
Layer unit (NALU) 適応
レームデータとコー
フラグを指定します。
デックプライベート
ビットストリームが
データの両方で AnnexH.264 でエンコードさ
B 形式を AVCC 形式に
れている場合、NALU
適応させます。
で未加工またはパッ
ケージとして処理でき
ます。これは AnnexB 形式または AVCC 形
式のいずれかになり
ます。大半の基本スト
リームプロデューサー/
コンシューマー (読み
取りのエンコーダー/デ
コーダー) では AnnexB 形式を使用します。
この形式には、エラー
回復などの利点がある
ためです。高レベルの
システムでは AVCC 形
式を使用します。これ
は、MPEG、HLS、DASH
などのデフォルト形
式です。コンソール
の再生では、ブラウザ
の MSE (Media Source
Extensions) を使用し
て、AVCC 形式を使
用するストリームを
デコードして再生しま
す。H.264 (および MJPEG と H.265) の場
合、SDK には適応機能
が用意されています。
多くの基本ストリーム
は次の形式になりま
す。この例では、Ab
は Annex-B 開始コード
(001 または 0001) で
す。
Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(Iframe)Ab(P/B-frame)
Ab(P/B-frame)….
Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(Iframe)Ab(P/B-frame)
Ab(P/B-frame)

H.264 の場合、コーデッ
クプライベートデータ
(CPD) は SPS (シーケン
スパラメータセット) と
PPS (ピクチャパラメー
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フィールド

データ型

説明

デフォルト値

タセット) パラメータ内
にあり、AVCC 形式に
適合させることができ
ます。メディアパイプ
ラインで個別に CPD を
指定しない限り、アプ
リケーションはフレー
ムから CPD を抽出し
ます。これが可能なの
は、最初の IDR フレー
ム (SPS/PPS を含む) を
検索し、2 つの NALU
(Ab(Sps)Ab(Pps))
を抽出し
て、StreamDefinition
の CPD に設定するため
です。
詳細については、「NAL
適応フラグ (p. 106)」
を参照してください。
frame_rate

uint32_t

予想されるフレーム
レート。この値を使
用してバッファリング
ニーズの計算を効率化
できます。

25

avg_bandwidth_bps

uint32_t

ストリームの予想され
る平均帯域幅。この値
を使用してバッファリ
ングニーズの計算を効
率化できます。

4 * 1024 * 1024

115

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
ストリーム構造

フィールド

データ型

説明

buffer_duration

duration<uint64_t>

ストリームのバッファ
120
期間 (秒単位)。SDK
は、buffer_duration
の上限までフレーム
をコンテンツストアに
保持します。その後、
ウィンドウが進むと、
古いフレームは破棄さ
れます。破棄されるフ
レームがバックエンド
に送信されていない場
合、破棄フレームコー
ルバックが呼び出され
ます。現在のバッファ
期間が max_latency
より大きい場合、スト
リームのレイテンシー
プレッシャーコール
バックが呼び出されま
す。フラグメントの永
続化 ACK が受信される
と、バッファはトリミ
ングされて次のフラグ
メント開始地点に送ら
れます。これは、コン
テンツがクラウド内で
永続的に保持されるた
め、コンテンツをロー
カルデバイスに保存す
る必要がなくなるため
です。
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フィールド

データ型

説明

デフォルト値

replay_duration

duration<uint64_t>

再開が有効になってい
る場合、エラー発生時
の再生まで現在のリー
ダーをロールバックす
る期間 (秒単位)。ロー
ルバックはバッファ
の開始位置で停止しま
す (ストリーミングを
開始したばかりである
か、永続化 ACK が受
信された場合)。ロール
バックは、フラグメン
トの開始を示すキーフ
レームを確定しようと
します。再開の原因と
なったエラーが、デッ
ドホスト (ホストがま
だアライブでフレーム
データを内部バッファ
に保持している状態) を
示さない場合、ロール
バックは最後に受信し
た ACK フレームで停止
します。その後、次の
キーフレームまでロー
ルフォワードします (フ
ラグメント全体がすで
にホストメモリに保存
されているため)。

40

connection_staleness

duration<uint64_t>

SDK でバッファリン
グ ACK を受信しない場
合、ストリームの古さ
のコールバックが呼び
出されるまでの時間 (秒
単位)。これは、デバイ
スからフレームが送信
されていても、バック
エンドで受信されてい
ないことを示します。
この状況は、中間ホッ
プまたはロードバラ
ンサーで接続が切断さ
れていることを示しま
す。

30

codec_id

string

MKV トラックのコー
デック ID。

V_MPEG4/ISO/AVC

track_name

string

MKV トラック名。

kinesis_video
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フィールド

データ型

説明

デフォルト値

codecPrivateData

unsigned char*

コーデックプライベー
null
トデータ (CPD) のバッ
ファ。ストリームの
開始前に CPD に関す
る情報がメディアパ
イプラインにある場合
は、StreamDefinition.codecPrivateData
で設定できます。
ビットがコピーされ、
バッファを再利用で
きます。または、ス
トリームを作成する
ための呼び出し後に
バッファが解放され
ます。ただし、スト
リームの作成時にデー
タが利用できない場合
は、KinesisVideoStream.start(cpd)
関数のオーバーロード
のいずれかに設定でき
ます。

codecPrivateDataサイズ

uint32_t

コーデックプライベー
トデータのバッファサ
イズ。

0

ClientMetrics
ClientMetricsgetKinesisVideoMetricsオブジェクトは呼び出しによって埋められます。

メンバーフィールド
フィールド

データ型

説明

バージョン

UINT32

構造のバージョ
ン。CLIENT_METRICS_CURRENT_VERSION
マクロで定義します。

contentStoreSize

UINT64

コンテンツストア全体の
サイズ (バイト単位)。これ
は、DeviceInfo.StorageInfo.storageSiz
での指定値です。

contentStoreAvailableサイズ

UINT64

現在使用可能なストレージサイ
ズ (バイト単位)。

contentStoreAllocatedサイズ

UINT64

現在割り当てられているサイ
ズ。割り当て済みのサイズ + 使
用可能なサイズは、内部のブッ
クキーピングとコンテンツスト
アの実装のため、ストレージ全
体のサイズよりわずかに小さく
なります。
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フィールド

データ型

説明

totalContentViewsサイズ

UINT64

すべてのストリームですべての
コンテンツビューに割り当て
られているメモリのサイズ。
これは、ストレージサイズと
は無関係です。このメモリは
MEMALLOC マクロを使用して割
り当てられます。これを上書き
してカスタムアロケータを指定
できます。

totalFrameRate

UINT64

すべてのストリームで確認され
た合計フレームレート。

totalTransferRate

UINT64

すべてのストリームで確認され
た合計ストリームレート (バイト/
秒)。

StreamMetrics
StreamMetricsgetKinesisVideoMetricsオブジェクトは呼び出しによって埋められます。

メンバーフィールド
フィールド

データ型

説明

バージョン

UINT32

構造のバージョ
ン。STREAM_METRICS_CURRENT_VERSION
マクロで定義します。

currentViewDuration

UINT64

蓄積されたフレームの時間。高
速ネットワーキングの場合、
この時間は 0 またはフレー
ム時間 (フレーム転送時) の
いずれかになります。時間が
StreamDefinition に指定され
た max_latency よりも長くな
る場合は、ストリームレイテン
シーコールバック (指定されてい
る場合) が呼び出されます。時間
は 100ns 単位で指定します。こ
れは PIC レイヤーのデフォルト
の時間単位です。

overallViewDuration

UINT64

全体の表示時間。ストリームに
ACK や永続化が設定されてい
ない場合、この値は Kinesis の
ビデオストリームに挿入される
フレームが増えるに従って増加
し、StreamDefinition に指
定された buffer_duration と
等しくなります。ACK が有効に
なっていて永続化 ACK が受信さ
れる場合は、ACK タイムスタン
プがフラグメント全体の先頭を
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フィールド

データ型

説明
示すため、バッファは次のキー
フレーム位置でトリミングされ
ます。時間は 100 ns 単位で指定
します。これは PIC レイヤーの
デフォルトの時間単位です。

currentViewSize

UINT64

現在のバッファのサイズ (バイト
単位)。

overallViewSize

UINT64

全体の表示サイズ (バイト単位)。

currentFrameRate

UINT64

現在のストリームで確認された
フレームレート。

currentTransferRate

UINT64

すべてのストリームで確認され
た転送レート (バイト/秒)。

プロデューサー SDK コールバック
Amazon Kinesis Video Streams プロデューサー SDK のクラスとメソッドは独自のプロセスを維持しませ
ん。その代わり、受信した関数呼び出しとイベントを使用してコールバックをスケジュールし、アプリ
ケーションと通信します。
アプリケーションが SDK とやり取りするために使用できるコールバックパターンは 2 つあります。
• CallbackProvider: このオブジェクトは、プラットフォームに依存しないコード (PIC) コンポーネン
トからアプリケーションへのすべてのコールバックを公開します。このパターンではすべての機能を使
用できますが、実装では C++ レイヤーにあるすべてのパブリック API メソッドと署名を処理する必要が
あります。
• StreamCallbackProvider (p. 121)とClientCallbackProvider (p. 120): これらのオブジェクトはストリー
ム固有およびクライアント固有のコールバックを公開し、SDK の C++ レイヤーは残りのコールバック
を公開します。これは、プロデューサー SDK とやり取りするために推奨されるコールバックパターンで
す。
次の図は、コールバックオブジェクトのオブジェクトモデルです。
前の図の DefaultCallbackProvider は CallbackProvider (PIC のすべてのコールバックを公開し
ます) から派生し、StreamCallbackProvider および ClientCallbackProvider が含まれます。
このトピックには、次のセクションが含まれています。
• ClientCallbackProvider (p. 120)
• StreamCallbackProvider (p. 121)
• ClientCallbacks の構造 (p. 121)
• ストリーミング再試行へのコールバックの実装 (p. 124)

ClientCallbackProvider
ClientCallbackProvider オブジェクトはクライアントレベルのコールバック関数を公開します。関数
の詳細は「ClientCallbacks (p. 121)」に記載されています。
コールバックメソッド:
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• getClientReadyCallback: クライアントの準備完了状態を報告します。
• getStorageOverflowPressureCallback: ストレージオーバーフローまたは
プレッシャーを報告します。このコールバックは、ストレージの使用率が以下の
STORAGE_PRESSURE_NOTIFICATION_THRESHOLD 値 (ストレージ全体のサイズの 5 パーセント) に下
がると呼び出されます。詳細については、「StorageInfo (p. 107)」を参照してください。

StreamCallbackProvider
StreamCallbackProvider オブジェクトはストリームレベルのコールバック関数を公開します。
コールバックメソッド:
• getDroppedFragmentReportCallback: 削除されたフラグメントを報告します。
• getDroppedFrameReportCallback: 削除されたフレームを報告します。
• getFragmentAckReceivedCallback: ストリームでフラグメント ACK が受信されたことを報告しま
す。
• getStreamClosedCallback: ストリームのクローズ状態を報告します。
• getStreamConnectionStaleCallback: 古い接続状況を報告します。この状況では、プロデュー
サーはサービスにデータを送信していますが、送達確認を受信していません。
• getStreamDataAvailableCallback: ストリームにデータが利用可能であることを報告します。
• getStreamErrorReportCallback: ストリームのエラー状態を報告します。
• getStreamLatencyPressureCallback: ストリームのレイテンシー状態を報告します。蓄
積されたバッファのサイズが max_latency 値より大きくなった場合です。詳細については、
「StreamDefinition/ StreamInfo (p. 109)」を参照してください。
• getStreamReadyCallback: ストリームの準備完了状態を報告します。
• getStreamUnderflowReportCallback: ストリームのアンダーフロー状態を報告します。この関数
は現在使用されておらず、将来使用するために予約されています。
のソースコードについてはStreamCallbackProvider、StreamCallbackProvider.h を参照してくださ
い。

ClientCallbacks の構造
ClientCallbacks 構造には、特定のイベントが発生したときに PIC によって呼び出されるコールバック
関数のエントリポイントが含まれています。またこの構造には、CALLBACKS_CURRENT_VERSION フィー
ルドにバージョン情報が含まれるほか、個別のコールバック関数で返されるユーザー定義データが含まれ
る customData フィールドが含まれています。
クライアントアプリケーションは this ポインターを custom_data フィールドで使用できます。これは
次のコード例のようにメンバー関数を実行時に静的 ClientCallback 関数にマッピングします。
STATUS TestStreamCallbackProvider::streamClosedHandler(UINT64 custom_data, STREAM_HANDLE
stream_handle, UINT64 stream_upload_handle) {
LOG_INFO("Reporting stream stopped.");
TestStreamCallbackProvider* streamCallbackProvider =
reinterpret_cast<TestStreamCallbackProvider*> (custom_data);
streamCallbackProvider->streamClosedHandler(...);
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イベント
関数

説明

タイプ

CreateDeviceFunc

現在はバックエンドに実装され
ていません。この呼び出しは
Java または C++ から呼び出され
ると失敗します。その他のクラ
イアントはプラットフォーム固
有の初期化を実行します。

バックエンド API

CreateStreamFunc

ストリームを作成したときに呼
び出されます。

バックエンド API

DescribeStreamFunc

DescribeStream が呼び出され
たときに呼び出されます。

バックエンド API

GetStreamingEndpointFunc

GetStreamingEndpoint が呼
び出されたときに呼び出されま
す。

バックエンド API

GetStreamingTokenFunc

GetStreamingToken が呼び出
されたときに呼び出されます。

バックエンド API

PutStreamFunc

PutStream が呼び出されたとき
に呼び出されます。

バックエンド API

TagResourceFunc

TagResource が呼び出されたと バックエンド API
きに呼び出されます。

CreateMutexFunc

同期ミューテックスを作成しま
す。

同期

FreeMutexFunc

ミューテックスを解放します。

同期

LockMutexFunc

同期ミューテックスをロックし
ます。

同期

TryLockMutexFunc

ミューテックスをロックするよ
うに試みます。現在実装されて
いません。

同期

UnlockMutexFunc

ミューテックスのロックを解除
します。

同期

ClientReadyFunc

クライアントが準備完了状態に
なると呼び出されます。

Notification

DroppedFrameReportFunc

フレームが削除されたときに報
告されます。

Notification

DroppedFragmentReportFunc フラグメントが削除されたとき
に報告されます。この関数は現
在使用されておらず、将来使用
するために予約されています。

Notification
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関数

説明

タイプ

FragmentAckReceivedFunc

フラグメント ACK (バッファリン Notification
グ、受信、保持、エラー) が受信
されたときに呼び出されます。

Notification
StorageOverflowPressureFuncストレージの使用率が
STORAGE_PRESSURE_NOTIFICATION_THRESHOLD
値 (ストレージ全体のサイズの 5
パーセントとして定義) に下がる
と呼び出されます。
残りのフレームの最後のビット
がストリーミングされたときに
呼び出されます。

Notification

StreamConnectionStaleFunc ストリームが古い接続状態にな
ると呼び出されます。この状
況では、プロデューサーはサー
ビスにデータを送信しています
が、送達確認を受信していませ
ん。

Notification

StreamDataAvailableFunc

ストリームデータが使用可能に
なったときに呼び出されます。

Notification

StreamErrorReportFunc

ストリームエラーが発生したと
Notification
きに呼び出されます。この状況
になると、PIC はストリームを自
動的に閉じます。

StreamClosedFunc

StreamLatencyPressureFunc ストリームがレイテンシー状態
になったときに呼び出されま
す。蓄積されたバッファのサ
イズが max_latency 値より
大きくなった場合です。詳細に
ついては、「StreamDefinition/
StreamInfo (p. 109)」を参照し
てください。

Notification

ストリームが準備完了状態にな
ると呼び出されます。

Notification

StreamUnderflowReportFunc この関数は現在使用されておら
ず、将来使用するために予約さ
れています。

Notification

StreamReadyFunc

DeviceCertToTokenFunc

接続証明書をトークンとして返
します。

プラットフォーム統合

GetCurrentTimeFunc

現在時刻を返します。

プラットフォーム統合

GetDeviceCertificateFunc

デバイス証明書を返します。こ
の関数は現在使用されておら
ず、将来使用するために予約さ
れています。

プラットフォーム統合
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関数

説明

タイプ

GetDeviceFingerprintFunc

デバイスフィンガープリントを
返します。この関数は現在使用
されておらず、将来使用するた
めに予約されています。

プラットフォーム統合

GetRandomNumberFunc

0 から RAND_MAX までの乱数を
返します。

プラットフォーム統合

GetSecurityTokenFunc

バックエンド API と通
プラットフォーム統合
信する関数に渡されるセ
キュリティトークンを返し
ます。シリアル化された
AccessKeyId、SecretKeyId、
およびセッショントークンを指
定して実装できます。

LogPrintFunc

タグとログレベルを伴う
テキスト行をログ記録し
ます。詳細については、
「PlatformUtils.h」を参照
してください。

プラットフォーム統合

前の表のプラットフォーム統合関数の最後のパラメータは ServiceCallContext 構造であり、以下の
フィールドがあります。
• version: 構造のバージョン。
• callAfter: 関数を呼び出すまでの絶対時間。
• timeout: オペレーションのタイムアウト (100 ナノ秒単位)。
• customData: クライアントに返されるユーザー定義の値。
• pAuthInfo: 呼び出しの認証情報。詳細については、次の (__AuthInfo) 構造を参照してください。
認証情報は、__AuthInfo 構造を使用して提供されます。シリアル化された認証情報またはプロバイダー
固有の認証トークンのいずれかを使用できます。この構造には次のフィールドがあります。
• version: __AuthInfo 構造のバージョン。
• type: 認証情報のタイプを定義する AUTH_INFO_TYPE 値 (証明書またはセキュリティトークン)。
• data: 認証情報を含むバイト配列。
• size: dataパラメータのサイズ。
• expiration: 認証情報の有効期限 (100 ナノ秒単位)。

ストリーミング再試行へのコールバックの実装
Kinesis Video プロデューサー SDK は、コールバック関数を使用して、ストリーミングのステータスを提
供します。ストリーミング中に発生する一時的なネットワークの問題を解消するには、次のコールバック
メカニズムを実装することをお勧めします。
• ストリームレイテンシープレッシャーのコールバック-このコールバックメカニズムは、SDK がス
トリームレイテンシー状態になったときに開始されます。このトリガーは、累積バッファサイズ
が MAX_LATENCY 値より大きい場合に発生します。ストリームが作成されると、ストリーミング
アプリケーションによって MAX_LATENCY がデフォルト値の 60 秒に設定されます。このコール
バックの一般的な実装として、接続をリセットします。サンプル実装は https://github.com/awslabs/
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amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp /blob/master/kinesis-video-c-producer /src/source/
StreamLatencyStateMachine .c で必要に応じて使用できます。ネットワーク障害が原因で未配信のフ
レームをセカンダリストレージに保存してバックフィルを設定することはできません。
• ストリームの古さのコールバック-このコールバックは、プロデューサーより Amazon Kinesis Data
Streams サービスにデータを送信できるが (アップリンク)、送達確認 (バッファされた ACK) が時間内
(デフォルトは 60 秒) に返らない場合にトリガーされます。ネットワーク設定によっては、ストリーム
レイテンシープレッシャーのコールバックとストリームステールネスのコールバックのどちらか、あ
るいはその両方が開始される場合があります。ストリームのレイテンシープレッシャーコールバックの
再試行の実装と同様に、一般的な実装として、接続をリセットし、ストリーミング用に新しい接続を開
始します。サンプル実装は https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-c/blob/
master/src/source/ConnectionStaleStateMachine .c で必要に応じて使用できます。
• ストリームのエラーコールバック-このコールバックは、KVS API サービスコールの呼び出し中にネット
ワーク接続のタイムアウトまたはその他のエラーが SDK によって検出された場合にトリガーされます。
• ドロップフレームコールバック-このコールバックは、ネットワーク速度が遅いか、ストリームエラーが
原因でストレージサイズがいっぱいになったときに開始されます。ネットワーク速度が原因でフレーム
がドロップアウトする場合は、ネットワークの速度に合わせて、ストレージサイズを増やすか、ビデオ
フレームサイズまたはフレームレートを減らします。
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Kinesis ビデオストリームパーサーラ
イブラリ
Kinesis Video Stream Parser ライブラリは、easy-to-useKinesis のビデオストリーム内の MKV データを使
用するために Java アプリケーション内で使用できるツールセット。
このライブラリには次のツールが含まれます。
• StreamingMkv閲覧者 (p. 127): このクラスは指定された MKV 要素をビデオストリームから読み取りま
す。
• FragmentMetadata訪問者 (p. 128): このクラスはフラグメント (メディア要素) およびトラック (音声や
字幕といったメディア情報を含む個々のデータストリーム) からメタデータを取得します。
• OutputSegment合併 (p. 129): このクラスは、ビデオストリームの連続したフラグメントまたはチャン
クを結合します。
• KinesisVideo例 (p. 130): これは、Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリの使用方法を示すサン
プルアプリケーションです。
ライブラリには、ツールの使用方法を示すテストも含まれています。

手順: Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリ
の使用
この手順には、以下のステップが含まれます。
• the section called “ステップ 1: コードをダウンロードして設定する” (p. 127)
• the section called “ステップ 2: コードを作成してテストする” (p. 127)
• the section called “ステップ 3: コードを実行して検証する” (p. 132)

前提条件
Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリを検証および使用するには以下が必要です。
• Amazon Web Services (AWS) アカウント。AWS アカウントをお持ちでない場合は、次の手順を実行し
てください。
• https://aws.amazon.com/ を開いて、[AWS アカウントの作成] を選択します。

Note
過去に AWS Management Console にサインインした場合は、お使いのブラウザで使用でき
ないことがあります。その場合は、[Sign In to the Console] を選択し、次に [Create a new
AWS account] を選択します。
• オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて PIN を入力す
ることが求められます。
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Kinesis のビデオストリームへのプログラムによるアクセスの設定で必要となるため、AWS アカウント
ID を書き留めておいてください。
• Java 統合開発環境 (IDE)。Eclipse Java NeonまたはJetBrainsIntelliJ Idea。

ステップ 1: コードをダウンロードして設定する
このセクションでは、Java ライブラリおよびテストコードをダウンロードし、プロジェクトを Java IDE
にインポートします。
この手順の前提条件その他の詳細については、「ストリームパーサーライブラリ (p. 126)」を参照してく
ださい。
1.

ディレクトリを作成し、ライブラリのソースコードのクローンを作成します。GitHubリポジトリ
(https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library).
$ git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library

2.

使用する Java IDE (Eclipse や IntelliJ IDEA など) を開き、ダウンロードした Apache Maven プロジェ
クトをインポートします。
• Eclipse では: 選択ファイル,インポート,メイヴン,既存の Maven プロジェクト[] に移動
し、kinesis-video-streams-parser-libfolder
• IntelliJ Idea では: [インポート] を選択します。ダウンロードしたパッケージのルートに含まれる
pom.xml ファイルに移動します。
詳細については、関連する IDE ドキュメントを参照してください。

次のステップ
the section called “ステップ 2: コードを作成してテストする” (p. 127)

ステップ 2: コードを作成してテストする
このセクションでは、Java ライブラリとテストコードを検証し、ライブラリに含まれるツールを独自の
コードで使用する方法について学習します。
Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリには以下のツールがあります。
• StreamingMkv閲覧者 (p. 127)
• FragmentMetadata訪問者 (p. 128)
• OutputSegment合併 (p. 129)
• KinesisVideo例 (p. 130)

StreamingMkv閲覧者
このクラスは指定された MKV 要素をストリームからブロックしない方法で読み取ります。
次のコード例 (FragmentMetadataVisitorTest から) は、Streaming MkvReader を作成、使用して
inputStream と呼ばれる入力ストリームから MkvElement オブジェクトを取得する方法を示していま
す。
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FragmentMetadata訪問者

StreamingMkvReader mkvStreamReader =
StreamingMkvReader.createDefault(new
InputStreamParserByteSource(inputStream));
while (mkvStreamReader.mightHaveNext()) {
Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable();
if (mkvElement.isPresent()) {
mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);
...
}
}
}

FragmentMetadata訪問者
このクラスはフラグメント (メディア要素) およびトラック (コーデックのプライベートデータ、ピクセ
ルの幅、ピクセルの高さといったメディア情報を含む個々のデータストリーム) のメタデータを取得しま
す。
次のコード例 (FragmentMetadataVisitorTest ファイルから) は FragmentMetadataVisitor を
使って MkvElement オブジェクトからデータを取得する方法を示しています。
FragmentMetadataVisitor fragmentVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();
StreamingMkvReader mkvStreamReader =
StreamingMkvReader.createDefault(new InputStreamParserByteSource(in));
int segmentCount = 0;
while(mkvStreamReader.mightHaveNext()) {
Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable();
if (mkvElement.isPresent()) {
mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);
if
(MkvTypeInfos.SIMPLEBLOCK.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) {
MkvDataElement dataElement = (MkvDataElement) mkvElement.get();
Frame frame = ((MkvValue<Frame>)dataElement.getValueCopy()).getVal();
MkvTrackMetadata trackMetadata =
fragmentVisitor.getMkvTrackMetadata(frame.getTrackNumber());
assertTrackAndFragmentInfo(fragmentVisitor, frame, trackMetadata);
}
if
(MkvTypeInfos.SEGMENT.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) {
if (mkvElement.get() instanceof MkvEndMasterElement) {
if (segmentCount < continuationTokens.size()) {
Optional<String> continuationToken =
fragmentVisitor.getContinuationToken();
Assert.assertTrue(continuationToken.isPresent());
Assert.assertEquals(continuationTokens.get(segmentCount),
continuationToken.get());
}
segmentCount++;
}
}
}
}

前述の例は、次のコーディングパターンを示しています。
• データ解析のための FragmentMetadataVisitor およびデータ提供のための StreamingMkv閲覧
者 (p. 127) を作成します。
• ストリーム内の各 MkvElement について、そのメタデータが SIMPLEBLOCK タイプかどうかを検証し
ます。
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OutputSegment合併

• 該当する場合は MkvElement から MkvDataElement を取得します。
• MkvDataElement から Frame (メディアデータ) を取得します。
• FragmentMetadataVisitor から Frame 用の MkvTrackMetadata を取得します。
• Frame および MkvTrackMetadata オブジェクトから次のデータを取得して検証します。
• 追跡番号。
• フレームのピクセルの高さ。
• フレームのピクセルの幅。
• フレームのエンコードに使用するコーデックのコーデック ID。
• このフレームが順番に到着したこと。つまり、前のフレームのトラック番号 (存在する場合) が、現在
のフレームのトラック番号よりも小さいことを検証します。
プロジェクトで FragmentMetadataVisitor を使用するには、ビジターの accept 方法を使って
MkvElement オブジェクトをビジターにパスします。
mkvElement.get().accept(fragmentVisitor);

OutputSegment合併
このクラスは、ストリーム内の異なるトラックのメタデータを単一のセグメントを持つストリームにマー
ジします。
次のコード例 (FragmentMetadataVisitorTest ファイルから) は、OutputSegmentMerger を使って
inputBytes と呼ばれるバイト配列の追跡メタデータをマージする方法を示しています。
FragmentMetadataVisitor fragmentVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();
ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
OutputSegmentMerger outputSegmentMerger =
OutputSegmentMerger.createDefault(outputStream);
CompositeMkvElementVisitor compositeVisitor =
new TestCompositeVisitor(fragmentVisitor, outputSegmentMerger);
final InputStream in = TestResourceUtil.getTestInputStream("output_get_media.mkv");
StreamingMkvReader mkvStreamReader =
StreamingMkvReader.createDefault(new InputStreamParserByteSource(in));
while (mkvStreamReader.mightHaveNext()) {
Optional<MkvElement> mkvElement = mkvStreamReader.nextIfAvailable();
if (mkvElement.isPresent()) {
mkvElement.get().accept(compositeVisitor);
if
(MkvTypeInfos.SIMPLEBLOCK.equals(mkvElement.get().getElementMetaData().getTypeInfo())) {
MkvDataElement dataElement = (MkvDataElement) mkvElement.get();
Frame frame = ((MkvValue<Frame>) dataElement.getValueCopy()).getVal();
Assert.assertTrue(frame.getFrameData().limit() > 0);
MkvTrackMetadata trackMetadata =
fragmentVisitor.getMkvTrackMetadata(frame.getTrackNumber());
assertTrackAndFragmentInfo(fragmentVisitor, frame, trackMetadata);
}
}

前述の例は、次のコーディングパターンを示しています。
• FragmentMetadata訪問者 (p. 128) を作成してストリームからメタデータを取得する。
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• 出力ストリームを作成してマージされたメタデータを取得する.
• OutputSegmentMerger を作成し、ByteArrayOutputStream に渡す。
• 2 つのビジターを含む CompositeMkvElementVisitor を作成する。
• 指定されたファイルを指す InputStream を作成する。
• 入力データ内の各要素を出力ストリームにマージします。

KinesisVideo例
これは、Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリの使用方法を示すサンプルアプリケーションです。
このクラスは次の操作を実行します。
• Kinesis のビデオストリームを作成します。指定した名前がすでに存在する場合は、ストリームが削除さ
れ、再作成されます。
• 呼び出しPutMediaKinesis のビデオストリームにビデオフラグメントをストリーミングします。
• 呼び出しGetMediaKinesis のビデオストリームからビデオフラグメントをストリーミングします。
• StreamingMkv閲覧者 (p. 127) を使用してストリームで返されたフラグメントを解析
し、FragmentMetadata訪問者 (p. 128) を使用してフラグメントを記録します。

ストリームを削除して再作成
次のコード例 (StreamOps.java ファイルから) は、特定の Kinesis のビデオストリーム を削除します。
//Delete the stream
amazonKinesisVideo.deleteStream(new
DeleteStreamRequest().withStreamARN(streamInfo.get().getStreamARN()));

次のコード例 (StreamOps.java ファイルから) は、指定された名前の Kinesis のビデオストリームを作
成します。
amazonKinesisVideo.createStream(new CreateStreamRequest().withStreamName(streamName)
.withDataRetentionInHours(DATA_RETENTION_IN_HOURS)
.withMediaType("video/h264"));

電話PutMedia
次のコード例 (PutMediaWorker.javaファイル) コールPutMediaストリーム上:
putMedia.putMedia(new PutMediaRequest().withStreamName(streamName)
.withFragmentTimecodeType(FragmentTimecodeType.RELATIVE)
.withProducerStartTimestamp(new Date())
.withPayload(inputStream), new PutMediaAckResponseHandler() {
...
});

電話GetMedia
次のコード例 (GetMediaWorker.javaファイル) コールGetMediaストリーム上:
GetMediaResult result = videoMedia.getMedia(new
GetMediaRequest().withStreamName(streamName).withStartSelector(startSelector));
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解析するGetMedia結果
このセクションでは、StreamingMkv閲覧者 (p. 127)、FragmentMetadata訪問
者 (p. 128)、CompositeMkvElementVisitor を使用して、GetMedia から返されたデータを解析し、
ファイルに保存して、ログに記録する方法について説明します。

の出力を読み込むGetMediaとStreamingMkv閲覧者
次のコード例 (GetMediaWorker.javaファイル) が作成されるStreamingMkv閲覧者 (p. 127)そして、そ
れを使って結果を解析し、GetMediaオペレーション:
StreamingMkvReader mkvStreamReader = StreamingMkvReader.createDefault(new
InputStreamParserByteSource(result.getPayload()));
log.info("StreamingMkvReader created for stream {} ", streamName);
try {
mkvStreamReader.apply(this.elementVisitor);
} catch (MkvElementVisitException e) {
log.error("Exception while accepting visitor {}", e);
}

上記のコード例では、StreamingMkv閲覧者 (p. 127) は GetMedia 結果のペイロードから MKVElement
オブジェクトを取得します。次のセクションでは、要素は FragmentMetadata訪問者 (p. 128) に渡されま
す。

フラグメントの取得FragmentMetadata訪問者
次のコード例 (KinesisVideoExample.java および StreamingMkvReader.java ファイルから)
は、FragmentMetadata訪問者 (p. 128) を作成します。StreamingMkv閲覧者 (p. 127) で反復された
MkvElement オブジェクトは、accept メソッドを使用して訪問者に渡されます。
KinesisVideoExample.java: から

FragmentMetadataVisitor fragmentMetadataVisitor = FragmentMetadataVisitor.create();

StreamingMkvReader.java: から

if (mkvElementOptional.isPresent()) {
//Apply the MkvElement to the visitor
mkvElementOptional.get().accept(elementVisitor);
}

要素を記録し、ファイルに書き込む
次のコード例 (KinesisVideoExample.javaファイルから) は、以下のオブジェクトを作成し、それら
を GetMediaProcessingArguments 関数の戻り値の一部として返します。
• システムログに書き込む LogVisitor (MkvElementVisitor の拡張)。
• 受信データを MKV ファイルに書き込む OutputStream。
• OutputStream にバインドされたデータをバッファする BufferedOutputStream。
• 同じトラックと EBML データで GetMedia 結果の連続した要素をマージする the section called
“OutputSegment合併” (p. 129)
• FragmentMetadata訪問者 (p. 128)、the section called “OutputSegment合併” (p. 129)、LogVisitor
を 1 人の要素訪問者に構成する CompositeMkvElementVisitor

131

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
次のステップ

//A visitor used to log as the GetMedia stream is processed.
LogVisitor logVisitor = new LogVisitor(fragmentMetadataVisitor);
//An OutputSegmentMerger to combine multiple segments that share track and ebml
metadata into one
//mkv segment.
OutputStream fileOutputStream =
Files.newOutputStream(Paths.get("kinesis_video_example_merged_output2.mkv"),
StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.CREATE);
BufferedOutputStream outputStream = new BufferedOutputStream(fileOutputStream);
OutputSegmentMerger outputSegmentMerger =
OutputSegmentMerger.createDefault(outputStream);
//A composite visitor to encapsulate the three visitors.
CompositeMkvElementVisitor mkvElementVisitor =
new CompositeMkvElementVisitor(fragmentMetadataVisitor, outputSegmentMerger,
logVisitor);
return new GetMediaProcessingArguments(outputStream, logVisitor, mkvElementVisitor);

メディア処理の引数は GetMediaWorker に渡され、次に ExecutorService に渡され、ワーカーは別の
スレッドで実行されます。
GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(),
getCredentialsProvider(),
getStreamName(),
new StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.EARLIEST),
amazonKinesisVideo,
getMediaProcessingArgumentsLocal.getMkvElementVisitor());
executorService.submit(getMediaWorker);

次のステップ
the section called “ステップ 3: コードを実行して検証する” (p. 132)

ステップ 3: コードを実行して検証する
Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリには、ユーザー独自のプロジェクトでの使用を想定したツー
ルが含まれます。プロジェクトにはこれらのツールに対するユニットテストが含まれており、これを実行
することでインストールを検証できます。
ライブラリには次のユニットテストが含まれます。
• mkv
• ElementSizeAndOffsetVisitorTest
• MkvValueTest
• StreamingMkvReaderTest
• ユーティリティ
• FragmentMetadataVisitorTest
• OutputSegmentMergerTest
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Amazon Kinesis Video Streams の例
次のコード例は、Kinesis Video Streams API を使用する方法を示しています。

例: Kinesis Video Streams へのデータの送信
• 例: Kinesis Video Streams プロデューサー SDK GStreams プラグイン (p. 134): Kinesis Video Streams
プロデューサー SDK をビルドして、GStreamer 送信先として使用する方法を示します。
• Docker コンテナで GStreamer エレメントを実行します。 (p. 137): ビルド済み Docker イメージを使
用して、IP カメラから Kinesis Video Streams に RTSP ビデオを送信する方法を示します。
• 例: RTSP ソースからのストリーミング (p. 145): 独自の Docker イメージをビルドして、IP カメラから
Kinesis Video Streams に RTSP ビデオを送信する方法を示します。
• 例: PutMediaAPI を使用した Kinesis Video Streams へのデータの送信 (p. 142): を使用し
て、PutMediaAPI を使用して既にコンテナ形式 (MKV) になっている KKinesis Video Streams にデータ
を送信する方法を示します。Java プロデューサーライブラリを使用する (p. 54)

