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AWS Elemental MediaConvert とは
AWS Elemental MediaConvert は、ファイルベースの動画処理サービスで、コンテンツオーナーやコンテ
ンツディストリビューターは、所有するメディアライブラリのサイズに関係なく、スケーラブルに動画処
理を行うことができます。 MediaConvert が提供する高度な機能では、以下のようなプレミアムコンテン
ツを実現できます。
• ビット深度の増大と HDR コンテンツの作成をサポートする専門的なブロードキャストコーデック
• 静的グラフィックオーバーレイ
• アドバンスドオーディオ
• デジタル著作権管理 (DRM)
• クローズドキャプションのサポート
AWS Elemental MediaConvert は、さまざまな入力形式および適応ビットレート (ABR) パッケージングを
サポートし、さまざまなソースの高品質コンテンツをプライマリデバイスやマルチスクリーンデバイスに
配信できます。
単純なユースケースでは、 MediaConvert の変換ジョブをわずか数ステップで行います。手順について
は、「AWS Elemental の使用開始 MediaConvert (p. 2)」を参照してください。
MediaConvert には以下のコンポーネントがあります。
ジョブ
ジョブは変換の処理を実行します。各ジョブは入力ファイルを 1 つ以上の出力ファイルに変換しま
す。入力と出力では、1 つ以上のビデオ、オーディオ、キャプションを 1 つのファイルにまとめて含
めるか、それぞれ別個のファイルに含めることができます。ジョブの作成を開始する前に、入力ファ
イルの概要と入力ファイルに含まれる内容を確認しておきます。また、出力として作成するファイル
とその形式についても確認しておきます。
ジョブの作成時に、トランスコードするファイルの名前など、名前を指定します。 MediaConvert 完
成した出力ファイル、およびその他のいくつかの設定を与えます。
キュー
キューを使用すると、アカウントでジョブを並列処理するためのリソースを管理できます。詳細につ
いては、「キューの使用 (p. 65)」を参照してください。
プリセット
プリセットは、出力別の保存済みのエンコード設定グループです。システムプリセットを選択するだ
けで、多くの一般的な出力を作成できます。既存のプリセットを複製して修正するか、最初から作成
することで、カスタムプリセットを作成することもできます。
ジョブの作成時に、使用するプリセットを指定できます。または、エンコード設定を個別に指定でき
ます。
ジョブテンプレート
ジョブテンプレートは、ジョブ全体のすべての設定を指定します。ただし、IAM ロールとジョブごと
に変わる可能性がある設定 (入力ファイルの場所と名前、ジョブにタグとして付けるユーザーメタデー
タなど) は除きます。ジョブテンプレートを作成するには、入力の場所とファイル名を除くすべての入
力設定を指定し、次にジョブで生成するすべての出力を指定します。各出力の設定を指定するには、
出力のプリセットを選択するか、各出力設定を個別に設定します。
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AWS Elemental の使用開始
MediaConvert
この「開始方法」チュートリアルでは、AWS Elemental MediaConvert コンソールを使用し、いくつかの
基本的なステップでメディアファイルを変換する方法を示します。 MediaConvert プログラムでアクセス
するには、API リファレンスの以下のトピックを参照してください。
• いずれかの AWS SDK を使用している場合は、「Getting started with the SDKs」(SDK の開始方法) を参
照してください。
• MediaConvert API を直接呼び出す場合は、「Getting started with the API」(API を使用した Metting
started with the API) を参照してください。
MediaConvert は、入力ファイルと当該ファイルに関してユーザーが提供した情報を受け取り、ユーザーが
指定した手順と変換設定に基づいて、それを 1 つ以上の出力ファイルに変換します。

Note
ジョブ、キュー、プリセット、ジョブテンプレートなど、基本的な概念について詳しくない場合
は、AWS Elemental MediaConvert とは (p. 1)チュートリアルを開始する前に「」を参照してくだ
さい。 MediaConvert
トピック
• ステップ 1: AWS にサインアップする (p. 2)
• ステップ 2: ファイルのストレージを作成する (p. 3)
• ステップ 3: (オプション) DRM 暗号化を使用するように設定する (p. 3)
• ステップ 4: 変換するファイルをアップロードする (p. 3)
• ステップ 5: IAM アクセス許可の設定 (p. 4)
• ステップ 6: ジョブを作成する (p. 8)

ステップ 1: AWS にサインアップする
AWS Elemental を使用するには MediaConvert、AWSアカウントが必要です。アカウントをまだお持ちで
ない場合は、サインアップ時に画面の指示に従って作成してください。どんな AWS のサービスにサイン
アップしても、使用しない限り、課金されることはありません。

AWS にサインアップするには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、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
ユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
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キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

ステップ 2: ファイルのストレージを作成する
AWS Elemental は MediaConvert 、入力ファイルを変換して出力ファイルを生成します。 MediaConvert入
力ファイルを Amazon S3 から、または HTTP または HTTPS 経由でサーバーから取り込むことができま
す。出力の場所として、 MediaConvert Amazon S3 バケットを使用します。

Amazon S3 バケットを作成するには:
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

Amazon S3 コンソールで [バケットの作成] を選択します。

3.

[バケットの作成] ダイアログボックスに、バケット名を入力します。入力用と出力用に別個のバケッ
トを作成する場合は、判別しやすいバケット名を付けます。

4.

バケットのリージョンを選択します。Amazon S3 MediaConvert バケットの作成先と同じリージョン
で変換を行います。

5.

[作成] を選択します。

6.

入力ファイル用と出力ファイル用に別個のバケットを作成する場合は、ステップ 2〜5 を繰り返しま
す。

ステップ 3: (オプション) DRM 暗号化を使用するよ
うに設定する
暗号化によりコンテンツを不正使用から保護します。デジタル著作権管理 (DRM) システムから、AWS
Elemental MediaConvert にコンテンツ暗号化用のキーが提供され、サポートされているプレーヤーおよび
他のコンシューマーに復号用のライセンスが供与されます。
コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要です。
• 概要については、https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/what-is-speke .html
#services-architecture を参照してください。
• セットアップについては、https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/customeronboarding.html を参照してください。
この要件の唯一の例外は、Apple HLS ストリーミングプロトコルです。このプロトコルの場合は、独自の
静的キーを定義するか、DRM プロバイダーを使用することを選択できます。

ステップ 4: 変換するファイルをアップロードする
AWS Elemental MediaConvert は、入力ファイルを Amazon S3 から、または HTTP または HTTPS 経由で
サーバーから取り込むことができます。Amazon S3 からファイルを提供するには、S3 バケットにファイ
ルをアップロードします。

ファイルを S3 バケットにアップロードするには
1.

[Buckets] (バケット) ペインで、入力バケットの名前を選択します。
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2.

[Upload] (アップロード) を選択します。

3.

[Upload] (アップロード) ダイアログボックスで、[Add files] (ファイルの追加) を選択し、次に変換する
メディアファイルをアップロードします。

4.

[Upload] (アップロード) を選択します。

Note
サポートされている入力ファイルについては、「」を参照してくださいサポートされる入力コー
デックおよびコンテナ (p. 190)。

HTTP 入力の要件
入力ファイルのソースが HTTP(S) である場合は、Amazon S3 パスではなく URL を指定します。入力とし
て HTTP(S) を使用するための要件は次のとおりです。
• すべての入力ファイルはパブリックに読み取り可能であることが必要です。
• HTTP(S) サーバーは認証が不要であることが必要です。
• HTTP(S) サーバーは、HEAD リクエストとレンジ GET リクエストの両方を受け入れる必要がありま
す。
• 指定する URL にパラメータを含めることはできません。
HTTP(S) 入力でリダイレクトを使用する場合は、以下の制限に従わなければなりません。
• 入力した URL から一度だけリダイレクトすることができます。リダイレクトを含む URL へのリダイレ
クトはできません。
• 初期サーバーからの HTTP(S) ステータスレスポンスコードは、301 または 302 である必要がありま
す。
• 初期サーバーからの HTTP (S) レスポンスは、Locationヘッダーを使用してリダイレクト先となる
URLMediaConvert を指定する必要があります。

ステップ 5: IAM アクセス許可の設定
AWS Elemental でトランスコードジョブを実行するには MediaConvert、(IAM) サービスロールが必要
で、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールが必要で、(IAM) サービスロールが必要
で、(IAM) サービスロールが必要です。 MediaConvert

Note
このサービスロールは、IAM ユーザーとして権限を付与する可能性のある IAM ロールとは異なり
ます。このロールは、 MediaConvertサービスにアクセス権限を付与するものではありません。
IAM ロールを最初にどのように作成したかにかかわらず、IAM を使用していつでもこのロールを改良する
ことができます。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Adding and removing
IAM identity permissions」(IAM ID アクセス許可の追加と削除) を参照してください。
IAM ロールは、次の いずれか 1 つの方法で作成できます。
• MediaConvert コンソールで、完全な権限を持つ。手順については、「 MediaConvertフルパーミッショ
ンでのロールの作成 (p. 5)」を参照してください。
これは、ロールを設定する最も簡単な方法です。
• MediaConvert コンソールで、許可する権限にいくつかの制限があります。手順については、「でのロー
ルの作成 MediaConvert、設定済み (p. 5)」を参照してください。
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MediaConvert コンソールから、Amazon S3 MediaConvert バケットの一部だけにアクセスできるように
ロールを構成したり、API Gateway エンドポイントに呼び出しアクセスを許可するかどうかを選択した
りするのに時間をかけることができます。
• IAM コンソールから。手順については、「IAM でのロールの作成 (p. 6)」を参照してください。
IAM コンソールで IAMMediaConvert ロールを設定すると、許可するアクセス権を細かく制御できます。
また、AWS CLI、API、SDKを通じてIAMを使用することも可能です。

Note
Amazon S3 バケットの Amazon S3 デフォルト暗号化を有効にし、AWS Key Management
Service によって管理される独自のマスターキーを指定する場合は、追加のアクセス許可を付与す
る必要があります。詳細については、「暗号化された S3 MediaConvert バケットにアクセスする
ためのアクセス権の付与 (p. 7)」を参照してください。
デフォルトロールの設定
MediaConvert 使用するための IAM サービスロールをどのように作成したかに関係なく、 MediaConvert
_Default_Role という名前を使用すると、future ジョブを作成するときに MediaConvert コンソールでこの
名前がデフォルトで使用されます。

フルパーミッションの IAM ロールの作成
MediaConvert
AWS Elemental MediaConvert でジョブを実行するための最も簡単で早い方法は、Amazon Simple Storage
Service (S3) バケットと Amazon API Gateway エンドポイントへの完全なアクセス許可を持つサービス
ロールを設定することです。 MediaConvert このサービスは、ジョブの実行に必要なアクセス権のみを使
用します。

Note
このアプローチは、最小限の権限のセキュリティのベストプラクティスに従っていません。

MediaConvert ロールを設定するには MediaConvert、完全なアクセス許可を持つ
1.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert MediaConvert でコンソールを開きます。

2.

[Get started] (開始する) を選択します。

3.

[Job 作成] ページの左側のJob ペインの [ジョブ設定] で、[AWS統合] を選択します。

4.

[サービスアクセス] セクションの [サービスロールコントロール] で、[Create a new service role, full
permissions] (新しいサービスロール、フルパーミッションを作成する) を選択します。

5.

[New role name]( 新しいロール名) を使用する場合は、デフォルト値を
MediaConvert_Default_Role のままにすることをお勧めします。この場合、futureMediaConvert
ジョブに対してデフォルトでこのロールを使用します。

6.

このチュートリアルの次のステップ「ステップ 6: ジョブを作成する (p. 8)」に進みます。

MediaConvert 設定された権限を持つ IAM ロールの作
成
この方法では、許可するアクセスを特定の S3 バケットのみに制限し、Amazon API Gateway エンドポイ
ントへの呼び出しを許可するかどうかを指定できます。 MediaConvert
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MediaConvert でロールを設定するには MediaConvert、設定済みの権限
1.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert MediaConvert でコンソールを開きます。

2.

[Get started] (開始する) を選択します。

3.

[Job 作成] ページの左側のJob ペインの [ジョブ設定] で、[AWS統合] を選択します。

4.

[Service access] (サービスアクセス) セクションの [Service role control] (サービスロールコントロー
ル) で、[Create a new service role, configure permissions] (新しいサービスロールを作成し、アクセス
権を設定する) を選択します。

5.

[New role name]( 新しいロール名) を使用する場合は、デフォルト値を
MediaConvert_Default_Role のままにすることをお勧めします。この場合、futureMediaConvert
ジョブに対してデフォルトでこのロールを使用します。

6.

[Input S3 locations] (入力 S3 ロケーション) および [Output S3 locations] (出力 S3 ロケーション) の場
合、[Add location] (ロケーションの追加) を選択します。このチュートリアルの前のステップで作成し
たS3バケット、ステップ 2: ファイルのストレージを作成する (p. 3) を選択します。

7.

オプション。API Gateway のエンポイント呼び出しに、これを必要とする機能を使用する場合は、
[allow] (許可) を選択します。
MediaConvert 次の機能を使用するには、このアクセス権が必要です。
• SPEKE によるデジタル著作権管理
• ニールセン非線形透かし
MediaConvert 特定のエンドポイントにのみ呼び出しアクセスを許可する場合は、ロールポリシーを作
成した後で、AWS Identity and Access Management（IAM）サービスを使用してこれらの許可を変更
できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「Editing
IAM policies」(IAM ポリシーの編集) を参照してください。

IAM での IAM ロールの作成
IAM を直接操作することで、MediaConvert コンソールでは利用できないアクションを実行できます。これ
は、IAM でロールを作成するときに行うか、または IAM MediaConvert でロールを作成し、後で IAM を使
用してロールを絞り込むことができます。
IAM コンソールを使ってロールを設定する手順を説明します。IAM をプログラム的にアクセスする方法に
ついては、「IAM documentation set」(IAM ドキュメントセット) の該当するドキュメントを参照してくだ
さい。

IAM MediaConvert でロールを設定するには (コンソール)
1.

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

2.

IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。

3.

AWSサービスロールタイプを選択してから、MediaConvertサービスを選択します。

4.

MediaConvertサービスのユースケースを選択してください。その後、[Next] (次へ) を選択します。
サービスには、ロールで使用するアクセス権限が定義済みです。 MediaConvert これらのアクセス許
可は以下のアクセス権限を与えます。
• Amazon S3 リソースへのフルアクセス
• API ゲートウェイのフルアクセス呼び出し
MediaConvert このロールを引き受けることができる唯一のエンティティはサービスです。

5.

[Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
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6.

[Role name] (ロール名) に、ロールの目的がわかるような名前を入力しま
す。MediaConvert_Default_Role という名前を使用する場合、 MediaConvert コンソールはジョ
ブを実行するときにデフォルトでこのロールを使用します。
ロール名は AWS アカウント内で一意でなければなりません。最大 64 文字で構成し、文字、数字、ま
たは記号 + = , . @ - _ を使用できます。

7.

多くのエンティティによりロールが参照されるため、作成後にロール名を変更することはできませ
ん。
(オプション) [Role description] (ロールの説明) で、新しいサービスロールの説明を編集します。

8.

ロールを確認し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

暗号化された S3 MediaConvert バケットにアクセスす
るためのアクセス権の付与
Amazon S3 のデフォルトの暗号化を有効にすると、Amazon S3 はオブジェクトをアップロード時に自動
的に暗号化します。オプションで、AWS Key Management Service(KMS) を使用してマスターキーを管理
することを選択できます。これは SSE-KMS 暗号化と呼ばれます。
AWS Elemental MediaConvert の入力ファイルまたは出力ファイルを保持するバケットで SSE-KMS のデ
フォルト暗号化を有効にする場合は、 MediaConvert サービスロールにインラインポリシーを追加する必
要があります。追加しないと、MediaConvert は入力ファイルを読み取ることも、出力ファイルに書き込む
こともできません。以下のアクセス許可を付与します。
• 入力バケットに対して SSE-KMS のデフォルトの暗号化が設定されている場合は、kms:Decrypt を付
与します。
• 出力バケットに対して SSE-KMS のデフォルトの暗号化が設定されている場合
は、kms:GenerateDataKey を付与します。
このインラインポリシーの例では、両方のアクセス許可を付与します。

kms: decrypt と kms を使用したインラインポリシーの
例:GenerateDataKey
このポリシーは、kms: decrypt と kms:GenerateDataKey の両方にアクセス権限を付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike":

{

}

]

}

}

"kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com"
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ステップ 6: ジョブを作成する
ジョブは変換の処理を実行します。変換元のファイル (入力ファイル) の名前、変換済みファイルに
付ける名前、使用するプリセット、およびその他の設定を指定します。 MediaConvert MediaConvert
MediaConvert ユーザーがジョブ入力設定で指定した Amazon S3 の場所から入力ファイルを取得して変換
し、ユーザーがジョブ出力グループの設定で指定した出力先に変換済みファイルを保存します。

ジョブを作成するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert MediaConvert でコンソールを開きます。
[Get started] (開始する) を選択します。

3.

[Create job] (ジョブの作成) ページで、変換手順とジョブ設定を指定します。詳細については、
「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」を参照してください。
ジョブとファイルストレージに必ず同じリージョンを選択します。

4.

[作成] を選択します。
ジョブのステータスの追跡については、「を使用する CloudWatch AWS Elemental でのイベント
MediaConvert (p. 234)」を参照してください。
ジョブの出力のファイル名とパスについては、「出力ファイルの名前とパス (p. 239)」を参照してく
ださい。

5.

このチュートリアルで生成した変換済みファイルを保持しない場合は、Amazon S3 から削除してスト
レージ料金が発生しないようにします。
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AWS Elemental でジョブを設定する
MediaConvert
AWS Elemental MediaConvert ジョブは、さまざまな形式やさまざまなサイズでエンドビューワーに配信
できるように、メディアファイルをパッケージやファイルにトランスコードする作業を行います。ジョ
ブを作成するときに、サービスがトランスコードを実行する際に必要な情報 (トランスコードするファイ
ル、作成するファイルのタイプ、作成したファイルを保存する場所、使用するエンコード設定、適用する
高度な機能など) を指定します。
ジョブを設定するには、サービスがトランスコードする入力ファイルを定義し、ビデオ、オーディオ、お
よびキャプションメディア要素のソースを指定します。そのソースとして、プライマリ入力ファイルの特
定の部分や、個別のファイルを指定することもできます。次に、AWS Elemental MediaConvert によって
入力ファイルから生成される出力ファイルやパッケージのタイプを指定します。目的とする出力の品質と
タイプを生成するための詳細なエンコード設定を指定することもできます。次の図は、設定するジョブの
項目を示しています。

ジョブを設定するには、以下の各トピックの手順を実行します。
トピック
• オプション: キューを一時停止する (p. 9)
• ステップ 1: 入力ファイルを指定する (p. 10)
• ステップ 2: ビデオ、オーディオ、字幕の入力セレクタ (p. 13)
• ステップ 3: 出力グループの作成 (p. 15)
• ステップ 4: 出力を作成する (p. 16)
• ステップ 5: グローバルジョブ設定を指定する (p. 22)
• ジョブ設定で変数を使用する (p. 23)

オプション: キューを一時停止する
AWS Elemental MediaConvert の使用を開始したばかりである場合や、MediaConvert コンソールの使用を
試している場合は、準備が整う前に間違ってジョブを開始することを避けるために、キューを一時停止し
ておくことをお勧めします。キューの詳細については、「キューの使用 (p. 65)」を参照してください。

オンデマンドキューを一時停止または再有効化するには
1.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert MediaConvert でコンソールを開きます。
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2.