例: Kinesis Video Streams からのデータの取得
• KinesisVideo例 (p. 130): Kinesis Video Streams パーサーライブラリを使用して、ビデオフラグメントを
解析およびログ記録する方法を示します。
• 例: Kinesis Video Streams フラグメントの解析およびレンダリング (p. 147): JCodec および JFrame を
使用して、Kinesis ビデオストリームのフラグメントを解析およびレンダリングする方法を示します。
• the section called “SageMaker” (p. 149): SageMaker を使用して、特定のオブジェクトがビデオスト
リームに表示されるタイミングを決定するソリューションを示します。

例: ビデオデータの再生
• 例: HTML および HLS の使用 JavaScript (p. 9): Kinesis ビデオストリームの HLS ストリーミングセッ
ションを取得して、ウェブページで再生する方法を示します。

前提条件
• サンプルコードでは、AWS 認証情報プロファイルファイルで設定したプロファイルを指定するか、統合
開発環境 (IDE) の Java システムプロパティの認証情報を提供することで、認証情報を提供します。その
ため、認証情報を設定します (まだ設定していない場合)。詳細については、「開発用の AWS 認証情報
とリージョンのセットアップ」を参照してください。
• コードの表示および実行には次のいずれかの Java IDE の使用をお勧めします。
• Eclipse Java Neon
• JetBrains IntelliJ IDEA
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例: Kinesis Video Streams プロデューサー SDK
GStreams プラグイン
このトピックでは、Amazon Kinesis Video Streams プロデューサー SDK をビルドして、GStreamer プラ
グインとして使用する方法を示します。
トピック
• GStreamer エレメントのダウンロード、構築、設定 (p. 134)
• GStreamer エレメントを実行します。 (p. 135)
• GStreamer 起動コマンドの例 (p. 135)
• Docker コンテナで GStreamer エレメントを実行します。 (p. 137)
• GStreamer エレメントパラメータのリファレンス (p. 139)
GStreamer は、多数のカメラやビデオソースで使用される一般的なメディアフレームワークです。モジュ
ラープラグインを組み合わせてカスタムのメディアパイプラインを作成できます。Kinesis Video Streams
GStreamer プラグインが、既存の GStreamer メディアパイプラインと Kinesis Video Streams との統
合を大幅に簡素化します。GStreamer を統合した後、ウェブカメラまたは RTSP (Real Time Streaming
Protocol) カメラから Kinesis Video Streams にビデオのストリーミングを開始できます。リアルタイムま
たは後で再生、保存、および詳細な分析を行うことができます。
GStreamer プラグインは、Kinesis Video Streams プロデューサー SDK によって提供される機能を
GStreamer のシンクエレメント (kvssink) にカプセル化することで、Kinesis Video Streams へのビデオ
ストリームの転送を自動的に管理します。GStreamer フレームワークは、カメラや他のビデオソースのよ
うなデバイスからのメディアフローを構築して処理、レンダリング、保存を行うための標準的なマネージ
ド環境を提供します。
GStreamer パイプラインは通常、ソース (ビデオカメラ) とシンクエレメント (ビデオをレンダリングす
るプレーヤーやオフラインで取得するためのストレージ) 間のリンクで構成されます。この例では、プロ
デューサー SDK エレメントをビデオソース (ウェブカメラまたは IP カメラ) のシンク、つまりメディア
送信先として使用します。SDK をカプセル化したプラグインエレメントが、その後ビデオストリームの
Kinesis Video Streams への送信を管理します。
このトピックでは、ウェブカメラや RTSP ストリームなどのビデオソースからビデオをストリーミングで
きる GStreamer メディアパイプラインの構築方法を説明します。これは通常、中間エンコードステージ
(H.264 エンコーディングを使用) を経由して Kinesis Video Streams に接続されます。ビデオストリームが
Kinesis ビデオストリームとして利用できる場合、Kinesis ビデオストリームパーサーライブラリを使用し
てビデオストリームのさらなる処理、再生、保存、または分析を行うことができます。

GStreamer エレメントのダウンロード、構築、設定
GStreamer プラグインの例は Kinesis Video Streams C++ プロデューサー SDK に含まれています。SDK
の前提条件およびダウンロードの詳細については、「ステップ 1: C++ プロデューサーライブラリコードの
ダウンロードと設定 (p. 66)」を参照してください。
プロデューサー SDK GStreamer シンクは、macOS、Ubuntu、Raspberry Pi、または Windows で動的ラ
イブラリとして構築できます。GStreamer プラグインは build ディレクトリにあります。このプラグイ
ンをロードするには、プラグインが GST_PLUGIN_PATH にある必要があります。次のコマンドを実行しま
す。

export GST_PLUGIN_PATH=`pwd`/build
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GStreamer エレメントを実行します。
Kinesis Video Streams プロデューサー SDK エレメントをシンクとして GStreamer を実行するに
は、gst-launch-1.0 コマンドを実行します。GStreamer プラグインで使用する適切な設定を使用しま
す。たとえば、Linux システム上の v4l2 デバイスには v4l2src を、RTSP デバイスには rtspsrc を使用しま
す。kvssink をシンク (パイプラインの最終的な送信先) としてを指定し、ビデオをプロデューサー SDK
に送信します。
kvssink エレメントには以下の必須パラメータがあります。
• stream-name: 送信先 Kinesis ビデオストリームの名前。
• storage-size: デバイスのストレージサイズ (キロバイト)。デバイスストレージの構成の詳細につい
ては、「StorageInfo (p. 107)」を参照してください。
• access-key: Kinesis Video Streams にアクセスするために使用する AWS アクセスキー。このパラ
メータか credential-path のどちらかを指定する必要があります。
• secret-key: Kinesis Video Streams にアクセスするために使用する AWS シークレットキー。このパ
ラメータか credential-path のどちらかを指定する必要があります。
• credential-path: Kinesis Video Streams にアクセスするための認証情報を含むファイルへのパス。
認証情報の変更の詳細については、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。この
パラメータか、access-key および secret-key かの、どちらかを指定する必要があります。
kvssink のオプションのパラメータの詳細については、「GStreamer エレメントパラメータのリファレ
ンス (p. 139)」を参照してください。
GStreamer プラグインとパラメータの最新情報については、GStreamer Plugins を参照するか、次のコマ
ンドを実行してオプションのリストを表示します。
gst-inspect-1.0 kvssink

ビルドに失敗した場合、または GST_PLUGIN_PATH が正しく設定されていない場合、出力は次のように
なります。

No such element or plugin 'kvssink'

GStreamer 起動コマンドの例
以下の例で、GStreamer プラグインを使用して異なるタイプのデバイスからビデオをストリーミングする
方法を示します。

例 1: UbuntuのRTSPカメラからビデオをストリーミングする
次のコマンドを実行すると、ネットワーク RTSP カメラからストリーミングする GStreamer パイプライ
ンが Ubuntu に作成されます。これは rtspsrc GStreamer プラグインを使用します。
$ gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE !
rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink streamname="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secretkey="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"
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例 2: UbuntuのUSBカメラからビデオをエンコードしてストリー
ミングする
次のコマンドを実行すると、USB カメラからのストリームを H.264 形式でエンコードし、Kinesis Video
Streams にストリーミングする GStreamer パイプラインが Ubuntu に作成されます。この例では v4l2src
GStreamer プラグインを使用します。
$ gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/
x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! x264enc bframes=0 key-intmax=45 bitrate=500 ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline !
kvssink stream-name="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secretkey="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

例 3: UbuntuのUSBカメラからプリエンコードされたビデオをス
トリーミング
次のコマンドを実行すると、カメラが H.264 形式でエンコード済みのビデオを Kinesis Video Streams に
ストリーミングする GStreamer パイプラインが Ubuntu に作成されます。この例では v4l2src GStreamer
プラグインを使用します。
$ gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! h264parse ! video/xh264,stream-format=avc,alignment=au ! kvssink stream-name="plugin" storage-size=512 accesskey="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

例 4: macOS でネットワークカメラからビデオをストリームする
次のコマンドを実行すると、ビデオをネットワークカメラから Kinesis Video Streams にストリーミングす
る GStreamer パイプラインが macOS に作成されます。この例では rtspsrc GStreamer プラグインを使用
します。
$ gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE !
rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink streamname="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secretkey="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

例 5: Windows でネットワークカメラからビデオをストリームす
る
次のコマンドを実行すると、ビデオをネットワークカメラから Kinesis Video Streams にストリーミングす
る GStreamer パイプラインが Windows に作成されます。この例では rtspsrc GStreamer プラグインを使
用します。
$ gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://YourCameraRtspUrl" short-header=TRUE !
rtph264depay ! video/x-h264, format=avc,alignment=au ! kvssink streamname="YourStreamName" storage-size=512 access-key="YourAccessKey" secretkey="YourSecretKey" aws-region="YourAWSRegion"

例 6: Raspberry Pi でカメラからビデオをストリーミングする
次のコマンドを実行すると、ビデオを Kinesis Video Streams にストリーミングする GStreamer パイプラ
インが Raspberry Pi に作成されます。この例では v4l2src GStreamer プラグインを使用します。
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$ gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/xraw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! omxh264enc control-rate=1 targetbitrate=5120000 periodicity-idr=45 inline-header=FALSE ! h264parse ! video/x-h264,streamformat=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1,profile=baseline ! kvssink
stream-name="YourStreamName" access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" awsregion="YourAWSRegion"

例 7: Raspberry Pi でカメラからビデオをストリーミングして地
域を指定する
次のコマンドを実行すると、ビデオを米国東部 (バージニア北部) リージョンの Kinesis Video Streams
にストリーミングする GStreamer パイプラインが Raspberry Pi に作成されます。この例では v4l2src
GStreamer プラグインを使用します。
$ gst-launch-1.0 v4l2src do-timestamp=TRUE device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/xraw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 ! omxh264enc control-rate=1 targetbitrate=5120000 periodicity-idr=45 inline-header=FALSE ! h264parse ! video/x-h264,streamformat=avc,alignment=au,width=640,height=480,framerate=30/1,profile=baseline ! kvssink
stream-name="YourStreamName" access-key="YourAccessKey" secret-key="YourSecretKey" awsregion="YourAWSRegion"

例 8: Raspberry-PiとUbuntuでオーディオとビデオの両方をスト
リーミング
gst-launch-1.0 コマンドを実行して、Raspberry-PI および Ubuntu でオーディオとビデオの両方のストリー
ミングを開始する方法について説明します。

例 9: macOS でオーディオとビデオの両方をストリーミング
gst-launch-1.0 コマンドを実行して、MacOS でオーディオとビデオの両方のストリーミングを開始する方
法について説明します。

例 10: オーディオとビデオの両方を含むMKVファイルをアップ
ロード
gst-launch-1.0 コマンドを実行して、オーディオとビデオの両方を含む MKV ファイルをアップロードする
方法について説明します。

Docker コンテナで GStreamer エレメントを実行しま
す。
Docker は、コンテナを使用してアプリケーションを開発、デプロイ、実行するためのプラットフォームで
す。Docker を使用して GStreamer パイプラインを作成することで Kinesis Video Streams のオペレーティ
ング環境が標準化され、アプリケーションのビルドおよび実行を大幅に簡素化できます。
Docker をインストールして設定するには、以下を参照してください。
• Docker のダウンロード手順
• Docker の開始方法
Docker をインストールした後、docker pull コマンドを使用して Kinesis Video Streams C++ プロ
デューサー SDK (および GStreamer プラグイン) を Amazon Elastic Container Registry からダウンロード
できます。
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Docker コンテナで GStreamer エレメントを実行します。

Docker コンテナで Kinesis Video Streams プロデューサー SDK エレメントをシンクとして GStreamer を
実行するには、次の操作を行います。
トピック
• Docker クライアントを認証する (p. 138)
• Ubuntu、macOS、Windows、または Raspberry Pi の Docker イメージのダウンロード (p. 138)
• Docker イメージを実行する (p. 139)

Docker クライアントを認証する
イメージのプル元になる Amazon ECR レジストリに対して Docker クライアントを認証します。使用す
るレジストリごとに認証トークンを取得する必要があり、トークンは 12 時間有効です。詳細について
は、Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイドの「レジストリの認証」を参照してください。

Example : Amazon ECR を使用して認証する
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login -u AWS --password-stdin
https://546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

成功すると、Login Succeeded が出力されます。

Ubuntu、macOS、Windows、または Raspberry Pi の Docker イ
メージのダウンロード
オペレーティングシステムに応じて次のコマンドのいずれかを使用し、Docker イメージを Docker 環境に
ダウンロードします。

Ubuntu の Docker イメージのダウンロード
sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdkcpp-amazon-linux:latest

macOS の Docker イメージのダウンロード
sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdkcpp-amazon-linux:latest

Windows の Docker イメージのダウンロード
docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cppamazon-windows:latest

Raspberry Pi の Docker イメージのダウンロード
sudo docker pull 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdkcpp-raspberry-pi:latest

イメージが正常に追加されたことを確認するには、次のコマンドを使用します。
docker images
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Docker イメージを実行する
オペレーティングシステムに応じて、次のコマンドのいずれかを使用して Docker イメージを実行しま
す。

Ubuntu で Docker イメージを実行する
sudo docker run -it --network="host" --device=/dev/video0 546150905175
.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-amazon-linux /bin/bash

macOS で Docker イメージを実行する
sudo docker run -it --network="host" 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesisvideo-producer-sdk-cpp-amazon-linux /bin/bash

Windows で Docker イメージを実行する
docker run -it 546150905175.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cppwindows <AWS_ACCESS_KEY_ID> <AWS_SECRET_ACCESS_KEY> <RTSP_URL> <STREAM_NAME>

Raspberry Pi で Docker イメージを実行する
sudo docker run -it --device=/dev/video0 --device=/dev/vchiq -v /opt/vc:/opt/vc
546150905175
.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kinesis-video-producer-sdk-cpp-raspberry-pi /bin/bash

Docker によりコンテナが起動され、コンテナ内でコマンドを実行するコマンドプロンプトが表示されま
す。
コンテナ内で、次のコマンドを使用して環境変数を設定します。
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesisvideo-native-build/downloads/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-nativebuild/downloads/local/bin:$PATH
export GST_PLUGIN_PATH=/opt/awssdk/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesisvideo-native-build/downloads/local/lib:$GST_PLUGIN_PATH

デバイスに適した gst-launch-1.0 コマンドを使用してカメラからのストリーミングを開始します。

Note
macOS では、Docker コンテナで GStreamer を実行する場合にのみネットワークカメラからビ
デオをストリーミングできます。Docker コンテナで macOS の USB カメラからのビデオのスト
リーミングはサポートされていません。
gst-launch-1.0 コマンドを使用してローカルウェブカメラまたはネットワーク RTSP カメラに接続す
る礼については、「起動コマンド (p. 135)」を参照してください。

GStreamer エレメントパラメータのリファレンス
ビデオを Amazon Kinesis Video Streams プロデューサー SDK に送信するには、kvssink をシン
クまたはパイプラインの最終的な送信先として指定します。このリファレンスでは、kvssink の必
須およびオプションのパラメータに関する情報を提供します。詳細については、「the section called
“GStreamer” (p. 134)」を参照してください。
kvssink エレメントには以下の必須パラメータがあります。
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• stream-name: 送信先 Kinesis ビデオストリームの名前。

Note
IoT 認証を使用する場合、stream-name の値が、(IoT プロビジョニング内の) iotthingname の値と同一でなければなりません。詳細については、「IoT 認証の使用中に "無効
なモノの名前が渡されました (Invalid thing name passed)" エラーが発生 (p. 186)」を参照し
てください。
• storage-size: デバイスのストレージサイズ (メガバイト)。デバイスストレージの構成の詳細につい
ては、「StorageInfo (p. 107)」を参照してください。
• access-key: Kinesis Video Streams にアクセスするために使用する AWS アクセスキー。このパラ
メータか credential-path のどちらかを指定する必要があります。
• secret-key: Kinesis Video Streams にアクセスするために使用する AWS シークレットキー。このパ
ラメータか credential-path のどちらかを指定する必要があります。
• credential-path: Kinesis Video Streams にアクセスするための認証情報を含むファイルへのパス。
このパラメータか、access-key および secret-key かの、どちらかを指定する必要があります。
kvssink エレメントには以下のオプションパラメータがあります。これらのパラメータの詳細について
は、Kinesis Video Streams の構造 (p. 108)を参照してください。
パラメータ

説明

単位/タイプ

デフォルト

absolute-fragmenttimes

絶対フラグメントタイ
ムを使用するかどう
か。

ブール値

true

avg-bandwidth-bps

ストリームの予想され
る平均帯域幅。

1 秒あたりのバイト

4194304

aws-region

使用する AWS リージョ
ン。

文字列

us-west-2

buffer-duration

ストリームのバッファ
期間。

[Seconds] (秒)

180

codec-id

ストリームのコーデッ
ク ID。

文字列

"V_MPEG4/ISO/AVC"

connectionstaleness

ストリームの古さの
コールバックが呼び出
されるまでの時間。

[Seconds] (秒)

60

content-type

ストリームのコンテン
ツタイプ。

文字列

"video/h264"

fragment-acks

ACK フラグメントを使
用するかどうか。

ブール値

true

fragment-duration

フラグメントの有効期
間。

ミリ秒

2000

framerate

予想されるフレーム
レート。

1 秒あたりのフレーム

25

frame-timecodes

フレームのタイムコー
ドを使用するか、現在
時刻のコールバックを
使用してタイムスタン

ブール値

true
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パラメータ

説明

単位/タイプ

デフォルト

プを生成するかどうか
を指定します。
key-framefragmentation

キーフレームでフラグ
メントを生成するかど
うかを指定します。

ブール値

true

log-config

ログ設定のパス。

文字列

"./
kvs_log_configuration"

max-latency

ストリームの最大レイ
テンシー。

[Seconds] (秒)

60

recalculatemetrics

メトリクスを再計算す
るかどうかを指定しま
す。

ブール値

true

replay-duration

再開が有効になってい
る場合、エラー発生時
の再生まで現在のリー
ダーをロールバックす
る期間。

[Seconds] (秒)

40

restart-on-error

エラーが発生したとき
に再起動するかどう
か。

ブール値

true

retention-period

ストリームが保持され
る期間。

時間

2

rotation-period

キーの更新間隔。詳細
については、「カス
タマーマスターキーの
ローテーション」を参
照してください。

[Seconds] (秒)

2400

streaming-type

ストリーミングタイ
プ。有効な値を次に示
します。

列挙型
0: リアルタイム
GstKvsSinkStreamingType

• 0: リアルタイム
• 1: ほぼリアルタイム
(現在サポートされて
いません)
• 2: オフライン
timecode-scale

MKV のタイムコードス
ケール。

ミリ秒

1

track-name

MKV トラック名。

文字列

"kinesis_video"
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パラメータ

説明

単位/タイプ

デフォルト

iot-certificate

kvssink 要素で使用され
る IoT 認証情報。次の
キーと値を使用できま
す。

文字列

なし

• endpoint=iotcredentialsproviderendpoint
• cert-path=/
localdirectorypath /to/
certificate
• key-path=/
localdirectorypath /to/
private/key
• ca-path=/
localdirectorypath/to/
ca-cert
• role-aliases=rolealiases

例: PutMediaAPI を使用した Kinesis Video Streams
へのデータの送信
この例は、PutMediaAPI の使用方法を示しています。この例は、すでにコンテナ形式 (MKV) であるデー
タの送信方法を示しています。送信前にデータをコンテナ形式にアセンブルする (カメラの動画データ
をフレームにアセンブルするなど) 必要がある場合は、Kinesis Video Streams プロデューサーライブラ
リ (p. 53) を参照してください。

Note
PutMedia オペレーションは、接続およびデータフロー、送達確認の全二重管理のため、C++ お
よび Java SDK でのみ利用できます。他の言語ではサポートされていません。
この例には以下のステップが含まれます。
• ステップ 1: コードをダウンロードして設定する (p. 142)
• ステップ 2: コードを作成してテストする (p. 143)
• ステップ 3: コードを実行して検証する (p. 145)

ステップ 1: コードをダウンロードして設定する
このセクションでは、Java のコード例をダウンロードしてプロジェクトを Java IDE にインポートし、ラ
イブラリのロケーションを設定して、AWS 認証情報を使用するコードを設定します。
1.

ディレクトリを作成し、 GitHubリポジトリからサンプルソースコードをクローンします。PutMedia
の例は、Java プロデューサーライブラリ (p. 54) の一部です。
$ git clone https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-java

2.

使用する Java IDE (Eclipse や IntelliJ IDEA など) を開き、ダウンロードした Apache Maven プロジェ
クトをインポートします。
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• エクリプスでは: 「ファイル」、「インポート」、「Maven」、「既存のMavenプロジェクト」を選
択し、ダウンロードしたパッケージのルートに移動します。pom.xml ファイルを選択します。
• IntelliJのアイデアでは：[Import] (インポート) を選択します。ダウンロードしたパッケージのルート
に含まれる pom.xml ファイルに移動します。
詳細については、関連する IDE ドキュメントを参照してください。
3.

インポートしたライブラリのロケーションが IDE で見つかるようにするため、プロジェクトを更新し
ます。
•

•

IntelliJ IDEA の場合は以下を実行します。
a.

プロジェクトの lib ディレクトリのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Add as
library] を選択します。

b.

[ファイル]、[Project Structure] の順に選択します。

c.

[Project Settings] で [Modules] を選択します。

d.

[Sources] タブで Language Level を 7 以上に設定します。

Eclipse の場合は以下を実行します。
a.

プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[プロパティ]、[Java Build
Path]、[ソース] の順に選択します。次に、以下の操作を実行します。
1. [Source] タブで、[Native library location] をダブルクリックします。
2. [Native Library Folder Configuration] ウィザードで [Workspace] を選択します。
3. [Native Library Folder] の選択肢からプロジェクトの lib ディレクトリを選択します。

b.

プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[プロパティ] を選択します。次
に、以下の操作を実行します。
1. [Libraries] タブで、[Add Jars] を選択します。
2. [JAR selection (JAR 選択)] ウィザードで、プロジェクトの lib ディレクトリ内のすべて
の .jar を選択します。

ステップ 2: コードを作成してテストする
PutMedia API の例 () は、次のコーディングパターンを示しています。PutMediaDemo
トピック
• の作成 PutMediaClient (p. 143)
• メディアをストリーミングしてスレッドを一時停止する (p. 144)
このセクションのコード例は、PutMediaDemo クラスのものです。

の作成 PutMediaClient
PutMediaClient オブジェクトを作成するには以下のパラメーターが必要です。
• PutMedia エンドポイントの URI。
• ストリーミングする MKV ファイルを指す InputStream。
• ストリーム名。この例では、Java プロデューサーライブラリを使用する (p. 54) (my-stream) で作成さ
れたものと同じストリームを使用します。別のストリームを使用するには、以下のパラメーターを変更
します。
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private static final String STREAM_NAME="my-stream";

Note
PutMedia API の例では、ストリームは作成されません。Java プロデューサーライブラリを
使用する (p. 54) 用のテストアプリケーションの使用、Kinesis Video Streams コンソールの使
用、または AWS CLI の使用のいずれかの方法で、ストリームを作成する必要があります。
• 現在のタイムスタンプ。
• タイムコードのタイプ。この例では RELATIVE が使用されます。これは、タイムスタンプがコンテナの
開始を基準にしていることを示します。
• 受信したパケットが承認済の送信者から送信されたことを確認する AWSKinesisVideoV4Signer オブ
ジェクト。
• 最大アップストリーム帯域幅 (Kbps)
• パケットの送達確認を受け取る AckConsumer オブジェクト.
PutMediaClient オブジェクトは以下のコードを作成します。
/* actually URI to send PutMedia request */
final URI uri = URI.create(KINESIS_VIDEO_DATA_ENDPOINT + PUT_MEDIA_API);
/* input stream for sample MKV file */
final InputStream inputStream = new FileInputStream(MKV_FILE_PATH);
/* use a latch for main thread to wait for response to complete */
final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);
/* a consumer for PutMedia ACK events */
final AckConsumer ackConsumer = new AckConsumer(latch);
/* client configuration used for AWS SigV4 signer */
final ClientConfiguration configuration = getClientConfiguration(uri);
/* PutMedia client */
final PutMediaClient client = PutMediaClient.builder()
.putMediaDestinationUri(uri)
.mkvStream(inputStream)
.streamName(STREAM_NAME)
.timestamp(System.currentTimeMillis())
.fragmentTimeCodeType("RELATIVE")
.signWith(getKinesisVideoSigner(configuration))
.upstreamKbps(MAX_BANDWIDTH_KBPS)
.receiveAcks(ackConsumer)
.build();

メディアをストリーミングしてスレッドを一時停止する
クライアントが作成されると、サンプルが putMediaInBackground との同時ストリーミングを開始しま
す。AckConsumer が返されるまでメインスレッドは latch.await で一時停止し、この時点でクライア
ントは切断されます。
/* start streaming video in a background thread */
client.putMediaInBackground();
/* wait for request/response to complete */
latch.await();
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/* close the client */
client.close();

ステップ 3: コードを実行して検証する
PutMedia API の例を実行するには、以下を実行します。
1.

Kinesis Video Streams コンソールで、または AWS CLI を使用して my-stream という名前のスト
リームを作成します。

2.

作業ディレクトリを Java プロデューサー SDK ディレクトリに変更します。
$ cd /<YOUR_FOLDER_PATH_WHERE_SDK_IS_DOWNLOADED>/amazon-kinesis-video-streams-producersdk-java/

3.

Java SDK およびデモアプリケーションをコンパイルします。
mvn package

4.

/tmp ディレクトリに一時ファイル名を作成します。
$ jar_files=$(mktemp)

5.

ローカルリポジトリからファイルへの依存関係のクラスパス文字列を作成します。
$ mvn -Dmdep.outputFile=$jar_files dependency:build-classpath

6.

LD_LIBRARY_PATH 環境変数の値を次のように設定します。
$ export LD_LIBRARY_PATH=/<YOUR_FOLDER_PATH_WHERE_SDK_IS_DOWNLOADED>/amazon-kinesisvideo-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build/downloads/local/lib:
$LD_LIBRARY_PATH
$ classpath_values=$(cat $jar_files)

7.

AWS 認証情報を指定して、次のようにコマンドラインからデモを実行します。
$ java -classpath target/kinesisvideo-java-demo-1.0-SNAPSHOT.jar:$classpath_values
-Daws.accessKeyId=${ACCESS_KEY} -Daws.secretKey=${SECRET_KEY} -Djava.library.path=/
opt/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesis-video-native-build
com.amazonaws.kinesisvideo.demoapp.DemoAppMain

8.

Kinesis Video Streams コンソール (https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/) を開き、[Manage
Streams] (ストリームの管理) ページでストリームを選択します。動画が [Video Preview] ペインで再
生されます。

例: RTSP ソースからのストリーミング
C++ プロデューサーライブラリ (p. 63)には、RTSP (Real Time Streaming Protocol) ネットワークカメラに
接続する Docker コンテナの定義が含まれています。Docker を使用することで Kinesis Video Streams の
オペレーティング環境が標準化され、アプリケーションのビルドおよび実行を大幅に簡素化できます。
RTSP デモアプリケーションを使用するには、最初に C++ プロデューサーライブラリ (p. 63) をインス
トールして構築します。
次の手順では、RTSP デモアプリケーションのセットアップ方法と使用方法を示しています。
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トピック
• 前提条件 (p. 146)
• Docker イメージの作成 (p. 146)
• RTSP サンプルアプリケーションを実行する (p. 146)

前提条件
Kinesis Video Streams RTSP サンプルアプリケーションを実行するには、次を確認する必要があります。
• Docker: Docker のインストールおよび使用の詳細については、次のリンクを参照してください。
• Docker のダウンロード手順
• Docker の開始方法
• RTSP ネットワークカメラソース: 推奨カメラについては、「」を参照してくださいシステム要
件 (p. 3)。

Docker イメージの作成
まず、デモアプリケーション内で実行される Docker イメージを構築します。
1.

新しいディレクトリを作成し、次のファイルを docker_native_scripts ディレクトリから新しい
ディレクトリにコピーします。
• Dockerfile
• start_rtsp_in_docker.sh

2.

前の手順で作成したディレクトリに移動します。

3.

以下のコマンドを使用して、Docker イメージを構築します。このコマンドは、イメージを作成してそ
れに rtspdockertest とタグ付けします。
docker build -t rtspdockertest .

4.

前のステップで返されたイメージ ID を記録します (例: 54f0d65f69b2)。

RTSP サンプルアプリケーションを実行する
次のコマンドを使用して Kinesis Video Streams Docker コンテナを起動します。前のステップで取得した
イメージ ID、AWS 認証情報、RTSP ネットワークカメラの URL、およびデータを送信する Kinesis ビデ
オストリームの名前を指定します。

$ docker run it <IMAGE_ID> <AWS_ACCESS_KEY_ID> <AWS_SECRET_ACCESS_KEY> <RTSP_URL> <STREAM_NAME>

アプリケーションをカスタマイズするには、Dockerfile の ENTRYPOINT コマンドをコメントまたは削
除し、以下のコマンドを使用してコンテナを起動します。
docker run -it <IMAGE_ID> bash

Docker コンテナ内でサンプルアプリケーションをカスタマイズしストリーミングを開始するように表示さ
れます。
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レンダラー

例: Kinesis Video Streams フラグメントの解析およ
びレンダリング
ストリームパーサーライブラリ (p. 126) には、Amazon Kinesis ビデオストリームフラグメントの解析とレ
ンダリングを説明する KinesisVideoRendererExample という名前のデモアプリケーションが含まれ
ています。この例では、例: Kinesis Video Streams プロデューサー SDK GStreams プラグイン (p. 134)
アプリケーションを使用して取り込まれた H.264 エンコードのフレームを JCodec を使用してデコードし
ます。JCodec を使用してフレームをデコードすると、視覚イメージは JFrame を使用してレンダリング
されます。
この例は、次を実行する方法を説明しています。
• GetMedia API を使用して Kinesis ビデオストリームからフレームを取得し、表示するためにストリー
ムをレンダリングします。
• Kinesis Video Streams コンソールを使用する代わりに、カスタムアプリケーションでストリームのビデ
オコンテンツを表示します。
また、表示される前にデコードを必要としない JPEG ファイルのストリームなど、H.264 としてエンコー
ドされていない Kinesis のビデオストリームコンテンツの表示にこの例のクラスを使用することもできま
す。
次の手順では、レンダラ―デモアプリケーションのセットアップと使用方法を示しています。

前提条件
レンダラ―の例のライブラリを確かめて使用するには、以下が必要です。
• Amazon Web Services (AWS) アカウント。AWS アカウントがまだない場合は、「Kinesis Video
Streams の開始方法」を参照してください。
• Eclipse Java Neon や JetBrains IntelliJ Idea などの Java 統合開発環境 (IDE)。

レンダラ―の例の実行
1.

ディレクトリを作成し、 GitHubリポジトリからサンプルソースコードを複製します。
$ git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library

2.

使用する Java IDE (Eclipse や IntelliJ IDEA など) を開き、ダウンロードした Apache Maven プロジェ
クトをインポートします。
• エクリプスでは: ファイル、インポート、Maven、既存の Maven プロジェクトを選択しま
す。kinesis-video-streams-parser-lib ディレクトリに移動します。
• IntelliJのアイデアでは：[Import] (インポート) を選択します。ダウンロードしたパッケージのルート
に含まれる pom.xml ファイルに移動します。

Note
IntelliJ が依存関係を検出できない場合は、以下の手順の実行が必要になることがありま
す。
• クリーンビルド: ファイル、設定、ビルド、実行、デプロイ、コンパイラを選択します。
[Clear output directory on rebuild (再構築時に出力ディレクトリをクリアする)] が選択さ
れていることを確認して、[Build (構築)]、[Build Project (プロジェクトの構築)] の順に選
択します。
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• プロジェクトを再インポートする: プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニュー
を開き、[Maven]、[Reimport] の順に選択します。
詳細については、関連する IDE ドキュメントを参照してください。
3.

Java IDE で src/test/java/com.amazonaws.kinesisvideo.parser/examples/
KinesisVideoRendererExampleTest を開きます。

4.

このファイルから @Ignore ディレクティブを削除します。

5.

.stream パラメータを Kinesis ビデオストリームの名前で更新します。

6.

KinesisVideoRendererExample テストを実行します。

仕組み
例のアプリケーションは次を示します。
• MKV データの送信 (p. 148)
• MKV フラグメントをフレームに解析する (p. 148)
• フレームのデコードと表示 (p. 148)

MKV データの送信
この例では、rendering_example_video.mkvファイルからサンプル MKVPutMedia データを送信
し、render-example-streamを使用してという名前のストリームにビデオデータを送信します。
このアプリケーションは PutMediaWorker を作成します。
PutMediaWorker putMediaWorker = PutMediaWorker.create(getRegion(),
getCredentialsProvider(),
getStreamName(),
inputStream,
streamOps.amazonKinesisVideo);
executorService.submit(putMediaWorker);

PutMediaWorker クラスの詳細については、ストリームパーサーライブラリ (p. 126) ドキュメンテー
ションで「電話PutMedia (p. 130)」を参照してください。

MKV フラグメントをフレームに解析する
この例では次に、GetMediaWorker を使用してストリームから MKV フラグメントを取得し、解析しま
す。
GetMediaWorker getMediaWorker = GetMediaWorker.create(getRegion(),
getCredentialsProvider(),
getStreamName(),
new StartSelector().withStartSelectorType(StartSelectorType.EARLIEST),
streamOps.amazonKinesisVideo,
getMediaProcessingArgumentsLocal.getFrameVisitor());
executorService.submit(getMediaWorker);

GetMediaWorker クラスの詳細については、ストリームパーサーライブラリ (p. 126) ドキュメンテー
ションで「電話GetMedia (p. 130)」を参照してください。

フレームのデコードと表示
この例では次に、JFrame を使用してフレームをデコードし、表示します。
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以下は、JFrame を拡張する KinesisVideoFrameViewer クラスからのコード例です。
public void setImage(BufferedImage bufferedImage) {
image = bufferedImage;
repaint();

}

画像は java.awt.image のインスタンスとして表示されます。 BufferedImage。BufferedImage を使用す
る方法を示す例については、「Reading/Loading an Image (イメージの読み取りとロード)」を参照してく
ださい。

例: SageMaker を使用したビデオストリーム内のオ
ブジェクトの識別
この例は、特定のオブジェクトが Amazon Kinesis SageMakerビデオストリームに表示されるタイミン
グを識別するソリューションを作成する方法について説明しています。 SageMaker は、デベロッパーや
データサイエンティストが機械学習モデルをすばやく簡単にビルド、およびデプロイするためのマネージ
ド型プラットフォームです。
この例は、アプリケーション機能を含む Docker コンテナ、およびアプリケーションの AWS リソースのデ
プロイを自動化する AWS CloudFormation テンプレートで構成されています。
AWS CloudFormation テンプレートによって以下のリソースが作成されます。
• ライブラリソフトウェアを実行する AWS Fargate コンピューティングエンジンを使用する Amazon
Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター。
• Fargate タスクで実行されるワーカー間でチェックポイントと関連状態を管理する Amazon DynamoDB
テーブル。
• から生成された推論出力をキャプチャする Kinesis データストリーム SageMaker。
• AWS Lambdaからの出力を解析する関数 SageMaker。
• サービス間でのアクセス用の AWS Identity and Access Management (IAM) リソース。
• アプリケーションを監視するための Amazon CloudWatch リソース。
アプリケーションは、データを処理する SageMaker あらゆるエンドポイントと互換性があります。この
例には、 SageMaker サンプルのオブジェクト識別アルゴリズムテンプレートを使用するエンドポイント
を作成するための手順が含まれています。アプリケーションのユースケースと要件に基づいて、アルゴリ
ズムを変更したり置き換えたりできます。
トピック
• 前提条件 (p. 149)
• アプリケーションの作成 (p. 150)
• アプリケーションのモニタリング (p. 152)
• アプリケーションの機能拡張 (p. 153)
• アプリケーションのクリーンアップ (p. 154)

前提条件
サンプルアプリケーションには、以下の前提条件があります。

149

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
アプリケーションの作成

• SageMaker (p. 150)
• Kinesis ビデオストリーム (p. 150)
• サービスにリンクされたロール (p. 150)

SageMaker
この例では、 SageMaker ノートブックが必要です。ノートブックの作成については、Amazon
SageMaker 開発者ガイドの「ノートブックインスタンスの作成」を参照してください。ノートブックを作
成するときは、以下の点に注意してください。
• Amazon_JumpStart_Object_Detection.ipynb例を (Jupyter コンソールの「SageMaker サンプ
ル」タブの「Amazon アルゴリズムの概要」セクションから) ノートブックに追加します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、例を追加する際に前提条件のステッ
プでその名前を指定します。
• ノートブックを作成したら、 SageMaker コンソールで [Endpoint configuration] (エンドポイント設定)
を選択し、エンドポイント名を書き留めます。

Kinesis ビデオストリーム
この例では、ライブビデオデータを含む 1 つまたは複数の Kinesis のビデオストリームが
必要です。Kinesis ビデオストリームを作成してカメラからデータを送信する方法について
は、GStreamer (p. 134) を参照してください。Kinesis ビデオストリーム名を書き留めます。

サービスにリンクされたロール
この例では、アカウントに AWS Fargate オペレーションのサービスにリンクされたロールが必要です。新
しい AWS アカウントでは、このロールがデフォルトで有効になっています。アプリケーションの作成時
に以下のエラーが表示された場合は、サービスにリンクされたロールを有効にする必要があります。
Unable to assume the service linked role. Please verify that the ECS service linked role
exists

サービスにリンクされたロールを有効にするには、以下のコマンドを実行します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com

アプリケーションの作成
サンプルアプリケーションを作成するには、AWS CloudFormation と付属のテンプレートを使用します。

AWS CloudFormation を使用してアプリケーションを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS リージョンの以下のいずれかのリンクを使用して
AWS CloudFormation コンソールを開きます。このリンクからリージョンの正しいスタックが起動さ
れます。
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン (ap-southeast-2) で起動
• アジアパシフィック (東京) リージョン (ap-northeast-1) で起動
• 欧州 (フランクフルト) リージョン (eu-central-1) で起動
• 欧州 (アイルランド) リージョン (eu-west-1) で起動
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で起動
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• 米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) で起動
2.

[スタックの作成] ページで、以下の値を入力します。
• スタックに一意の名前 (#####-KVS-などSageMaker) を付けます。
• SageMaker 前のセクションで作成したエンドポイント名 (エンドポイント ARN ではない) を指定し
ます。
• Kinesis ビデオストリームの名前を入力します。複数の Kinesis ビデオストリームがある場合は、ス
トリーム名を引用符で囲み、カンマで区切ります。
• 残りの設定はそのままにします。
[Next] (次へ) を選択します。

3.

[Options (オプション)] ページで、設定をそのままにします。

4.

「AWS が IAM CloudFormation リソースを作成する可能性があることを承諾する」チェックボックス
を選択します。[Next] (次へ) を選択します。

AWS CloudFormation によってアプリケーションが作成されます。
次の表は、この AWS CloudFormation テンプレートを使用してスタックを作成するときに Docker コンテ
ナで使用されるパラメータの一覧です。これらの値はテンプレートの SSM リソースで事前定義されていま
すが、必要に応じてカスタマイズできます。
リソース名

デフォルト値

説明

inferenceInterval

6

The sampling ratio for video frames that are se
of every 6 I-Frames is sent to the SageMaker e

sageMakerTaskQueueSize

5000

The size of the queue that maintains the pendi
‘sageMakerTaskTimeoutInMilli’. If SageMaker

sageMakerTaskThreadPoolSize

20

Number of threads that is used to concurrently

sageMakerTaskTimeoutInMilli

20000

The maximum duration allowed for a single req

sageMakerTaskThreadPoolName

SageMakerThreadPool- The name of the threadpool that is sending req
%d

これらのパラメータの値をカスタマイズするには、[Create stack] (スタックの作成) ページでテンプレート
URL を選択して AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードしてから、次のようなテンプレートの
Params セクションでこれらのパラメータを見つけます。

Params:
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
Name:
Ref: AppName
Description: "Configuration for SageMaker app"
Type: String
Value:
Fn::Sub: |
{"streamNames":[${StreamNames}], "tagFilters":
[${TagFilters}],"sageMakerEndpoint":"${SageMakerEndpoint}",
"endPointAcceptContentType": "${EndPointAcceptContentType}",
"kdsStreamName":"${Kds}","inferenceInterval":6,"sageMakerTaskQueueSize":5000,
"sageMakerTaskThreadPoolSize":20,"sageMakerTaskTimeoutInMilli":20000,
"sageMakerTaskThreadPoolName":"SageMakerThreadPool-%d"}
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アプリケーションのモニタリング
AWS CloudFormationテンプレートによって作成されたアプリケーションには、Amazon CloudWatch ダッ
シュボードと、アプリケーションのメトリクスとイベントのモニタリングに使用する CloudWatch ログス
トリームが含まれています。

アプリケーションダッシュボード
アプリケーションには、 CloudWatch アプリケーションメトリクスをモニタリングするためのダッシュ
ボードが含まれています。アプリケーションダッシュボードを表示するには、 CloudWatch コンソールを
(https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開き、左側のナビゲーションバーにある [Dashboards]
(ダッシュボード) を選択します。
KVS-SageMaker-ドライバー-KvsSageMakerIntegration-aws-region ダッシュボードを選択します。ダッ
シュボードには以下の情報が表示されます。
• フレームメトリック: ビデオストリームを処理すること、 SageMaker エンドポイントにフレームを送信
すること、 SageMaker SageMaker およびノートブックを推論出力結果の処理用AWS Lambda関数に接
続する Kinesis データストリームに書き込むことに関するメトリクス。
• IngestToProcessLatency: Kinesis Video Streams サービスにビデオフレームが取り込まれてからアプリ
ケーションがフレームを受信するまでの時間差。
• 現在のリース合計: アプリケーションには、リースを使用して Kinesis ビデオストリームから読み込むた
めのアクセス許可が付与されます。このメトリクスはアクティブなリースの数を示します。アプリケー
ションは Kinesis ビデオストリームごとに 1 つのリースを使用し、ストリーム間の同期に 1 つのリース
を使用します。
• リース同期指標: 権限リースの同期の頻度と期間。
• LeaseCount 労働者一人当たり: SageMaker リースのワーカースレッド間のディストリビューション。
• 労働者の数: SageMakerストリームを処理するワーカーの数。Amazon ECS クラスター内の各タスクに
は実行中の 1 つのワーカーがあります。1 つのワーカーは複数のストリームを処理できます。
• ECS サービスの利用状況: Amazon ECS クラスターの使用状況メトリクス。
• KinesisDataStream: Kinesis データストリームの使用状況メトリクス。
• SageMaker: SageMaker ノートブックによって実行される操作。
• Lambda: SageMaker ノートブックからの出力を処理する Lambda 関数の数と持続期間。
これらのグラフのいずれかの情報がオペレーション上の問題 (安定しているのではなく着実に増加してい
る値など) を示している場合は、アプリケーションログを読んで問題を特定する方法について、以下のセ
クションを参照してください。

CloudWatch ログ
アプリケーションには 2 CloudWatch つのログが含まれています。
トピック
• アプリケーションログ (p. 152)
• Lambda 関数ログ (p. 153)

アプリケーションログ
アプリケーションログを使用して、アプリケーションイベントとエラー状態をモニタリングできます。こ
のログは、製品サポートに問題を連絡する必要がある場合に役立ちます。
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アプリケーションログを読むには
1.

Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs) を開きます。

2.

[KVS-Sagemaker-Driver] クラスターを選択します。

3.

############-SageMakerDriverService サービスを選択します。

4.

[ログ] タブを選択します。

アプリケーションログには、初期化、設定、リースアクティビティなどのイベントが表示されます。

Lambda 関数ログ
Lambda 関数ログを使用して、オブジェクトの成功した識別を追跡できます。

Lambda ログを読み込むには
1.

https://console.aws.amazon.com/lambdaAWS Lambda でコンソールを開きます。

2.

アプリケーションの Lambda 関数を選択します。Lambda 関数名の形式は次のとおりです。
stack-name-LambdaFunction-A1B2C3D4E5F6G

3.

[Monitoring (モニタリング)] パネルを選択します。

4.

[ログを表示] を選択します CloudWatch。

CloudWatch アプリケーションのログには、Kinesis Video Streams と他のアプリケーションのイベントで
の成功した識別が示されています。

アプリケーションの機能拡張
以下のように AWS CloudFormation テンプレートウィンドウに指定した値を変更することで、アプリケー
ションにカスタム機能を追加できます。
• EndPointAcceptContentType: SageMaker エンドポイントが JPG 形式のフレームを受け付けない場合
は、この値を変更できます。以下の形式がサポートされています。
• image/jpeg
• image/png
• image/bmp
• image/gif
• application/x-image
• LambdaFunctionBucket, LambdaFunctionKey: 提供される設定は、AWS Lambda SageMaker
CloudWatch 出力を処理してログに書き込む機能を使用します。 SageMaker 出力を他の場所に送信する
場合は、独自の Lambda 関数を提供できます。
• タグフィルター: the section called “TagStream” (p. 238)アクションを使用してタグ付けされたスト
リームがある場合は、処理するストリームのタグを指定できます。たとえば、2 つのストリームの
Location キー値がそれぞれ Front と Parking である場合、以下のエントリにより、それらのスト
リームのみを使用するようにフィルタ処理します。
{"key":"Location","values":["Front","Parking"]}
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アプリケーションのクリーンアップ
このチュートリアル用に作成したアプリケーションを使い終わったら、継続的な請求が発生しないよう
に、保持しないリソースを削除することをお勧めします。
1.

2.

SageMaker エンドポイント: SageMaker既存のエンドポイントを使用するのではなく、このチュート
リアル用にエンドポイントを作成した場合は、そのエンドポイントを削除してください。 SageMaker
コントロールパネルで、エンドポイント設定を選択します。作成したエンドポイントを選択してか
ら、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択します。削除を確定します。
SageMaker ノートブック: SageMaker コンソールで [ノートブックインスタンス] を選択します。作成
したノートブックを選択しから、[Actions (アクション)]、[Stop (停止)] の順に選択します。ノートブッ
クに [Status (ステータス)] が [停止] と表示されたら、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選
択します。削除を確定します。

Note
SageMaker リソースのクリーンアップの詳細については、SageMaker 開発者ガイドの「ク
リーンアップ」を参照してください。
3.

SageMaker 実行ポリシー: IAM コンソールのナビゲーションペインから、[ポリシー] を選択します。
このチュートリアル用に作成したポリシーを選択します。ポリシーの名前は AmazonSageMakerExecutionPolicy-timestamp のようになります。
[ポリシーアクション]、[削除] の順に選択します。削除を確定します。

4.

SageMaker 実行ロール: IAM コンソールのナビゲーションペインから、[ロール] を選択します。
このチュートリアル用に作成したロールを選択します。ポリシーの名前は AmazonSageMakerExecutionRole-timestamp のようになります。
[Delete role] (ロールの削除) を選択します。削除を確定します。

5.

AWS CloudFormationスタック: AWS CloudFormationコンソールで、このチュートリアル用に作成し
たスタックを選択します。[アクション]、[スタックの削除] の順に選択します。削除を確定します。

6.

Amazon S3 バケット: Amazon S3 コンソールで、 SageMaker アセットを保存するために作成したバ
ケットを選択します。[Delete] (削除) を選択します。バケットの名前を入力し、[Confirm (確認)] を選
択して削除を確定します。

7.

Kinesis ビデオストリーム: Kinesis Video Streams コンソールで、アプリケーション用に作成したビデ
オストリームを選択します。[削除] を選択します。削除を確定します。
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Kinesis Video Streams のモニタリン
グ
モニタリングは、Kinesis Video Streams および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンス
を維持する上で重要な役割を果たします。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単に
デバッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があ
ります。ただし、Kinesis Video Streams のモニタリングを開始する前に、次の質問に対する回答を反映し
たモニタリング計画を作成する必要があります。
• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
モニタリングの目的を定義し、モニタリングの計画を作成したら、次のステップとして、お客様の環境内
で通常の Kinesis Video Streams パフォーマンスのベースラインを確立します。さまざまな時間帯に、さ
まざまな負荷条件で Kinesis Video Streams パフォーマンスを測定します。Kinesis Video Streams をモニ
タリングしながら、収集したモニタリングデータの履歴を保存する必要があります。現在の Kinesis Video
Streams パフォーマンスをこの履歴データと比較して、通常のパフォーマンスパターンとパフォーマンス
異常を識別することで、発生する可能性のある問題への対処方法を考案することが容易になります。
トピック
• での Kinesis Video Streams メトリ CloudWatch (p. 155)
• での Kinesis Video Streams API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 166)

での Kinesis Video Streams メトリ CloudWatch
Amazon を使用して Kinesis ビデオストリームをモニタリングすることができます。Amazon CloudWatch
では Kinesis Video Streams 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 か月間記録されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーショ
ンやサービスの動作をより的確に把握できます。
Kinesis Video Streams マネジメントコンソールでは、次の 2 つの方法で Kinesis CloudWatch ビデオスト
リームのメトリクスを表示できます。
• [Dashboard] (ダッシュボード) ページで、[Account-level metrics for Current Region] (現在のリージョン
のアカウントレベルのメトリクス) セクションの [Video streams] (ビデオストリーム) タブを選択しま
す。
• ビデオストリームの詳細ページで、[モニタリング] タブを選択します。
Kinesis Video Streams は、次のメトリクスを提供します。
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メトリクス

説明

ArchivedFragmentsConsumed.Media

すべての API で消費されたフラグメントメディアの
クォータポイントの数。クォータポイントの概念の説明
については、the section called “フラグメントメタデータ
クォータとフラグメントメディアクォータ” (p. 175) を
参照してください。
単位: [Count] (カウント)

ArchivedFragmentsConsumed.Metadata すべての API で消費されたフラグメントメタデータの
クォータポイントの数。クォータポイントの概念の説明
については、the section called “フラグメントメタデータ
クォータとフラグメントメディアクォータ” (p. 175) を
参照してください。
単位: [Count] (カウント)
PutMedia.Requests

指定されたストリームでの PutMedia API リクエストの
数。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.IncomingBytes

ストリームの PutMedia の一部として受信したバイトの
数。
単位: バイト

PutMedia.IncomingFragments

ストリームの PutMedia の一部として受信した完全なフ
ラグメントの数。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.IncomingFrames

ストリームの PutMedia の一部として受信した完全なフ
レームの数。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.ActiveConnections

サービスホストへの接続の合計数。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.ConnectionErrors

ストリームの PutMedia 接続を確立中に発生したエ
ラー。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.FragmentIngestionLatency

Kinesis Video Streams によってフラグメントの最初のバ
イトが受信されてから最後のバイトが受信されるまでの
時間差。
単位: ミリ秒

PutMedia.FragmentPersistLatency

完全なフラグメントデータが受信されてアーカイブされ
たときからの所要時間。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.Latency

InletService 接続確立時からの要求と HTTP 応答の時間
差。
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メトリクス

説明
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.BufferingAckLatency

新しいフラグメントの最初のバイトが Kinesis Video
Streams によって受信されてからフラグメントのバッ
ファリング ACK が送信されるまでの時間差。
単位: ミリ秒

PutMedia.ReceivedAckLatency

新しいフラグメントの最後のバイトが Kinesis Video
Streams によって受信されてからフラグメントの受信
ACK が送信されるまでの時間差。
単位: ミリ秒

PutMedia.PersistedAckLatency

新しいフラグメントの最後のバイトが Kinesis Video
Streams によって受信されてからフラグメントの永続化
ACK が送信されるまでの時間差。
単位: ミリ秒

PutMedia.ErrorAckCount

ストリームの PutMedia を実行中に送信されたエラー確
認の数。
単位: [Count] (カウント)

PutMedia.Success

フラグメントが正常に書き込まれるたびに 1。フラグメ
ントが失敗するたびに 0。このメトリクスの平均値は、
完全で有効なフラグメントがどれくらい送信されたかを
示しています。
単位: [Count] (カウント)

GetMedia.Requests

指定されたストリームでの GetMedia API リクエストの
数。
単位: [Count] (カウント)

GetMedia.OutgoingBytes

特定のストリームで GetMedia API の一部としてサービ
スから送信されたバイトの合計数。
単位: バイト

GetMedia.OutgoingFragments

ストリームの GetMedia を実行中に送信されたフラグメ
ントの数。
単位: [Count] (カウント)

GetMedia.OutgoingFrames

指定されたストリームで GetMedia 中に送信されたフ
レームの数。
単位: [Count] (カウント)

GetMedia.MillisBehindNow

現在のサーバータイムスタンプと、最後のフラグメント
が送信されたサーバータイムスタンプの時間の差。
単位: ミリ秒
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メトリクス

説明

GetMedia.ConnectionErrors

正常に確立されなかった接続の数。
単位: [Count] (カウント)

GetMedia.Success

各フラグメントが正常に送信されると 1、失敗すると
0。平均値は成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes
特定のストリームで GetMediaForFragmentList API
の一部としてサービスから送信されたバイトの合計数。
単位: バイト
GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments
特定のストリームで GetMediaForFragmentList API
の一部としてサービスから送信されたフラグメントの合
計数。
単位: [Count] (カウント)
GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames
特定のストリームで GetMediaForFragmentList API
の一部としてサービスから送信されたフレームの合計
数。
単位: [Count] (カウント)
GetMediaForFragmentList.Requests

指定されたストリームでの
GetMediaForFragmentList API リクエストの数。
単位: [Count] (カウント)

GetMediaForFragmentList.Success

各フラグメントが正常に送信されると 1、失敗すると
0。平均値は成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
ListFragments.Latency

特定のストリーム名の ListFragments API コールのレ
イテンシー。
単位: ミリ秒
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メトリクス

説明

ListFragments.Requests

指定されたストリームでの ListFragments API リクエ
ストの数。
単位: [Count] (カウント)

ListFragments.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetHLSStreamingSessionURL.Latency

特定のストリーム名の GetHLSStreamingSessionURL
API コールのレイテンシー。
単位: ミリ秒

GetHLSStreamingSessionURL.Requests 指定されたストリームでの
GetHLSStreamingSessionURL API リクエストの数。
単位: [Count] (カウント)
GetHLSStreamingSessionURL.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetHLSMasterPlaylist.Latency

特定のストリーム名の GetHLSMasterPlaylist API
コールのレイテンシー。
単位: ミリ秒

GetHLSMasterPlaylist.Requests

指定されたストリームでの GetHLSMasterPlaylist
API リクエストの数。
単位: [Count] (カウント)
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メトリクス

説明

GetHLSMasterPlaylist.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetHLSMediaPlaylist.Latency

特定のストリーム名の GetHLSMediaPlaylist API
コールのレイテンシー。
単位: ミリ秒

GetHLSMediaPlaylist.Requests

指定されたストリームでの GetHLSMediaPlaylist
API リクエストの数。
単位: [Count] (カウント)

GetHLSMediaPlaylist.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetMP4InitFragment.Latency

特定のストリーム名の GetMP4InitFragment API コー
ルのレイテンシー。
単位: ミリ秒

GetMP4InitFragment.Requests

指定されたストリームでの GetMP4InitFragment API
リクエストの数。
単位: [Count] (カウント)
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メトリクス

説明

GetMP4InitFragment.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetMP4MediaFragment.Latency

特定のストリーム名の GetMP4MediaFragment API
コールのレイテンシー。
単位: ミリ秒

GetMP4MediaFragment.Requests

指定されたストリームでの GetMP4MediaFragment
API リクエストの数。
単位: [Count] (カウント)

GetMP4MediaFragment.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetMP4MediaFragment.OutgoingBytes

特定のストリームで GetMP4MediaFragment API の一
部としてサービスから送信されたバイトの合計数。
単位: バイト

GetTSFragment.Latency

特定のストリーム名の GetTSFragment API コールのレ
イテンシー。
単位: ミリ秒

GetTSFragment.Requests

指定されたストリームでの GetTSFragment API リクエ
ストの数。
単位: [Count] (カウント)
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メトリクス

説明

GetTSFragment.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetTSFragment.OutgoingBytes

特定のストリームで GetTSFragment API の一部として
サービスから送信されたバイトの合計数。
単位: バイト

GetDASHStreamingSessionURL.Latency 特定のストリーム名の
GetDASHStreamingSessionURL API コールのレイテ
ンシー。
単位: ミリ秒
GetDASHStreamingSessionURL.Requests 指定されたストリームでの
GetDASHStreamingSessionURL API リクエストの
数。
単位: [Count] (カウント)
GetDASHStreamingSessionURL.Success 各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetDASHManifest.Latency

特定のストリーム名の GetDASHManifest API コールの
レイテンシー。
単位: ミリ秒

GetDASHManifest.Requests

指定されたストリームでの GetDASHManifest API リク
エストの数。
単位: [Count] (カウント)
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メトリクス

説明

GetDASHManifest.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetClip.Latency

指定されたビデオストリーム名の GetClip API 呼び出し
のレイテンシー。
単位: ミリ秒

GetClip.Requests

特定のビデオストリームの GetClip API リクエストの
数。
単位: [Count] (カウント)

GetClip.Success

各リクエストが成功すると 1、失敗すると 0。平均値は
成功率を示しています。

Note
失敗には、400（ユーザー）エラーと 500（シ
ステム）エラーの両方が含まれます。AWS リク
エスト ID など、リクエストとレスポンスの概要
を有効にする方法の詳細については、「リクエ
ストおよびレスポンスの概要のログ記録」を参
照してください。
単位: [Count] (カウント)
GetClip.OutgoingBytes

特定のビデオストリームの GetClip API の一部として
サービスから送信されたバイトの総数です。
単位: バイト

CloudWatch メトリクスのガイダンス
CloudWatch メトリクスは、次の質問に対する回答を見つけるのに役立ちます。
トピック
• データは Kinesis Video Streams サービスに到達していますか? (p. 164)
• データが Kinesis Video Streams サービスによって正しく取り込まれていないのはなぜです
か? (p. 164)
• Kinesis Video Streams サービスからのデータの読み込みが、プロデューサーからの送信と同じレート
でないのはなぜですか? (p. 164)
• コンソールにビデオが含まれないのはなぜですか? また、ビデオの再生に遅延があるのはなぜです
か? (p. 165)
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• リアルタイムのデータの読み取りの遅延とは何ですか? また、クライアントがストリームの先頭から
遅延するのはなぜですか? (p. 165)
• クライアントは Kinesis ビデオストリームからデータを読み込んでいますか? また、そのレートはどれ
だけですか? (p. 165)
• クライアントが Kinesis ビデオストリームからデータを読み込むことはできないのはなぜです
か? (p. 166)

データは Kinesis Video Streams サービスに到達していますか?
関連するメトリクス:
• PutMedia.IncomingBytes
• PutMedia.IncomingFragments
• PutMedia.IncomingFrames
アクション項目:
• これらのメトリクスの低下があった場合は、アプリケーションがまだサービスにデータを送信している
かどうか確認します。
• ネットワーク帯域幅を確認します。ネットワーク帯域幅が不十分な場合は、それが原因でサービスが
データを受信するレートが低下している可能性があります。

データが Kinesis Video Streams サービスによって正しく取り込
まれていないのはなぜですか?
関連するメトリクス:
• PutMedia.Requests
• PutMedia.ConnectionErrors
• PutMedia.Success
• PutMedia.ErrorAckCount
アクション項目:
• PutMedia.ConnectionErrors の増加があった場合は、プロデューサークライアントによって受信さ
れた HTTP 応答/エラーコードを表示して、接続の確立中に発生したエラーを確認します。
• PutMedia.Success の低下または PutMedia.ErrorAckCount の増加があった場合は、サービスに
よって送信された ack 応答の ack エラーコードを表示して、データの取り込みが失敗している理由を確
認します。詳細については、AckErrorCode.Values を参照してください。

Kinesis Video Streams サービスからのデータの読み込みが、プ
ロデューサーからの送信と同じレートでないのはなぜですか?
関連するメトリクス:
• PutMedia.FragmentIngestionLatency
• PutMedia.IncomingBytes
アクション項目:

164

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
CloudWatch メトリクスのガイダンス

• これらのメトリクスに低下があった場合は、接続のネットワーク帯域幅を確認します。低帯域幅接続に
より、データはより低いレートでサービスに到達する可能性があります。

コンソールにビデオが含まれないのはなぜですか? また、ビデオ
の再生に遅延があるのはなぜですか?
関連するメトリクス:
• PutMedia.FragmentIngestionLatency
• PutMedia.FragmentPersistLatency
• PutMedia.Success
• ListFragments.Latency
• PutMedia.IncomingFragments
アクション項目:
• PutMedia.FragmentIngestionLatency の増加または PutMedia.IncomingFragments の低下が
あった場合は、ネットワーク帯域幅と、データがまだ送信されているかどうかを確認します。
• PutMedia.Success の低下があった場合は、ack エラーコードを確認します。詳細について
は、AckErrorCode.Values を参照してください。
• PutMedia.FragmentPersistLatency または ListFragments.Latency の増加があった場合は、
高い確率でサービスの問題が発生しています。長時間にわたり状況が持続する場合は、カスタマーサー
ビスに連絡し、サービスに問題があるかどうかを確認してください。

リアルタイムのデータの読み取りの遅延とは何ですか? また、ク
ライアントがストリームの先頭から遅延するのはなぜですか?
関連するメトリクス:
• GetMedia.MillisBehindNow
• GetMedia.ConnectionErrors
• GetMedia.Success
アクション項目:
• GetMedia.ConnectionErrors の増加があった場合は、ストリームへの再接続の頻繁な試行により、
コンシューマーによるストリームの読み取りに後れが生じている可能性があります。GetMedia リクエ
ストに対して返される HTTP レスポンス/エラーコードを確認します。
• GetMedia.Success の低下があった場合は、サービスがコンシューマーにデータを送信することがで
きないことが原因である可能性があります。その場合、接続が切断され、コンシューマーから再接続さ
れます。それにより、コンシューマーはストリームの先頭から遅延します。
• GetMedia.MillisBehindNow の増加があった場合は、帯域幅制限を表示し、帯域幅が低くなってい
るためにデータの受信が低速になっているかどうか確認します。

クライアントは Kinesis ビデオストリームからデータを読み込ん
でいますか? また、そのレートはどれだけですか?
関連するメトリクス:
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• GetMedia.OutgoingBytes
• GetMedia.OutgoingFragments
• GetMedia.OutgoingFrames
• GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes
• GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments
• GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames
アクション項目:
• これらのメトリクスは、リアルタイムのアーカイブされたデータが読み取られているレートを示しま
す。

クライアントが Kinesis ビデオストリームからデータを読み込む
ことはできないのはなぜですか?
関連するメトリクス:
• GetMedia.ConnectionErrors
• GetMedia.Success
• GetMediaForFragmentList.Success
• PutMedia.IncomingBytes
アクション項目:
• GetMedia.ConnectionErrors の増加があった場合は、GetMedia リクエストによって返される
HTTP 応答/エラーコードを確認します。詳細については、AckErrorCode.Values を参照してください。
• 最新/ライブデータの読み取りを試みている場合は、PutMedia.IncomingBytes を確認して、サービ
スがコンシューマーに送信するストリームにデータが入ってきているかどうかを調べます。
• GetMedia.Success または GetMediaForFragmentList.Success の低下があった場合は、サー
ビスがコンシューマーにデータを送信できないことが原因である可能性があります。長時間にわたり状
況が持続する場合は、カスタマーサービスに連絡し、サービスに問題があるかどうかを確認してくださ
い。

での Kinesis Video Streams API コールのログ記録
AWS CloudTrail
Amazon Kinesis Video Streams はに統合されています。これはAWS CloudTrail、Amazon Kinesis Video
Streams 内のユーザー、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のレコードを提
供するサービスです。 CloudTrail は、Amazon Kinesis Video Streams へのすべての API コールをイベン
トとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Amazon Kinesis Video Streams コンソー
ルからの呼び出しと、Amazon Kinesis Video Streams API 操作へのコード呼び出しが含まれます。証跡
を作成する場合は、Amazon Kinesis Video Streams CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへ
の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。で収集された情報を使用して
CloudTrail、Amazon Kinesis Video Streams に対して行ったリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リ
クエスト者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リ
クエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行
者、リクエスト
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設定方法や有効化方法などの詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。
CloudTrail

Kinesis Video Streams と CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。Amazon Kinesis Video Streams
でサポートされているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history]
( CloudTrail イベント履歴) の他のAWSのサービスのイベントとともに 1 つのイベントに記録されま
す。AWS アカウントで最近のイベントを表示、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 Kinesis Video Streams のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的に記録するには、
証跡を作成します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コン
ソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS パーティションのすべ
てのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
にログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づ
いた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルを受け取る」と「複数のアカウントから CloudTrail
ログファイルを受け取る」と
Amazon Kinesis Video Streams は、 CloudTrail ログファイルのイベントとして以下のアクションのログ記
録をサポートします。
• CreateStream
• DeleteStream
• DescribeStream
• GetDataEndpoint
• ListStreams
• ListTagsForStream
• TagStream
• UntagStream
• UpdateDataRetention
• UpdateStream
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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。
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例: Amazon Kinesis Video Streams ログファイルエン
トリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントはあらゆる
ソースからの単一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
パラメータなどの情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられ
たスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
次の例は、 CloudTrail CreateStreamアクションを示すログエントリです。
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-05-25T00:16:31Z",
"eventSource": " kinesisvideo.amazonaws.com",
"eventName": "CreateStream",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
"requestParameters": {
"streamName": "VideoStream",
"dataRetentionInHours": 2,
"mediaType": "mediaType",
"kmsKeyId": "arn:aws:kms::us-east-1:123456789012:alias",
"deviceName": "my-device"
},
"responseElements": {
"streamARN":arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456789012:stream/VideoStream/12345"
},
"requestID": "db6c59f8-c757-11e3-bc3b-57923b443c1c",
"eventID": "b7acfcd0-6ca9-4ee1-a3d7-c4e8d420d99b"
},
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-05-25:17:06Z",
"eventSource": " kinesisvideo.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteStream",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
"requestParameters": {
"streamARN": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:012345678910:stream/
VideoStream/12345",
"currentVersion": "keqrjeqkj9"
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},
{

},
{

"

},
{

},
"responseElements": null,
"requestID": "f0944d86-c757-11e3-b4ae-25654b1d3136",
"eventID": "0b2f1396-88af-4561-b16f-398f8eaea596"
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-04-19T00:15:02Z",
"eventSource": " kinesisvideo.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeStream",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
"requestParameters": {
"streamName": "VideoStream"
},
"responseElements": null,
"requestID": "a68541ca-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
"eventID": "22a5fb8f-4e61-4bee-a8ad-3b72046b4c4d"
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-04-19T00:15:03Z",
"eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
"eventName": "GetDataEndpoint",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
"requestParameters": {
"streamName": "VideoStream",
"aPIName": "LIST_FRAGMENTS"
},
"responseElements": null,
"requestID": "a6e6e9cd-c757-11e3-901b-cbcfe5b3677a",
"eventID": "dcd2126f-c8d2-4186-b32a-192dd48d7e33"
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-05-25T00:16:56Z",
"eventSource": "kinesisvideo.amazonaws.com",
"eventName": "ListStreams",
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"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-sdk-java/unknown-version Linux/x.xx",
"requestParameters": {
"maxResults": 100,
"streamNameCondition": {"comparisonValue":"MyVideoStream"
comparisonOperator":"BEGINS_WITH"}}
},
"responseElements": null,
"requestID": "e9f9c8eb-c757-11e3-bf1d-6948db3cd570",
"eventID": "77cf0d06-ce90-42da-9576-71986fec411f"
}
]

}
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Kinesis Video Streams の制限
Kinesis Video Streams には、次の制限があります。
以下の制限は、ソフト [s] (サポートチケットを送信することでアップグレードできます)、ハード [h] (増や
すことはできません) のいずれかです。

コントロールプレーン API の制限
次のセクションでは、コントロールプレーン API の制限を示します。TPS はTransactions Per Second (1
秒あたりのトランザクション数) の略です。
アカウントレベルまたはリソースレベルのリクエスト制限に到達する
と、ClientLimitExceededException がスローされます。

コントロールプレーン API の制限
API

アカウントの制 アカウントの制 ストリームレベ 関連する例外と注意
限: リクエスト 限: Streams
ルの制限

CreateStream

50 TPS [s]

米国東部（バー
ジニア北部）
リージョンおよ
び米国西部（オ
レゴン）リー
ジョンでは、ア
カウントあたり
100ストリーム
[s]。その他す
べてのサポート
されているリー
ジョンでは、ア
カウントあたり
500ストリーム
[s]。

Note
この制
限は、
アカウ
ントあ
たり
100,000
スト
リーム
（また
はそれ
以上）
まで増
やすこ
とがで
きま
す。https://
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デバイス、CLI、SDK 駆動型のア
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API

アカウントの制 アカウントの制 ストリームレベ 関連する例外と注意
限: リクエスト 限: Streams
ルの制限
console.aws.amazon.com/
で
AWS
Management
Console
にサイ
ンイン
し、Kinesis
Video
Streams
のサー
ビス
制限の
引き上
げケー
スを送
信し、
この制
限の引
き上げ
をリ
クエス
トしま
す。

DescribeStream 300 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

UpdateStream

50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

ListStreams

50 TPS [h]

該当なし

DeleteStream

50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

GetDataEndpoint 300 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

UpdateDataRetention
50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

TagStream

50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

UntagStream

50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

ListTagsForStream
50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

イメージ生成設 50 TPS [h]
定の説明

該当なし

5 TPS [h]

イメージ生成設 50 TPS [h]
定の更新

該当なし

5 TPS [h]
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API

アカウントの制 アカウントの制 ストリームレベ 関連する例外と注意
限: リクエスト 限: Streams
ルの制限

通知設定の説明 50 TPS [h]

該当なし

5 TPS [h]

更新通知設定

該当なし

5 TPS [h]

50 TPS [h]

メディアおよびアーカイブ済みメディアの API の
制限
次のセクションでは、メディアおよびアーカイブ済みメディア API の制限について説明します。
アカウントレベルまたはリソースレベルのリクエスト制限に到達する
と、ClientLimitExceededException がスローされます。
接続レベルのリクエスト制限に到達すると、ConnectionLimitExceededException がスローされま
す。
次のエラーまたは ACK は、フラグメントレベルの制限に達したときにスローされます。
• MIN_FRAGMENT_DURATION_REACHED ACK は、最小期間より小さいフラグメントに対して返されま
す。
• MAX_FRAGMENT_DURATION_REACHED ACK は、最大期間より大きいフラグメントに対して返されま
す。
• MAX_FRAGMENT_SIZE ACK は、最大データサイズより大きいフラグメントに対して返されます。
• GetMediaForFragmentList オペレーションでフラグメントの制限に達した場
合、FragmentLimitExceeded の例外がスローされます。

データプレーンの API の制限
API

ストリーム
レベルの制
限

接続レベル
の制限

帯域幅制限

フラグメン
トレベルの
制限

関連する例外と注意

PutMedia

5 TPS [h]

1 [s]

12.5 MB/
秒、または
100 Mbps [s]

• 最小フラ
グメント
継続時間:
1 秒 [h]
• 最大フラ
グメント
継続時間:
20 秒 [h]

一般的な PutMedia リク
エストには数秒のデータが
含まれ、ストリームあたり
の TPS は減ります。制限を
超える複数の同時接続の場
合、最後の接続が受け入れ
られます。

• 最大フラ
グメント
サイズ: 50
MB [h]
• トラック
の最大数:
3 [s]
GetHLSStreamingSessionURL
25 TPS [h]
該当なし