デフォルトキュー以外のキューを一時停止または再有効化する場合は、AWS Elemental MediaConvert
コンソールのナビゲーションバーで、キューを作成したリージョンを選択します。
デフォルトキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、そのキューが作成され
たリージョンにおいてのみ表示されます。

3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。

5.

[キュー] ページで、一時停止または再有効化するキューの名前を選択します。

6.

そのキューのページで [Edit queue] (キューの編集) ボタンをクリックします。

7.

[Edit queue] (キューの編集) ページの [Status] (ステータス) で、[Paused] (一時停止中) または [Active]
(アクティブ) を選択します。

8.

[Save queue] (キューの保存) を選択します。

ステップ 1: 入力ファイルを指定する
AWS Elemental MediaConvert ジョブの設定の最初のパートは、以下の図のように 1 つまたは複数の入力
ファイルの場所を指定することです。
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入力ファイルの場所を指定するには
1.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert MediaConvert でコンソールを開きます。

2.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Input 1] (入力 1) を選択しま
す。

3.

[Input 1] (入力 1) ペインで、Amazon S3 または HTTP(S) サーバーに保存されているビデオ入力ファイ
ルの URI を指定します。Amazon S3 入力の場合は、URI を直接指定するか、[Browse] (参照) を選択
して Amazon S3 バケットを選択できます。HTTP(S) 入力の場合は、入力ビデオファイルへの URL を
指定します。詳細については、「HTTP 入力の要件 (p. 4)」を参照してください。

Note
入力するオーディオやキャプションが個別のファイルにある場合は、それらのファイルから
個別の入力ファイルを作成しないでください。この手順の後半で、オーディオとキャプショ
ンのセレクタでそれらのファイルを指定します。
4.

複数の入力ファイルを 1 つのアセットに結合 (入力ステッチング) するには、別の入力をジョブに追加
します。これを行うには、[Job] (ジョブ) ペインの [Inputs] (入力) セクションで [Add] (追加) を選択し
ます。ジョブに複数の入力ファイルがある場合、AWS Elemental MediaConvert はユーザーがジョブ
で指定した順序で入力を連結することによって出力を作成します。
ジョブには最大 150 個の入力を含めることができます。

Tip
入力の一部のみをトランスコードすることもできます。詳細については、「複数の入力およ
び入力クリップのアセンブル (p. 29)」を参照してください。

ブラックビデオを生成する
AWS Elemental でブラックビデオを生成する方法について説明します MediaConvert。ブラックビデオを
生成するには、入力を追加してビデオジェネレーターを含めるか、ビデオのない入力からビデオ出力を作
成します。
ブラックビデオを生成する際に考慮すべきワークフロー:
• コンテンツの先頭に黒い動画を挿入します。
• 2 つの入力の間にブラックビデオを挿入する。
• コンテンツの最後に黒い動画を挿入します。
• オーディオのみまたはキャプションのみの入力用に黒いビデオトラックを作成します。
• 以前の任意の組み合わせ。

ブラックビデオの生成方法
次の手順では、ビデオジェネレータを含めてブラックビデオを生成します。その場合は、[期間]50 にから
までのミリ秒単位の数値も指定します86400000。これにより、オーディオトラックなしで、その長さの
黒いフレームのビデオ入力が作成されます。
または、以下の条件を満たす場合は、 MediaConvert 自動的にブラックビデオを作成します。
• 入力にビデオがありません。その例を以下に示します。
• オーディオのみの入力
• キャプションのみの入力 (サイドカー形式)
• 出力にはビデオトラックが含まれます。
11

MediaConvert ユーザーガイド
ブラックビデオを生成する

前述の例では、生成するブラックビデオの長さは、入力オーディオまたはキャプションの長さと一致しま
す。
ビデオジェネレータを指定した入力を追加してブラックビデオを生成します。
1.

入力ペインで、ビデオジェネレータをオンにします。

2.
3.

「期間」の値をミリ秒単位で指定します。
残りのジョブ設定を定義したら、[作成] を選択します。

オーディオのみの入力用に黒いビデオトラックを作成します。
1.
2.

入力ペインでは、入力ファイルの URL を空白のままにします。
[オーディオセレクター] の [オーディオセレクター 1] で、[外部ファイル] をオンにします。

3.

オーディオ入力の URL を入力します。
•

4.
5.

入力にオーディオとビデオの両方がある場合、 MediaConvert 入力ビデオは無視されます。

オーディオセレクターで、その他の必要な入力オーディオ設定を指定します。
ステップ 3 を参照してください。出力グループを作成し (p. 15)、ステップ 4: 出力を作成して出力
を設定します (p. 16)。
a.
b.

6.

出力にはビデオトラックを含める必要があります。
前述のステップ 2 で指定したオーディオセレクターに「オーディオソース」を設定して、出力に
オーディオトラックを含める必要があります。
残りのジョブ設定を定義したら、[作成] を選択します。

7.

MediaConvert 入力オーディオセレクターと同じ長さのブラックビデオを自動的に作成します。

キャプションのみの入力用に黒いビデオトラックを作成します。
1.
2.

入力ペインでは、入力ファイルの URL を空白のままにします。
キャプションセレクターの横にある「キャプションセレクターを追加」を選択します。

3.

キャプションセレクター 1 の「ソース」で、サイドカーキャプションの形式を選択します。

4.

•
サイドカー以外のキャプション形式はサポートされていません。
キャプション入力の URL を入力します。

5.

ステップ 3 を参照してください。出力グループを作成し (p. 15)、ステップ 4: 出力を作成して出力
を設定します (p. 16)。
a.
b.

6.

出力にはビデオトラックを含める必要があります。
出力にはキャプショントラックを含め、キャプションソースは上記のステップ 2 で指定したキャ
プションセレクターに設定する必要があります。
残りのジョブ設定を定義したら、[作成] を選択します。

7.

MediaConvert 入力キャプションセレクターと同じ長さのブラックビデオが自動的に作成されます。

ビデオジェネレータに関するよくある質問
Q: ジョブでブラックビデオが生成され、出力フレームレートを Follow source に設定した場合はどうなり
ますか？
ジョブに他の入力が含まれていない場合、 MediaConvert 追従する入力フレームレートはありません。出
力フレームレートを指定する必要があります。
ジョブにビデオを含む他の入力が含まれている場合は、 MediaConvert 最初のビデオ入力のフレームレー
トを使用します。
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Q: ジョブでブラックビデオが生成され、出力解像度が定義されていない場合はどうなりますか？
ジョブに他の入力が含まれていない場合、MediaConvert 従うべき入力の解決方法はありません。出力解像
度を指定します。
ジョブにビデオを含む他の入力が含まれている場合は、 MediaConvert 最初のビデオ入力の解像度を使用
します。

ビデオジェネレータの機能制限
ブラックビデオを生成する場合、次の機能は使用できません。
• 高速トランスコード

ステップ 2: ビデオ、オーディオ、字幕の入力セレ
クタ
次に、入力のビデオ、オーディオ、およびキャプション要素の中で出力で使用するものにフラグ付けする
ための入力セレクタを作成します。この入力セレクタは、出力を設定する際に参照できるように、各入力
要素にラベルを付けます。入力セレクタを設定する場合は、データの場所とそのデータの解釈方法に関す
る情報もサービスに提供します。次の図に、3 種類の入力セレクタを示しています。

入力セレクタを設定するには
1.

[Video selector (ビデオセレクタ)] セクションで、ジョブに適用するフィールドに値を指定します。
ジョブの設定を開始すると AWS Elemental MediaConvert がビデオセレクタを自動的に作成するた
め、ユーザーがビデオセレクタを作成する必要はありません。ただし、このサービスではビデオソー
スに関する情報は自動的に検出されません。その情報は [Video selector (ビデオセレクタ)] フィールド
で指定できます。これらの設定をデフォルト状態にしておくと、有効なジョブが作成されます。個別
の設定の詳細については、各設定の横にある [Info] (情報) リンクを選択してください。

Note
AWS Elemental では、Quad 4k など、 MediaConvert 複数のビデオストリームの入力はサ
ポートされません。各入力で使用できるビデオセレクタは 1 つのみであるため、コンソール
に [Add video selector] (ビデオセレクタの追加) ボタンはありません。
2.

[Audio selectors] (オーディオセレクタ) セクションの [Audio selector 1] (オーディオセレクタ 1) で、
プライマリオーディオアセットに関する情報を指定します。ジョブの設定を開始すると、サービスに
よってオーディオセレクタ 1 が自動的に作成されるため、ユーザーが最初のオーディオセレクタを作
成する必要はありません。
13

MediaConvert ユーザーガイド
オーディオトラックとオーディオセレクタ

Note
オーディオアセットは多くの場合、せりふ、背景音、および音楽が 1 つのトラックにま
とめられています。トラックは多くの場合、複数のチャネルで構成されています。たとえ
ば、Dolby 5.1 サウンドではトラックあたり 6 つのチャネルがあります。
a.

[Selector type] (セレクタタイプ) で、オーディオアセットを識別する方法を選択します。多くの場
合、トラック別を選択します。HLS 入力を使用していて、別のオーディオレンディションを選択
したい場合は、代替オーディオレンディションを使用する (p. 194) を参照してください。

b.

プライマリオーディオアセットの識別子 (トラック番号、PID、言語コードなど) を指定します。
プライマリオーディオアセットは多くの場合、トラック 1 です。

Note
ほとんどのユースケースでは、1 つの入力セレクタごとに 1 つの入力トラックを関連付
けます。複数のトラックを 1 つのトラックに結合する必要があるユースケースや、複数
のトラックをストリーミングパッケージの 1 つのレンディションに結合する必要がある
ユースケースでは、カンマ区切りリストを入力することによって、複数の入力トラック
を 1 つの入力セレクタに結合します。トラックの結合の詳細については、「オーディオ
トラックとオーディオセレクタの詳細 (p. 14)」を参照してください。
c.

オーディオがビデオと別のファイルにある場合は、[External file] (外部ファイル) スライダース
イッチ要素を選択して、Amazon S3 に保存されているオーディオ入力ファイルの URI を指定し
ます。Amazon S3 入力の場合は、URI を直接指定するか、[Browse] (参照) を選択して Amazon
S3 バケットを選択できます。HTTP(S) 入力の場合は、入力ビデオファイルへの URL を指定しま
す。詳細については、「HTTP 入力の要件 (p. 4)」を参照してください。

3.

追加のオーディオアセット (複数の言語トラックなど) がある場合は、[Add audio selector] (オーディ
オセレクタの追加) を選択して、次のアセットに関する情報を指定します (この手順は前述のステップ
での説明を参照してください)。

4.

[Captions selectors] (キャプションセレクタ) セクションで [Add captions selector] (キャプションセレ
クタの追加) を選択して、入力で使用する任意のキャプションセット用の入力キャプションセレクタ
を作成します。ジョブのキャプションの設定の詳細については、「AWS Elemental でキャプションを
設定する MediaConvert ジョブ (p. 121)」を参照してください。

オーディオトラックとオーディオセレクタの詳細
オーディオセレクタは、入力オーディオと出力オーディオを関連付けるために使用します。1 つのオー
ディオセレクタが入力の 1 つ以上のトラックを表すように設定できます。その後、オーディオトラックを
出力に作成し、出力トラックごとに 1 つのオーディオセレクタを関連付けます。
オーディオトラック、オーディオセレクタ、および出力オーディオトラック間の関連付けには、以下の規
則が適用されます。
• 各入力トラックは 1 つ以上のオーディオセレクタと関連付けることができる
• 各オーディオセレクタには 1 つ以上の入力トラックがある
• 各出力トラックには 1 つのオーディオセレクタがある
次の図は、これらの関係を示しています。この図では、入力ファイルに 3 つのオーディオトラックが含ま
れています。オーディオセレクタ 1 は、入力トラック 1 を選択します。オーディオセレクタ 1 は出力オー
ディオトラックと関連付けられているため、入力のトラック 1 と出力のオーディオトラック 1 はコンテ
ンツが同じになります。2 番目の入力オーディオトラックは、オーディオセレクタで選択されていないた
め、出力で使用されません。オーディオセレクタ 2 は、入力のトラック 1 とトラック 3 を選択します。
オーディオセレクタ 2 は出力のオーディオトラック 2 と関連付けられているため、入力のトラック 1 とト
ラック 3 のチャネルが出力のトラック 2 に含まれます。
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チャネルレベルの制御を必要とするワークフローの場合は、オーディオチャネルのリミックス機能を使用
します。リミックス機能は以下のワークフローをサポートしています。
• オーディオトラック内のチャネル順を変更する
• オーディオチャネルを 1 つ以上の入力トラックから異なる出力トラックに移動する
• 複数のチャネルのオーディオを 1 つのチャネルにまとめる
• 1 つのチャネルのオーディオを複数のチャネルに分割する
• オーディオチャネルの音量レベルを調整する

ステップ 3: 出力グループの作成
入力を指定した後に、出力グループを作成します。出力グループを設定するときの選択内容は、ジョブで
作成されるアセットのタイプと、どのデバイスで再生できるかに影響します。次の図は、出力グループの
2 つのカテゴリを示し、出力とセレクタがそのカテゴリ内でどのようにまとめられるかを示しています。

前の図に示しているように、AWS Elemental MediaConvert を使用して、大まかに以下の 2 つのカテゴリ
に分類されるメディアアセットを作成できます。
• ABR ストリーミングパッケージ。エンドビューワーが視聴しながらアセットを少しずつダウンロード
できる、適応ビットレート (ABR) パッケージを作成できます。出力の設定方法に応じて、エンドビュー
ワーのデバイスは高品質または低品質のセグメントをダウンロードすることによって、利用可能な帯域
幅の変化に適応できます。ABR パッケージは、ビデオ、オーディオ、キャプションのコンポーネントの
1 つの「stack」の構成されているため、ABR スタックとも呼ばれます。スタック内またはパッケージ内
の各コンポーネントはレンディションと呼ばれます。
• スタンドアロンファイル。スタンドアロンファイルを作成して、ある場所でそれをホストし、エンド
ビューワーがその場所からファイル全体を一度にすべてダウンロードしてからそれを視聴するようにも
できます。また、スタンドアロンファイルを作成し、パッケージングおよび配信のためにそのファイル
をダウンストリームシステムに送信することもできます。

出力グループを作成するには
1.

[Job] (ジョブ) ペインの [Output groups] (出力グループ) セクションで [Add] (追加) を選択します。
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2.

出力グループのタイプを選択し、[Select] (選択) を選択します。作成するすべてのスタンドアロン
ファイルに対して 1 つのファイル出力グループを作成します。作成する ABR ストリーミングパッ
ケージごとに 1 つの ABR ストリーミング出力グループを作成します。どの ABR ストリーミング出
力グループをジョブに含めるかのガイダンスについては、「ABR ストリーミング出力グループの選
択 (p. 40)」を参照してください。

3.

オプションとして、[Custom group name (カスタムグループ名)] にグループの名前を入力します。こ
こで指定した名前は、コンソールの [Output groups (出力グループ)] セクションに表示されますが、出
力には影響しません。

4.

[Destination] (送信先) で、トランスコードサービスの出力ファイルの保存先となる Amazon S3 の場所
の URI を指定します。URI を直接指定するか、または [Browse] (参照) をクリックして Amazon S3 バ
ケットから選択します。

Note
オプションで、送信先 URI にベース名を追加することもできます。トランスコードサービス
では、このベース名に、個々の出力設定で指定した名前修飾子を付けて、最終的なアセット
の最終的なファイル名が作成されます。
URI でベース名を指定していない場合、トランスコードサービスでは、入力 1 のファイル名
から拡張子を除外してベース名が生成されます。
5.

出力グループ全体に適用する追加設定の値を指定します。これらの設定は、選択した出力グループの
タイプに応じて異なります。個別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを
選択してください。

ステップ 4: 出力を作成する
出力グループを作成した後に、各グループで出力を設定します。各出力グループに入る出力の数は、出力
グループのタイプに応じて異なります。次に例を示します。
• [File] (ファイル) 出力グループで、メディアアセットのすべての要素を 1 つの出力に含めます。これに
は、個別のファイルで提供するオーディオやキャプションを含めることができます。
• ABR ストリーミング出力グループ (CMAF、Apple HLS、DASH ISO、Microsoft Smooth Streaming) の
場合は、メディア要素ごとに個別の出力を作成します。つまり、ビデオ解像度ごとに 1 つの出力、オー
ディオトラックごとに 1 つの出力、キャプション言語ごとに 1 つの出力を指定します。
次のリストで、「ステップ 3: 出力グループの作成 (p. 15)」で作成した出力グループタイプに該当する
手順を選択します。
トピック
• ABR ストリーミング出力グループでの出力の作成 (p. 16)
• ファイル出力グループでの出力の作成と設定 (p. 20)

ABR ストリーミング出力グループでの出力の作成
「ステップ 3: 出力グループの作成 (p. 15)」で設定した ABR ストリーミング出力グループごとに、ABR
ストリーミングパッケージに入れるメディア要素ごとに出力を作成して設定します (次の図を参照)。
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トピック
• ビデオ ABR ストリーミング出力の作成 (p. 17)
• オーディオ ABR ストリーミング出力の作成 (p. 18)
• キャプション ABR ストリーミング出力の作成 (p. 19)
• 追加のマニフェストの作成 (p. 20)

ビデオ ABR ストリーミング出力の作成
出力グループに含めるビデオ出力ごとに、AWS Elemental は 1 MediaConvert つのビデオレンディション
またはセグメント化されたビデオファイルのセットを作成します。1 つのストリーミングパッケージ内で
解像度やビデオ品質が変動する複数のビデオレンディションを使用すると、エンドビューワーのデバイス
で、利用可能な帯域幅にビデオの品質を適応させることができます。

Note
ジョブのビデオ入力セレクタは 1 つだけですが、ABR ストリーミング出力グループには多くの場
合、出力グループごとに複数のビデオ出力があります。

ビデオ ABR ストリーミング出力を作成して設定するには
1.

2.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ぺインで、[Output Groups] (出力グループ)
で、出力を追加したい CMAF、Apple HLS、DASH ISO、または Microsoft Smooth Streaming の出力
グループの下にある [Output 1] (出力 1) を選択します。
出力グループを作成すると、その出力グループに出力 1 MediaConvert を自動的に入力するため、最
初の出力をユーザーが明示的に作成する必要はありません。
[Output settings (出力設定) ] ペインの [Name modifier (名前修飾子)] に値を入力します。
MediaConvert そのファイル名に、そのファイル名に、その出力用に作成するファイルに割り当てら
れている名前修飾子を追加します。ファイルや出力を識別しやすいように、名前修飾子 (例: -videohi-res) を入力します。

3.

[Preset] (プリセット) に表示された定義済み設定セットのいずれかがワークフローに該当する場合
は、それをリストから選択します。プリセットを使用する場合は、この手順の次のステップをスキッ
プします。

4.

ビデオ設定を次のように指定します。
a.

b.