該当なし

該当なし

GetDASHStreamingSessionURL
25 TPS [h]
該当なし

該当なし

該当なし
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API

ストリーム
レベルの制
限

接続レベル
の制限

帯域幅制限

フラグメン
トレベルの
制限

関連する例外と注意

GetMedia

5 TPS [h]

3 [s]

25 MB/秒
または 200
Mbps [s]

該当なし

3 つのクライアントのみ
が、いつでもメディアスト
リームからコンテンツを同
時に受け取ることができま
す。それ以上のクライアン
ト接続は拒否されます。一
意の消費クライアントは 2
または 3 TPS 以上を必要と
しません。これは、接続の
確立後に、アプリケーショ
ンが継続的に読み込むこと
が予期されるためです。
通常のフラグメントが約 5
MB である場合、この制限
は Kinesis ビデオストリー
ムあたり最大 75 MB/秒を意
味します。このようなスト
リームは、ストリームの最
大受信ビットレートの 2 倍
の送信ビットレートを持ち
ます。

GetMediaForFragmentList
該当なし

5 [s]

25 MB/秒
または 200
Mbps [s]

フラグメン
トの最大数:
1000 [h]

GetClip

該当なし

該当なし

100 MB のサ
イズ制限 [h]

フラグメン
トの最大数:
200 [h]

GetImages

該当なし

該当なし

100 MB [h]

該当なし

5 つのフラグメントベース
の消費アプリケーションが
同時にメディアを取得でき
ます。それ以上の接続は拒
否されます。

リクエストあたりのイメー
ジの最大数は 100 [h]

動画再生プロトコル API の制限
API

セッションレベルの制限

フラグメントレベルの制限

GetDASHManifestPlaylist

5 TPS [h]

プレイリストあたりの最大フラ
グメント数: 5000 [h]

GetHLSMasterPlaylist

5 TPS [h]

該当なし

GetHLSMediaPlaylist

5 TPS [h]

プレイリストあたりの最大フラ
グメント数: 5000 [h]

GetMP4InitFragment

5 TPS [h]

該当なし

GetMP4MediaFragment

20 TPS [h]

該当なし

GetTSFragment

20 TPS [h]

該当なし
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フラグメントメタデータクォータとフラグメントメ
ディアクォータ
Kinesis Video Streams のアーカイブされたメディアにアクセスするための API は、API コールの回数で
はなく、リクエストされたフラグメントの数に基づいてスロットリングされます。API は、リクエストさ
れるフラグメントメタデータの数およびフラグメントメディアの数の双方によりレートが制限されます。
フラグメントメタデータクォータとフラグメントメディアクォータは、ストリームごとに適用されます。
つまり、あるストリーム内のフラグメントメタデータまたはフラグメントメディアのリクエストは、別の
ストリームのクォータには適用されません。ただし、特定のストリーム内では、各クォータは複数の API
間で共有されます。これは、特定のストリームでは、異なる API にまたがるフラグメントに対するリクエ
ストは、同じクォータから消費されるからです。ストリームのフラグメントメタデータまたはフラグメン
トメディアクォータが制限を超えると、API は ClientLimitExceededException を返します。次の表
は、2 種類のクォータのそれぞれについて、API がどのように消費するかを示しています。表の 2 番目の
列では、あるストリームが N 個のクォータを持つと仮定します。すなわち、API は、そのストリームのそ
のクォータタイプから消費する N 個のポイントを持ちます。GetClip API は両方のテーブルに表示され
ます。

フラグメントメタデータクォータの消費
API

リクエストごとに消費されるクォータポイントの
数

ListFragments

MaxResults パラメータの値

GetClip

作成されるクリップ内のフラグメントの数

GetHLSMediaPlaylist

MaxMediaPlaylistFragmentResults パラメー
タの値

GetDASHManifest

MaxManifestFragmentResults パラメータの値

GetImages

400 +最大リクエストされた画像数の値

フラグメントメディアクォータの消費
API

リクエストごとに消費されるクォータポイントの
数

GetMediaForFragmentList

Fragments パラメータのフラグメントの数

GetClip

作成されるクリップ内のフラグメントの数

GetMP4MediaFragment

1

GetTSFragment

1

GetImages

リクエストされた画像の最大数

例えば、1 秒あたり 500 フラグメントメディアのクォータの場合、特定のストリームについて次のような
呼び出しパターンがサポートされています。
• 各クリップに 100 個のフラグメントの GetClip に 1 秒あたり 5 個のリクエスト。
• 各クリップに 5 個のフラグメントの GetClip に 1 秒あたり 100 個のリクエスト。
• 各クリップに 100 個のフラグメントの GetClip に 1 秒あたり 2 個のリクエスト、および、各クリップ
の GetMediaForFragmentList に 1 秒あたり 3 個のリクエスト。
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• GetMP4MediaFragment に 1 秒あたり 400 個のリクエスト、および GetTSFragment に 1 秒あたり
100 個のリクエスト。
これらのクォータは、ストリームごとにサポートできる HLS および MPEG-DASH セッションの数に関し
て重要な意味を持ちます。特定の時間でメディアプレイヤーが使用できる HLS および DASH セッション
の数に制限はありません。したがって、再生アプリケーションでは、同時に使用するセッションを多くし
すぎないことが重要です。次の 2 つの例では、サポートできる同時再生セッション数の決定方法を示しま
す。
例 1: ライブストリーミング
フラグメントの継続時間は 1 秒、音声と動画のトラックがあ
り、MaxMediaPlaylistFragmentResults は 5 に設定し、HLS を使用したライブストリーミン
グのシナリオでは、メディアプレイヤーは通常、GetHLSMediaPlaylist を 1 秒あたり 2 回呼び出し
ます。1 つは最新の動画メタデータを呼び出し、もう 1 つは対応する音声メタデータを呼び出しま
す。2 回の呼び出しでは、それぞれ 5 のフラグメントメタデータクォータポイントが消費されます。ま
た、GetMP4MediaFragment を 1 秒あたり 2 回呼び出します。1 つは最新の動画を呼び出し、もう 1 つは
対応する音声を呼び出します。これらの 2 回呼び出しでは、合計 2 のフラグメントメディアクォータポイ
ントが消費されます。このシナリオでは、最大 125 の同時再生セッションをサポートできます。250 セッ
ションの場合、このシナリオでは、1 秒あたり 2,500 のフラグメントメタデータクォータポイント (10,000
クォータを大幅に下回る) および 1 秒あたり 500 のフラグメントメディアクォータポイントが消費されま
す。
例 2: オンデマンド再生
音声と動画のトラックがあり、MaxManifestFragmentResults は 1000 に設定し、MPEG-DASH
を使用した過去のイベントをオンデマンド再生するシナリオでは、メディアプレイヤーは通常
GetDASHManifest をセッションの開始時に 1 回呼び出し (フラグメントメタデータクォータポイント
を 1,000 消費)、GetMP4MediaFragment をすべてのフラグメントがロードされるまで 1 秒あたり最大
5 回の割合で呼び出します (フラグメントメディアクォータポイントを 5 消費)。このシナリオでは、1 秒
あたり最大 10 個の新しいセッションを開始でき (ちょうど 1 秒あたり 10,000 のフラグメントメタデータ
クォータ)、最大 100 セッションでフラグメントメディアを 1 秒あたり 5 のレートでアクティブにロード
できます (ちょうど 1 秒あたり 500 のフラグメントメディアクォータ)。
フラグメントメタデータポイント、およびフラグメントメディアクォータポイントの消費量をモニタリン
グするには、ArchivedFragmentsConsumed.Metadata と ArchivedFragmentsConsumed.Media
をそれぞれ使用します。モニタリングの詳細については、「モニタリング (p. 155)」を参照してくださ
い。
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Kinesis Video Streams のトラブル
シューティング
次の情報を使用して、Amazon Kinesis Video Streams で発生する一般的な問題をトラブルシューティング
します。
トピック
• 一般的な問題のトラブルシューティング (p. 177)
• API の問題のトラブルシューティング (p. 177)
• HLS の問題のトラブルシューティング (p. 179)
• Java の問題のトラブルシューティング (p. 181)
• プロデューサーライブラリの問題のトラブルシューティング (p. 181)
• Stream Parser ライブラリの問題のトラブルシューティング (p. 186)

一般的な問題のトラブルシューティング
このセクションでは、Kinesis Video Streams を操作するときに発生する可能性がある一般的な問題につい
て説明します。
問題点
• レイテンシーが高すぎる (p. 177)

レイテンシーが高すぎる
レイテンシーは、Kinesis Video Streams サービスに送信されるフラグメント継続時間が原因で発生する場
合があります。プロデューサーとサービスの間のレイテンシーを減らす方法の 1 つとして、より短いフラ
グメント継続時間を作成するようにメディアパイプラインを設定します。
各フラグメントに送信されるフレームの数を減らし、各フラグメントの時間を減らすに
は、kinesis_video_gstreamer_sample_app.cpp の次の値を減らします。
g_object_set(G_OBJECT (data.encoder), "bframes", 0, "key-int-max", 45, "bitrate", 512,
NULL);

Note
Mozilla Firefox ブラウザではビデオレンダリングを内部実装しているため、レイテンシーが高く
なります。

API の問題のトラブルシューティング
このセクションでは、Kinesis Video Streams を操作するときに発生する可能性がある API の問題について
説明します。

177

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
エラー: 「未知のオプション」

問題点
• エラー: 「未知のオプション」 (p. 178)
• エラー: 「承認するサービス/オペレーション名を特定できませんでした」 (p. 178)
• エラー: 「ストリームにフレームを配置できませんでした」 (p. 178)
• エラー: 「最終」サービスによって接続が終了されましたAckEvent受信されました」 (p. 179)
• エラー: 「STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY」 (p. 179)

エラー: 「未知のオプション」
GetMedia と GetMediaForFragmentList は、次のエラーで失敗する場合があります。
Unknown options: <filename>.mkv

このエラーは、AWS CLI で output タイプを json に設定した場合に発生します。AWS CLI をデフォ
ルトの出力タイプ (none) で再設定します。AWS CLI の設定の詳細については、AWS CLI Command
Reference の「configure」を参照してください。

エラー: 「承認するサービス/オペレーション名を特定
できませんでした」
GetMedia は、次のエラーで失敗する場合があります。
Unable to determine service/operation name to be authorized

このエラーが発生する可能性があるのは、エンドポイントが適切に指定されていない場合です。エンドポ
イントを取得するときに、呼び出す API に応じて、必ず次のパラメータを GetDataEndpoint の呼び出
しに含めます。
--api-name
--api-name
--api-name
--api-name

GET_MEDIA
PUT_MEDIA
GET_MEDIA_FOR_FRAGMENT_LIST
LIST_FRAGMENTS

エラー: 「ストリームにフレームを配置できませんで
した」
PutMedia は、次のエラーで失敗する場合があります。
Failed to put a frame in the stream

このエラーが発生する可能性があるのは、サービスで接続またはアクセス許可が利用できない場合で
す。AWS CLI で以下を実行し、ストリーム情報を取得できることを確認します。
aws kinesisvideo describe-stream --stream-name StreamName --endpoint https://
ServiceEndpoint.kinesisvideo.region.amazonaws.com

呼び出しが失敗した場合、詳細については「AWS CLI エラーのトラブルシューティング」を参照してくだ
さい。
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エラー: 「最終」サービスによって接続が終了されま
したAckEvent受信されました」
PutMedia は、次のエラーで失敗する場合があります。
com.amazonaws.SdkClientException: Service closed connection before final AckEvent was
received

このエラーが発生する可能性があるのは、PushbackInputStream が不適切に実装されている場合で
す。unread() メソッドが正しく実装されていることを確認します。

エラー: 「STATUS_STORE_OUT_OF_MEMORY」
PutMedia は、次のエラーで失敗する場合があります。
The content store is out of memory.

コンテンツストアに十分なサイズが割り当てられていない場合、このエラーが発生します。コンテンツス
トアのサイズを増やすには、StorageInfo.storageSize の値を増やします。詳細については、「」を
参照してくださいStorageInfo (p. 107)

HLS の問題のトラブルシューティング
このセクションでは、Kinesis Video Streams で (HLS) HTTP Live Streaming を使用するときに発生する可
能性がある問題について説明します。
問題点
• HLS ストリーミングセッション URL の取得は成功するが、ビデオプレーヤーで再生が失敗す
る (p. 179)
• プロデューサーとプレーヤー間のレイテンシーが高すぎる (p. 180)

HLS ストリーミングセッション URL の取得は成功す
るが、ビデオプレーヤーで再生が失敗する
この状況が発生するのは、HLS ストリーミングセッション URL は GetHLSStreamingSessionURL を使
用して正常に取得できるが、この URL をビデオプレーヤーに指定したときに動画が再生されない場合で
す。
この状況のトラブルシューティングを行うには、以下を試します。
• Kinesis Video Streams コンソールでビデオストリームが再生されるかどうかを確認します。コンソール
に表示されたエラーを検討します。
• フラグメント継続時間が 1 秒未満の場合は、1 秒に増やします。フラグメント継続時間が短すぎると、
動画フラグメントに対するリクエスト回数が多すぎて、サービスでプレーヤーがスロットイングされる
ことがあります。
• 各 HLS ストリーミングセッション URL を 1 つのプレーヤーでのみ使用していることを確認します。1
つの HLS ストリーミングセッション URL を複数のプレーヤーで使用している場合、サービスが受け取
るリクエストが多すぎて、プレーヤーがスロットリングされることがあります。
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• HLS ストリーミングセッションに指定するすべてのオプションがプレーヤーでサポートされていること
を確認します。以下のパラメータでさまざまな値の組み合わせを試します。
• ContainerFormat
• PlaybackMode
• FragmentSelectorType
• DiscontinuityMode
• MaxMediaPlaylistFragmentResults
通常、一部のメディアプレーヤー (HTML5 やモバイルプレイヤーなど) は、fMP4 コンテナ形式の HLS
のみをサポートします。その他のメディアプレーヤー (Flash やカスタムプレーヤーなど) は MPEG TS
コンテナ形式の HLS のみをサポートする場合があります。トラブルシューティングを開始するには、最
初に ContainerFormat パラメータを試してみることをお勧めします。
• 各フラグメントに一貫した数のトラックがあることを確認します。ストリーム内のフラグメントが、
オーディオおよびビデオトラックの両方がある場合と、ビデオトラックのみがある場合とで変わらない
ことを確認します。また、エンコーダー設定 (解像度、フレームレートなど) が、各トラックのフラグメ
ント間で変わらないことも確認します。

プロデューサーとプレーヤー間のレイテンシーが高す
ぎる
この状況が発生するのは、動画をキャプチャした時点から動画プレーヤーで再生した時点までのレイテン
シーが高すぎる場合です。
動画は HLS を介してフラグメント単位で再生されます。そのため、レイテンシーをフラグメント継続時間
未満にすることはできません。レイテンシーには、データのバッファリングと転送の所要時間も含まれま
す。ソリューションで 1 秒未満のレイテンシーが必要な場合は、代わりに GetMedia API を使用すること
を検討してください。
以下のパラメータを調整してレイテンシー全体を短縮できますが、それに伴って画質が低下したり、再
バッファリング率が高くなったりする場合があります。
• フラグメント継続時間: フラグメント継続時間は、ストリームの区分間における動画の量であり、動画
エンコーダーで生成されるキーフレームの頻度で制御されます。推奨される値は 1 秒です。フラグメン
ト継続時間が短いほど、動画データをサービスに転送する前にフラグメントが完了するまで待機する時
間が少なくなります。また、フラグメントが短いほど、サービスでの処理が高速になります。ただし、
フラグメント継続時間が短すぎると、プレーヤーでコンテンツが不足するため、停止してコンテンツを
バッファリングしなければならない確率が高くなります。フラグメント継続時間が 500 ミリ秒未満の場
合、プロデューサーで作成されるリクエストが多すぎて、サービスでスロットリングされることがあり
ます。
• Bitrate: 動画ストリームのビットレートが低いほど、読み取り、書き込み、および転送にかかる時間は短
くなります。ただし、通常、ビデオストリームのビットレートが低いほど、画質は低下します。
• メディアプレイリストのフラグメント数: レイテンシーの影響を受けやすいプレーヤーは、メディアプ
レイリストから最新のフラグメントだけをロードします。ほとんどのプレーヤーは、逆に最も古いフラ
グメントから開始します。プレイリスト内のフラグメント数を減らすことで、古いフラグメントと新し
いフラグメントとの分離時間が短縮されます。プレイリストのサイズが小さいほど、プレイリストへの
新しいフラグメントの追加が遅れたり、プレーヤーでの更新されたプレイリストの取得が遅れたりした
場合に、フラグメントが再生中にスキップされる可能性が高くなります。フラグメント数は 3〜5 個と
し、プレイリストから最新のフラグメントのみをロードするように設定したプレイヤーを使用すること
をお勧めします。
• プレーヤーバッファサイズ: ほとんどの動画プレーヤーでは最小バッファ期間 (通常はデフォルトの 10
秒) を設定できます。最も低いレイテンシーの場合、この値は 0 秒に設定できます。ただし、この場
合、フラグメントの生成が遅れると、プレーヤーには遅延を吸収するバッファがないため、プレーヤー
は再バッファリングすることになります。
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• プレイヤー「追いつけ」: 通常、動画プレーヤーは、バッファが満杯になった場合 (遅延したフラグメン
トのためにフラグメントのバックログを再生する場合など)、自動的に動画バッファの先頭まで再生を
キャッチアップさせることはできません。カスタムプレーヤーでは、これを避けるためにフレームをド
ロップするか、再生スピードを速くして (1.1 倍など)、バッファの先頭までキャッチアップできます。プ
レーヤーのキャッチアップに伴って、再生が途切れたり、速度が増したりします。また、バッファサイ
ズが短いと、再バッファリングの回数が増える場合があります。

Java の問題のトラブルシューティング
このセクションでは、Kinesis Video Streams を操作するときに発生する一般的な Java の問題のトラブル
シューティング方法について説明します。
問題点
• Java ログの有効化 (p. 181)

Java ログの有効化
Java サンプルおよびライブラリの問題をトラブルシューティングするには、デバッグログを有効にして確
認すると便利です。デバッグログを有効にするには、次の操作を行います。
1.

log4j を pom.xml ノードの dependencies ファイルに追加します。
<dependency>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.17</version>
</dependency>

2.

target/classes ディレクトリで、次の内容で log4j.properties というファイルを作成しま
す。
# Root logger option
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout
# Redirect log messages to console
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L %m%n
log4j.logger.org.apache.http.wire=DEBUG

デバッグログが、IDE コンソールに出力されます。

プロデューサーライブラリの問題のトラブルシュー
ティング
このセクションでは、プロデューサーライブラリ (p. 53) を使用するときに発生する可能性がある問題につ
いて説明します。
問題点
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• プロデューサー SDK をコンパイルできない (p. 182)
• ビデオストリームはコンソールには表示されません。 (p. 182)
• エラー: GStreamer デモアプリケーションを使用したデータのストリーミング時の「リクエストに含ま
れているセキュリティトークンが無効です」 (p. 183)
• エラー: 「Kinesis Video クライアントにフレームを送信できませんでした」 (p. 183)
• GStreamer アプリケーションが、OS X で "ストリーミングが中止されました。ネゴシエーションされ
ていないという理由です" というメッセージで停止する (p. 183)
• エラー: Raspberry Pi の GStreamer デモで Kinesis ビデオクライアントを作成するときの「ヒープを割
り当てできませんでした」 (p. 184)
• エラー: Raspberry Pi での GStreamer デモの実行時の「無効な命令」 (p. 184)
• カメラで Raspberry Pi のロードに失敗する (p. 184)
• カメラが macOS High Sierra で見つからない (p. 185)
• macOS High Sierra でコンパイルするときに、jni.h ファイルが見つかりません (p. 185)
• GStreamer デモアプリケーションを実行中の Curl エラー (p. 185)
• Raspberry Pi での実行時のタイムスタンプ/範囲アサーション (p. 185)
• Raspberry Pi の gst_value_set_fraction_range_full でのアサーション (p. 185)
• Android での STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA(0x3200000d) エ
ラー (p. 185)
• 最大フラグメント継続時間に達しました (p. 186)
• IoT 認証の使用中に "無効なモノの名前が渡されました (Invalid thing name passed)" エラーが発
生 (p. 186)

プロデューサー SDK をコンパイルできない
パスに必要なライブラリがあることを確認します。これを確認するには、次のコマンドを使用します。
$ env | grep LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/home/local/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/kinesisvideo-native-build/downloads/local/lib

ビデオストリームはコンソールには表示されません。
コンソールでビデオストリームを表示するには、H.264 を使用して AvCC 形式でエンコードする必要があ
ります。ストリームが表示されない場合は、以下の点を確認してください。
• 元のストリームが Annex-B 形式である場合、NAL 適応フラグ (p. 106) が
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_NALS | NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS に設定されている。こ
れは StreamDefinition コンストラクタのデフォルト値です。
• コーデックのプライベートデータを正しく提供しています。H.264 では、これはシーケンスパラメータ
セット (SPS) とピクチャパラメータセット (PPS) です。メディアソースに応じて、このデータはメディ
アソースから個別に取得されるか、フレームにエンコードされています。
多くの基本ストリームの形式は次のとおりです。ここで、Ab は Annex-B の開始コード (001 または
0001) です。
Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/B-frame) Ab(P/B-frame)…. Ab(Sps)Ab(Pps)Ab(I-frame)Ab(P/Bframe) Ab(P/B-frame)

CPD (Codec Private Data) は、H.264 ではストリーム内の SPS および PPS であり、AvCC 形式に適応
させることができます。メディアパイプラインから個別に CPD が提供される場合を除き、アプリケー
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エラー: GStreamer デモアプリケーションを使用
したデータのストリーミング時の「リクエストに
含まれているセキュリティトークンが無効です」
ションは最初の Idr フレーム (SPS/PPS が含まれている) を探してフレームから CPD を抽出し、2 つの
NALU [Ab(Sps)Ab(Pps)] を抽出して StreamDefinition で CPD に設定できます。

エラー: GStreamer デモアプリケーションを使用した
データのストリーミング時の「リクエストに含まれて
いるセキュリティトークンが無効です」
このエラーが発生した場合は、認証情報に問題があります。以下について確認してください。
• 一時的なセキュリティ認証情報を使用している場合は、セッショントークンを指定する必要がありま
す。
• 一時的な認証情報が失効していないことを確認します。
• 適切な権限が設定されていることを確認します。
• macOS では、Keychain にキャッシュされた認証情報がないことを確認します。

エラー: 「Kinesis Video クライアントにフレームを送
信できませんでした」
このエラーが発生した場合、タイムスタンプはソースストリームに正しく設定されません。次の操作を試
してください。
• この問題を解決する最新の SDK サンプルを使用してください。
• 高品質のストリームをより高いビットレートに設定し、カメラがソースストリーム内のジッタをサポー
トする場合は、そのジッタを修正します。

GStreamer アプリケーションが、OS X で "ストリー
ミングが中止されました。ネゴシエーションされてい
ないという理由です" というメッセージで停止する
OS X では、ストリーミングが停止し、次のメッセージが表示される場合があります。
Debugging information: gstbasesrc.c(2939): void gst_base_src_loop(GstPad *) (): /
GstPipeline:test-pipeline/GstAutoVideoSrc:source/GstAVFVideoSrc:source-actual-src-avfvide:
streaming stopped, reason not-negotiated (-4)

この回避策として、kinesis_video_gstreamer_sample_app.cpp で gst_caps_new_simple の呼
び出しからフレームレートパラメータを削除します。
GstCaps *h264_caps = gst_caps_new_simple("video/x-h264",
"profile", G_TYPE_STRING, "baseline",
"stream-format", G_TYPE_STRING, "avc",
"alignment", G_TYPE_STRING, "au",
"width", GST_TYPE_INT_RANGE, 320, 1920,
"height", GST_TYPE_INT_RANGE, 240, 1080,
"framerate", GST_TYPE_FRACTION_RANGE, 0, 1,
30, 1,
NULL);
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エラー: Raspberry Pi の GStreamer デモ
で Kinesis ビデオクライアントを作成すると
きの「ヒープを割り当てできませんでした」

エラー: Raspberry Pi の GStreamer デモで Kinesis ビ
デオクライアントを作成するときの「ヒープを割り当
てできませんでした」
GStreamer サンプルアプリケーションは、512 MB の RAM を割り当てようとしますが、これがシステム
で使用できない場合があります。KinesisVideoProducer.cpp で次の値を減らすことによって、この
割り当てを減らすことができます。
device_info.storageInfo.storageSize = 512 * 1024 * 1024;

エラー: Raspberry Pi での GStreamer デモの実行時の
「無効な命令」
GStreamer デモを実行するときに、次のエラーが発生した場合は、正しいバージョンのデバイスに対し
てアプリケーションをコンパイルしたことを確認します (たとえば、Raspberry Pi 2 で実行しているとき
に、Raspberry Pi 3 に対してコンパイルしていないことを確認します)。
INFO - Initializing curl.
Illegal instruction

カメラで Raspberry Pi のロードに失敗する
カメラがロード済みかどうか確認するには、次のコマンドを実行します。
$ ls /dev/video*

何も見つからない場合は、次のコマンドを実行します。
$ vcgencmd get_camera

出力は次の例のようになります:
supported=1 detected=1

ドライバでカメラが検出されない場合は、次のコマンドを実行します。
1.

物理的なカメラの設定を確認し、適切に接続されていることを確認します。

2.

以下を実行してファームウェアをアップグレードします。
$ sudo rpi-update

3.
4.

デバイスを再起動します。
以下を実行してドライバをロードします。
$ sudo modprobe bcm2835-v4l2

5.

カメラが検出されたことを確認します。
$ ls /dev/video*
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カメラが macOS High Sierra で見つからない

カメラが macOS High Sierra で見つからない
macOS High Sierra で複数のカメラが利用できる場合、デモアプリケーションはカメラを見つけることが
できません。

macOS High Sierra でコンパイルするときに、jni.h
ファイルが見つかりません
このエラーを解決するには、Xcode のインストールを最新バージョンに更新してください。

GStreamer デモアプリケーションを実行中の Curl エ
ラー
エラーを解決するには、GStreamer デモアプリケーションを実行するとき、この証明書ファイルを /etc/
ssl/cert.pem にコピーします。

Raspberry Pi での実行時のタイムスタンプ/範囲アサー
ション
実行時にタイムスタンプの範囲アサーションが発生した場合は、ファームウェアを更新し、デバイスを再
起動します。
$ sudo rpi-update
$ sudo reboot

Raspberry Pi の gst_value_set_fraction_range_full での
アサーション
uv4l サービスが実行中の場合は、次のアサーションが表示されます。
gst_util_fraction_compare (numerator_start, denominator_start, numerator_end,
denominator_end) < 0' failed

これが発生した場合は、uv4l サービスを停止し、アプリケーションを再起動します。

Android での
STATUS_MKV_INVALID_ANNEXB_NALU_IN_FRAME_DATA
エラー
メディア・ストリームの NAL 適応フラグ (p. 106) が間違っている場合、次のエラーが表示されます。
putKinesisVideoFrame(): Failed to put a frame with status code 0x3200000d

このエラーが発生した場合は、メディアの .withNalAdaptationFlags フラグを正しく入力します (例 :
NAL_ADAPTATION_ANNEXB_CPD_NALS)。このフラグを Android プロデューサーライブラリ (p. 58) の次
の行に入力します。
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https://github.com/awslabs/aws-sdk-android-サンプル/ブロブ/マスター/AmazonKinesisVideoDemoapp/src/
main/java/com/amzonaws/KinesisVideo /demoapp/フラグメント/StreamConfigurationFragment.java #L169

最大フラグメント継続時間に達しました
このエラーは、ストリーム内のメディアフラグメントが最大フラグメント継続期間の制限を超えると発生
します。デフォルトでは、Kinesis Video Streams のストリームの最大フラグメント期間は 10 秒に設定さ
れています。
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• ウェブカメラ/USB カメラを使用している場合は、次のいずれかの操作を行います。
• キーフレームベースのフラグメンテーションを使用している場合は、10 秒以内にキーフレームを提供
するようにエンコーダを設定します。
• キーフレームベースのフラグメンテーションを使用していない場合は、ステップ 2: コードを作成して
テストする (p. 66) でストリームを定義するときに、最大フラグメント期間の制限を 10 秒未満の値に
設定します。
• GStreamer パイプラインでソフトウェアエンコーダー (x264 など) を使用している場合は、key-intmax属性を 10 秒以内の値に設定します（たとえば、key-int-max60 に、fps を 30 に設定すると、2 秒
ごとにキーフレームが有効になります）。
• RPI カメラを使用している場合は、keyframe-interval 属性を 10 秒未満に設定してください。
• IP (RTSP) カメラを使用している場合は、GOP サイズを 60 に設定してください。

IoT 認証の使用中に "無効なモノの名前が渡されまし
た (Invalid thing name passed)" エラーが発生
認証に IoT 認証情報を使用している場合にこのエラー (HTTP Error 403: Response:
{"message":"Invalid thing name passed"}) を回避するには、stream-name の値 (kvssink 要
素の必須パラメータ) を iot-thingname の値と同一にしてください。詳細については、「」を参照して
くださいGStreamer エレメントパラメータのリファレンス (p. 139)

Stream Parser ライブラリの問題のトラブルシュー
ティング
このセクションでは、ストリームパーサーライブラリ (p. 126) を使用するときに発生する可能性がある問
題について説明します。
問題点
• ストリームから 1 つのフレームにアクセスできない (p. 186)
• フラグメントのデコードエラー (p. 187)

ストリームから 1 つのフレームにアクセスできない
コンシューマーアプリケーションでストリーミングソースから 1 つのフレームにアクセスするには、スト
リームに正しいコーデックプライベートデータが含まれていることを確認する必要があります。ストリー
ムのデータの形式の詳細については、「データモデル (p. 17)」を参照してください。
コーデックプライベートデータを使用してフレームにアクセスする方法については、次のテストファイル
を参照してください。GitHub.website KinesisVideoRendererExampleTest.java
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フラグメントのデコードエラー
フラグメントが H.264 フォーマットで適切にエンコードされておらず、ブラウザがサポートしているレベ
ルである場合、コンソールでストリームを再生するときに次のエラーが表示されることがあります。
Fragment Decoding Error
There was an error decoding the video data. Verify that the stream contains valid H.264
content

このような場合は、次の点を確認してください。
• フレームの解像度が、コーデックのプライベートデータで指定された解像度に一致している。
• エンコードされたフレームの H.264 プロファイルとレベルが、コーデックのプライベートデータで指定
されたプロファイルとレベルに一致している。
• ブラウザがプロファイル/レベルの組み合わせをサポートしている。現在のほとんどのブラウザは、すべ
てのプロファイルとレベルの組み合わせをサポートしています。
• タイムスタンプは正確で正しい順序であり、重複するタイムスタンプは作成されない。
• お使いのアプリケーションが H.264 形式を使用してフレームデータをエンコードしている。
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Amazon Kinesis Video Streams のド
キュメント履歴
次の表に、Amazon Kinesis Video Streams の前回のリリース以後に行われたドキュメントの重要な変更を
示します。
• 最新の API バージョン: 2017-11-29
• ドキュメントの最終更新: 2019 年 1 月 21 日

変更

説明

日付

入門ガイド: Kinesis ビデオスト
リームにデータを送信する

カメラから Kinesis ビデオスト
リームにメディアデータを送
信するための基本チュートリ
アル。詳細については、「」を
参照してくださいステップ 3:
Kinesis Video Streams にデータ
を送信する (p. 26)

2019 年 1 月 21 日

SageMaker と統合するためのラ
イブラリテンプレート

を使用する Kinesis Video
Streams のサンプルアプリケー
ションSageMaker特定のオブ
ジェクトが Amazon Kinesis ビデ
オストリームに表示されるタイ
ミングを識別します。詳細につ
いては、「」を参照してくださ
いSageMaker (p. 149)

2018 年 11 月 19 日

ストリーミングメタデータ

プロデューサー SDK を使用し
て、Kinesis ビデオストリーム
にメタデータを埋め込むこと
ができます。詳細については、
「」を参照してくださいKinesis
Video Streams でのストリーミン
グメタデータの使用 (p. 14)

2018 年 9 月 28 日

C++ プロデューサー SDK ログ記
録

C++ プロデューサー SDK アプリ
ケーションのログ記録を設定で
きます。詳細については、「」
を参照してくださいC++ プロ
デューサー SDK でのログ記録の
使用 (p. 72)

2018 年 7 月 18 日

HLS 動画ストリーミング

HTTP ライブストリーミングを使 2018 年 7 月 13 日
用して、Kinesis ビデオストリー
ムを表示できるようになりまし
た。詳細については、「」を参
照してくださいKinesis Video
Streams の再生 (p. 7)

RTSP ソースからのストリーミン Docker コンテナ内で実行され
グ
RTSP ソースからビデオをスト
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変更

説明

日付

リーミングする Kinesis Video
Streams 用のサンプルアプリ
ケーション。詳細については、
「」を参照してくださいRTSP お
よび Docker (p. 145)
C++ プロデューサー SDK
GStreamer プラグイン

C++ プロデューサーライブ
ラリ (p. 63) を GStreamer 送
信先として使用する構築方
法を示します。詳細について
は、「」を参照してくださ
いGStreamer (p. 134)

2018 年 6 月 15 日

プロデューサー SDK コールバッ
クのリファレンスドキュメント

Kinesis Video Streams プロ
デューサーライブラリ (p. 53)
で使用されるコールバックのリ
ファレンスドキュメント。詳細
については、「」を参照してく
ださいプロデューサー SDK コー
ルバック (p. 120)

2018 年 12 月 6 日

システム要件

プロデューサーデバイスと SDK
のメモリ要件およびストレージ
要件のドキュメントです。詳細
については、「」を参照してく
ださいKinesis Video Streams シ
ステム要件 (p. 3)

2018 年 5 月 30 日

CloudTrailサポート

使用するためのドキュメント
CloudTrailAPI の使用状況を監視
します。詳細については、「」
を参照してくださいでの Kinesis
Video Streams API コールのログ
記録AWS CloudTrail (p. 166)

2018 年 5 月 24 日

プロデューサー SDK 構造のリ
ファレンスドキュメント

Kinesis Video Streams プロ
デューサーライブラリ (p. 53) 構
造で使用される構造のリファレ
ンスドキュメント。詳細につい
ては、「プロデューサー SDK の
構造 (p. 107)」および「Kinesis
Video Streams の構造 (p. 108)」
を参照してください。

2018 年 5 月 7 日

レンダラーの例に関するドキュ
メント

レンダラーのサンプルアプリ
ケーションのドキュメントで
す。Kinesis ビデオストリームか
らフレームをデコードして表示
する方法を示しています。詳細
については、「」を参照してく
ださい例: Kinesis Video Streams
フラグメントの解析およびレン
ダリング (p. 147)

2018 年 3 月 15 日
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変更

説明

日付

プロデューサー SDK 制限の参照
ドキュメント

オペレーションの制限について
の情報は、「C++ プロデュー
サーライブラリ (p. 63)」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プ
ロデューサー SDK の制限 (p. 79)

2018 年 3 月 13 日

モニタリング

Amazon を使用した Kinesis
Video Streams メトリクスと API
コールのモニタリングに関す
る情報CloudWatchそしてAWS
CloudTrail。詳細については、
「」を参照してくださいKinesis
Video Streams のモニタリン
グ (p. 155)

2018 年 2 月 5 日

Network Abstraction Layer (NAL)
適応フラグを参照

長時間のストリーミングビデオ
に NAL 適応フラグを設定する
ための情報。詳細については、
「」を参照してくださいNAL 適
応フラグ (p. 106)

2018 年 1 月 15 日

ストリーミングビデオの Android
サポート

Kinesis Video Streams
で、Android デバイスからのビデ
オのストリーミングがサポート
されるようになりました。詳細
については、「」を参照してく
ださいAndroid プロデューサーラ
イブラリ (p. 58)

2018 年 1 月 12 日

Kinesis ビデオのサンプルドキュ
メント

Kinesis ビデオのサンプルアプ
リケーションのドキュメントで
す。アプリケーションで Kinesis
ビデオストリームパーサーラ
イブラリ (p. 126) を使用する方
法を示しています。詳細につ
いては、「」を参照してくださ
いKinesisVideo例 (p. 130)

2018 年 1 月 9 日

Kinesis Video Streams のドキュ
メントをリリース

これは Amazon Kinesis Video
Streams 開発者ガイドの最初の
一般リリースです。

2017 年 11 月 29 日

190

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
アクション

API リファレンス
このノードの下のセクションには、API リファレンスドキュメントが含まれています。左側のペインにあ
る目次を使用して、さまざまな API リファレンスのセクションに移動します。

アクション
以下のアクションは、Amazon Kinesis Video Streams でサポートされています。
• CreateSignalingChannel (p. 193)
• CreateStream (p. 196)
• DeleteSignalingChannel (p. 200)
• DeleteStream (p. 203)
• DescribeImageGenerationConfiguration (p. 206)
• DescribeNotificationConfiguration (p. 209)
• DescribeSignalingChannel (p. 212)
• DescribeStream (p. 215)
• GetDataEndpoint (p. 218)
• GetSignalingChannelEndpoint (p. 221)
• ListSignalingChannels (p. 224)
• ListStreams (p. 227)
• ListTagsForResource (p. 230)
• ListTagsForStream (p. 233)
• TagResource (p. 236)
• TagStream (p. 238)
• UntagResource (p. 241)
• UntagStream (p. 243)
• UpdateDataRetention (p. 246)
• UpdateImageGenerationConfiguration (p. 249)
• UpdateNotificationConfiguration (p. 252)
• UpdateSignalingChannel (p. 255)
• UpdateStream (p. 258)
以下のアクションは、Amazon Kinesis Video Streams Media でサポートされています。
• GetMedia (p. 262)
• PutMedia (p. 266)
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media では、以下のアクションがサポートされています。
• GetClip (p. 273)
• GetDASHStreamingSessionURL (p. 277)
• GetHLSStreamingSessionURL (p. 284)
• GetImages (p. 292)

191

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams

• GetMediaForFragmentList (p. 297)
• ListFragments (p. 301)
以下のアクションは、Amazon Kinesis Video Signaling Channels でサポートされています。
• GetIceServerConfig (p. 305)
• SendAlexaOfferToMaster (p. 308)

Amazon Kinesis Video Streams
以下のアクションは、Amazon Kinesis Video Streams でサポートされています。
• CreateSignalingChannel (p. 193)
• CreateStream (p. 196)
• DeleteSignalingChannel (p. 200)
• DeleteStream (p. 203)
• DescribeImageGenerationConfiguration (p. 206)
• DescribeNotificationConfiguration (p. 209)
• DescribeSignalingChannel (p. 212)
• DescribeStream (p. 215)
• GetDataEndpoint (p. 218)
• GetSignalingChannelEndpoint (p. 221)
• ListSignalingChannels (p. 224)
• ListStreams (p. 227)
• ListTagsForResource (p. 230)
• ListTagsForStream (p. 233)
• TagResource (p. 236)
• TagStream (p. 238)
• UntagResource (p. 241)
• UntagStream (p. 243)
• UpdateDataRetention (p. 246)
• UpdateImageGenerationConfiguration (p. 249)
• UpdateNotificationConfiguration (p. 252)
• UpdateSignalingChannel (p. 255)
• UpdateStream (p. 258)
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CreateSignalingChannel

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
シグナリングチャネルを作成します。
CreateSignalingChannel は非同期の操作です。

リクエストの構文
POST /createSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ChannelName": "string",
"ChannelType": "string",
"SingleMasterConfiguration": {
"MessageTtlSeconds": number
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelName (p. 193)
作成しているシグナリングチャネルの名前。また、それぞれのごとに一意にする必要がありま
す。AWS アカウントそしてAWS リージョン。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
必須: はい
ChannelType (p. 193)
作成しているシグナリングチャネルのタイプ。現在サポートされている唯一のチャネルタイプは
SINGLE_MASTER です。
Type: 文字列
有効な値: SINGLE_MASTER | FULL_MESH
必須: いいえ
SingleMasterConfiguration (p. 193)
SINGLE_MASTER チャネルタイプの設定を含む構造体。

193

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams

型: SingleMasterConfiguration (p. 322) オブジェクト
必須: いいえ
Tags (p. 193)
このチャネルに関連付ける一連のタグ (キーと値のペア)。
Type: 配列配列Tag (p. 326)オブジェクト
配列メンバ: 最小項目数は 0 です。最大数は 50 項目です。
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"ChannelARN": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ChannelARN (p. 194)
新たに作成されたチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
AccountChannelLimitExceededException
これで、有効なシグナリングチャネルの上限に達しました。AWS アカウント本地域で。
HTTP ステータスコード: 400
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、リソース固有の describe API を使用することをお勧めしま
す。DescribeStreamビデオストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
TagsPerResourceExceededLimitException
リソースに関連付けることができるタグの上限を超えています。Kinesis Video Streams は最大 50 個
のタグをサポートしています。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
新しい Kinesis ビデオストリームを作成します。
新しいストリームを作成すると、Kinesis Video Streams によってバージョン番号が割り当てられます。ス
トリームのメタデータを変更すると、Kinesis Video Streams によってバージョンが更新されます。
CreateStream は非同期の操作です。
サービスの仕組みについては、「仕組み」を参照してください。
KinesisVideo:CreateStream アクションのアクセス許可が必要です。

リクエストの構文
POST /createStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"DataRetentionInHours": number,
"DeviceName": "string",
"KmsKeyId": "string",
"MediaType": "string",
"StreamName": "string",
"Tags": {
"string" : "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DataRetentionInHours (p. 196)
ストリームにデータを保持する時間数。Kinesis Video Streams は、ストリームに関連付けられている
データストアにデータを保持します。
デフォルト値は 0 で、ストリームがデータを維持しないことを示します。
DataRetentionInHours の値が 0 の場合でも、コンシューマーはサービスホストバッファーに残っ
ているフラグメントを消費できます。このバッファーには、5 分の保持時間と200 MB の容量の制限が
あります。いずれかの制限に達すると、フラグメントはバッファから削除されます。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 0 です。
: 必須 いいえ
DeviceName (p. 196)
ストリームに書き込んでいるデバイスの名前。

Note
現在の実装では、Kinesis Video Streams はこの名前を使用しません。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
KmsKeyId (p. 196)
の ID。AWS Key Management Service(AWS KMSKinesis Video Streams がストリームデータの暗号化
に使用する Key。
キー ID が指定されていない場合、デフォルトの Kinesis Video 管理キー (aws/kinesisvideo) が使
われます。
詳細については、「」を参照してください。DescribeKey。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ
MediaType (p. 196)
ストリームのメディアタイプ。ストリームのコンシューマーは、ストリームの処理時にこの情
報を使用できます。メディアタイプの詳細については、「メディアタイプ」を参照してくださ
い。MediaType を指定する場合は、ガイドラインの「命名要件」を参照してください。
有効な値の例として、 "video/h264" や "video/h264,audio/aac" などがあります。
このパラメータはオプションです。デフォルト値は null (JSON の場合は空)です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*
: 必須 いいえ
StreamName (p. 196)
作成しているストリームの名前。
ストリーム名はストリームの識別子であり、アカウントやリージョンごとに一意である必要がありま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 はい
Tags (p. 196)
指定されたストリームに関連付けるタグのリスト。各タグはキーと値のペアです (値はオプションで
す)。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
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マップエントリ: 最大数は 50 項目です。
キーの長さの制限: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
キーパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
値のパターン: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"StreamARN": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
StreamARN (p. 198)
ストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccountStreamLimitExceededException
アカウント用に作成されたストリームの数が多すぎます。
HTTP ステータスコード: 400
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
DeviceStreamLimitExceededException
実装されていません。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidDeviceException
実装されていません。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、リソース固有の describe API を使用することをお勧めしま
す。DescribeStreamVideo Streams。
HTTP ステータスコード: 400
TagsPerResourceExceededLimitException
リソースに関連付けることができるタグの上限を超えています。Kinesis Video Streams は最大 50 個
のタグをサポートしています。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteSignalingChannel

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
指定したシグナリングチャネルを削除します。DeleteSignalingChannel は非同期の操作です。チャン
ネルの現在バージョンを指定しない場合、最新バージョンは削除されます。

リクエストの構文
POST /deleteSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ChannelARN": "string",
"CurrentVersion": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelARN (p. 200)
削除するシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 はい
CurrentVersion (p. 200)
削除するシグナリングチャネルの現在のバージョン。DescribeSignalingChannel または
ListSignalingChannels API 操作を呼び出すことにより、現在のバージョンを取得できます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、たとえば、リソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStreamビデオストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
VersionMismatchException
指定したストリームバージョンは最新バージョンではありません。最新バージョンを入手するに
は、DescribeStreamアピ。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
Kinesis ビデオストリームとストリームに含まれるデータを削除します。
このメソッドは、削除対象のストリームにマークを付けることで、直ちにストリーム内のデータにアクセ
スできないようにします。
ストリームを削除する前にストリームの最新バージョンを確認するために、ストリームバージョンを指
定します。Kinesis Video Streams が各ストリームにバージョンを割り当てます。ストリームを更新する
と、Kinesis Video Streams が新しいバージョン番号を割り当てます。最新のストリームバージョンを取得
するには、DescribeStream APIを使用します
この操作には KinesisVideo:DeleteStream アクションに対するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文
POST /deleteStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"CurrentVersion": "string",
"StreamARN": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
CurrentVersion (p. 203)
オプション: 削除するストリームのバージョン。
安全のためバージョンを指定して、正しいストリームを確実に削除します。ストリームバージョンを
取得するには、DescribeStream APIを使用します。
指定しない場合、ストリームの削除前に CreationTime のみがチェックされます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 203)
削除するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
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: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、リソース固有の describe API を使用することをお勧めしま
す。DescribeStreamビデオストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
VersionMismatchException
指定したストリームバージョンは最新バージョンではありません。最新バージョンを入手するに
は、DescribeStreamアピ。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS向け SDKJavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeImageGenerationConfiguration
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

を取得します。ImageGenerationConfiguration特定の Kinesis ビデオストリームに対して。

リクエストの構文
POST /describeImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
StreamARN (p. 206)
イメージ生成設定を取得するKinesis ビデオストリームの Amazon リソースネーム
(ARN)。StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
必須: いいえ
StreamName (p. 206)
イメージ生成構成を取得するストリームの名前。StreamName または StreamARN のパラメータを指
定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"ImageGenerationConfiguration": {
"DestinationConfig": {
"DestinationRegion": "string",
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}

}

"Uri": "string"
},
"Format": "string",
"FormatConfig": {
"string" : "string"
},
"HeightPixels": number,
"ImageSelectorType": "string",
"SamplingInterval": number,
"Status": "string",
"WidthPixels": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ImageGenerationConfiguration (p. 206)
Kinesis ビデオストリーム (KVS) イメージの配信に必要な情報を含む構造体。この構造体が null の場
合、構成はストリームから削除されます。
型: ImageGenerationConfiguration (p. 315) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeNotificationConfiguration
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

取得NotificationConfiguration特定の Kinesis ビデオストリームに対して。

リクエストの構文
POST /describeNotificationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
StreamARN (p. 209)
通知設定を取得する場所 Kinesis ビデオストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。次のいずれか
を指定する必要があります。StreamNameまたはStreamArn。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 209)
通知設定を取得するストリームの名前。StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必
要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NotificationConfiguration": {
"DestinationConfig": {
"Uri": "string"
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}

}

},
"Status": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NotificationConfiguration (p. 209)
通知に必要な情報を含む構造。構造体が null の場合、構成はストリームから削除されます。
型: NotificationConfiguration (p. 318) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go

•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeSignalingChannel
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

シグナリングチャネルに関する最新の情報を返します。説明するチャネルの名前または Amazon リソース
ネーム (ARN) のいずれかを指定する必要があります。

リクエストの構文
POST /describeSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ChannelARN": "string",
"ChannelName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelARN (p. 212)
説明するシグナリングチャネルの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
ChannelName (p. 212)
説明するシグナリングチャネルの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"ChannelInfo": {
"ChannelARN": "string",
"ChannelName": "string",
"ChannelStatus": "string",
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}

}

"ChannelType": "string",
"CreationTime": number,
"SingleMasterConfiguration": {
"MessageTtlSeconds": number
},
"Version": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ChannelInfo (p. 212)
指定されたシグナリングチャネルのメタデータとプロパティをカプセル化する構造体。
型: ChannelInfo (p. 312) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS向け SDKJavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
指定されたストリームに関する最新の情報を返します。StreamName または StreamARN のパラメータを
指定する必要があります。

リクエストの構文
POST /describeStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
StreamARN (p. 215)
ストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 215)
ストリームの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"StreamInfo": {
"CreationTime": number,
"DataRetentionInHours": number,
"DeviceName": "string",
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}

}

"KmsKeyId": "string",
"MediaType": "string",
"Status": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string",
"Version": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
StreamInfo (p. 215)
ストリームを記述するオブジェクト。
型: StreamInfo (p. 323) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS向け SDKJavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetDataEndpoint

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
読み取りまたは書き込みするために指定されたストリームのエンドポイントを取得します。アプリケー
ションでこのエンドポイントを使用して、指定されたストリームから読み取る（GetMedia または
GetMediaForFragmentList 操作を使用）か、書き込み（PutMedia 操作を使用）します。

Note
返されたエンドポイントには API 名が付けられていません。クライアントは、返されたエンドポ
イントに API 名を追加する必要があります。
リクエストでは、StreamName または StreamARN でストリームを指定します。

リクエストの構文
POST /getDataEndpoint HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"APIName": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
APIName (p. 218)
エンドポイントを取得する API アクションの名前。
Type: 文字列
有効な値: PUT_MEDIA | GET_MEDIA | LIST_FRAGMENTS |
GET_MEDIA_FOR_FRAGMENT_LIST | GET_HLS_STREAMING_SESSION_URL |
GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL | GET_CLIP | GET_IMAGES
: 必須 はい
StreamARN (p. 218)
エンドポイントを取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。リクエストでは、このパラ
メータまたは StreamName を指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
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StreamName (p. 218)
エンドポイントを取得するストリームの名前。リクエストでは、このパラメータまたは StreamARN
を指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"DataEndpoint": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DataEndpoint (p. 219)
エンドポイントの値。ストリームからデータを読み取ったり、ストリームにデータを書き込んだりす
るには、アプリケーションでこのエンドポイントを指定します。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
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HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetSignalingChannelEndpoint
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

指定されたシグナリングチャネルがメッセージを送受信するためのエンドポイン
トを提供します。このAPIは、Protocols と Role のプロパティで構成される
SingleMasterChannelEndpointConfiguration 入力パラメーターを使用します。
Protocols は、通信メカニズムを決定するために使用されます。例えば、プロトコルとして WSS を指定
すると、この API は安全な WebSocket エンドポイントを生成します。プロトコルとして HTTPS を指定す
ると、この API が HTTPS エンドポイントを生成します。
Role はメッセージングのアクセス許可を決定します。MASTER ロールにより、この API はエンドポイン
トを生成します。このエンドポイントは、クライアントがチャネル上の任意の閲覧者と通信するために使
用できます。VIEWER ロールにより、このAPI はエンドポイントを生成します。このエンドポイントは、
クライアントが MASTER とだけ通信するために使用できます。

リクエストの構文
POST /getSignalingChannelEndpoint HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ChannelARN": "string",
"SingleMasterChannelEndpointConfiguration": {
"Protocols": [ "string" ],
"Role": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelARN (p. 221)
エンドポイントを取得するシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 はい
SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 221)
SINGLE_MASTER チャネルタイプのエンドポイント設定を含む構造。
型: SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 321) オブジェクト
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json
{

}

"ResourceEndpointList": [
{
"Protocol": "string",
"ResourceEndpoint": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ResourceEndpointList (p. 221)
指定されたシグナリングチャネルのエンドポイントのリスト。
Type: 配列のResourceEndpointListItem (p. 320)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、次のようなリソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStreamビデオストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListSignalingChannels

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
ChannelInfo オブジェクトの配列を返します。各オブジェクトは、シグナリングチャネルを記述しま
す。特定の条件を満たすチャネルだけを取得するには、ChannelNameCondition を指定できます。

リクエストの構文
POST /listSignalingChannels HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ChannelNameCondition": {
"ComparisonOperator": "string",
"ComparisonValue": "string"
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelNameCondition (p. 224)
オプション: 特定の条件を満たすチャンネルだけを返します。
型: ChannelNameCondition (p. 314) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 224)
レスポンスで返されるチャネルの最大数。デフォルトは 500 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 10,000 です。
必須: いいえ
NextToken (p. 224)
このパラメータを指定すると、ListSignalingChannels 操作の結果が切り捨てられ、呼び出しは
レスポンスで NextToken を返します。チャンネルの別のバッチを取得するには、次のリクエストで
このトークンを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
必須: いいえ
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"ChannelInfoList": [
{
"ChannelARN": "string",
"ChannelName": "string",
"ChannelStatus": "string",
"ChannelType": "string",
"CreationTime": number,
"SingleMasterConfiguration": {
"MessageTtlSeconds": number
},
"Version": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ChannelInfoList (p. 225)
ChannelInfo オブジェクトの配列。
Type: 配列のChannelInfo (p. 312)オブジェクト
NextToken (p. 225)
レスポンスが切り捨てられた場合、呼び出しはトークンを含む要素を返します。ストリームの次の
バッチを取得するには、次のリクエストでこのトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400

225

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams

InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListStreams

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
StreamInfo オブジェクトの配列を返します。各オブジェクトがストリームを記述します。特定の条件を
満たすストリームだけを取得するには、StreamNameCondition を指定します。

リクエストの構文
POST /listStreams HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"MaxResults": number,
"NextToken": "string",
"StreamNameCondition": {
"ComparisonOperator": "string",
"ComparisonValue": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MaxResults (p. 227)
レスポンスに返されるストリームの最大数。デフォルトは 10,000 です。
Type: 整数
有効範囲:有効範囲 最小値は 1 です。最大値は 10,000 です。
: 必須 いいえ
NextToken (p. 227)
このパラメータを指定すると、ListStreams 操作の結果が切り捨てられ、呼び出しはレスポンスで
NextToken を返します。ストリームの別のバッチを取得するには、次のリクエストでこのトークン
を指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
: 必須 いいえ
StreamNameCondition (p. 227)
オプション: 特定の条件を満たすストリームだけを返します。現在、条件としてストリーム名のプレ
フィックスだけを指定できます。
型: StreamNameCondition (p. 325) オブジェクト
: 必須 いいえ
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"NextToken": "string",
"StreamInfoList": [
{
"CreationTime": number,
"DataRetentionInHours": number,
"DeviceName": "string",
"KmsKeyId": "string",
"MediaType": "string",
"Status": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string",
"Version": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 228)
レスポンスが切り捨てられた場合、呼び出しはトークンを含む要素を返します。ストリームの次の
バッチを取得するには、次のリクエストでこのトークンを使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
StreamInfoList (p. 228)
StreamInfo オブジェクトの配列。
Type: 配列のStreamInfo (p. 323)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListTagsForResource

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
指定されたシグナリングチャネルに関連付けられているタグのリストを取得します。

リクエストの構文
POST /ListTagsForResource HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"NextToken": "string",
"ResourceARN": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
NextToken (p. 230)
このパラメーターを指定し、ListTagsForResource の呼び出しの結果が切り捨てられた場合、レ
スポンスには、タグの次のバッチをフェッチするために次のリクエストで使用できるトークンが含ま
れます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
: 必須: いいえ
ResourceARN (p. 230)
タグを一覧表示するシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NextToken": "string",
"Tags": {
"string" : "string"
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}

}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 230)
このパラメーターを指定し、ListTagsForResource の呼び出しの結果が切り捨てられた場合、レ
スポンスには、タグの次のセットをフェッチするために次のリクエストで使用できるトークンが含ま
れます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
Tags (p. 230)
指定されたシグナリングチャネルに関連付けられたタグキーと値のマップ。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 50 項目です。
キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
キーパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
値のパターン: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
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HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListTagsForStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
指定されたストリームに関連付けられているタグのリストを返します。
リクエストでは、StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。

リクエストの構文
POST /listTagsForStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"NextToken": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
NextToken (p. 233)
このパラメーターを指定し、ListTagsForStream の呼び出しの結果が切り捨てられた場合、レスポ
ンスには、タグの次のバッチをフェッチするために次のリクエストで使用できるトークンが含まれま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 233)
タグを一覧表示するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 233)
タグをリスト表示するストリームの名前を指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
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パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"NextToken": "string",
"Tags": {
"string" : "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 234)
このパラメーターを指定し、ListTags の呼び出しの結果が切り捨てられた場合、レスポンスには、
タグの次のセットをフェッチするために次のリクエストで使用できるトークンが含まれます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 512 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]*
Tags (p. 234)
指定されたストリームに関連付けられたタグキーと値のマップ。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 50 項目です。
キー長の制限: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
キーパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
値のパターン: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
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InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidResourceFormatException
StreamARN の形式が無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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TagResource

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
シグナリングチャネルに 1 つ以上のタグを追加します。ある鬼ごっこは、定義して割り当てることができ
るキーと値のペアです。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。すでに存在するタグを指定
すると、タグの値はこのリクエストで指定した値に置き換えられます。詳細については、「」を参照して
ください。コスト配分タグの使用の AWS Billing and Cost Managementとコスト管理ユーザーガイド。

リクエストの構文
POST /TagResource HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ResourceARN": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceARN (p. 236)
タグを追加するシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
必須 はい
Tags (p. 236)
指定されたシグナリングチャネルに関連付けるタグのリスト。各タグはキーバリューのペアです。
Type: 配列のTag (p. 326)オブジェクト
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
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レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
TagsPerResourceExceededLimitException
リソースに関連付けることができるタグの上限を超えています。Kinesis Video Streams は最大 50 個
のタグをサポートしています。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWSSDK for Java V2
AWS向け SDKJavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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TagStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
1 つまたは複数のタグをストリームに追加します。ある鬼ごっこは、に定義して割り当てることができる
キーと値のペアです。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。すでに存在するタグを指定す
ると、タグの値はこのリクエストで指定した値に置き換えられます。詳細については、「」を参照してく
ださい。コスト配分タグの使用の AWS Billing and Cost Managementとコスト管理ユーザーガイド。
StreamName または StreamARN を指定する必要があります。
この操作には KinesisVideo:TagStream アクションに対するアクセス許可が必要です。
Kinesis Video Streams は最大 50 個のタグをサポートしています。

リクエストの構文
POST /tagStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"StreamARN": "string",
"StreamName": "string",
"Tags": {
"string" : "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
StreamARN (p. 238)
1 つまたは複数のタグを追加するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 238)
1 つまたは複数のタグを追加するストリームの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
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Tags (p. 238)
指定されたストリームに関連付けるタグのリスト。各タグはキーと値のペアです (値はオプションで
す)。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 50 項目です。
キー長の制限: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
キーパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
値のパターン: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*
: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidResourceFormatException
StreamARN の形式が無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
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TagsPerResourceExceededLimitException
リソースに関連付けることができるタグの上限を超えています。Kinesis Video Streams は最大 50 個
のタグをサポートしています。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UntagResource

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
シグナリングチャネルから 1 つまたは複数のタグを削除します。リクエストでは、1 つまたは複数のタグ
キーだけを指定します。 値は指定しません。存在しないタグキーを指定した場合、そのキーは無視されま
す。

リクエストの構文
POST /UntagResource HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ResourceARN": "string",
"TagKeyList": [ "string" ]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceARN (p. 241)
タグを削除するシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 はい
TagKeyList (p. 241)
削除するタグのキーのリスト。
Type: 文字列の配列
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UntagStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
ストリームから 1 つまたは複数のタグを削除します。リクエストでは、1 つまたは複数のタグキーだけを
指定します。 値は指定しません。存在しないタグキーを指定した場合、そのキーは無視されます。
リクエストでは、StreamName または StreamARN を入力する必要があります。

リクエストの構文
POST /untagStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"StreamARN": "string",
"StreamName": "string",
"TagKeyList": [ "string" ]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
StreamARN (p. 243)
タグを削除するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
必須: いいえ
StreamName (p. 243)
タグを削除するクラスターの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
必須: いいえ
TagKeyList (p. 243)
削除するタグのキーのリスト。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
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Pattern: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidResourceFormatException
StreamARN の形式が無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UpdateDataRetention

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
ストリームのデータ保持期間を指定した値で増減します。データ保持期間を延長するか短縮するかを指定
するには、リクエスト本文の Operation パラメータを指定します。リクエストでは、StreamName また
は StreamARN のパラメータを指定する必要があります。

Note
現在の値が指定した保存期間で置き換えられます。
この操作には KinesisVideo:UpdateDataRetention アクションに対するアクセス許可が必要です。
データ保持期間を変更すると、ストリーム内のデータに次のように影響します。
• データ保持期間を延長すると、既存のデータは新しい保持期間で保持されます。例えば、データ保持期
間を 1 時間から 7 時間に延長すると、既存のすべてのデータが 7 時間保持されます。
• データ保持期間が短縮されると、既存のデータは新しい保存期間にわたって保持されます。例えば、
データ保持期間が 7 時間から 1 時間に短縮すると、既存のすべてのデータが 1 時間保持され、1 時間よ
り古いデータは直ちに削除されます。

リクエストの構文
POST /updateDataRetention HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"CurrentVersion": "string",
"DataRetentionChangeInHours": number,
"Operation": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
CurrentVersion (p. 246)
保持期間を変更するストリームのバージョン。バージョンを取得するには、DescribeStream また
はListStreams API を呼び出します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 はい
DataRetentionChangeInHours (p. 246)
保持期間 (時)。指定した値が現在の値に置き換わります。このパラメーターの最大値は 87600 (10 年)
です。
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Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。
: 必須 はい
Operation (p. 246)
保持期間を増減させるかどうかを示します。
Type: 文字列
有効な値: INCREASE_DATA_RETENTION | DECREASE_DATA_RETENTION
: 必須 はい
StreamARN (p. 246)
保持期間を変更するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 246)
保持期間を変更するストリームの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
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HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、次のようなリソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStream動画ストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
VersionMismatchException
指定したストリームバージョンは最新バージョンではありません。最新バージョンを入手するに
は、DescribeStreamアピ。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UpdateImageGenerationConfiguration
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

を更新していますStreamInfoそしてImageProcessingConfigurationフィールド。

リクエストの構文
POST /updateImageGenerationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ImageGenerationConfiguration": {
"DestinationConfig": {
"DestinationRegion": "string",
"Uri": "string"
},
"Format": "string",
"FormatConfig": {
"string" : "string"
},
"HeightPixels": number,
"ImageSelectorType": "string",
"SamplingInterval": number,
"Status": "string",
"WidthPixels": number
},
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ImageGenerationConfiguration (p. 249)
KVS イメージの配信に必要な情報を含む構造。構造体が null の場合、構成はストリームから削除され
ます。
型: ImageGenerationConfiguration (p. 315) オブジェクト
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 249)
イメージ生成設定を更新する Kinesis ビデオストリームの Amazon リソースネーム
(ARN)。StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
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StreamName (p. 249)
イメージ生成構成を更新するストリームの名前。StreamName または StreamARN のパラメータを指
定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NoDataRetentionException
ストリームデータの保持時間 (時間) は 0 に等しくなります。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、次のようなリソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStreamビデオストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateNotificationConfiguration
サービス: Amazon Kinesis Video Streams
ストリームの通知情報を更新します。

リクエストの構文
POST /updateNotificationConfiguration HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"NotificationConfiguration": {
"DestinationConfig": {
"Uri": "string"
},
"Status": "string"
},
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
NotificationConfiguration (p. 252)
通知に必要な情報を含む構造体。構造体が null の場合、構成はストリームから削除されます。
型: NotificationConfiguration (p. 318) オブジェクト
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 252)
通知設定を更新する Kinesis のビデオストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。StreamName ま
たは StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 252)
通知設定を更新するストリームの名前。StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必
要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
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: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NoDataRetentionException
ストリームデータの保持時間 (時間) は 0 に等しくなります。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、次のようなリソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStreamビデオストリーム用。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateSignalingChannel

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
既存のシグナリングチャネルを更新します。これは非同期の操作であり、完了するまでに時間がかかりま
す。
MessageTtlSeconds の値が更新された場合（増加または減少）、更新後にこのチャネルを介して送信さ
れた新しいメッセージだけに適用されます。以前の MessageTtlSeconds の値の通り、既存のメッセー
ジはまだ期限切れになっています。

リクエストの構文
POST /updateSignalingChannel HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ChannelARN": "string",
"CurrentVersion": "string",
"SingleMasterConfiguration": {
"MessageTtlSeconds": number
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelARN (p. 255)
更新するシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 はい
CurrentVersion (p. 255)
更新するシグナリングチャネルの現在のバージョン。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 はい
SingleMasterConfiguration (p. 255)
更新するシグナリングチャネルの SINGLE_MASTER 型の設定を含む構造。
型: SingleMasterConfiguration (p. 322) オブジェクト
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: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
AccessDeniedException
この操作を実行するために必要なアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、次のようなリソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStream動画ストリームの場合。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
VersionMismatchException
指定したストリームバージョンは最新バージョンではありません。最新バージョンを入手するに
は、DescribeStreamアピ。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS向け SDKJavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UpdateStream

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
デバイス名やメディアタイプなどのストリームメタデータを更新します。
ストリーム名またはストリームの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。
ストリームを更新する前に最新バージョンであることを確保するために、ストリームのバージョンを指定
できます。Kinesis Video Streams が各ストリームにバージョンを割り当てます。ストリームを更新する
と、Kinesis Video Streams が新しいバージョン番号を割り当てます。最新のストリームバージョンを取得
するには、DescribeStream APIを使用します
UpdateStream は非同期の操作で、完了するまでに時間がかかります。

リクエストの構文
POST /updateStream HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"CurrentVersion": "string",
"DeviceName": "string",
"MediaType": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
CurrentVersion (p. 258)
メタデータを更新するストリームのバージョン。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 はい
DeviceName (p. 258)
ストリームに書き込んでいるデバイスの名前。

Note
現在の実装では、Kinesis Video Streams はこの名前を使用しません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
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MediaType (p. 258)
ストリームのメディアタイプ。MediaType を使用して、ストリームに含まれるコンテンツのタイプ
をストリームのコンシューマーに指定します。メディアタイプの詳細については、「メディアタイ
プ」を参照してください。MediaType を指定する場合は、「命名要件」を参照してください。
コンソールで動画を再生するには、正しい動画タイプを指定してください。例えば、ストリーム内の
ビデオが H.264 の場合は、MediaType として「video/h264」を指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 258)
メタデータを更新するストリームの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 258)
メタデータを更新するストリームの名前。
ストリーム名はストリームの識別子であり、アカウントやリージョンごとに一意である必要がありま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceInUseException
現在、リソースはこの操作で使用できません。既存のリソースと同じ名前で新しいリソースを作成で
きません。また、リソースは、ACTIVE 状態でない限り、更新または削除することはできません。
この例外が返された場合、リクエストされたリソースが既に存在するかどうかを判断するためにこの
例外を使用しないでください。代わりに、次のようなリソース固有の describe API を使用することを
お勧めします。DescribeStream動画ストリームの場合。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
Amazon Kinesis Video Streams は、指定したストリームを見つけることができません。
HTTP ステータスコード: 404
VersionMismatchException
指定したストリームバージョンは最新バージョンではありません。最新バージョンを入手するに
は、DescribeStreamアピ。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

Amazon Kinesis Video Streams Media
以下のアクションは、Amazon Kinesis Video Streams Media でサポートされています。
• GetMedia (p. 262)
• PutMedia (p. 266)
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GetMedia

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Media
この API を使用して、Kinesis ビデオストリームからメディアコンテンツを取得します。リクエストで、
ストリーム名またはストリーム Amazon リソースネーム (ARN) と開始チャンクを特定します。Kinesis
Video Streams は、フラグメント番号順にチャンクのストリームを返します。

Note
エンドポイントを取得するには、最初に GetDataEndpoint API を呼び出す必要があります。次
に、--endpoint-url parameter を使用して GetMedia リクエストをこのエンドポイントに送信しま
す。
ストリームにメディアデータ（フラグメント）を配置すると、Kinesis Video Streams は、受信する各フ
ラグメントと関連するメタデータを「チャンク」と呼ばれるものに格納します。詳細については、「」を
参照してください。PutMedia。GetMedia API は、リクエストで指定されたチャンクから始まるこれらの
チャンクのストリームを返します。
GetMedia API を使用するときは以下の制限が適用されます。
• クライアントは、ストリームごとに 1 秒間に最大 5 回 GetMedia を呼び出すことができます。
• Kinesis Video Streams は、GetMedia セッション中に最大 25 メガバイト/秒（200 メガビット/秒）の速
度でメディアデータを送信します。

Note
Kinesis Video Streams メディア API を呼び出した後にエラーがスローされた場合、HTTP ステー
タスコードとレスポンス本文に加えて、次の情報が含まれます。
• x-amz-ErrorType HTTP ヘッダー — HTTP ステータスコードで提供されるものに加えて、よ
り具体的なエラータイプが含まれます。
• x-amz-RequestId HTTP ヘッダー — AWS に問題を報告する場合、リクエスト ID を提供す
ることでサポートチームはより適切に問題の調査を行うことができます。
HTTP ステータスコードと HTTP ステータスコードを両方ともErrorTypeヘッダーを使用すると、
エラーが再試行可能かどうか、またはどのような条件下でエラーが再試行可能かについてプログ
ラムで判断したり、クライアントプログラマーが再度試行するために必要なアクションに関する
情報を提供したりできます。
詳細については、このトピックの下部にある[Errors] (エラー) セクションおよび「Common
Errors」を参照してください。

リクエストの構文
POST /getMedia HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"StartSelector": {
"AfterFragmentNumber": "string",
"ContinuationToken": "string",
"StartSelectorType": "string",
"StartTimestamp": number
},
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"
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URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
StartSelector (p. 262)
指定されたストリームから取得する開始チャンクを特定します。
型: StartSelector (p. 327) オブジェクト
必須 はい
StreamARN (p. 262)
メディアコンテンツの取得元からのストリームの ARN。streamARN を指定しない場合
は、streamName を指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
必須 いいえ
StreamName (p. 262)
メディアコンテンツの取得元からの Kinesis ビデオストリーム名。streamName を指定しない場合
は、streamARN を指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType
Payload

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
レスポンスでは、以下の HTTP ヘッダーが返されます。
ContentType (p. 263)
リクエストされたメディアのコンテンツタイプ
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$
レスポンスは、HTTP 本文として以下を返します。
Payload (p. 263)
Kinesis Video Streams が返すペイロードは、指定されたストリームからのチャンクのシーケンスで
す。チャンクの詳細については、「」を参照してください。PutMedia。Kinesis Video Streams が
GetMedia の呼び出しで返すチャンクには、次の追加の Matroska (MKV) タグも含まれます。
• AWS_KINESISVIDEO_CONTINUTION_TOKEN (UTF-8 文字列) - GetMedia の呼び出しが終了した
場合、次のリクエストでこの継続トークンを使用して、最後のリクエストが終了した次のチャンク
を取得できます。
• AWS_KINESISVIDEO_MILIS_BEHIND_NOW (UTF-8 文字列) - クライアントアプリケーションはこ
のタグ値を使用して、レスポンスで返されるチャンクがストリームの最新のチャンクからどのくら
い後ろにあるかを判断できます。
• AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER - チャンクで返されるフラグメント番号。
• AWS_KINESISVIDEO_SERVER_TIMESTAMP - フラグメントのサーバーのタイムスタンプ。
• AWS_KINESISVIDEO_PRODUCER_TIMESTAMP - フラグメントのプロジューサーのタイムスタン
プ。
エラーが発生すると、次のタグが表示されます。
• AWS_KINESISVIDEO_ERROR_CODE-発生したエラーの文字列の説明GetMediaを停止します。
• AWS_KINESISVIDEO_ERROR_ID: エラーの整数コード。
エラーコードは次のとおりです。
• 3002 - Error writing to the stream (ストリームへの書き込みエラー)
• 4000 - Requested fragment is not found (要求されたフラグメントが見つかりません)
• 4500 - Access denied for the stream's KMS key (ストリームの KMS キーに対するアクセスが拒否さ
れました)
• 4501 - Stream's KMS key is disabled (ストリームの KMS キーが無効)
• 4502 - Validation error on the stream's KMS key (ストリームの KMS キーの検証エラー)
• 4503 - KMS key specified in the stream is unavailable (ストリームで指定された KMS キーが使用で
きません)
• 4504 - Invalid usage of the KMS key specified in the stream (ストリームで指定された KMS キーの
使用が無効)
• 4505 - Invalid state of the KMS key specified in the stream (ストリームで指定された KMS キーが無
効な状態)
• 4506 - Unable to find the KMS key specified in the stream (ストリームで指定された KMS キーが見
つかりません)
• 5000 - Internal error (内部エラー)