[Output settings] (出力設定) セクションで、全般設定の残りの値を指定します。出力グループタイ
プに応じて、これらの設定にトランスポートストリーム設定や他のコンテナ設定が含まれること
があります。個別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してく
ださい。
[Stream settings] (ストリーム設定) セクションで、ビデオエンコードの値を指定します。ビデオ
設定はデフォルトで選択されているため、このグループの設定を明示的に選択する必要はあり
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ません。個別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してくださ
い。

Note
1 つのジョブにビデオセレクタは 1 つだけであるため、ビデオ出力を設定するときにビ
デオセレクタを明示的に選択する必要はありません。
個々の設定の詳細については、コンソールにある [Info] (情報) リンクを選択してください。
5.

6.

出力にデフォルトでオーディオ設定のグループが含まれている場合は、次のようにして、そのグルー
プを削除します。
a.

[Stream settings] (ストリーム設定) セクションで [Audio 1] (オーディオ 1) を選択します。

b.

[Remove audio] (オーディオの削除) を選択します。

ABR ストリーミングパッケージに複数のビデオレンディションを入れる場合は、この手順の前述のス
テップを繰り返して、ビデオレンディションごとに追加のビデオ出力を作成します。

オーディオ ABR ストリーミング出力の作成
出力グループに含めるオーディオ出力ごとに、AWS Elemental は 1 MediaConvert つのオーディオレン
ディションまたはセグメント化されたオーディオファイルのセットを作成します。複数のオーディオレン
ディションを含める最もよくある理由は、複数の言語オプションを提供するためです。指定した言語が 1
つのみの場合、必要な音声入力は 1 つのみです。

Note
AAC ストリーミング出力の場合、最初のセグメントは他のセグメントよりも長くなります。これ
は、AAC の場合、最初のセグメントには、セグメントの可聴部分の前にサイレントの AAC プリ
ロールサンプルが含まれている必要があるためです。 MediaConvert タイムスタンプにこれらの
余分なサンプルが含まれているため、オーディオは正しく再生されます。

オーディオ ABR ストリーミング出力を作成して設定するには
1.

最初のオーディオトラックの出力を作成します。通常は、1 つのオーディオトラックが 1 つの言語に
対応しています。

Note
CMAF 出力グループの作業をしている場合は、このステップをスキップします。最初のオー
ディオ出力は自動的に作成されます。

2.

a.

[Job] (ジョブ) ペインで、作業する出力グループを選択します。

b.

[Outputs] (出力) ペインで [Add output] (出力の追加) を選択します。

c.

先ほど作成した出力を選択します。

d.

出力にデフォルトでビデオ設定のグループが含まれている場合は、[Remove video] (ビデオの削
除) を選択してそのグループを削除します。[Audio 1] (オーディオ 1) グループの設定は表示された
ままです。

[Output settings (出力設定) ] ペインの [Name modifier (名前修飾子)] に値を入力します。
MediaConvert そのファイル名に、そのファイル名に、その出力用に作成するファイルに割り当てら
れている名前修飾子を追加します。ファイルや出力を識別しやすいように、名前修飾子 (例: -audioenglish) を入力します。

3.

[Preset] (プリセット) に表示された定義済み設定セットのいずれかがワークフローに該当する場合
は、それをリストから選択します。プリセットを使用する場合は、この手順の次のステップをスキッ
プします。
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4.

5.

オーディオ設定を次のように指定します。
a.

[Output settings] (出力設定) セクションで、全般設定の残りの値を指定します。個別の設定の詳細
については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してください。

b.

[Stream settings] (ストリーム設定) の [Audio source] (オーディオソース) で、「ステップ 2: ビデ
オ、オーディオ、字幕の入力セレクタ (p. 13)」で作成したオーディオセレクタのいずれかを選
択します。

c.

[Stream settings] (ストリーム設定) セクションで、オーディオエンコードの値を指定します。個
別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してください。

ABR ストリーミングパッケージに含める追加のオーディオアセットがある場合は、次のようにして、
そのオーディオアセットごとに 1 つの出力を作成します。
a.

[Job] (ジョブ) ペインで、作業する出力グループを選択します。

b.

[Outputs] (出力) ペインで [Add output] (出力の追加) を選択します。

c.

先ほど作成した出力を選択します。

d.

出力にデフォルトでビデオ設定のグループが含まれている場合は、[Remove video] (ビデオの削
除) を選択してそのグループを削除します。[Audio 1] (オーディオ 1) グループの設定は表示された
ままです。

e.

この手順のステップ 2～4 の説明に従って、出力を設定します。

キャプション ABR ストリーミング出力の作成
キャプションの設定は複雑になることがあります。詳細については、「AWS Elemental でキャプションを
設定する MediaConvert ジョブ (p. 121)」を参照してください。基本的な手順としては以下の手順を実行
します。

キャプション ABR ストリーミング出力を作成して設定するには
1.

2.

最初のキャプションセット用の出力を作成します。通常、1 つのキャプションセットは 1 つの言語に
対応しています。
a.

[Job] (ジョブ) ペインで、作業する出力グループを選択します。

b.

[Outputs] (出力) ペインで [Add output] (出力の追加) を選択します。

c.

先ほど作成した出力を選択します。

d.

出力にデフォルトでビデオ設定やオーディオ設定のグループが含まれている場合は、[Remove
video] (ビデオの削除) や [Remove audio] (オーディオの削除) を選択してそのグループを削除しま
す。

e.

[Add captions] (キャプションの追加) を選択すると、キャプション設定のセットが表示されます。

[Output settings (出力設定) ] ペインの [Name modifier (名前修飾子)] に値を入力します。
MediaConvert そのファイル名に、そのファイル名に、その出力用に作成するファイルに割り当て
られている名前修飾子を追加します。ファイルや出力を識別しやすいように、名前修飾子 (例: captions-english) を入力します。

3.

キャプション設定を次のように指定します。
a.

[Output settings] (出力設定) セクションで、全般設定の残りの値を指定します。個別の設定の詳細
については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してください。

b.

[Stream settings] (ストリーム設定) の [Captions source] (キャプションソース) で、「ステップ 2:
ビデオ、オーディオ、字幕の入力セレクタ (p. 13)」で作成したキャプションセレクタのいずれ
かを選択します。

c.

[Stream settings] (ストリーム設定) セクションで、キャプション設定の残りの値を指定します。
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追加のマニフェストの作成
デフォルトでは、CMAF、DASH ISO、Apple HLS、および Microsoft Smooth Streaming の出力グループご
とに 1 MediaConvert つのトップレベルマニフェストを生成します。このデフォルトのマニフェストは、
出力グループ内のすべての出力を参照します。オプションとして、出力グループ内の出力のサブセットの
みを参照する追加のトップレベルマニフェストを作成できます。たとえば、HDR を含むサブスクリプショ
ンを持たない視聴者向けに、HDR 出力を含まないマニフェストを作成できます。

Note
Write DASH manifest) と [Write DASH manifest] (Write DASH manifest) MediaConvert でデフォル
トの有効な値をそのまま使用すると、両方の形式で追加のマニフェストを作成します。これらの
設定のいずれかを無効にすると、 MediaConvert はその形式での追加のマニフェストを作成しま
せん。

追加のマニフェストを作成するには
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、追加のマニフェストを作成する
対象の出力グループを選択します。

2.

右側の [Additional manifests (追加のマニフェスト)] セクションで、[Add manifest (マニフェストの追
加)] を選択します。

3.

[Manifest name modifier (マニフェスト名修飾子)] に、マニフェストファイル名の末尾 (拡張子の前) に
追加するテキストを入力します。この設定は必須です。ファイル名はマニフェストごとに異なる必要
があります。

4.

[Select outputs (出力の選択)] で、マニフェストで参照する出力を選択します。

5.

この手順を繰り返して、最大 10 個のマニフェストを追加できます。追加のマニフェストごとに
[Manifest name modifier (マニフェスト名修飾子)] に異なる値を指定する必要があります。

ファイル出力グループでの出力の作成と設定
ファイル出力グループを使用すると、サービスによって作成される各アセットは、1 つの出力グループで
はなく 1 つの出力に対応します。各アセットには、ビデオ、オーディオ、キャプションのすべての要素が
含まれています。したがって、最初に出力を作成した後に、すべての出力セレクタを設定するのが最も簡
単です。

ファイル出力を作成する
「ステップ 3: 出力グループの作成 (p. 15)」で出力グループを作成した場合は、作成するスタンドアロ
ンファイルごとのファイル出力グループに 1 つの出力を作成して設定します (次の図を参照)。
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ファイル出力グループに出力を作成するには
1.
2.

出力グループを作成すると、AWS Elemental がその出力グループに出力 1 MediaConvert を自動的に
入力するため、ユーザーが明示的に作成する必要はありません。スタンドアロンファイルを 1 つだけ
作成する場合は、この手順の残りをスキップします。
複数のスタンドアロンファイルを作成する場合は、次のように追加の出力を作成します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Output Groups] (出力グ
ループ) の [File group] (ファイルグループ) を選択します。

b.

[Outputs] (出力) ペインで [Add output] (出力の追加) を選択します。

ファイル出力で出力セレクタを設定する
次に、前の手順で作成したファイル出力ごとに、出力セレクタ出力を設定します。次の図は、3 つのタイ
プの出力セレクタを示していて、そのすべてが 1 つの出力に含まれています。

ファイル出力で出力セレクタを設定するには
1.
2.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Output Groups] (出力グループ)
の [File group] (ファイルグループ)で、 [Output 1] (出力 1) を選択します。
[Output settings (出力設定) ] ペインの [Name modifier (名前修飾子)] に値を入力します。
MediaConvert そのファイル名に、そのファイル名に、その出力用に作成するファイルに割り当て
られている名前修飾子を追加します。ファイルや出力を識別しやすいように、名前修飾子 (例: standalone-hi-res) を入力します。

3.