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
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ConnectionLimitExceededException
許可されたクライアント接続の制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリ
ングしました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidEndpointException
呼び出し元が間違ったエンドポイントを使用してデータをストリームに書き込みました。このような
例外を受信すると、ユーザーは APIName を PUT_MEDIA に設定して GetDataEndpoint を呼び出
し、応答からのエンドポイントを使用して次の PutMedia コールを呼び出す必要があります。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元は、指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トークンの有効期限が切れて
います。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
ステータスコード: 404 指定された名前のストリームは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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PutMedia

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Media
この API を使用して、メディアデータを Kinesis ビデオストリームに送信します。

Note
この API を使用する前に、GetDataEndpoint APIを呼び出しエンドポイントを取得する必要が
あります。次に、PutMedia リクエストでエンドポイントを指定します。
このリクエストでは、HTTP ヘッダーを使用して、ストリーム名、タイムスタンプ、タイムスタンプ値が
絶対値あるいはプロデューサが記録を開始した時点からの相対値であるかなどのパラメータ情報を提供し
ます。リクエスト本文を使用してメディアデータを送信します。Kinesis Video Streams では、この API を
使用してメディアデータを送信するために Matroska (MKV) コンテナー形式のみがサポートされてます。
この API を使用してデータを送信するには、次のオプションがあります。
• メディアデータをリアルタイムで送信する：例えば、セキュリティカメラは、フレームを生成するとき
にリアルタイムでフレームを送信できます。このアプローチにより、動画録画とネットワーク上で送信
されるデータ間のレイテンシーが最小限に抑えられます。これを連続プロデューサーと呼びます。この
場合、コンシューマアプリケーションは、リアルタイムで、または必要に応じてストリームを読み込む
ことができます。
• メディアデータをオフラインで (バッチで) 送信: 例えば、ボディカメラが動画を数時間録画してデバイ
スに保存する場合があります。後でカメラをドッキングポートに接続すると、カメラは PutMedia セッ
ションを開始して、Kinesis ビデオストリームにデータを送信できます。このシナリオでは、レイテン
シーは問題ではありません。
API を使用する場合は、次の考慮事項に注意してください。
• streamName または streamARN のパラメータを指定する必要があります。両方を指定することはでき
ません。
• コンソールまたはHLSを介してメディアを再生できるようにするには、各フラグメントのトラック 1
に h.264 エンコードされたビデオが含まれている必要があり、フラグメントメタデータの CodecID は
「V_MPEG/ISO/AVC」である必要があり、更にフラグメントメタデータには、AVCC 形式の h.264
コーデックプライベートデータが含まれている必要があります。オプションで、各フラグメントのト
ラック 2 には AAC でエンコードされたオーディオが含まれ、フラグメントメタデータの CodecID は
「A_AAC」で、フラグメントメタデータには AAC コーデックのプライベートデータが含まれている必
要があります。
• 単一の長時間実行 PutMedia セッションを使用して、ペイロードで多数のメディアデータフラグメント
を送信する方が簡単な場合があります。受信したフラグメントごとに、Kinesis Video Streams が 1 つま
たは複数の確認応答を送信します。ネットワークに関する潜在的な問題を考慮した場合、確認応答が生
成されたときにすべてを取得できない場合があります。
• サービスからすべての確認応答をリアルタイムで確実に取得するために、フラグメントが少ない複数の
連続した PutMedia セッションを選択することができます。

Note
複数の同時 PutMedia セッションの同じストリームにデータを送信すると、メディアフラグメン
トがストリームでインターリーブされます。これはアプリケーションのシナリオとして問題ない
ことを確認する必要があります。
PutMedia API を使用するときは以下の制限が適用されます。
• クライアントは、ストリームごとに 1 秒間に最大 5 回 PutMedia を呼び出すことができます。
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• クライアントは、ストリームごとに 1 秒あたり最大 5 つのフラグメントを送信できます。
• Kinesis Video Streams は、最大12.5 MB/秒、つまり PutMedia セッション中に 100 Mbps の速度でメ
ディアデータを読み込みます。
以下の制約があることに注意してください。このような場合、Kinesis Video Streams は応答でエラー確認
を送信します。
• タイムコードが 10 秒を超えるフラグメントや 50 MB を超えるデータを含むフラグメントは許可されま
せん。
• 3 つ以上のトラックを含むフラグメントは許可されません。すべてのフラグメントの各フレームには、
フラグメントヘッダーで定義されているトラックの 1 つと同じトラック番号が必要です。さらに、すべ
てのフラグメントには、フラグメントヘッダーで定義されたトラックごとに少なくとも 1 つのフレーム
が含まれている必要があります。
• 各フラグメントには、フラグメントメタデータで定義された各トラックに少なくとも 1 つのフレームが
含まれている必要があります。
• フラグメント内の最初のフレームタイムスタンプは、前のフラグメントの最後のフレームタイムスタン
プの後にする必要があります。
• 複数の MKV セグメントを含む、または許可されていない MKV 要素 (track* など) を含む MKV スト
リームもエラー確認になります。
Kinesis Video Streams は、受信する各フラグメントと関連メタデータを「チャンク」と呼ばれるものに格
納します。フラグメントメタデータには、次のものが含まれます。
• PutMedia 要求の開始時に提供される MKV ヘッダ
• 次のフラグメントの Kinesis Video Streams 固有のメタデータ。
• server_timestamp - Kinesis Video Streams がフラグメントを受け取った時のタイムスタンプ。
• producer_timestamp - プロデューサーがフラグメントの記録を開始したときのタイムスタン
プ。Kinesis Video Streams は、リクエストで受信した 3 つの情報を使用して、この値を計算します。
• フラグメントとともにリクエスト本文で受信されたフラグメントのタイムコード値。
• 2 つのリクエストヘッダー: producerStartTimestamp（プロデューサーの記録開始時間）および
fragmentTimeCodeType（ペイロード内フラグメントの絶対タイムコードまたは相対タイムコー
ドの設定）。
Kinesis Video Streams は、フラグメントの producer_timestamp を次のように計算します。
fragmentTimeCodeType が相対の場合:
producer_timestamp = producerStartTimeStamp + フラグメントタイムコード
fragmentTimeCodeType が絶対の場合:
producer_timestamp = フラグメントタイムコード (ミリ秒に変換)
• Kinesis Video Streams によって割り当てられた一意のフラグメント番号。

Note
GetMedia リクエストを行うと、Kinesis Video Streams はこれらのチャンクのストリームを返し
ます。クライアントは必要に応じてメタデータを処理できます。

Note
この操作は AWS SDK for Java でのみ使用できます。他の言語の
ていません。
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Note
Kinesis Video Streams は、 PutMedia API を介した取り込みやアーカイブ中に、コーデックのプ
ライベートデータを解析および検証しません。KVS は、HLS API を介してストリームを消費する
ときに、MPEG-TS および MP4 フラグメントパッケージングのコーデックプライベートデータか
ら必要な情報を抽出して検証します。

Note
Kinesis Video Streams メディア API を呼び出した後にエラーがスローされた場合、HTTP ステー
タスコードとレスポンス本文に加えて、次の情報が含まれます。
• x-amz-ErrorType HTTP ヘッダー — HTTP ステータスコードで提供されるものに加えて、よ
り具体的なエラータイプが含まれます。
• x-amz-RequestId HTTP ヘッダー — AWS に問題を報告する場合、リクエスト ID を提供す
ることでサポートチームはより適切に問題の調査を行うことができます。
HTTP ErrorType ステータスコードとヘッダーの両方を使用すれば、エラーが再試行可能かどう
か、またはどのような条件下でエラーが再試行可能かについてプログラムで判断したり、クラ
イアントプログラマーが再度試行するために必要なアクションに関する情報を提供したりできま
す。
詳細については、このトピックの下部にある[Errors] (エラー) セクションおよび「Common
Errors」を参照してください。

リクエストの構文
POST /putMedia HTTP/1.1
x-amzn-stream-name: StreamName
x-amzn-stream-arn: StreamARN
x-amzn-fragment-timecode-type: FragmentTimecodeType
x-amzn-producer-start-timestamp: ProducerStartTimestamp
Payload

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FragmentTimecodeType (p. 268)
この値を x-amzn-fragment-timecode-type HTTP ヘッダーとして渡します。
フラグメント（ペイロード、HTTP リクエスト本文）内のタイムコードが
producerStartTimestamp に対して絶対値であるか相対値であるかを示します。Kinesis Video
Streams は、API の概要で説明されているように、この情報を使用して、リクエストで受信したフラ
グメントの producer_timestamp を計算します。
有効な値: ABSOLUTE | RELATIVE
必須: はい
ProducerStartTimestamp (p. 268)
この値を x-amzn-producer-start-timestamp HTTP ヘッダーとして渡します。
これは、プロデューサーがメディアの記録を開始したプロデューサーのタイムスタンプです（リクエ
スト内の特定のフラグメントのタイムスタンプではありません）。
StreamARN (p. 268)
この値を x-amzn-stream-arn HTTP ヘッダーとして渡します。
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メディアコンテンツを書き込む Kinesis のビデオストリームの Amazon リソース名
(ARN)。streamARN を指定しない場合は、streamName を指定する必要があります。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
StreamName (p. 268)
この値を x-amzn-stream-name HTTP ヘッダーとして渡します。
メディアコンテンツを書き込む Kinesis ビデオストリームの名前。streamName を指定しない場合
は、streamARN を指定する必要があります。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+

リクエストボディ
リクエストは以下のバイナリデータを受け入れます。
Payload (p. 268)
Kinesis ビデオストリームに書き込むメディアコンテンツ。現在の実装では、Kinesis Video Streams
は、単一の MKV セグメントを含む Matroska (MKV) コンテナ形式のみをサポートしています。セグメ
ントには、1 つまたは複数のクラスターを含めることができます。

Note
各 MKV クラスターは Kinesis ビデオストリームフラグメントにマッピングされます。選択し
たクラスター期間は、フラグメント期間になります。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Payload

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
レスポンスは、HTTP 本文として以下を返します。
Payload (p. 269)
Kinesis Video Streams が PutMedia リクエストを正常に受信した後、サービスがリクエストヘッ
ダーを検証します。次に、サービスはペイロードの読み込みを開始し、最初に HTTP 200 レスポンス
を送信します。
次に、サービスは、改行で区切られた一連の JSON オブジェクト（Acknowledgement オブジェク
ト）を含むストリームを返します。確認応答は、メディアデータが送信されるのと同じ接続で受信さ
れます。PutMedia リクエストには多くの確認応答があります。各 Acknowledgement は、次のキー
と値のペアで構成されています。
• AckEventType - 確認応答が表すイベントタイプ。
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• バッファリング: Kinesis Video Streams がフラグメントの受信を開始しました。Kinesis Video
Streams は、フラグメントデータの最初のバイトを受信されると、最初の Buffering 確認応答を送
信します。
• 受領済み: Kinesis Video Streams がフラグメント全体を受信しました。データを保持するように
ストリームを設定しなかった場合、プロデューサーはこの確認応答を受信するとフラグメントの
バッファリングを停止できます。
• 永続化: Kinesis Video Streams は、フラグメントを保持しました（Amazon S3 など）。データを
保持するようにストリームを設定すると、この確認応答を受け取ります。この確認応答を受信す
ると、プロデューサはフラグメントのバッファリングを停止できます。
• エラー: フラグメントの処理中に Kinesis Video Streams でエラーが発生しました。エラーコード
を確認して、次のアクションを決定できます。
• アイドル: PutMediaセッションが進行中です。ただし、Kinesis Video Streams は現在データを
受信していません。 Kinesis Video Streams は、最後のデータ受信後最大 30 秒間、この確認応
答を定期的に送信します。データが 30 秒以内に受信されない場合、Kinesis Video Streams はリ
クエストを終了します。

Note
この確認応答は、データを送信していない場合でも、プロデューサーが PutMedia 接続
が有効であるかどうかを判断するのに役立ちます。
• FragmentTimeCode - 確認応答が送信されるフラグメントタイムコード。
AckEventType が Idle の場合、要素が欠落している可能性があります。
• FragmentNumber - 確認応答が送信される Kinesis Video Streams が生成するフラグメント番号。
• ErrorIdとErrorCode-AckEventType がの場合 ErrorId、このフィールドには対応するエラー
コードが表示されます。次に、エラー ID とそれに対応するエラーコードおよびエラーメッセージの
リストを示します。
• 4000 - STREAM_READ_ERROR - データストリームの読み取り中にエラーが発生しました。
• 4001 - MAX_FRAGMENT_SIZE_REACH - フラグメントサイズが最大制限の 50 MB を超えていま
す。
• 4002 - MAX_FRAGMENT_DURATION_REACH - フラグメント期間が最大制限の 10 秒を超えてい
ます。
• 4003 - MAX_CONNECTION_DURATION_REACH - 接続時間が最大許容しきい値を超えていま
す。
• 4004 - FRAGMENT_TIMECODE_LESSER_THAN_PREVIOUS - フラグメントのタイムコード
は、以前のタイムコードのタイムコードよりも小さくなっています（PutMedia の呼び出しで
は、フラグメントを順不同で送信することはできません）。
• 4005 - MORE_THAN_ALLOWED_TRACKS_FOUND - MKV に複数のトラックが見つかりました。
(廃止)
• 4006 - INVALID_MKV_DATA - 入力ストリームを有効な MKV 形式として解析できませんでした。
• 4007 - INVALID_PRODUCER_TIMESTAMP - プロデューサーのタイムスタンプが無効です。
• 4008 - STREAM_NOT_ACTIVE - ストリームは存在しません (削除済)。
• 4009 - FRAGMENT_METADATA_LIMIT_REACH - フラグメントメタデータの制限に達しました。
• 4010 - TRACK_NUMBER_MISMATCH - MKV フレームのトラック番号が MKV ヘッダーのトラッ
クと一致しませんでした。
• 4011 - FRAMES_MISSING_FOR_TRACK - フラグメントには、MKV ヘッダーのトラックの少な
くとも 1 つのフレームが含まれていませんでした。
• 4500 - KMS_KEY_ACCESS_DENIED - ストリームの指定された KMS キーへのアクセスが拒否さ
れました。
• 4501 - KMS_KEY_DISABLED - ストリームの指定された KMS キーが無効になっています。
• 4502 - KMS_KEY_VALIDATION_ERROR - ストリームの指定された KMS キーの検証に失敗しま
した。
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• 4503 - KMS_KEY_NAVAULABLE - ストリームの指定された KMS キーは使用できません。
• 4504 - KMS_KEY_INVALID_USAGE - ストリームの指定された KMS キーの使用が無効です。
• 4505 - KMS_KEY_INVALID_STATE - ストリームの指定された KMS キーが無効な状態です。
• 4506 - KMS_KEY_NOT_FOUND - ストリームの指定された KMS キーが見つかりません。
• 5000 - INTERNAL_ERROR - 内部サービスエラー
• 5001 - ARCHIVAL_ERROR- Kinesis Video Streams がデータストアにフラグメントを保持できま
せんでした。

Note
プロデューサーは、長時間実行される PutMedia リクエストのペイロードを送信するとき
に、送達確認のレスポンスを読み取る必要があります。中間のプロキシサーバーでのバッ
ファリングが原因で、プロデューサーは同時に確認応答のチャンクを受信する場合がありま
す。タイムリーに確認応答を受信したいプロデューサーは、PutMedia リクエストごとに送
信するフラグメントを少なくすることができます。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
Kinesis Video Streams は、許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストをス
ロットリングしました。後で呼び出しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
ConnectionLimitExceededException
許可されたクライアント接続の制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリ
ングしました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidEndpointException
呼び出し元が間違ったエンドポイントを使用してデータをストリームに書き込みました。このような
例外を受信すると、ユーザーは APIName を PUT_MEDIA に設定して GetDataEndpoint を呼び出
し、応答からのエンドポイントを使用して次の PutMedia コールを呼び出す必要があります。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元は、指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トークンの有効期限が切れて
います。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
ステータスコード: 404 指定された名前のストリームは存在しません。
HTTP ステータスコード: 404
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例
確認応答の形式
確認応答の形式は次のとおりです。
{

}

Acknowledgement : {
"EventType": enum
"FragmentTimecode": Long,
"FragmentNumber": Long,
"ErrorId" : String
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media では、以下のアクションがサポートされています。
• GetClip (p. 273)
• GetDASHStreamingSessionURL (p. 277)
• GetHLSStreamingSessionURL (p. 284)
• GetImages (p. 292)
• GetMediaForFragmentList (p. 297)
• ListFragments (p. 301)
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GetClip

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
指定した時間範囲において、アーカイブされたオンデマンドメディアを含む MP4 ファイル (クリップ)
を、指定したビデオストリームからダウンロードできます。
どちらも StreamName StreamARN パラメーターはオプションですが、 StreamName または、この API
オペレーションを呼び出すときに StreamArn を指定します。
GetClip API の使用の前提条件として、GetDataEndpoint を使用してエンドポイントを取得
し、APINameパラメーターに GET_CLIP を指定する必要があります。
Amazon Kinesis のビデオストリームには、MP4 を使用してデータを提供するための次の要件がありま
す。
• メディアには、h.265 または h.264 でエンコードされた動画のほか、必要に応じて AAC または 711で
エンコードされたオーディオが含まれている必要があります。具体的には、トラック 1 のコーデック ID
は V_MPEG/ISO/AVC (h.264 の場合) または V_MPEGH/ISO/HEVC (H.265 の場合) にする必要がありま
す。必要に応じて、トラック 2 のコーデック ID は A_AAC (AAC の場合) または A_MS/ACM (G.711 の場
合) にする必要があります。
• データの保持期間が 0 より大きい。
• 各フラグメントの動画トラックに、AVC (Advanced Video Coding) のコーデックプライベートデータが
H.264 形式で、および HEVC のコーデックプライベートデータが H.265 形式で含まれている必要があり
ます。詳細については、「MPEG-4 仕様 ISO/IEC 14496-15」を参照してください。ストリームデータを
特定の形式に適応させる方法については、「NAL 適応フラグ」を参照してください。
• 各フラグメントのオーディオトラック (存在する場合) に、コーデックプライベートデータが AAC 形式
(AAC 仕様 ISO/IEC 13818-7) または MS Wave 形式 で含まれている必要があります。
送信データの量をモニタリングするには、GetClip.OutgoingBytesアマゾン CloudWatch メトリクス。
の使用の詳細 CloudWatch Kinesis Video Streams を監視するには、を参照してください。Kinesis Video
Streams のモニタリング。料金情報については、「Amazon Kinesis Video Streams の料金」および「AWS
料金」を参照ください。送信する AWS データには料金がかかります。

リクエストの構文
POST /getClip HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ClipFragmentSelector": {
"FragmentSelectorType": "string",
"TimestampRange": {
"EndTimestamp": number,
"StartTimestamp": number
}
},
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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ClipFragmentSelector (p. 273)
要求されたクリップの時間範囲とタイムスタンプのソース。
型: ClipFragmentSelector (p. 329) オブジェクト
: 必須 はい
StreamARN (p. 273)
メディアクリップを取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
次のいずれかを指定する必要があります。 StreamName またはStreamArn。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 273)
メディアクリップを取得するストリームの名前。
次のいずれかを指定する必要があります。 StreamName またはStreamArn。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType
Payload

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
レスポンスでは、以下の HTTP ヘッダーが返されます。
ContentType (p. 274)
要求されたクリップ内のメディアのコンテンツタイプ。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$
レスポンスは、HTTP 本文として以下を返します。
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Payload (p. 274)
指定したビデオストリームのメディアクリップを含む従来の MP4 ファイル。出力には、指定された
開始タイムスタンプから (最初の) 100 MB 分のフラグメントまたは 200 個のフラグメントが含まれま
す。詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してください。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリングしました。後で呼び出し
を試みてください。制限事項の詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
指定されたパラメータが制限を超えているか、サポートされていない、または使用できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidCodecPrivateDataException
ビデオストリームの少なくとも 1 つのトラックにあるコーデックのプライベートデータは、この操作
には無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidMediaFrameException
要求されたクリップの 1 つまたは複数のフレームは、指定されたコーデックに基づいて解析できませ
んでした。
HTTP ステータスコード: 400
MissingCodecPrivateDataException
ビデオストリームの少なくとも 1 つのトラックにコーデックのプライベートデータがありませんでし
た。
HTTP ステータスコード: 400
NoDataRetentionException
データを保持しない（0 のDataRetentionInHours が含まれる）ストリームに対してストリーミン
グセッションがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
ステータスコード: 403 呼び出し元は、指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トーク
ンの有効期限が切れています。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
GetImagesは、Kinesis Video Streams が指定したストリームを見つけられない場合に、このエラー
をスローします。
GetHLSStreamingSessionURL および GetDASHStreamingSessionURL は、要求された時間範囲
内にフラグメントがないストリームに対して ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の PlaybackMode
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があるセッションが要求された場合、あるいは過去 30 秒以内にフラグメントがないストリームに対
してLIVE の PlaybackMode があるセッションが要求された場合に、このエラーをスローします。
HTTP ステータスコード: 404
UnsupportedStreamMediaTypeException
メディアのタイプ（例えば、h.264、h.265 動画、または ACC、G.711 オーディオ）は、再生セッ
ションの最初のフラグメント内のトラックのコーデック ID から判別できませんでした。トラック 1
のコーデック ID は V_MPEG/ISO/AVC である必要があります。また、オプションでトラック 2 のコー
デック ID は A_AAC である必要があります。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetDASHStreamingSessionURL

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
ストリームの DASH (MPEG Dynamic Adaptive HTTP) の URL を取得します。次に、メディアプレーヤー
で URL を開いて、ストリームのコンテンツを表示できます。
StreamName と StreamARN のパラメータは両方ともオプションですが、この API 操作を呼び出すときは
StreamName または StreamARN を指定する必要があります。
Amazon Kinesis ビデオストリームには、MPEG-DASH を介してデータを提供するための次の要件があり
ます。
• メディアには、h.265 または h.264 でエンコードされた動画のほか、必要に応じて AAC または 711で
エンコードされたオーディオが含まれている必要があります。具体的には、トラック 1 のコーデック ID
は V_MPEG/ISO/AVC (h.264 の場合) または V_MPEGH/ISO/HEVC (H.265 の場合) にする必要がありま
す。必要に応じて、トラック 2 のコーデック ID は A_AAC (AAC の場合) または A_MS/ACM (G.711 の場
合) にする必要があります。
• データの保持期間が 0 より大きい。
• 各フラグメントの動画トラックに、AVC (Advanced Video Coding) のコーデックプライベートデータが
H.264 形式で、および HEVC のコーデックプライベートデータが H.265 形式で含まれている必要があり
ます。詳細については、「MPEG-4 仕様 ISO/IEC 14496-15」を参照してください。ストリームデータを
特定の形式に適応させる方法については、「NAL 適応フラグ」を参照してください。
• 各フラグメントのオーディオトラック (存在する場合) に、コーデックプライベートデータが AAC 形式
(AAC 仕様 ISO/IEC 13818-7) または MS Wave 形式 で含まれている必要があります。
以下の手順は、Kinesis Video Streams で MPEG-DASH を使用する方法を示しています。
1. GetDataEndpoint を使用してエンドポイントを取得し、APIName パラメーターに
GET_DASH_STREAMING_SESSION_URL を指定します。
2. GetDASHStreamingSessionURL を使用して、MPEG-DASH の URL を取得します。Kinesis Video
Streams は、MPEG-DASH プロトコルを使用してストリーム内のコンテンツにアクセスするために使
用される MPEG-DASH ストリーミングセッションを作成します。 GetDASHStreamingSessionURL
は、セッションの MPEG-DASH マニフェスト（MPEG-DASH でのストリーミングに必要なルートリ
ソース）の認証済みURL（暗号化されたセッショントークンを含む）を返します。

Note
許可されていないエンティティがアクセスできる場所に、このトークンを共有したり保存した
りしないでください。トークンがストリームのコンテンツへのアクセスを提供します。AWS
認証情報で使用するのと同じ手段でトークンを保護します。
マニフェストを通じて利用できるメディアは、要求されたストリーム、時間範囲、および形式のみで構
成されます。他のメディアデータ（リクエストされた画面外のフレーム、代替ビットレートなど）は利
用できません。
3. MPEG-DASH プロトコルをサポートするメディアプレーヤーに MPEG-DASH マニフェストの URL（暗
号化されたセッショントークンを含む）を指定します。Kinesis Video Streams は、マニフェスト URL
を通じて初期化フラグメントとメディアフラグメントを使用できるようにします。初期化フラグメント
には、ストリームのコーデックプライベートデータ、およびビデオまたはオーディオデコーダーとレン
ダラーのセットアップに必要なその他のデータが含まれています。
メディアフラグメン
トには、エンコードされたビデオフレームまたはエンコードされたオーディオサンプルが含まれます。
4. メディアプレーヤーは、認証された URL を受け取り、ストリームメタデータとメディアデータを通常
通りリクエストします。メディアプレーヤーがデータを要求すると、次のアクションが呼び出されま
す。
• getDashManifest: 再生するメディアのメタデータを含む MPEG DASH マニフェストを取得。
• GetMP4InitFragment: MP4 初期化フラグメントを取得。通常、メディアプレーヤーがメディアフラグ
メントをロードする前に、初期化フラグメントをロードします。このフラグメントには、「fytp」

277

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

および 「moov」MP4 atom 、およびメディアプレーヤーデコーダを初期化するために必要な子 atom
が含まれています。
初期化フラグメントは、Kinesis ビデオストリームのフラグメントには対応していません。これに
は、メディアプレーヤーがメディアフレームをデコードするために必要な、ストリームと各トラック
のコーデックプライベートデータだけが含まれます。
• GetMP4MediaFragment: MP4 メディアフラグメントを取得。これらのフラグメントは、「moof」お
よび「mdat」MP4 atom とその子 atom で構成され、エンコードされたフラグメントのメディアフ
レームとそのタイムスタンプを含みます。

Note
最初のメディアフラグメントがストリーミングセッションで使用可能になった後、同じコー
デックのプライベートデータを含まないフラグメントがあると、それらの異なるメディア
フラグメントがロードされたときにエラーが返されます。したがって、コーデックのプラ
イベートデータは、セッション内のフラグメント間で変更されるべきではありません。これ
は、ストリーム内のフラグメントがビデオのみからオーディオとビデオの両方に変更された
場合、セッションが失敗することも意味します。
このアクションで取得されたデータは請求対象です。詳細については、「料金」を参照してくださ
い。

Note
MPEG-DASH セッションに適用される制限については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照
してください。
メディアプレーヤーが消費するデータの量をモニタリングするには、メディアプレーヤーが消費するデー
タの量をモニタリングできます。GetMP4MediaFragment.OutgoingBytesアマゾン CloudWatch メト
リクス。の使用の詳細 CloudWatch Kinesis Video Streams を監視するには、を参照してください。Kinesis
Video Streams のモニタリング。料金情報については、「Amazon Kinesis Video Streams の料金」および
「AWS 料金」を参照ください。HLS セッションと発信 AWS データの両方に料金がかかります。
HLSの詳細については、Apple 開発者サイトの HTTP ライブストリーミングを参照してください。

Important
Kinesis Video Streams アーカイブメディア API を呼び出した後にエラーがスローされた場
合、HTTP ステータスコードとレスポンス本文に加えて、次の情報が含まれます。
• x-amz-ErrorType HTTP ヘッダー — HTTP ステータスコードで提供されるものに加えて、よ
り具体的なエラータイプが含まれます。
• x-amz-RequestId HTTP ヘッダー — AWS に問題を報告する場合、リクエスト ID を提供す
ることでサポートチームはより適切に問題の調査を行うことができます。
HTTP ステータスコードと HTTP ステータスコードを両方とも ErrorType ヘッダーは、エラーが
再試行可能かどうか、およびどのような条件下でエラーが再試行可能かについてプログラムで判
断したり、クライアントプログラマーが再度試行するために必要なアクションに関する情報を提
供したりできます。
詳細については、このトピックの下部にある[Errors] (エラー) セクションおよび「Common
Errors」を参照してください。

リクエストの構文
POST /getDASHStreamingSessionURL HTTP/1.1
Content-type: application/json
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{

}

"DASHFragmentSelector": {
"FragmentSelectorType": "string",
"TimestampRange": {
"EndTimestamp": number,
"StartTimestamp": number
}
},
"DisplayFragmentNumber": "string",
"DisplayFragmentTimestamp": "string",
"Expires": number,
"MaxManifestFragmentResults": number,
"PlaybackMode": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DASHFragmentSelector (p. 278)
要求されたフラグメントの時間範囲とタイムスタンプのソース。
このパラメーターは、PlaybackMode が ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の場合に必要です。こ
のパラメータは次の場合にオプションです。 PlaybackMode です LIVE。PlaybackMode が LIVE
の場合、FragmentSelectorType は設定できますが、TimestampRange は設定しないでくださ
い。PlaybackMode が ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の場合、FragmentSelectorType と
TimestampRange の両方を設定する必要があります。
型: DASHFragmentSelector (p. 331) オブジェクト
: 必須 いいえ
DisplayFragmentNumber (p. 278)
フラグメントは、セッション内のシーケンス番号に基づいてマニフェストファイルで識別されます。
もし DisplayFragmentNumber は、 に設定されます。ALWAYSでは、Kinesis Video Streams のフラグ
メント番号は、属性名「kvs: fn」でマニフェストファイルの各 S 要素に追加されます。これらのフラ
グメント番号は、ロギングや他の API (例: GetMedia、GetMediaForFragmentList) で使用できま
す。これらのカスタム属性を活用するには、カスタム MPEG-DASH メディアプレーヤーが必要です。
デフォルト値は、「NEVER」です。
Type: 文字列
有効な値: ALWAYS | NEVER
: 必須 いいえ
DisplayFragmentTimestamp (p. 278)
MPEG-DASH 仕様に従って、マニフェストファイル内のフラグメントのウォールクロック時刻は、マ
ニフェスト自体の属性を使用して派生できます。ただし、通常、MPEG-DASH 互換メディアプレー
ヤーは、メディアタイムラインのギャップを適切に処理しません。Kinesis Video Streams は、マニ
フェストファイルのメディアタイムラインを調整して、不連続があるメディアを再生可能にします。
したがって、マニフェストファイルから得られるウォールクロック時刻が不正確になる可能性があ
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ります。もし DisplayFragmentTimestamp は、 に設定されます。ALWAYSでは、正確なフラグメント
タイムスタンプが属性名「kvs: ts」でマニフェストファイルの各 S 要素に追加されます。このカスタ
ム属性を活用するには、カスタム MPEG-DASH メディアプレーヤーが必要です。
デフォルト値は、「NEVER」です。DASHFragmentSelector (p. 331) が SERVER_TIMESTAMP
の場合、タイムスタンプはサーバーの開始タイムスタンプになります。同様
に、DASHFragmentSelector (p. 331) が PRODUCER_TIMESTAMP の場合、タイムスタンプはプロ
デューサーの開始タイムスタンプになります。
Type: 文字列
有効な値: ALWAYS | NEVER
: 必須 いいえ
Expires (p. 278)
要求されたセッションの有効期限が切れるまでの時間（秒）。この値は 300 (5 分) から 43200 (12 時
間) の間です。
セッションの有効期限が切れると、そのセッションに対して
GetDashManifest、GetMP4InitFragment、または GetMP4MediaFragment への新しい呼び出
しを行うことはできません。
デフォルトは300(5分)です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 300 です。最大値は 43200 です。
: 必須 いいえ
MaxManifestFragmentResults (p. 278)
MPEG-DASH マニフェストで返されるフラグメントの最大数。
PlaybackMode が LIVE の場合、最新のフラグメントがこの値まで返されます。PlaybackMode が
ON_DEMAND の場合、この最大数まで、最も古いフラグメントが返されます。
ライブ MPEG-DASH マニフェストで利用可能なフラグメントの数が多い場合、ビデオプレーヤーは再
生を開始する前にコンテンツをバッファリングすることがよくあります。バッファサイズを大きくす
ると再生レイテンシーが増加しますが、再生中にバッファリングが発生する可能性は低くなります。
ライブ MPEG-DASH マニフェストには、最低 3 個のフラグメントと最大 10 個のフラグメントを持つ
ことをお勧めします。
デフォルトでは、PlaybackMode が LIVE または LIVE_REPLAY の場合は 5 個のフラグメン
ト、PlaybackMode が ON_DEMAND の場合は 1,000 個のフラグメントです。
1,000 個のフラグメントの最大値は、1 秒のフラグメントを含むストリームで 16 分を超える動画、お
よび 10 秒のフラグメントを含むストリームで 2 時間 30 分を超える動画に対応します。
Type: Long
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 5,000 です。
: 必須 いいえ
PlaybackMode (p. 278)
ライブ、ライブリプレイ、またはアーカイブ済のオンデマンドデータを取得するかどうか。
3 種類のセッションの機能は次のとおりです。
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• LIVE ：このタイプのセッションの場合、MPEG-DASH マニフェストは、最新のフラグメントが利
用可能になると継続的に更新されます。メディアプレーヤーは 1 秒間隔で新しいマニフェストを
取得することをお勧めします。このタイプのセッションがメディアプレーヤーで再生される場合、
ユーザーインターフェイスには、通常「live (ライブ)」通知が表示されます。再生ウィンドウ内の位
置を選択するためのスクラバーコントロールはありません。

Note
LIVEモードの場合、フラグメント間にギャップがある場合でも（つまり、フラグメントが
欠落している場合）、使用可能な最新のフラグメントが MPEG-DASH マニフェストに含ま
れます。このようなギャップにより、メディアプレーヤーが再生中に停止したり、途切れ
たりすることがあります。このモードでは、再生リストの最新のフラグメントよりも古い
フラグメントは MPEG-DASH マニフェストに追加されません。後続のフラグメントがマニ
フェストに追加された後に欠落フラグメントが使用可能になっても、古いフラグメントは
追加されず、ギャップは埋められません。
• LIVE_REPLAY : このタイプのセッションの場合、MPEG-DASH マニフェストは、LIVE モードの更
新と同様に更新されますが、特定の開始時刻からのフラグメントを含めることによって開始される
点が異なります。フラグメントは、取り込まれるときに追加されるのではなく、次のフラグメント
の期間が経過すると追加されます。例えば、セッション内のフラグメントの長さが 2 秒の場合、2
秒ごとに新しいフラグメントがマニフェストに追加されます。このモードは、イベントの検出で再
生を開始し、セッションの作成時点でまだ取り込まれていないライブストリーミングメディアを継
続できるようにする場合に便利です。また、ON_DEMAND モードの 1,000 フラグメントの制限に制
約されることなく、以前にアーカイブされたメディアをストリーミングする場合にも役立ちます。
• ON_DEMAND ：このタイプのセッションの場合、MPEG-DASH マニフェストに
は、MaxManifestFragmentResults で指定された数までのセッションのすべてのフラグメント
が含まれます。マニフェストは、セッションごとに 1 回だけ取得する必要があります。このタイプ
のセッションがメディアプレーヤーで再生される場合、ユーザーインターフェイスには、通常再生
ウィンドウ内の位置を選択するためのスクラバーコントロールが表示されます。
すべての再生モードで、FragmentSelectorType が PRODUCER_TIMESTAMP で、開始タイムスタン
プが同じフラグメントが複数ある場合、フラグメント番号が大きいフラグメント（つまり、新しいフ
ラグメント）が MPEG-DASH マニフェストに含まれます。他のフラグメントは含まれません。タイム
スタンプは異なるが、期間が重複しているフラグメントは、MPEG-DASH マニフェストに引き続き含
まれます。これにより、メディアプレーヤーで予期しない動作が発生する場合があります。
デフォルト LIVE です。
Type: 文字列
有効な値: LIVE | LIVE_REPLAY | ON_DEMAND
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 278)
MPEG-DASH マニフェスト URL を取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 278)
MPEG-DASH マニフェスト URL を取得するストリームの名前。
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StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"DASHStreamingSessionURL": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DASHStreamingSessionURL (p. 282)
メディアプレーヤーが MPEG-DASH マニフェストを取得するために使用できる URL（セッション
トークンを含む）。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリングしました。後で呼び出し
を試みてください。制限事項の詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
指定されたパラメータが制限を超えているか、サポートされていない、または使用できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidCodecPrivateDataException
ビデオストリームの少なくとも 1 つのトラックにあるコーデックのプライベートデータは、この操作
には無効です。
HTTP ステータスコード: 400
MissingCodecPrivateDataException
ビデオストリームの少なくとも 1 つのトラックにコーデックのプライベートデータがありませんでし
た。
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HTTP ステータスコード: 400
NoDataRetentionException
データを保持しない（0 のDataRetentionInHours が含まれる）ストリームに対してストリーミン
グセッションがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
ステータスコード: 403 呼び出し元は、指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トーク
ンの有効期限が切れています。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
GetImagesKinesis Video Streams が指定したストリームを見つけられない場合に、このエラーをス
ローします。
GetHLSStreamingSessionURL および GetDASHStreamingSessionURL は、要求された時間範囲
内にフラグメントがないストリームに対して ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の PlaybackMode
があるセッションが要求された場合、あるいは過去 30 秒以内にフラグメントがないストリームに対
してLIVE の PlaybackMode があるセッションが要求された場合に、このエラーをスローします。
HTTP ステータスコード: 404
UnsupportedStreamMediaTypeException
メディアのタイプ（例えば、h.264、h.265 動画、または ACC、G.711 オーディオ）は、再生セッ
ションの最初のフラグメント内のトラックのコーデック ID から判別できませんでした。トラック 1
のコーデック ID は V_MPEG/ISO/AVC である必要があります。また、オプションでトラック 2 のコー
デック ID は A_AAC である必要があります。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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GetHLSStreamingSessionURL

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
ストリームの HTTP ライブストリーミング (HLS) URL を取得します。その後、ブラウザまたはメディアプ
レーヤーで URL を開いて、ストリームのコンテンツを表示できます。
StreamName と StreamARN のパラメータは両方ともオプションですが、この API 操作を呼び出すときは
StreamName または StreamARN を指定する必要があります。
Amazon Kinesis ビデオストリームには、HLS を介してデータを提供するための次の要件があります。
• ストリーミングビデオの場合、メディアには H.264 または H.265 でエンコードされた動画のほか、オ
プションで AAC でエンコードされたオーディオが含まれている必要があります。具体的には、トラッ
ク1 のコーデックIDはV_MPEG/ISO/AVC(H.264 の場合) またはV_MPEG/ISO/HEVC(H.265 の場合)。仮
に、トラック2 のコーデックIDは A_AAC である必要があります。 オーディオのみストリーミングの
場合、トラック1 のコーデックIDはA_AAC。
• データの保持期間が 0 より大きい。
• 各フラグメントのビデオトラックには、H.264 形式の場合は AVC (Advanced Video Coding) 、H.265 形
式の場合は HEVC (MPEG-4 仕様 ISO/IEC 14496-15）のコーデックプライベートデータが含まれている
必要があります。ストリームデータを特定の形式に適応させる方法については、「NAL 適応フラグ」を
参照してください。
• 各フラグメントのオーディオトラック（存在する場合）に、コーデックプライベートデータが AAC 形式
(AAC specification ISO/IEC 13818-7) で含まれている必要があります。
Kinesis Video Streams HLS セッションには、フラグメント化された MPEG-4 形式（fmp4 または CMAF
とも呼ばれる）または MPEG-2 形式（HLS 仕様でもサポートされている TS チャンクとも呼ばれる）のフ
ラグメントが含まれています。HLS フラグメントタイプの詳細については、HLS の仕様を参照してくださ
い。
以下の手順は、Kinesis Video Streams で HLS を使用する方法を示しています。
1. を使用してエンドポイントを取得するGetDataEndpoint、指定す
るGET_HLS_STREAMING_SESSION_URL向けのAPINameパラメータ。
2. GetHLSStreamingSessionURL を使用して HLS URL を取得します。Kinesis Video Streams は、HLS
プロトコルを使用してストリーム内のコンテンツにアクセスするために使用される HLS ストリーミン
グセッションを作成します。 GetHLSStreamingSessionURL は、セッションの HLS マスタープレ
イリスト (HLS でのストリーミングに必要なルートリソース) の認証済みURL (暗号化されたセッション
トークンを含む) を返します。

Note
許可されていないエンティティがアクセスできる場所に、このトークンを共有したり保存した
りしないでください。トークンがストリームのコンテンツへのアクセスを提供します。AWS
認証情報で使用するのと同じ手段でトークンを保護します。
プレイリストを通じて利用できるメディアは、要求されたストリーム、時間範囲、および形式のみで構
成されます。他のメディアデータ（リクエストされた画面外のフレーム、代替ビットレートなど）は利
用できません。
3. HLS マスタープレイリストの URL（暗号化されたセッショントークンを含む）を、HLS プロトコルを
サポートするメディアプレーヤーに指定します。Kinesis Video Streams は、HLS メディアプレイリス
ト、初期化フラグメント、およびメディアフラグメントをマスタープレイリスト URL から使用できる
ようにします。初期化フラグメントには、ストリームのコーデックプライベートデータ、およびビデオ
またはオーディオデコーダーとレンダラーのセットアップに必要なその他のデータが含まれています。
メディアフラグメントには、H.264 エンコードされたビデオフレームまたは AAC でエ
ンコードされたオーディオサンプルが含まれています。
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4. メディアプレーヤーは、認証された URL を受け取り、ストリームメタデータとメディアデータを通常
通りリクエストします。メディアプレーヤーがデータを要求すると、次のアクションが呼び出されま
す。
• GetHLSMasterPlaylist: HLS マスタープレイリストを取得します。これに
は、GetHLSMediaPlaylist各トラックのアクションと、推定ビットレートや解像度など、メディア
プレーヤーの追加のメタデータを含む。
• GetHLSMediaPlaylist: MP4 初期化フラグメントにアクセスするための URL を含む HLS メディアプ
レイリストを取得します。GetMP4InitFragmentアクション、および MP4 メディアフラグメン
トにアクセスするための URLGetMP4MediaFragmentアクション。HLSメディアプレイリストに
は、PlaybackMode が LIVE または ON_DEMAND の設定など、プレーヤーが再生するのに必要なスト
リームに関するメタデータも含まれています。HLS メディアプレイリストは通常、PlaybackType
が ON_DEMAND のセッションでは静的です。HLS メディアプレイリストは、PlaybackType が LIVE
のセッションの新しいフラグメントで継続的に更新されます。ビデオトラックとオーディオトラック
（該当する場合）には、特定のトラックの MP4 メディア URL を含む個別の HLS メディアプレイリ
ストがあります。
• GetMP4InitFragment: MP4 初期化フラグメントを取得。通常、メディアプレーヤーがメディアフラグ
メントをロードする前に、初期化フラグメントをロードします。このフラグメントには、「fytp」
および 「moov」MP4 atom 、およびメディアプレーヤーデコーダを初期化するために必要な子 atom
が含まれています。
初期化フラグメントは、Kinesis ビデオストリームのフラグメントには対応していません。これに
は、メディアプレーヤーがメディアフレームをデコードするために必要な、ストリームと各トラック
のコーデックプライベートデータだけが含まれます。
• GetMP4MediaFragment: MP4 メディアフラグメントを取得。これらのフラグメントは、「moof」お
よび「mdat」MP4 atom とその子 atom で構成され、エンコードされたフラグメントのメディアフ
レームとそのタイムスタンプを含みます。

Note
HLS ストリーミングセッションでは、トラック内コーデックプライベートデータ (CPD) の
変更がサポートされています。最初のメディアフラグメントがストリーミングセッションで
使用可能になった後、フラグメントがストリーミングセッションで使用可能になった後、フ
ラグメントがストリーミングセッションで使用可能になった後、フラグメントが返されます
したがって、セッション内のフラグメントは、再生を中断することなく、CPD で異なる解
像度、ビットレート、またはその他の情報を持つことができます。ただし、トラック番号ま
たはトラックコーデック形式を変更すると、それらの異なるメディアフラグメントがロード
されたときにエラーが返される可能性があります。たとえば、ストリーム内のフラグメント
がビデオのみからオーディオとビデオの両方に変更された場合、または AAC オーディオト
ラックが ALAW オーディオトラックに変更された場合、ストリーミングが失敗します。スト
リーミングセッションごとに、500 CPD の変更のみが許可されます。
このアクションで取得されたデータは請求対象です。詳細については、「 料金表」を参照してくださ
い。
• GetTSFragment: ストリーム内のすべてのトラックの初期化データとメディアデータの両方を含む
MPEG TS フラグメントを取得します。

Note
ContainerFormat が MPEG_TS の場合、GetMP4InitFragment と
GetMP4MediaFragment の代わりにこのAPIを使用してストリームメディアを取得します。
このアクションで取得されたデータは請求対象です。詳細については、「Amazon Kinesis Video
Streams の料金表」を参照してください。
ストリーミングセッション URL をプレイヤー間で共有することはできません。複数のメディアプレーヤー
がセッションを共有している場合、サービスはセッションをスロットリングする場合があります。接続の
制限については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してください。
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メディアプレーヤーが消費するデータの量はGetMP4MediaFragment.OutgoingBytesアマゾン
CloudWatch のメトリクス. の使用の詳細については CloudWatch Kinesis Video Streams を監視するには、
「」を参照してくださいKinesis Video Streams のモニタリング。料金情報については、「Amazon Kinesis
Video Streams の料金」および「AWS 料金」を参照ください。HLS セッションと発信 AWS データの両方
に料金がかかります。
HLSの詳細については、Apple 開発者サイトの HTTP ライブストリーミングを参照してください。

Important
Kinesis Video Streams アーカイブメディア API を呼び出した後にエラーがスローされた場
合、HTTP ステータスコードとレスポンス本文に加えて、次の情報が含まれます。
• x-amz-ErrorType HTTP ヘッダー — HTTP ステータスコードで提供されるものに加えて、よ
り具体的なエラータイプが含まれます。
• x-amz-RequestId HTTP ヘッダー — AWS に問題を報告する場合、リクエスト ID を提供す
ることでサポートチームはより適切に問題の調査を行うことができます。
HTTP ステータスコードと ErrorType ヘッダーを使用すれば、エラーが再試行可能かどうか、ま
たはどのような条件下でエラーが再試行可能かについてプログラムで判断したり、クライアント
プログラマーが再度試行するために必要なアクションに関する情報を提供したりできます。
詳細については、このトピックの下部にある[Errors] (エラー) セクションおよび「Common
Errors」を参照してください。

リクエストの構文
POST /getHLSStreamingSessionURL HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ContainerFormat": "string",
"DiscontinuityMode": "string",
"DisplayFragmentTimestamp": "string",
"Expires": number,
"HLSFragmentSelector": {
"FragmentSelectorType": "string",
"TimestampRange": {
"EndTimestamp": number,
"StartTimestamp": number
}
},
"MaxMediaPlaylistFragmentResults": number,
"PlaybackMode": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ContainerFormat (p. 286)
メディアのパッケージ化に使用するフォーマットを指定します。FRAGMENTED_MP4 コンテナ形式を
指定すると、メディアが MP4 フラグメント（fMP4 または CMAF）にパッケージ化されます。これ
は、パッケージのオーバーヘッドが最小限なので、推奨されるパッケージングです。別のコンテナ形
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式オプションは MPEG_TS です。HLS は、リリースされてから MPEG TS チャンクをサポートしまし
た。MPEG TS は、古い HLS プレーヤーでサポートされている唯一のパッケージである場合がありま
す。MPEG TS は通常、5〜25 % のパッケージングオーバーヘッドがあります。つまり、MPEG TS
は通常 fMP4 より 5～25 % 広い帯域幅とコストを必要とします。
デフォルトは FRAGMENTED_MP4 です。
Type: 文字列
有効な値: FRAGMENTED_MP4 | MPEG_TS
必須: いいえ
DiscontinuityMode (p. 286)
フラグメント間の不連続性を示すフラグをメディアプレイリストに追加するタイミングを指定しま
す。
メディアプレーヤーは通常、各フラグメントのタイムスタンプに基づいて、再生するメディアコンテ
ンツのタイムラインを作成します。これは、フラグメント間でオーバーラップやギャップがある場合
（一般に、HLSFragmentSelector (p. 336) が SERVER_TIMESTAMP に設定されている）、メディア
プレーヤーのタイムラインでも一部の位置でフラグメント間に小さなギャップがあり、他の位置でフ
レームが上書きされることを意味します。メディアプレーヤーでタイムラインにギャップがあると、
再生が停止したり、オーバーラップによって再生が不安定になる場合があります。フラグメント間に
不連続フラグがある場合、メディアプレーヤーはタイムラインをリセットし、前のフラグメントの直
後に次のフラグメントを再生します。
次のモードがサポートされています。
• ALWAYS: 不連続マーカーは、HLS メディアプレイリストのすべてのフラグメントの間に配置されま
す。フラグメントのタイムスタンプが正確でない場合は、ALWAYS の値を使用することをお勧めし
ます。
• NEVER: 不連続マーカーはどこにでも配置されません。メディアプレーヤーのタイムラインがプロ
デューサーのタイムスタンプに最適にマップされるように、NEVER の値を使用することをお勧めし
ます。
• ON_DISCONTINUITY：不連続マーカーは、50 ミリ秒を超えるギャップまたはオーバーラップを持
つフラグメントの間に配置されます。ほとんどの再生シナリオでは、メディアタイムラインに重大
な問題（フラグメントの欠落など）がある場合にのみメディアプレーヤーのタイムラインがリセッ
トされるように、ON_DISCONTINUITY の値を使用することをお勧めします。
デフォルトでは、HLSFragmentSelector (p. 336) が SERVER_TIMESTAMP に設定されている場合は
ALWAYS、PRODUCER_TIMESTAMP に設定されている場合は NEVER です。
Type: 文字列
有効な値: ALWAYS | NEVER | ON_DISCONTINUITY
必須: いいえ
DisplayFragmentTimestamp (p. 286)
フラグメントの開始タイムスタンプを HLS メディアプレイリストに含めるタイミングを指定します。
通常、メディアプレーヤーは、再生セッションの最初のフラグメントの開始に対して相対的な時間と
して再生ヘッドの位置を報告します。ただし、開始タイムスタンプが HLS メディアプレイリストに含
まれている場合、一部のメディアプレーヤーは、フラグメントのタイムスタンプに基づいて現在の再
生ヘッドを絶対時間として報告することがあります。これは、閲覧者にメディアのウォールクロック
時刻を表示する再生エクスペリエンスを作成するのに便利です。
デフォルトは NEVER です。HLSFragmentSelector (p. 336) が SERVER_TIMESTAMP の場合、タイ
ムスタンプはサーバーの開始タイムスタンプになります。同様に、HLSFragmentSelector (p. 336)
が PRODUCER_TIMESTAMP の場合、タイムスタンプはプロデューサーの開始タイムスタンプになりま
す。
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Type: 文字列
有効な値: ALWAYS | NEVER
必須: いいえ
Expires (p. 286)
要求されたセッションの有効期限が切れるまでの時間（秒）。この値は 300 (5 分) から 43200 (12 時
間) の間です。
セッションの有効期限が切れると、そのセッションに対して
GetHLSMasterPlaylist、GetHLSMediaPlaylist、GetMP4InitFragment、GetMP4MediaFragment、
または GetTSFragment への新しい呼び出しは行われません。
デフォルトは300(5分)です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 300 です。最大値は 43200 です。
必須: いいえ
HLSFragmentSelector (p. 286)
要求されたフラグメントの時間範囲とタイムスタンプのソース。
このパラメーターは、PlaybackMode が ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の場合に必
要です。このパラメータは、 PlaybackMode です LIVE。PlaybackMode が LIVE の場
合、FragmentSelectorType は設定できますが、TimestampRange は設定しないでくださ
い。PlaybackMode が ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の場合、FragmentSelectorType と
TimestampRange の両方を設定する必要があります。
型: HLSFragmentSelector (p. 336) オブジェクト
必須: いいえ
MaxMediaPlaylistFragmentResults (p. 286)
HLS メディアプレイリストで返されるフラグメントの最大数。
PlaybackMode が LIVE の場合、最新のフラグメントがこの値まで返されます。PlaybackMode が
ON_DEMAND の場合、この最大数まで、最も古いフラグメントが返されます。
ライブ HLS メディアプレイリストでフラグメントの数が多い場合、ビデオプレーヤーは、再生を開
始する前にコンテンツをバッファリングすることがよくあります。バッファサイズを大きくすると再
生レイテンシーが増加しますが、再生中にバッファリングが発生する可能性は低くなります。ライブ
HLS メディアプレイリストには、最低 3 つのフラグメントと最大 10 個のフラグメントを含めること
をお勧めします。
デフォルトでは、PlaybackMode が LIVE または LIVE_REPLAY の場合は 5 個のフラグメン
ト、PlaybackMode が ON_DEMAND の場合は 1,000 個のフラグメントです。
5,000 フラグメントの最大値は、1 秒のフラグメントを含むストリームでは 80 分を超える動画に対応
し、10 秒のフラグメント含むストリームでは 13 時間を超える動画に相当します。
Type: Long
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 5,000 です。
必須: いいえ
PlaybackMode (p. 286)
ライブ、ライブリプレイ、またはアーカイブ済のオンデマンドデータを取得するかどうか。
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3 種類のセッションの機能は次のとおりです。
• LIVE ：このタイプのセッションでは、HLS メディアプレイリストは、最新のフラグメントが利用
可能になると継続的に更新されます。メディアプレーヤーは 1 秒間隔で新しいプレイリストを取得
することをお勧めします。このタイプのセッションがメディアプレーヤーで再生される場合、ユー
ザーインターフェイスには、通常「live (ライブ)」通知が表示されます。再生ウィンドウ内の位置を
選択するためのスクラバーコントロールはありません。

Note
LIVE モードでは、フラグメント間にギャップ（フラグメントの欠落）がある場合でも、
利用可能な最新のフラグメントが HLS メディアプレイリストに含まれます。このような
ギャップにより、メディアプレーヤーが再生中に停止したり、途切れたりすることがあり
ます。このモードでは、フラグメントがプレイリストの最新のフラグメントよりも古い場
合、HLS メディアプレイリストに追加されません。後続のフラグメントがプレイリスト
に追加された後に欠落フラグメントが使用可能になっても、古いフラグメントは追加され
ず、ギャップは埋められません。
• LIVE_REPLAY ：このタイプのセッションでは、HLS メディアプレイリストは、LIVE モードの更
新方法と同様に更新されますが、特定の開始時刻からのフラグメントを含めることによって開始さ
れる点が異なります。フラグメントは、取り込まれるときに追加されるのではなく、次のフラグメ
ントの期間が経過すると追加されます。例えば、セッション内のフラグメントの長さが 2 秒の場
合、2 秒ごとに新しいフラグメントがメディアプレイリストに追加されます。このモードは、イベ
ントの検出で再生を開始し、セッションの作成時点でまだ取り込まれていないライブストリーミン
グメディアを継続できるようにする場合に便利です。また、ON_DEMAND モードの 1,000 フラグメ
ントの制限に制約されることなく、以前にアーカイブされたメディアをストリーミングする場合に
も役立ちます。
• ON_DEMAND ：このタイプのセッションの場合、HLS メディアプレイリストに
は、MaxMediaPlaylistFragmentResults で指定された数までのセッションのすべてのフラグ
メントが含まれます。プレイリストは、セッションごとに 1 回だけ取得する必要があります。この
タイプのセッションがメディアプレーヤーで再生される場合、ユーザーインターフェイスには、通
常再生ウィンドウ内の位置を選択するためのスクラバーコントロールが表示されます。
すべての再生モードで、FragmentSelectorType が PRODUCER_TIMESTAMP で、開始タイムスタン
プが同じフラグメントが複数ある場合、フラグメント番号が大きいフラグメント（つまり、新しいフ
ラグメント）が HLS メディアプレイリストに含まれます。他のフラグメントは含まれません。タイム
スタンプは異なるが、期間が重複しているフラグメントは、HLS メディアプレイリストに引き続き含
まれます。これにより、メディアプレーヤーで予期しない動作が発生する場合があります。
デフォルトは LIVE です。
Type: 文字列
有効な値: LIVE | LIVE_REPLAY | ON_DEMAND
必須: いいえ
StreamARN (p. 286)
HLS マスタープレイリスト URL を取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
必須: いいえ
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StreamName (p. 286)
HLS マスタープレイリスト URL を取得するストリームの名前。
StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"HLSStreamingSessionURL": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
HLSStreamingSessionURL (p. 290)
メディアプレーヤーが HLS マスタープレイリストを取得するために使用できる URL（セッション
トークンを含む）。
Type: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリングしました。後で呼び出し
を試みてください。制限事項の詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
指定されたパラメータが制限を超えているか、サポートされていない、または使用できません。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidCodecPrivateDataException
ビデオストリームの少なくとも 1 つのトラックにあるコーデックのプライベートデータは、この操作
には無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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MissingCodecPrivateDataException
ビデオストリームの少なくとも 1 つのトラックにコーデックのプライベートデータがありませんでし
た。
HTTP ステータスコード: 400
NoDataRetentionException
データを保持しない（0 のDataRetentionInHours が含まれる）ストリームに対してストリーミン
グセッションがリクエストされました。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
ステータスコード: 403 呼び出し元が指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トークン
の有効期限が切れています。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
GetImagesKinesis Video Streams が指定したストリームを見つけられない場合に、このエラーをス
ローします。
GetHLSStreamingSessionURL および GetDASHStreamingSessionURL は、要求された時間範囲
内にフラグメントがないストリームに対して ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の PlaybackMode
があるセッションが要求された場合、あるいは過去 30 秒以内にフラグメントがないストリームに対
してLIVE の PlaybackMode があるセッションが要求された場合に、このエラーをスローします。
HTTP ステータスコード: 404
UnsupportedStreamMediaTypeException
メディアのタイプ（例えば、h.264、h.265 動画、または ACC、G.711 オーディオ）は、再生セッ
ションの最初のフラグメント内のトラックのコーデック ID から判別できませんでした。トラック 1
のコーデック ID は V_MPEG/ISO/AVC である必要があります。また、オプションでトラック 2 のコー
デック ID は A_AAC である必要があります。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetImages

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
指定された時間範囲、サンプリング間隔、およびイメージ形式設定における各タイムスタンプに対応する
イメージのリストを取得します。

リクエストの構文
POST /getImages HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"EndTimestamp": number,
"Format": "string",
"FormatConfig": {
"string" : "string"
},
"HeightPixels": number,
"ImageSelectorType": "string",
"MaxResults": number,
"NextToken": "string",
"SamplingInterval": number,
"StartTimestamp": number,
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string",
"WidthPixels": number

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndTimestamp (p. 292)
生成される画像範囲の終了タイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい
Format (p. 292)
イメージのエンコードに使用される形式。
Type: 文字列
有効な値: JPEG | PNG
: 必須 はい
FormatConfig (p. 292)
イメージの生成時に適用できる追加のパラメータを含むキーと値のペア構造のリス
ト。-FormatConfigキーはJPEGQuality。これは、イメージの生成に使用される JPEG 品質キーを
示します。-FormatConfig値は 1 から 100 までの整数を受け入れます。値が 1 の場合、画質が低下
し、最適な圧縮でイメージが生成されます。値が 100 の場合、画像は最高の画質で圧縮が少なくて生
成されます。値を指定しない場合、JPEGQualityキーは 80 に設定されます。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
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マップエントリ: 最大数は 1 項目です。
有効なキー: JPEGQuality
値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
値のパターン: ^[a-zA-Z_0-9]+
: 必須 いいえ
HeightPixels (p. 292)
出力イメージの高さ。WidthPixelsパラメータ。(両方に対して)HeightPixelsそし
てWidthPixelsパラメータを指定すると、指定した縦横比に合わせて画像が引き伸ばされ
ます。のみHeightPixelsパラメータが指定され、元のアスペクト比が計算に使用されま
すWidthPixelsratio。どちらのパラメータも指定されていない場合は、元のイメージサイズが返され
ます。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 2160 です。
: 必須 いいえ
ImageSelectorType (p. 292)
イメージの生成に使用するサーバーまたはプロデューサーのタイムスタンプ発行元。
Type: 文字列
有効な値: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP
: 必須 はい
MaxResults (p. 292)
API によって返されるイメージの最大数。

Note
デフォルトの制限は、API レスポンスあたり 100 イメージです。追加の結果はページ分割さ
れます。
Type: Long
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
: 必須 いいえ
NextToken (p. 292)
次のイメージセットのページネーションを開始する場所を指定するトークン。これ
は、GetImages:NextToken以前に切り詰められたレスポンスから。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 4096 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}
: 必須 いいえ
SamplingInterval (p. 292)
ストリームからイメージを生成する必要がある時間間隔 (ミリ秒)。指定できる最小値は 3000 ミリ秒
です。タイムスタンプ範囲がサンプリング間隔より小さい場合は、startTimestamp利用可能な場合
は返されます。
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Type: 整数
有効範囲: 最小値は 3000 です。最大値は 20000 です。
: 必須 はい
StartTimestamp (p. 292)
イメージを生成する開始点。このStartTimestampイメージを返すには、タイムスタンプを含む範囲
内である必要があります。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい
StreamARN (p. 292)
イメージを取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。StreamName または StreamARN
のパラメータを指定する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 292)
イメージを取得するストリームの名前。StreamName または StreamARN のパラメータを指定する必
要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
WidthPixels (p. 292)
出力イメージの幅は、HeightPixelsパラメータ。(両方に対して)WidthPixelsそし
てHeightPixelsパラメータを指定すると、指定した縦横比に合わせて画像が引き伸ばさ
れます。のみWidthPixelsパラメータが指定されているか、HeightPixelsが提供される
と、ValidationExceptionスローされます。どちらのパラメータも指定されていない場合は、スト
リームの元のイメージサイズが返されます。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 3840 です。
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
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}

"Images": [
{
"Error": "string",
"ImageContent": "string",
"TimeStamp": number
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Images (p. 294)
ビデオストリームから生成されたイメージのリスト。指定されたタイムスタンプに使用可能なメディ
アがない場合、NO_MEDIAエラーが出力にリストされます。イメージ生成中にエラーが発生した場合
は、MEDIA_ERRORイメージが欠落している原因として出力にリストされます。
Type: 配列のImage (p. 339)オブジェクト
NextToken (p. 294)
より多くの画像を取得するためにリクエストで使用された暗号化されたトークン。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 4096 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリングしました。後で呼び出し
を試みてください。制限事項の詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
指定されたパラメータが制限を超えているか、サポートされていない、または使用できません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
ステータスコード: 403 呼び出し元は、指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トーク
ンの有効期限が切れています。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
GetImagesは、Kinesis Video Streams が指定したストリームを見つけられない場合に、このエラー
をスローします。
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GetHLSStreamingSessionURL および GetDASHStreamingSessionURL は、要求された時間範囲
内にフラグメントがないストリームに対して ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の PlaybackMode
があるセッションが要求された場合、あるいは過去 30 秒以内にフラグメントがないストリームに対
してLIVE の PlaybackMode があるセッションが要求された場合に、このエラーをスローします。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• C++ 用AWSSDK
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• PHP V3 用AWSSDK
• Python 用AWSSDK
• AWS SDK for Ruby V3

296

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

GetMediaForFragmentList

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
Amazon Kinesis ビデオストリームのアーカイブデータからフラグメント（フラグメント番号で指定）のリ
ストのメディアを取得します。

Note
エンドポイントを取得するには、最初に GetDataEndpoint API を呼び出す必要があります。次
に、--endpoint-url parameter を使用して GetMediaForFragmentList リクエストをこのエンド
ポイントに送信します。
制限については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してください。

Important
Kinesis Video Streams アーカイブメディア API を呼び出した後にエラーがスローされた場
合、HTTP ステータスコードとレスポンス本文に加えて、次の情報が含まれます。
• x-amz-ErrorType HTTP ヘッダー — HTTP ステータスコードで提供されるものに加えて、よ
り具体的なエラータイプが含まれます。
• x-amz-RequestId HTTP ヘッダー — AWS に問題を報告する場合、リクエスト ID を提供す
ることでサポートチームはより適切に問題の調査を行うことができます。
HTTP ステータスコードと ErrorType ヘッダーを使用すると、エラーが再試行可能かどうか、ま
たはどのような条件下でエラーが再試行可能かについてプログラムで判断したり、クライアント
プログラマーが再度試行するために必要なアクションに関する情報を提供したりできます。
詳細については、このトピックの下部にある[Errors] (エラー) セクションおよび「Common
Errors」を参照してください。

リクエストの構文
POST /getMediaForFragmentList HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Fragments": [ "string" ],
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Fragments (p. 297)
メディアを取得するフラグメントの数のリスト。これらの値は、ListFragments (p. 301) で取得しま
す。
Type: 文字列の配列
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 1000 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
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パターン: ^[0-9]+$
: 必須 はい
StreamARN (p. 297)
フラグメントメディアを取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。このパラメータ、ま
たは StreamName パラメータのいずれかを指定してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 297)
フラグメントメディアを取得するストリームの名前。このパラメータ、または StreamARN パラメー
タのいずれかを指定してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-Type: ContentType
Payload

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
レスポンスでは、以下の HTTP ヘッダーが返されます。
ContentType (p. 298)
リクエストされたメディアのコンテンツタイプ
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$
レスポンスは、HTTP 本文として以下を返します。
Payload (p. 298)
Kinesis Video Streams が返すペイロードは、指定されたストリームからのチャンクのシーケンスで
す。チャンクの詳細については、「」を参照してください。PutMedia。Kinesis Video Streams が
GetMediaForFragmentList の呼び出しで返すチャンクには、次の追加の Matroska (MKV) タグも
含まれます。
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• AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER - チャンクで返されるフラグメント番号。
• AWS_KINESISVIDEO_SERVER_SIDE_TIMESTAMP - フラグメントのサーバー側のタイムスタン
プ。
• AWS_KINESISVIDEO_PRODUCER_SIDE_TIMESTAMP - フラグメントのプロデューサー側のタイ
ムスタンプ。
例外が発生した場合、次のタグが含まれます。
• AWS_KINESISVIDEO_FRAGMENT_NUMBER - 例外をスローしたフラグメントの番号
• AWS_KINESISVIDEO_EXCEPTION_ERROR_CODE-次の整数コード
• AWS_KINESISVIDEO_EXCEPTION_MESSAGE - 例外の説明文

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリングしました。後で呼び出し
を試みてください。制限事項の詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
指定されたパラメータが制限を超えているか、サポートされていない、または使用できません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
ステータスコード: 403 呼び出し元が指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トークン
の有効期限が切れています。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
GetImagesは、Kinesis Video Streams が指定したストリームを見つけられない場合に、このエラー
をスローします。
GetHLSStreamingSessionURL および GetDASHStreamingSessionURL は、要求された時間範囲
内にフラグメントがないストリームに対して ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の PlaybackMode
があるセッションが要求された場合、あるいは過去 30 秒以内にフラグメントがないストリームに対
してLIVE の PlaybackMode があるセッションが要求された場合に、このエラーをスローします。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
C++ 用AWSSDK
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

299

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media

• AWS向け SDK JavaScript
• PHP V3 用AWSSDK
• Python 用AWSSDK
• AWS SDK for Ruby V3
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ListFragments

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
アーカイブデータ内の指定したストリームとタイムスタンプ範囲から Fragment (p. 334) オブジェクトの
リストを返します。
フラグメントのリストは、結果整合性があります。これは、フラグメントが保持されているという確認応
答をプロデューサーが受信した場合でも、ListFragments へのリクエストから結果がすぐに返されない
場合があることを意味します。ただし、結果は通常、1 秒未満で入手できます。

Note
エンドポイントを取得するには、最初に GetDataEndpoint API を呼び出す必要があります。次
に、--endpoint-url parameter を使用して ListFragments リクエストをこのエンドポイントに送
信します。

Important
Kinesis Video Streams アーカイブメディア API を呼び出した後にエラーがスローされた場
合、HTTP ステータスコードとレスポンス本文に加えて、次の情報が含まれます。
• x-amz-ErrorType HTTP ヘッダー — HTTP ステータスコードで提供されるものに加えて、よ
り具体的なエラータイプが含まれます。
• x-amz-RequestId HTTP ヘッダー — AWS に問題を報告する場合、リクエスト ID を提供す
ることでサポートチームはより適切に問題の調査を行うことができます。
HTTP ステータスコードと ErrorType ヘッダーを使用すると、エラーが再試行可能かどうか、ま
たはどのような条件下でエラーが再試行可能かについてプログラムで判断したり、クライアント
プログラマーが再度試行するために必要なアクションに関する情報を提供したりできます。
詳細については、このトピックの下部にある[Errors] (エラー) セクションおよび「Common
Errors」を参照してください。

リクエストの構文
POST /listFragments HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"FragmentSelector": {
"FragmentSelectorType": "string",
"TimestampRange": {
"EndTimestamp": number,
"StartTimestamp": number
}
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string",
"StreamARN": "string",
"StreamName": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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FragmentSelector (p. 301)
返すフラグメントの範囲のタイムスタンプ範囲とタイムスタンプオリジンを記述します。
型: FragmentSelector (p. 335) オブジェクト
: 必須 いいえ
MaxResults (p. 301)
返すフラグメントの総数。使用可能なフラグメントの総数が max-results で指定された値を超える
場合、ページネーションを再開するために使用できるListFragments:NextToken (p. 303) が出力に提
供されます。
Type: Long
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 1000 です。
: 必須 いいえ
NextToken (p. 301)
ページ分割を始める場所を指定するトークン。これは、以前に切り詰められたレスポンスからの
ListFragments:NextToken (p. 303) です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 4096 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}
: 必須 いいえ
StreamARN (p. 301)
フラグメントリストを取得するストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。このパラメータ、また
は StreamName パラメータのいずれかを指定してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
パターン: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName (p. 301)
フラグメントリストを取得するストリームの名前。このパラメータ、または StreamARN パラメータ
のいずれかを指定してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json
{

}

"Fragments": [
{
"FragmentLengthInMilliseconds": number,
"FragmentNumber": "string",
"FragmentSizeInBytes": number,
"ProducerTimestamp": number,
"ServerTimestamp": number
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Fragments (p. 302)
セレクター基準を満たすストリームからのアーカイブされた Fragment (p. 334) オブジェクトのリス
ト。結果は、ページ間でも特定の順序ではありません。
Type: 配列のFragment (p. 334)オブジェクト
NextToken (p. 302)
返されたリストが切り捨てられた場合、操作はこのトークンを返します。これは次のページの結果を
取得する上で使用します。返す結果がそれ以上存在しない場合、この値は null になります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 4096 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/]+={0,2}