[Preset] (プリセット) に表示された定義済み設定セットのいずれかがワークフローに該当する場合
は、それをリストから選択します。プリセットを使用する場合は、この手順の次のステップをスキッ
プします。

Note

4.

出力プリセットでは、ビデオ、オーディオ、キャプションの各設定に対して最大 1 つのセッ
トを設定できます。したがって、スタンドアロン出力ファイルに複数のオーディオまたは
キャプションのアセットが含まれている場合は、プリセットを使用することはできません。
出力でプリセットを使用できない場合に、開始点としてプリセットの設定を使用するには、
プリセットを選択し、[Preset (プリセット)] ドロップダウンリストで [No preset (プリセット
なし)] を選択します。そうすることによって、プリセットと同じ設定が出力に事前入力され
ます。
出力設定を次のように指定します。
a.

[Output settings] (出力設定) セクションで、全般設定の残りの値を指定します。これらの設定は、
選択したコンテナに応じて異なります。個別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info
(情報)] リンクを選択してください。
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b.

[Stream settings] (ストリーム設定) セクションで、ビデオエンコードの値を指定します。個別の
設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してください。

Note
ビデオ設定タブはデフォルトで選択されているため、このグループの設定を明示的に選
択する必要はありません。

Note
1 つのジョブにビデオセレクタは 1 つだけであるため、ビデオ出力を設定するときにビ
デオセレクタを明示的に選択する必要はありません。
c.

[Audio 1] (オーディオ 1) を選択すると、最初のオーディオアセットのエンコード設定グループが
表示されます。[Audio 1] (オーディオ 1) は [Stream settings] (ストリーム設定) ペインの左側で、
[Video] (ビデオ) の下にあります。

d.

[Stream settings] (ストリーム設定) の [Audio source] (オーディオソース) で、「ステップ 2: ビデ
オ、オーディオ、字幕の入力セレクタ (p. 13)」で作成したオーディオセレクタのいずれかを選
択します。

e.

[Stream settings] (ストリーム設定) セクションで、オーディオエンコードの値を指定します。個
別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してください。

f.

出力にキャプションを含めるには、[Add captions] (キャプションの追加) を選択してキャプション
設定グループを表示します。キャプションの設定の詳細については、「AWS Elemental でキャプ
ションを設定する MediaConvert ジョブ (p. 121)」を参照してください。

ステップ 5: グローバルジョブ設定を指定する
グローバルジョブ設定は、ジョブによって作成されるすべての出力 (次の図を参照) に適用されます。

グローバルジョブ設定を指定するには
1.

[Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (ジョブ設定) セクションで [Settings] (設定) を選択します。

2.

[IAM role] (IAM ロール) で、入力ファイルと出力ファイルが置かれている Amazon S3 バケットへのア
クセス権限がある IAM ロールを選択します。IAM ロールは、AWS Elemental との信頼関係を持って
いる必要があります MediaConvert。このロールの作成の詳細については、「ステップ 5: IAM アクセ
ス許可の設定 (p. 4)」を参照してください。

3.

オプションとして、[Timecode configuration] (タイムコード構成) ペインでジョブ全体のタイムコード
設定を指定します。
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Note
入力の個別のファイルで提供されるオーディオまたはキャプションがジョブに組み込まれて
いる場合、またはグラフィックオーバーレイ (イメージ挿入) を使用する場合は、これらが正
しく設定されていることが特に重要です。
タイムコード設定は 3 つの異なるグループに分かれています。その 3 つの中の 1 つはグロー
バルジョブのタイムコード構成です。タイムコード設定のさまざまなセットおよび AWS
Elemental MediaConvert でタイムコードがどのように管理されるかの詳細については、「」
を参照してくださいタイムコードの設定 (p. 33)。
4.

オプションで、他のジョブ設定の値を指定し、グローバルプロセッサを有効にします。個別の設定の
詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してください。

ジョブ設定で変数を使用する
ジョブ設定では、変数 (形式識別子とも呼ばれる) を使用することができます。形式識別子は、入力ファ
イルまたはジョブの特性に応じて、出力で異なる解決をするジョブ設定に入れることができる値です。こ
れらは、出力プリセット、ジョブテンプレート、および複製して再利用する予定のジョブで特に役立ちま
す。
例えば、Destination (送信先) 設定に日付形式の識別子 $d$ を使用できます。ジョブの開始日および開始時
間で出力を整理する場合は、宛先に s3://mediaconvert-output-bucket/$d$/ と入力します。2020
年 6 月 4 日に開始するジョブの場合、出力は、サービスによって、s3://mediaconvert-outputbucket/20200604/ に作成されます。
利用可能な形式識別子のリストとそれらの使用例については、the section called “設定変数の一覧 (例を含
む)” (p. 23) を参照してください。
ストリーミング出力では動作が異なる形式識別子の詳細については、the section called “ストリーミング出
力で設定変数を使用する” (p. 27) を参照してください。
トピック
• 設定変数の一覧 (例を含む) (p. 23)
• ストリーミング出力で設定変数を使用する (p. 27)
• 最小桁数を指定する (p. 28)

設定変数の一覧 (例を含む)
次の表は、AWS Elemental MediaConvert ジョブで使用できる各形式識別子に関する情報を示していま
す。ストリーミング出力では動作が異なる形式識別子の詳細については、the section called “ストリーミン
グ出力で設定変数を使用する” (p. 27) を参照してください。
形式識別子

ジョブ設定に入力する値 互換ジョブ設定

Date and time

$dt$

送信先
名前修飾子
セグメント修飾子

説明と例
ジョブの開始時刻
(UTC)。
形式:
YYYYMMDDTHHMMSS
例: 2020 年 6 月 4
日の午後 3 時 5:28
に開始されるジョ
ブについては$dt
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形式識別子

ジョブ設定に入力する値 互換ジョブ設定

説明と例
$、20200604T150528が
になります。

Date

送信先

$d$

名前修飾子
セグメント修飾子

Time

送信先

$t$

名前修飾子
セグメント修飾子

Video bitrate

名前修飾子

$rv$

セグメント修飾子

ジョブの開始時間の日付
(UTC)。
形式: YYYYMMDD
例: 2020 年 6 月 4 日に
開始される仕事について
は$d$、20200604がに
なります。
ジョブの開始時刻
(UTC)。
形式: HHMMSS
例: 午後 3:05:28 に開始
されるジョブの場合$t
$、150528はになりま
す。
出力のビデオビット
レート (キロビット) で
す。QVBR 出力の場
合、サービスでは、ビデ
オの最大ビットレート
(キロビット) が使用され
ます。
例: エンコーディング
設定の [ビデオ、ビッ
トレート (ビット/
秒)] をに設定する
と50000000、$rv
$50000に解決されま
す。

Audio bitrate

名前修飾子

$ra$

セグメント修飾子

出力のすべてのオーディ
オのビットレートの合計
(キロビット)。
例: オーディオタブが 1
つしかない出力で、エ
ンコーディング設定
を「オーディオ 1, ビッ
トレート (kbit/s)」に設
定すると256000、$ra
$256000はになりま
す。
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形式識別子

ジョブ設定に入力する値 互換ジョブ設定

Container bitrate

$rc$

名前修飾子
セグメント修飾子

説明と例
出力のオーディオとビデ
オの合計ビットレート
(キロビット)。
例: ビデオ設定タブと
オーディオ 1 設定タブ
のある出力があります。
[エンコード設定]、[ビ
デオ]、[ビットレート
(ビット/秒)] を 5000000
に設定し、[エンコード
設定]、[オーディオ]、
[ビットレート (ビット/
秒)] を [96000] (96 キ
ロビット) に設定した場
合、$rc$ は 5096 に解
決されます。

Video frame width

名前修飾子

$w$

セグメント修飾子

Video frame height

名前修飾子

$h$

セグメント修飾子

フレーム幅または水平解
像度 (ピクセル単位)。
例: エンコーディング設
定を「ビデオ、解像度
(幅 x 高さ)」を1280 x
に設定すると720、$w
$1280に解決されます。
フレームの高さ、または
垂直解像度 (ピクセル単
位)。
例: エンコーディング設
定を「ビデオ、解像度
(幅 x 高さ)」を1280 x
に設定すると720、$h
$720に解決されます。

Framerate

名前修飾子

$f$

セグメント修飾子

フレームレート (1 秒あ
たりのフレーム数) は、
最も近い整数に切り捨て
られます。
例: フレームレートがの
場合59.940、$f$59に
解決されます。
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形式識別子

ジョブ設定に入力する値 互換ジョブ設定

Input file name

$fn$

送信先
名前修飾子
セグメント修飾子

説明と例
入力ファイル名 (ファイ
ル拡張子なし) です。複
数の入力を持つジョブの
場合は、このファイルが
ジョブで最初に指定され
ます。
例: ジョブの入力
1 がの場合s3://
mediaconvertinput/myvideo.mov$fn$、myvideoはになります。

Output container file
extension

名前修飾子

$ex$

セグメント修飾子

出力グループによって異
なります。[ファイルグ
ループ] で、出力コンテ
ナファイルの拡張子を表
します。その他の出力グ
ループの場合は、マニ
フェストの拡張子です。
ファイルグループの例:
出力設定で MPEG2TS を選択すると、$ex
$m2tsコンテナはに変換
されます。
HLS グループの例: 出
力グループが HLS の場
合、$ex$m3u8はに解決
されます。

$

$$

名前修飾子

エスケープ $。

セグメント修飾子

例:
次の値を指定するとしま
す。
• 入力ファイル名:
file1.mp4
• 送信先: s3://
mediaconvertinput/
• 名前修飾子: myvideo$$hi-res出力ファイル名とパスは
s3://mediaconvertinput/my-video$hires-file1.mp4 に解
決されます。
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ストリーミング出力で設定変数を使用する
ジョブ設定の変数 (形式識別子とも呼ばれる) は、Apple HLS と DASH ISO 出力グループの出力では動作が
異なります。違いは以下のとおりです。
Apple HLS 出力の場合
セグメント修飾子の設定で日付と時刻のフォーマット識別子 ($dt$、$t$、$d$) でを使用する場合、これ
らのフォーマット識別子は、ジョブの開始時刻ではなく、各セグメントの完了時刻に解決されます。

Note
高速トランスコードを使用するジョブの場合、セグメントは同時に完了することがあります。つ
まり、日付と時刻の形式識別子は、常に一意の値に解決されるわけではありません。
DASH ISO 出力の場合
[名前修飾子] 設定では、他にも 2 つの形式識別子を使用できます。これらの形式識別子は、出力ファイル
名だけでなく、DASH マニフェストにも影響します。識別子は次のとおりです。
$Number$
出力ファイル名の $Number$ は、1 から増加する数値に解決されます。その結果、セグメントファイ
ル名のデフォルトの 9 桁のセグメント番号が置き換えられます。例:
• Name 修飾子に video_$Number$ を指定した場合、video_1.mp4、video_2.mp4 などのセグメ
ントファイルが作成されます。
• Name 修飾子に video_ のみを指定した場合、サービスは
video_000000001.mp4、video_000000002.mp4 といった名前のセグメントファイルを作成し
ます。
DASH マニフェストでは、AWS Elemental MediaConvert
durationstartNumberSegmentTemplate は以下のように要素の中にとを含めま
す。<SegmentTemplate timescale="90000" media="main_video_$Number$.mp4"
initialization="main_video_$Number$init.mp4" duration="3375000"/>

Note
出力で $Number$ 形式を使用する場合は、出力グループのその他のすべての出力でもその形
式を使用する必要があります。
$Bandwidth$
出力ファイル名で、$Bandwidth$ は、出力の [Video] (ビデオ)、[Bitrate] (ビットレート) のほ
か、[Audio] (オーディオ)、[Bitrate] (ビットレート) に解決されます。この形式識別子を含むかどうか
にかかわらず、サービスのセグメントファイル名では、9 桁のセグメント番号が使用されます。
たとえば、次の値を指定したとします。
• ビデオ、ビットレート (ビット/秒): 50000000
• オーディオ、ビットレート (キロビット/秒): 96.0 (96,000 ビット/秒)
• 名前修飾子: video_$Bandwidth$
$Bandwidth$ の値は 50,096,000 に解決されます。このサービスで
は、video_50096000_000000001.mp4、video_50096000_000000002.mp4 などのセグメント
ファイルが作成されます。
マニフェストでは、AWS Elemental MediaConvert
durationstartNumberSegmentTemplate<SegmentTemplate timescale="90000"
media="main_video_$Bandwidth$.mp4" initialization="main_video_$Bandwidth
$init.mp4" duration="3375000"/> は次のように要素の中にとを含めます。
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$Time$
出力ファイル名で、$Time$ はセグメントの期間 (ミリ秒) に解決されます。この形式識別子を含めた
場合、サービスのセグメントファイル名にデフォルトの 9 桁のセグメント番号は使用されません。
例えば、Name 修飾子に video180__$Time$ を指定した場合、サービスは
video180__345600.mp4、video180__331680.mp4 などのセグメントファイルを作成します。こ
れらの例では、セグメント期間は、345,600 ミリ秒および 331,680 ミリ秒です。
マニフェストで、AWS Elemental MediaConvert SegmentTimelineSegmentTemplate は要素内部
に以下のように含みます。
<Representation id="5" width="320" height="180" bandwidth="200000"
codecs="avc1.4d400c">
<SegmentTemplate media="video180_$Time$.mp4"
initialization="videovideo180_init.mp4">
<SegmentTimeline>
<S t="0" d="345600" r="2"/>
<S t="1036800" d="316800"/>
</SegmentTimeline>
</SegmentTemplate>
</Representation>

Note
出力で $Time$ 形式を使用する場合は、出力グループのその他のすべての出力でもその形式
を使用する必要があります。

最小桁数を指定する
数値を返す形式識別子の場合は、その形式識別子によって解決される最小桁数を指定できます。この操作
を行うと、桁数が少ない任意の値の前にゼロのパディングが追加されます。
桁数を指定するには、以下の構文を使用します。%0[number of digits]。 $この値をフォーマット識
別子の最後の直前に置きます。
たとえば、ビデオフレームの高さが 720 で、ファイル名に 0720 と表示されるように最低 4 桁を指定する
とします。そのためには、形式識別子 ($h%04$) を使用します。

Note
値が、指定した桁数で表すには大きすぎる場合は、それ以上の桁数で解決します。
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AWS Elemental MediaConvert で複数
の入力および入力クリップをアセン
ブルする
次を使用できます。 MediaConvert にとってアセンブリワークフロー。アセンブリワークフローは、
MediaConvert 別の編集ソフトウェアを必要とすることなく、基本的な入力クリッピングと入力スティッチ
ングを実行して、さまざまなソースからの出力アセットをアセンブルするジョブ。たとえば、アセンブリ
ワークフローでは、バンパーに続けて広告が挿入されたフィーチャーコンテンツを構成できます。フィー
チャーコンテンツでは、各フィーチャーセグメントの先頭にロゴグラフィックオーバーレイを表示する場
合があります。
この種のジョブでは、複数の入力の出力をアセンブルします (入力ステッチ) または入力の一部 (入力ク
リッピング). MediaConvert は、このアセンブリからすべてのジョブの出力を作成します。複数の異なる入
力ファイルのクリップや複数の異なる入力の組み合わせから出力を構成する場合は、アセンブリごとに別
のジョブを作成する必要があります。
トピック
• MediaConvert でタイムラインを使用しジョブをアセンブルする方法 (p. 29)
• アセンブリワークフロージョブの設定 (p. 31)
• タイムコードの設定 (p. 33)

MediaConvert でタイムラインを使用しジョブをア
センブルする方法
MediaConvert は、入力タイムライン と出力タイムラインに従って入力および入力クリップをアセンブル
します。サービスは、指定した設定に基づいて、これらのタイムラインを構成し、これらのタイムライン
に基づいて入力を出力としてアセンブルします。次の図に、3 つの独立した入力タイムラインと 1 つの出
力タイムラインを示します。
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トピック
• 入力タイムライン (p. 30)
• 出力タイムライン (p. 30)

入力タイムライン
各入力には独自の入力タイムラインがあります。入力タイムラインは、次の一連のタイムコードです。
MediaConvert は、入力ファイルの各フレームを表すために生成されます。
デフォルトでは、入力タイムラインは入力ビデオに埋め込まれたタイムコードと同じです。入力設
定の [Timecode source] (タイムコードソース) で別の開始タイムコードを指定できます。API または
SDK を使用する場合は、この設定はジョブの JSON ファイルにあります。設定名は TimecodeSource
で、Settings および Inputs にあります。詳細については、「the section called “入力タイムコードソー
スによる入力タイムラインの調整” (p. 33)」を参照してください。
MediaConvert は、以下の目的に入力タイムラインを使用します。
• 入力グラフィックオーバーレイ (挿入されたイメージ) をビデオ内に表示するタイミングを指定する。入
力オーバーレイと出力オーバーレイの違いの詳細については、「入力オーバーレイと出力オーバーレイ
からの選択 (p. 153)」を参照してください。
• 動的グラフィックオーバーレイ (挿入されたイメージ) をビデオに表示するタイミングを指定する。グラ
フィックオーバーレイの各タイプの詳細については、「イメージ挿入 (グラフィックオーバーレイ) を使
用する (p. 153)」を参照してください。
• ビデオとタイムコードベース形式のサイドカーキャプションを同期させる。サイドカーキャプション
は、ビデオとは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
• 入力クリップの指定時に設定したタイムコードを解釈する。

出力タイムライン
-出力タイムラインその一連のタイムコードですか MediaConvert は、出力に埋め込むためにを生成しま
す。 MediaConvert また、は、ジョブ内のすべての出力に適用されるフィーチャに出力タイムラインのタ
イムコードを使用します。
デフォルトでは、出力タイムラインは、最初の入力ファイルのビデオに埋め込まれたタイムコードと同じ
です。[Job settings] (ジョブ設定) の下にあるジョブ全体の [Timecode configuration] (タイムコードの設定)
において別の開始タイムコードを指定できます。API または SDK を使用する場合は、これらの設定はジョ
ブの JSON ファイルにあります。これらの設定は、Settings および TimecodeConfig の下にありま
す。詳細については、「ジョブ全体のタイムコード設定による出力タイムラインの調整 (p. 34)」を参照
してください。
MediaConvert は、以下の目的で出力タイムラインを使用します。
• 出力タイムコードの設定で [タイムコードの挿入] を有効にした場合に、出力ビデオに埋め込むタイム
コードを指定する。
• 出力オーバーレイ (挿入されたイメージ) をビデオに表示するタイミングを指定する。グラフィック
オーバーレイの各タイプの詳細については、「イメージ挿入 (グラフィックオーバーレイ) を使用す
る (p. 153)」を参照してください。
• HLS バリアントプレイリストに時間を表示する方法を指定する。
• [Anchor timecode (アンカータイムコード)] の値の指定時に設定したタイムコードを解釈する。
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アセンブリワークフロージョブの設定
入力クリッピング、入力スティッチング、グラフィックオーバーレイ、サイドカーキャプションの同期な
ど、アセンブリワークフロー機能を組み合わせたジョブを設定するには、次の手順に従います。この手順
どおりに実行すると、セットアップが容易になります。特に、入力クリップは最後に指定することをお勧
めします。これは、各入力タイムラインが個別のクリップのフレームではなく、入力全体のフレームをカ
ウントするためです。

Note
音声のみのジョブに入力クリッピングを使用することはできません。すべてのジョブ出力にはビ
デオが必要です。
この手順は、入力タイムラインと出力タイムラインの概念に依存しています。詳細については、
「MediaConvert でタイムラインを使用しジョブをアセンブルする方法 (p. 29)」を参照してください。

アセンブリワークフロージョブを設定するには (コンソール)
1.