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
制限を超えたため、Kinesis Video Streams がリクエストをスロットリングしました。後で呼び出し
を試みてください。制限事項の詳細については、「Kinesis Video Streams Limits」を参照してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
指定されたパラメータが制限を超えているか、サポートされていない、または使用できません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
ステータスコード: 403 呼び出し元が指定されたストリームで操作を実行する権限がないか、トークン
の有効期限が切れています。
HTTP ステータスコード: 401
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ResourceNotFoundException
GetImagesは、Kinesis Video Streams が指定したストリームを見つけられない場合に、このエラー
をスローします。
GetHLSStreamingSessionURL および GetDASHStreamingSessionURL は、要求された時間範囲
内にフラグメントがないストリームに対して ON_DEMAND または LIVE_REPLAY の PlaybackMode
があるセッションが要求された場合、あるいは過去 30 秒以内にフラグメントがないストリームに対
してLIVE の PlaybackMode があるセッションが要求された場合に、このエラーをスローします。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Kinesis Video Signaling Channels
以下のアクションは、Amazon Kinesis Video Signaling Channels でサポートされています。
• GetIceServerConfig (p. 305)
• SendAlexaOfferToMaster (p. 308)
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GetIceServerConfig

サービス: Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Note
この API を使用する前に、GetSignalingChannelEndpoint APIを呼び出しエンドポイント
を取得する必要があります。次に、GetIceServerConfig API リクエストでエンドポイントと
リージョンを指定します。
WebRTC 接続の設定に使用できる URI、ユーザー名、パスワードなどの ICE (Interactive Connectivity
Establishment) サーバー構成情報を取得します。ICE コンポーネントはこの構成情報を使用して WebRTC
接続を設定します。これには、TURN (Traversal Using Relays around NAT) リレーを使用したトラバーサ
ルでの認証も含まれます。
TURN は、の接続性を向上させるために使用されるプロトコルですpeer-to-peerアプリケーション。1 つま
たは複数のピアが直接接続できない場合でも、TURN を使用すればクラウドベースのリレーサービスを提
供することで接続を確立できるようになります。peer-to-peer接続。詳細については、「A REST API For
Access To TURN Services」を参照してください。
どちらの方法でも直接を確立できない場合に、この API を呼び出してフォールバックメカニズムを確立で
きます。peer-to-peerシグナリングチャネルを介した接続。この API を呼び出すには、シグナリングチャ
ネルの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。

リクエストの構文
POST /v1/get-ice-server-config HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ChannelARN": "string",
"ClientId": "string",
"Service": "string",
"Username": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelARN (p. 305)
に使用されるシグナリングチャネルの ARN。peer-to-peer設定されたピア間の接続。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 はい
ClientId (p. 305)
ビューワー用の一意の識別子。シグナリングチャネル内で一意である必要があります。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
Service (p. 305)
目的のサービスを指定します。現在、TURN のみが有効な値です。
Type: 文字列
有効な値: TURN
: 必須 いいえ
Username (p. 305)
認証情報に関連付けられるオプションのユーザー ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"IceServerList": [
{
"Password": "string",
"Ttl": number,
"Uris": [ "string" ],
"Username": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
IceServerList (p. 306)
ICE サーバ情報オブジェクトのリスト。
Type: の配列IceServer (p. 341)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
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ClientLimitExceededException
許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストが調整されました。後で呼び出
しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientException
指定したクライアントは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
指定したリソースは見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404
SessionExpiredException
クライアントセッションの有効期限が切れている場合。クライアントが接続されると、セッションは
45 分間有効です。クライアントはチャネルに再接続して、メッセージの送受信を続行する必要があり
ます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDKJavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby v3
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SendAlexaOfferToMaster

サービス: Amazon Kinesis Video Signaling Channels

Note
この API を使用する前に、GetSignalingChannelEndpoint APIを呼び出しエンドポイントを
取得する必要があります。次に、SendAlexaOfferToMaster API リクエストでエンドポイント
とリージョンを指定します。
この API を使用すると、WebRTC 対応デバイスを Alexa ディスプレイデバイスに接続できます。起動する
と、Alexa セッション記述プロトコル (SDP) オファーがマスターピアに送信されます。マスターが指定さ
れたシグナリングチャネルに接続されるとすぐに、オファーが配信されます。この API は、接続されたマ
スターから SDP 回答を返します。マスターがシグナリングチャネルに接続されていない場合、メッセージ
の有効期限が切れるまで再配信要求が行われます。

リクエストの構文
POST /v1/send-alexa-offer-to-master HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ChannelARN": "string",
"MessagePayload": "string",
"SenderClientId": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ChannelARN (p. 308)
Alexa とマスターピアが通信するためのシグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 はい
MessagePayload (p. 308)
base64 エンコード後の SDP オファー内容。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 10,000 です。
パターン: [a-zA-Z0-9+/=]+
: 必須 はい
SenderClientId (p. 308)
セッションクライアントの一意の識別子 (ID)。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"Answer": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Answer (p. 309)
base64 エンコード後の SDP 回答の内容。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 10,000 です。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 342)」を参照してください。
ClientLimitExceededException
許可されたクライアントコールの制限を超えているため、リクエストが調整されました。後で呼び出
しを試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidArgumentException
この入力パラメータの値は無効です。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorizedException
呼び出し元には、この操作を実行するための権限がありません。
HTTP ステータスコード: 401
ResourceNotFoundException
指定したリソースは見つかりませんでした。
HTTP ステータスコード: 404
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS向け SDKJavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

データ型
Amazon Kinesis Video Streams では、次のデータ型がサポートされています。
• ChannelInfo (p. 312)
• ChannelNameCondition (p. 314)
• ImageGenerationConfiguration (p. 315)
• ImageGenerationDestinationConfig (p. 317)
• NotificationConfiguration (p. 318)
• NotificationDestinationConfig (p. 319)
• ResourceEndpointListItem (p. 320)
• SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 321)
• SingleMasterConfiguration (p. 322)
• StreamInfo (p. 323)
• StreamNameCondition (p. 325)
• Tag (p. 326)
Amazon Kinesis Video Streams Media では、次のデータ型がサポートされています。
• StartSelector (p. 327)
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media では、次のデータ型がサポートされています。
• ClipFragmentSelector (p. 329)
• ClipTimestampRange (p. 330)
• DASHFragmentSelector (p. 331)
• DASHTimestampRange (p. 333)
• Fragment (p. 334)
• FragmentSelector (p. 335)
• HLSFragmentSelector (p. 336)
• HLSTimestampRange (p. 338)
• Image (p. 339)
• TimestampRange (p. 340)
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Amazon Kinesis Video Signaling Channels では、次のデータ型がサポートされています。
• IceServer (p. 341)

Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streams では、次のデータ型がサポートされています。
• ChannelInfo (p. 312)
• ChannelNameCondition (p. 314)
• ImageGenerationConfiguration (p. 315)
• ImageGenerationDestinationConfig (p. 317)
• NotificationConfiguration (p. 318)
• NotificationDestinationConfig (p. 319)
• ResourceEndpointListItem (p. 320)
• SingleMasterChannelEndpointConfiguration (p. 321)
• SingleMasterConfiguration (p. 322)
• StreamInfo (p. 323)
• StreamNameCondition (p. 325)
• Tag (p. 326)
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ChannelInfo

サービス Amazon Kinesis Video Streams
シグナリングチャネルのメタデータとプロパティをカプセル化する構造体。

目次
ChannelARN
シグナリングチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
ChannelName
シグナリングチャネルの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
ChannelStatus
シグナリングチャネルの現在のステータス。
Type: 文字列
有効な値: CREATING | ACTIVE | UPDATING | DELETING
: 必須 いいえ
ChannelType
シグナリングチャネルのタイプ。
Type: 文字列
有効な値: SINGLE_MASTER | FULL_MESH
: 必須 いいえ
CreationTime
シグナリングチャネルが作成された時刻。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
SingleMasterConfiguration
SINGLE_MASTER チャネルタイプの設定を含む構造体。
型: SingleMasterConfiguration (p. 322) オブジェクト
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: 必須 いいえ
Version
シグナリングチャネルの最新バージョン。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ChannelNameCondition

サービス Amazon Kinesis Video Streams
ListSignalingChannels API のオプションの入力パラメータ。ListSignalingChannels の呼び出
し中にこのパラメータを指定した場合、API が、ChannelNameCondition で指定した条件を満たすチャ
ネルのみを返します。

目次
ComparisonOperator
比較演算子。現在指定できるのは、所定のプレフィックスで始まる名前のシグナリングチャネルを検
索する BEGINS_WITH 演算子のみです。
Type: 文字列
有効な値: BEGINS_WITH
: 必須 いいえ
ComparisonValue
比較する値。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ImageGenerationConfiguration
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

KVS イメージの配信に必要な情報を含む構造。null の場合、構成はストリームから削除されます。

目次
DestinationConfig
イメージを顧客に配信するために必要な情報を含む構造。
型: ImageGenerationDestinationConfig (p. 317) オブジェクト
必須: はい
Format
受け入れられるイメージ形式。
Type: 文字列
有効な値: JPEG | PNG
必須: はい
FormatConfig
イメージの生成時に適用できる追加のパラメータを含むキーと値のペア構造のリス
ト。-FormatConfigキーはJPEGQuality。これは、イメージの生成に使用される JPEG 品質キー
を示します。-FormatConfig値は 1 から 100 までのintを受け入れます。値が 1 の場合、画質が低下
し、最適な圧縮でイメージが生成されます。値が 100 の場合、画像は最高の画質で圧縮が少なくて生
成されます。値を指定しない場合、デフォルト値はJPEGQualityキーは 80 に設定されます。
Type: 文字列から文字列へのマッピング
マップエントリ: 最大数は 1 項目です。
有効なキー: JPEGQuality
値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
値のパターン: ^[a-zA-Z_0-9]+
必須: いいえ
HeightPixels
出力イメージの高さは、WidthPixelsパラメータ。(両方に対して)HeightPixelsそし
てWidthPixelsパラメータを指定すると、指定した縦横比に合わせて画像が引き伸ばされ
ます。のみHeightPixelsパラメータが指定され、元のアスペクト比が計算に使用されま
すWidthPixelsratio。どちらのパラメータも指定されていない場合は、元のイメージサイズが返され
ます。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 2160 です。
必須: いいえ
ImageSelectorType
イメージの生成に使用する、サーバーまたはプロデューサーのタイムスタンプ発行元。
Type: 文字列
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有効な値: SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP
必須: はい
SamplingInterval
ストリームからイメージを生成する必要がある時間間隔 (ミリ秒)。30 FPS でコンテンツを生成するカ
メラは 33.3 ミリ秒ごとにフレームを作成するため、提供できる最小値は 33 ミリ秒です。タイムスタ
ンプ範囲がサンプリング間隔より小さい場合は、StartTimestamp利用可能な場合は返されます。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 3000 です。最大値は 20000 です。
必須: はい
Status
Indicates whether the ContinuousImageGenerationConfigurationsAPI が有効または無効に
なっています。
Type: 文字列
有効な値: ENABLED | DISABLED
必須: はい
WidthPixels
出力イメージの幅は、HeightPixelsパラメータ。(両方に対して)WidthPixelsそし
てHeightPixelsパラメータを指定すると、指定した縦横比に合わせて画像が引き伸ばさ
れます。のみWidthPixelsパラメータが指定され、元のアスペクト比が計算に使用されま
すHeightPixelsratio。どちらのパラメータも指定されていない場合は、元のイメージサイズが返さ
れます。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 3840 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ImageGenerationDestinationConfig
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

イメージを顧客に配信するために必要な情報を含む構造。

目次
DestinationRegion
イメージが配信される S3 バケットの AWS リージョン。このDestinationRegionストリームが位
置するリージョンと一致する必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 9 です。最大長は 14 です。
パターン: ^[a-z]+(-[a-z]+)?-[a-z]+-[0-9]$
必須: はい
Uri
イメージの配信先を識別する Uniform Resource Identifier (URI)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: ^[a-zA-Z_0-9]+:(//)?([^/]+)/?([^*]*)$
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

317

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
Amazon Kinesis Video Streams

NotificationConfiguration

サービス: Amazon Kinesis Video Streams
KVS イメージ配信の通知情報を含む構造体。このパラメータが null の場合、構成はストリームから削除さ
れます。

目次
DestinationConfig
顧客に通知を配信するために必要な宛先情報。
型: NotificationDestinationConfig (p. 319) オブジェクト
: 必須 はい
Status
通知設定が有効か無効かを示します。
Type: 文字列
有効な値: ENABLED | DISABLED
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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NotificationDestinationConfig
サービス: Amazon Kinesis Video Streams

顧客に通知を配信するために必要な情報を含む構造。

目次
Uri
イメージの配信先を識別する Uniform Resource Identifier (URI)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。
パターン: ^[a-zA-Z_0-9]+:(//)?([^/]+)/?([^*]*)$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ResourceEndpointListItem
サービス Amazon Kinesis Video Streams

GetSignalingChannelEndpoint API によって返されるシグナリングチャネルのエンドポイントを記述
するオブジェクト。

目次
Protocol
GetSignalingChannelEndpoint API によって返されるシグナリングチャネルのプロトコル。
Type: 文字列
有効な値: WSS | HTTPS
: 必須 いいえ
ResourceEndpoint
GetSignalingChannelEndpoint API によって返されるシグナリングチャネルのエンドポイント。
Type: 文字列
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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SingleMasterChannelEndpointConfiguration
サービス Amazon Kinesis Video Streams

SINGLE_MASTER チャネルタイプのエンドポイント設定を含むオブジェクト。

目次
Protocols
このプロパティは、この SINGLE_MASTER シグナリングチャネルを経由する通信の特性を判断するた
めに使用されます。WSS を指定した場合、この API が websocket エンドポイントを返します。HTTPS
を指定した場合、この API が HTTPS エンドポイントを返します。
Type: 文字列の配列
配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 5 項目です。
有効な値: WSS | HTTPS
: 必須 いいえ
Role
このプロパティは、SINGLE_MASTER シグナリングチャネル内のメッセージングのアクセス許可を決
定するために使用されます。MASTER を指定した場合、この API は、クライアントがこのシグナリン
グチャネル上で任意のビューワーからオファーを受信したり、任意のビューワーに回答を送信したり
するために使用できるエンドポイントを返します。VIEWER を指定した場合、この API は、クライア
ントがこのシグナリングチャネル上で別の MASTER クライアントにオファーを送信するためにのみ使
用できるエンドポイントを返します。
Type: 文字列
有効な値: MASTER | VIEWER
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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SingleMasterConfiguration
サービス Amazon Kinesis Video Streams

SINGLE_MASTER チャネルタイプの設定を含む構造体。

目次
MessageTtlSeconds
未配信のメッセージが破棄される前に、シグナリングチャネルでそれらが保持される期間。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 5 です。最大値は 120 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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StreamInfo

サービス Amazon Kinesis Video Streams
Kinesis ビデオストリームを記述するオブジェクト。

目次
CreationTime
ストリームがいつ作成されたかを示すタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
DataRetentionInHours
ストリームがデータを保持する期間 (時間単位)。
Type: 整数
値の範囲:有効範囲 最小値は 0 です。
: 必須 いいえ
DeviceName
ストリームに関連付けられているデバイスの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
KmsKeyId
の IDAWS Key Management Service(AWS KMSKinesis Video Streams が、ストリーム上のデータの暗
号化に使用するキー。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ
MediaType
ストリームの MediaType。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: [\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+(,[\w\-\.\+]+/[\w\-\.\+]+)*
: 必須 いいえ
Status
ストリームのステータス。
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Type: 文字列
有効な値: CREATING | ACTIVE | UPDATING | DELETING
: 必須 いいえ
StreamARN
ストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。
Pattern: arn:[a-z\d-]+:kinesisvideo:[a-z0-9-]+:[0-9]+:[a-z]+/[a-zA-Z0-9_.-]+/
[0-9]+
: 必須 いいえ
StreamName
ストリームの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
Version
ストリームのバージョン。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: [a-zA-Z0-9]+
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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StreamNameCondition

サービス Amazon Kinesis Video Streams
ストリームを一覧表示 (ListStreams API を参照) するときに返される、ストリームが満たす必要がある
条件を指定します。条件には、比較演算と値が含まれています。現在指定できるのは、所定のプレフィッ
クスで始まる名前のストリームを検索する BEGINS_WITH 演算子のみです。

目次
ComparisonOperator
比較演算子。現在指定できるのは、所定のプレフィックスで始まる名前のストリームを検索する
BEGINS_WITH 演算子のみです。
Type: 文字列
有効な値: BEGINS_WITH
: 必須 いいえ
ComparisonValue
比較する値。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Tag

サービス Amazon Kinesis Video Streams
指定したシグナリングチャネルに関連付けられたキーと値のペア。

目次
Key
指定したシグナリングチャネルに関連付けられたタグのキー。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
: 必須 はい
Value
指定したシグナリングチャネルに関連付けられたタグの値。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
パターン: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

Amazon Kinesis Video Streams Media
Amazon Kinesis Video Streams Media では、次のデータ型がサポートされています。
• StartSelector (p. 327)
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StartSelector

サービス Amazon Kinesis Video Streams Media
GetMedia API がメディアデータの返送を開始する Kinesis ビデオストリームのチャンクを識別します。
開始チャンクを識別するには、次のオプションがあります。
• 最後の (または最も古い) チャンクを選択します。
• 特定のチャンクを識別します。特定のチャンクを識別するには、フラグメント番号またはタイムスタン
プ (サーバーまたはプロデューサー) を指定します。
• 各チャンクのメタデータには、Matroska (MKV) タグ (AWS_KINESISVIDEO_CONTINUATION_TOKEN)
として継続トークンが含まれています。前の GetMedia リクエストが終了した場合、このタグ値を次の
GetMedia リクエストで使用できます。次に、API は、最後の API が終了した場所からチャンクの返送
を開始します。

目次
AfterFragmentNumber
GetMedia API がフラグメントの返送を開始するフラグメント番号を指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^[0-9]+$
: 必須 いいえ
ContinuationToken
Kinesis Video Streams が前の GetMedia 応答で返した継続トークン。次に、GetMedia API は、継続
トークンで識別されるチャンクから開始します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^[a-zA-Z0-9_\.\-]+$
: 必須 いいえ
StartSelectorType
データの取得を開始する Kinesis ビデオストリーム上のフラグメントを識別します。
• NOW – ストリームの最後のチャンクから開始します。
• EARLIEST – ストリームの利用可能な最初のチャンクから開始します。
• FRAGMENT_NUMBER – 特定のフラグメントの後のチャンクから開始します。ま
た、AfterFragmentNumber パラメータを指定する必要があります。
• PRODUCER_TIMESTAMP または SERVER_TIMESTAMP – 指定したプロデューサーまたはサー
バーのタイムスタンプを持つフラグメントを含むチャンクから開始します。StartTimestamp を
追加してタイムスタンプを指定します。
• CONTINUATION_TOKEN – 指定した継続トークンを使用して読み込みます。

Note
NOW、EARLIEST、または CONTINUATION_TOKEN を startSelectorType として選択
する場合、startSelector に追加情報を入力しません。
Type: 文字列
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有効な値: FRAGMENT_NUMBER | SERVER_TIMESTAMP | PRODUCER_TIMESTAMP | NOW |
EARLIEST | CONTINUATION_TOKEN
: 必須 はい
StartTimestamp
タイムスタンプ値。この値は、PRODUCER_TIMESTAMP または SERVER_TIMESTAMP を
startSelectorType として選択した場合に必要です。次に、GetMedia API は、指定したタイムス
タンプを持つフラグメントを含むチャンクから開始します。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
Amazon Kinesis Video Streams Archived Media では、次のデータ型がサポートされています。
• ClipFragmentSelector (p. 329)
• ClipTimestampRange (p. 330)
• DASHFragmentSelector (p. 331)
• DASHTimestampRange (p. 333)
• Fragment (p. 334)
• FragmentSelector (p. 335)
• HLSFragmentSelector (p. 336)
• HLSTimestampRange (p. 338)
• Image (p. 339)
• TimestampRange (p. 340)
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ClipFragmentSelector

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
フラグメントの範囲のタイムスタンプ範囲とタイムスタンプ発行元について説明します。
プロデューサーのタイムスタンプが重複しているフラグメントが、重複排除されます。つまり、プロ
デューサーが実際のクロック時間とほぼ等しいプロデューサーのタイムスタンプを持つフラグメントの
ストリームを生成している場合、クリップには要求されたタイムスタンプ範囲内のすべてのフラグメント
が含まれることになります。一部のフラグメントが同じ時間範囲内の非常に異なる時点で取り込まれた場
合、取り込まれた最も古いフラグメントのコレクションだけが返されます。

目次
FragmentSelectorType
使用するタイムスタンプ発行元 (サーバーまたはプロデューサー)。
Type: 文字列
有効な値: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP
: 必須 はい
TimestampRange
返されるタイムスタンプの範囲。
型: ClipTimestampRange (p. 330) オブジェクト
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ClipTimestampRange

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
フラグメントを返すタイムスタンプの範囲。

目次
EndTimestamp
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の終了。
この値は、指定した StartTimestamp から 24 時間以内、かつ StartTimestamp 値より後である必
要があります。リクエストの FragmentSelectorType が SERVER_TIMESTAMP の場合、この値は
過去である必要があります。
この値は両端を含みます。EndTimestamp は、フラグメントの (開始) タイムスタンプと比較されま
す。EndTimestamp 値より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントがセッションに含まれま
す。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい
StartTimestamp
フラグメントを返すタイムスタンプの範囲にある開始タイムスタンプ。
StartTimestamp 以降で始まるフラグメントだけが、セッションに含まれます。StartTimestamp
より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントはセッションに含まれませ
ん。FragmentSelectorType が SERVER_TIMESTAMP の場合、StartTimestamp はストリームの
先頭よりも後である必要があります。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DASHFragmentSelector

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
リクエストされたメディアのタイムスタンプの範囲とタイムスタンプの送信元が含まれます。

目次
FragmentSelectorType
リクエストされたメディアのタイムスタンプの送信元。
メトリックFragmentSelectorTypeは、 に設定されます。PRODUCER_TIMESTAMPそし
てGetDashStreamingSession: URLPlaybackMode (p. 280)ですON_DEMANDまたはLIVE_REPLAYの
場合、指定された内のプロデューサタイムスタンプで取り込まれた最初のフラグメン
トFragmentSelector:TimestampRange (p. 335)メディア再生リストに含まれます。さらに、プロ
デューサーのタイムスタンプを持つフラグメントはTimestampRange最初のフラグメントの直後に
取り込まれた（GetDashStreamingSession: URLMaxManifestFragmentResults (p. 280)値) が含まれま
す。
プロデューサーのタイムスタンプが重複しているフラグメントが、重複排除されます。つまり、プロ
デューサーが実際のクロック時間とほぼ等しいプロデューサーのタイムスタンプを持つフラグメント
のストリームを生成している場合、MPEG-DASH マニフェストには要求されたタイムスタンプ範囲内
のすべてのフラグメントが含まれることになります。一部のフラグメントが同じ時間範囲内の非常に
異なる時点で取り込まれた場合、取り込まれた最も古いフラグメントのコレクションだけが返されま
す。
メトリックFragmentSelectorTypeは、 に設定されます。PRODUCER_TIMESTAMPそし
てGetDashStreamingSession: URLPlaybackMode (p. 280)ですLIVEでは、プロデューサーのタイムス
タンプは MP4 フラグメントと重複排除に使用されます。ただし、サーバーのタイムスタンプに基づい
て最後に取り込まれたフラグメントが、MPEG-DASH マニフェストに含まれています。つまり、過去
に取り込まれたフラグメントが現在値を含むプロデューサーのタイムスタンプを持つ場合でも、それ
らのフラグメントは HLS メディアプレイリストに含まれないことになります。
デフォルト: 。SERVER_TIMESTAMP
Type: 文字列
有効な値: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP
: 必須 いいえ
TimestampRange
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の開始と終了。
PlaybackType が LIVE の場合、この値を指定する必要はありません。
型: DASHTimestampRange (p. 333) オブジェクト
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
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• AWS SDK for Ruby v3
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DASHTimestampRange

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の開始と終了。
PlaybackType が LIVE の場合、この値を指定する必要はありません。
DASHimestampRange の値は両端を含みます。開始時刻以降で始まるフラグメントが、セッションに含ま
れます。開始時刻より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントはセッションに含まれません。

目次
EndTimestamp
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の終了。この値は、指定した StartTimestamp か
ら 24 時間以内、かつ StartTimestamp 値より後である必要があります。
リクエストの FragmentSelectorType が SERVER_TIMESTAMP の場合、この値は過去である必要
があります。
EndTimestamp 値は ON_DEMAND モードでは必須ですが、LIVE_REPLAY モードではオプションで
す。EndTimestamp が LIVE_REPLAY モードで設定されていない場合、セッションが期限切れになる
まで、新たに取り込まれたフラグメントが継続してセッションに含まれます。

Note
この値は両端を含みます。EndTimestamp は、フラグメントの (開始) タイムスタンプと比
較されます。EndTimestamp 値より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントがセッ
ションに含まれます。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
StartTimestamp
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の開始。
DASHTimestampRange 値を指定した場合、StartTimestamp 値が必要です。
StartTimestamp 以降で始まるフラグメントだけが、セッションに含まれます。StartTimestamp
より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントはセッションに含まれませ
ん。FragmentSelectorType が SERVER_TIMESTAMP の場合、StartTimestamp はストリームの
先頭よりも後である必要があります。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Fragment

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
ビデオなどの時間区切りデータのセグメントを表します。

目次
FragmentLengthInMilliseconds
フラグメントに関連付けられた再生時間などの時間値。
Type: Long
必須: いいえ
FragmentNumber
フラグメントの一意の識別子。この値は、取り込み順序に基づいて一定間隔で増加します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^[0-9]+$
必須: いいえ
FragmentSizeInBytes
フラグメントおよび含まれるメディアデータに関する情報を含む、フラグメントの合計サイズ。
Type: Long
必須: いいえ
ProducerTimestamp
フラグメントに対応するプロデューサーからのタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
ServerTimestamp
フラグメントに対応する AWS サーバーからのタイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for Ruby v3
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FragmentSelector

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
フラグメントの範囲のタイムスタンプ範囲とタイムスタンプ発行元について説明します。
開始タイムスタンプが指定された開始時刻より後または同じ、かつ終了時刻より前または同じであるフラ
グメントだけが返されます。例えば、ストリームに次の開始タイムスタンプを持つフラグメントが含まれ
ているとします。
• 00:00:00
• 00:00:02
• 00:00:04
• 00:00:06:00
フラグメントセレクタの範囲を開始時刻 00:00:01 および終了時刻 00:00:04 とすると、開始時刻が
00:00:02 と 00:00:04 のフラグメントを返します。

目次
FragmentSelectorType
使用するタイムスタンプ発行元 (サーバーまたはプロデューサー)。
Type: 文字列
有効な値: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP
: 必須 はい
TimestampRange
返されるタイムスタンプの範囲。
型: TimestampRange (p. 340) オブジェクト
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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HLSFragmentSelector

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
リクエストされたメディアのタイムスタンプの範囲とタイムスタンプの送信元が含まれます。

目次
FragmentSelectorType
リクエストされたメディアのタイムスタンプの送信元。
メトリックFragmentSelectorTypeは、 に設定されます。PRODUCER_TIMESTAMPそし
てGetHLSStreamingSessionURL:PlaybackMode (p. 288)ですON_DEMANDまたはLIVE_REPLAYの
場合、指定された内のプロデューサタイムスタンプで取り込まれた最初のフラグメン
トFragmentSelector:TimestampRange (p. 335)がメディア再生リストに含まれている。さらに、プロ
デューサーのタイムスタンプを持つフラグメントはTimestampRange最初のフラグメントの直後に取
り込まれた（GetHLSStreamingSessionURL:MaxMediaPlaylistFragment戻り値 (p. 288)値) が含まれま
す。
プロデューサーのタイムスタンプが重複しているフラグメントが、重複排除されます。つまり、プロ
デューサーが実際のクロック時間とほぼ等しいプロデューサーのタイムスタンプを持つフラグメント
のストリームを生成している場合、HLS メディアプレイリストには、要求されたタイムスタンプ範囲
内のすべてのフラグメントが含まれることになります。一部のフラグメントが同じ時間範囲内の非常
に異なる時点で取り込まれた場合、取り込まれた最も古いフラグメントのコレクションだけが返され
ます。
メトリックFragmentSelectorTypeは、 に設定されます。PRODUCER_TIMESTAMPそし
てGetHLSStreamingSessionURL:PlaybackMode (p. 288)ですLIVEでは、プロデューサーのタイムスタ
ンプは MP4 フラグメントと重複排除に使用されます。ただし、サーバーのタイムスタンプに基づいて
最後に取り込まれたフラグメントが、HLS メディアプレイリストに含まれています。つまり、過去に
取り込まれたフラグメントが現在値を含むプロデューサーのタイムスタンプを持つ場合でも、それら
のフラグメントは HLS メディアプレイリストに含まれないことになります。
デフォルト: 。SERVER_TIMESTAMP
Type: 文字列
有効な値: PRODUCER_TIMESTAMP | SERVER_TIMESTAMP
必須 いいえ
TimestampRange
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の開始と終了。
PlaybackType が LIVE の場合、この値を指定する必要はありません。
型: HLSTimestampRange (p. 338) オブジェクト
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
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• AWS SDK for Ruby v3
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HLSTimestampRange

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の開始と終了。
PlaybackType が LIVE の場合、この値を指定する必要はありません。

目次
EndTimestamp
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の終了。この値は、指定した StartTimestamp か
ら 24 時間以内、かつ StartTimestamp 値より後である必要があります。
リクエストの FragmentSelectorType が SERVER_TIMESTAMP の場合、この値は過去である必要
があります。
EndTimestamp 値は ON_DEMAND モードでは必須ですが、LIVE_REPLAY モードではオプションで
す。EndTimestamp が LIVE_REPLAY モードで設定されていない場合、セッションが期限切れになる
まで、新たに取り込まれたフラグメントが継続してセッションに含まれます。

Note
この値は両端を含みます。EndTimestamp は、フラグメントの (開始) タイムスタンプと比
較されます。EndTimestamp 値より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントがセッ
ションに含まれます。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
StartTimestamp
リクエストされたメディアのタイムスタンプ範囲の開始。
HLSTimestampRange 値を指定した場合、StartTimestamp 値が必要です。
StartTimestamp 以降で始まるフラグメントだけが、セッションに含まれます。StartTimestamp
より前に始まり、それを過ぎて継続するフラグメントはセッションに含まれませ
ん。FragmentSelectorType が SERVER_TIMESTAMP の場合、StartTimestamp はストリームの
先頭よりも後である必要があります。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Image

サービス: Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
を含む構造体Timestamp,Error, およびImageContent。

目次
Error
指定されたタイムスタンプのイメージが試行不可能なエラーのために抽出されなかった場合に表示さ
れるエラーメッセージ。次の場合は、エラーが返されます。
• 指定されたのメディアは存在しませんTimestamp。
• 指定した時間のメディアでは、イメージを抽出できません。この場合、メディアはオーディオのみ
であるか、間違ったメディアが取り込まれています。
Type: 文字列
有効な値: NO_MEDIA | MEDIA_ERROR
: 必須 いいえ
ImageContent
の属性ImageBase64 でエンコードされるオブジェクトです。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 6291456 です。
: 必須 いいえ
TimeStamp
の属性Imageビデオストリームから画像を抽出するために使用されるオブジェクト。このフィールド
は、画像のギャップを管理したり、ページネーションウィンドウをよりよく理解するために使用され
ます。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TimestampRange

サービス Amazon Kinesis Video Streams Archived Media
フラグメントを返すタイムスタンプの範囲。

目次
EndTimestamp
フラグメントを返すタイムスタンプの範囲内にある終了タイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい
StartTimestamp
フラグメントを返すタイムスタンプの範囲にある開始タイムスタンプ。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

Amazon Kinesis Video Signaling Channels
Amazon Kinesis Video Signaling Channels では、次のデータ型がサポートされています。
• IceServer (p. 341)
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IceServer

サービス Amazon Kinesis Video Signaling Channels
ICE サーバーの接続データのための構造体。

目次
Password
ICE サーバーにログインするためのパスワード。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ
Ttl
ユーザー名とパスワードの有効期間 (秒単位)。
Type: 整数
値の範囲: 最小値は 30 です。最大値は 86,400 です。
: 必須 いいえ
Uris
で指定された形式の URI の配列。I-D。petithuguenin-behave-turn-uris仕様。これらの URI で
は、TURN サーバーに到達するために使用できるさまざまなアドレスおよび/またはプロトコルが指定
されます。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
: 必須 いいえ
Username
ICE サーバーにログインするためのユーザー名。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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一般的なエラー
このセクションでは、すべての AWS のサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。
AccessDeniedException
このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature
リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。
HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure
リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction
要求されたアクション、または操作は無効です。アクションが正しく入力されていることを確認しま
す。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId
指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。
HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination
同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue
無効な値またはout-of-range値が入力パラメータとして指定されました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter
AWS クエリ文字列が正しい形式でないか、AWS 基準を順守していません。
HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString
クエリ文字列に構文エラーがあります。
HTTP ステータスコード: 404
MissingAction
リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。
HTTP ステータスコード: 400
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MissingAuthenticationToken
リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter
指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized
このアクションを実行するアクセス許可がありません。
HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired
サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
RequestExpired
リクエストの日付スタンプから 15 分を経過した後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場
合など) から 15 分を経過した後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプ
が現在より 15 分以上先です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable
リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。
HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException
リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。
HTTP ステータスコード: 400
ValidationError
入力は、AWS のサービスで指定された制約を満たしていません。
HTTP ステータスコード: 400

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションがクエリ文字列を使用して署名バージョン 4 リクエストに署名す
るために使用するパラメータが含まれています。アクション固有のパラメーターは、そのアクションのト
ピックで示されています。署名バージョン 4 の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレン
スの「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
Action
実行するアクション。
型: 文字列

343

Amazon Kinesis Video Streams デベロッパーガイド
共通パラメータ

必須: はい
Version
リクエストが想定している API バージョン。YYYY-MM-DD 形式で表現されます。
型: 文字列
必須: はい
X-Amz-Algorithm
リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
型: 文字列
有効な値: AWS4-HMAC-SHA256
必須: 条件付き
X-Amz-Credential
認証情報スコープは、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストするサービ
ス、および終了文字列（ "aws4_request"）を含む文字列です。値は次の形式で表現されま
す。access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request
詳細については、「」を参照してください。タスク 2: 署名バージョン 4 の署名文字列を作成す
るのAmazon Web Services 全般リファレンス。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
型: 文字列
必須: 条件付き
X-Amz-Date
署名を作成するときに使用できる日付。形式は ISO 8601 基本形式 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z') でな
ければなりません。例えば、20120325T120000Z の日時は有効な X-Amz-Date 値です。
条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストで使用できるオプションです。署名リクエストで使用する日
付よりも優先される日付として使用できます。ISO 8601 基本形式で Date ヘッダーが指定されている
場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも優
先されます。詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスガイドの「署名バージョン 4
の日付の処理」 を参照してください。
型: 文字列
必須: 条件付き
X-Amz-Security-Token
AWS Security Token Service (AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトーク
ン。AWS Security Token Service の一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービス一覧につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWS IAMで動作するサービス」を参照してください。
条件: から一時的なセキュリティ認証情報を使用している場合AWSセキュリティトークンサービス。
セキュリティトークンを含める必要があります。
型: 文字列
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必須: 条件付き
X-Amz-Signature
署名する文字列と派生した署名キーから計算された 16 進数でエンコードされた署名を指定します。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
型: 文字列
必須: 条件付き
X-Amz-SignedHeaders
正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定の詳細については、「」を参照してください。タスク 1: 署名バージョン 4 の正規リクエストを
作成するのAmazon Web Services 全般リファレンス。
条件: 認証情報を HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に含める場合は、このパラメーターを指
定します。
型: 文字列
必須: 条件付き
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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