ビデオの入力ファイルを指定します。
最大 150 までの入力を 1 つのジョブに追加できます。 MediaConvert は、入力を追加した順に結合し
ます。同じ入力ファイルに属する複数のクリップを使用し、それらのクリップ間に他の入力を入れず
に時系列順に結合する場合は、その入力ファイルを一度だけ指定します。
詳細な手順については、「the section called “ステップ 1: 入力ファイルを指定する” (p. 10)」を参照し
てください。

2.

オーディオセレクタを設定します。
入力ごとに、入力オーディオを出力にマッピングするためのオーディオセレクタを作成します。手順
については、「ステップ 2: ビデオ、オーディオ、字幕の入力セレクタ (p. 13)」を参照してください。
サイドカーオーディオファイルでは、 MediaConvert は、タイムコードに関係なくオーディオとビデ
オを同期します。 MediaConvert は、オーディオファイルのスタートとビデオファイルのスタートを
合わせます。
オーディオがサイドカーファイルにあるかビデオに埋め込まれているかにかかわらず、入力オーディ
オセレクタの [オフセット] 設定を使用して同期を調整できます。[オフセット] に正の値を指定する
と、オーディオは入力タイムラインの後方に移動します。負の値を指定すると、オーディオは前方に
移動します。

3.

サイドカーキャプションを同期させます。
サイドカーキャプションの同期を設定する方法は、入力キャプションの形式によって異なります。
• 入力キャプションの形式がタイムコードベース (SCC や STL など) の場合、サービスはキャプショ
ンファイル内のタイムコードと入力タイムラインを同期させます。
• 入力キャプションの形式がタイムスタンプベース (SRT、SMI、TTML など) の場合は、タイムコー
ドに関係なくキャプションとビデオを同期させます。

関連情報
• 入力タイムコードソースとキャプションのアラインメントについて (p. 126)
• the section called “入力タイムコードソースによる入力タイムラインの調整” (p. 33)
• キャプションの設定 (p. 121)
4.

任意のグラフィックオーバーレイまたは動的グラフィックオーバーレイを表示するタイミングを設定
します。
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オーバーレイを表示するタイミングを指定する方法は、指定するオーバーレイの種類によって異なり
ます。
• 入力の静的グラフィックオーバーレイの場合は、そのオーバーレイを表示する入力にオーバーレイ
を指定します。開始時間と終了時間を、その入力のタイムラインと一致するタイムコードで指定し
ます。
• 出力の静的グラフィックオーバーレイの場合は、出力タイムラインに基づいてオーバーレイを表示
するタイミングを指定します。
• 動的グラフィックオーバーレイの場合は、入力タイムラインに基づいてオーバーレイを表示するタ
イミングを指定します。

関連情報
• the section called “入力タイムコードソースによる入力タイムラインの調整” (p. 33)
• the section called “ジョブ全体のタイムコード設定による出力タイムラインの調整” (p. 34)
• イメージ挿入 (グラフィックオーバーレイ) を使用する (p. 153)
5.

入力クリップを指定します。
あなたが望んでいない限り MediaConvert 入力の継続時間全体を含めるには、入力ごとに入力クリッ
プを指定します。開始時間と終了時間を、その入力のタイムラインと一致するタイムコードで指定し
ます。
入力クリップを次のように設定します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。

b.

[Input clips] (入力クリップ) セクションで、[Add input clip] (入力クリップの追加) を選択します。

c.

追加する最初のクリップの開始タイムコードと終了タイムコードを入力します。フレーム番号を
持つ 24 時間形式 (フレーム番号) を使用します。HH: MM: SS: FF。
入力タイムラインと合致するタイムコードを必ず指定します。デフォルトでは、 MediaConvert
入力動画に埋め込まれたタイムコードに基づいて入力クリッピングを行います。タイムコードの
合わせ方は、入力ビデオにタイムコードが埋め込まれているかどうかによって異なります。
• 入力にタイムコードが埋め込まれていない場合は、[Timecode source (タイムコードソース)] を
[Start at 0 (0 から開始)] または [Specified start (指定した開始)] に設定する必要があります。
• 入力した場合するタイムコードが埋め込まれていて、欲しい MediaConvert それらを使うに
は、タイムコードソースで、デフォルト値のままにしておきます。埋め込み。それに応じてク
リップの開始時間と終了時間を指定します。
たとえば、入力の [Timecode source (タイムコードソース)] が [Embedded (埋め込み)] に設
定されていて、ビデオに 01:00:00:00 で始まるタイムコードが埋め込まれている場合、30 秒
のクリップの開始タイムコードを 00:00:30:00 ではなく 01:00:30:00 として定義します。デ
フォルトでは、入力タイムラインはビデオに埋め込まれたタイムコードと同じです。入力の
[Timecode source (タイムコードソース)] 設定を調整することで、入力タイムラインの基準にな
るものを変更できます。
• 12 時間未満の入力クリップの長さを指定します。
詳細については、「入力タイムコードソースによる入力タイムラインの調整 (p. 33)」を参照し
てください。

d.

追加のクリップを指定します。複数のクリップは時系列でなければならず、重なり合うことはで
きません。各開始タイムコードは、前のクリップの終了タイムコードの後に配置する必要があり
ます。
複数の入力クリップを指定すると、すべてのクリップが指定した順で出力に表示されます。
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タイムコードの設定
MediaConvert は、トランスコードされたビデオフレームをタイムコードで管理します。サービスは、そ
れが構成した入力タイムラインと出力タイムラインのタイムコードを使用して、出力アセットの要素を
整列させます。各タイプのタイムラインから影響を受ける機能およびタイムラインの動作については、
「MediaConvert でタイムラインを使用しジョブをアセンブルする方法 (p. 29)」を参照してください。
タイムコード設定は 3 つのグループに明確に区分され、それぞれがコンソールの 3 つの異なる場所にあり
ます。
• 入力タイムコードの設定
入力設定の [タイムコードソース] は、入力タイムラインに影響します。
• ジョブ全体のタイムコード設定
[ジョブの設定] の [タイムコード設定] は、出力タイムラインに影響します。
• 出力タイムコード設定
[出力] のタイムコード設定は、タイムコード情報を各出力に表示するかどうかと表示方法を決定しま
す。これらの設定は、出力の内容にのみ影響し、タイムコードの指定には影響しません。
フレームの精度を提供するために、AWS Elemental MediaConvert では、ミリ秒ではなくフレーム番号で
フレームを指定するタイムコードを使用します。すべてのタイムコードは、フレーム番号を持つ 24 時間
形式 (フレーム番号) で表します。HH: MM: SS: FF。ドロップフレームの場合、 MediaConvert フレーム番
号の前にセミコロンを使用します。HH: MM: SS; FF.
トピック
• 入力タイムコードソースによる入力タイムラインの調整 (p. 33)
• ジョブ全体のタイムコード設定による出力タイムラインの調整 (p. 34)
• 出力へのタイムコードの配置 (p. 36)

入力タイムコードソースによる入力タイムラインの調
整
入力の設定で指定した [タイムコードソース] の値は、その入力の入力タイムラインに影響します。入力タ
イムラインの影響を受ける機能については、「入力タイムライン (p. 30)」を参照してください。

入力の [タイムコードソース] 設定を調整するには (コンソール)
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。

2.

[]ビデオセレクタ,タイムコードソースで、かどうかを指定します。 MediaConvert 入力からタイムコー
ドを読み込むか、生成します。 MediaConvert は、ゼロから始まるタイムコード、または指定した開
始タイムコードから始まるタイムコードを生成できます。[タイムコードソース] のオプションは次の
とおりです。
• 埋め込み: 入力動画に埋め込まれたタイムコードを使用します。これは、デフォルト値です。

Note
入力ビデオに埋め込まれたタイムコードがある場合にのみ、この値を選択してください。
• 0 から開始: 入力の最初のフレームのタイムコードを 00:00:00:00 に設定します。
• 指定された開始: サービスは、入力の最初のフレームのタイムコードを、設定で指定した値に設定し
ます。開始タイムコード。
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ソースに関係なく、タイムコードはフレーム番号を持つ 24 時間形式 (フレーム番号) で表します。HH:
MM: SS: FF。

入力の TimecodeSource ([タイムコードソース]) 設定を調整するには (API、SDK、および AWS
CLI)
•

JSON ジョブ仕様で、Settings および Inputs にある TimecodeSource の値を設定を含めます。
次のように TimecodeSource の値を選択します。
• 埋め込み: 入力動画に埋め込まれたタイムコードを使用します。これは、デフォルト値です。

Note
入力ビデオに埋め込まれたタイムコードがある場合にのみ、この値を選択してください。
• ゼロベース: 入力の最初のフレームのタイムコードを 00:00:00:00 に設定します。
• 指定した開始: 入力の最初のフレームのタイムコードを、設定で指定した値に設定します。開始タイ
ムコード。

ジョブ全体のタイムコード設定による出力タイムライ
ンの調整
ジョブ全体の [タイムコード設定] に指定した値は、出力タイムラインに影響します。出力タイムラインの
影響を受ける機能については、「出力タイムライン (p. 30)」を参照してください。

ジョブ全体のタイムコード設定を調整するには (コンソール)
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインで、[Settings] (設定) を選択しま
す。

2.

[Timecode configuration] (タイムコード設定) セクションの [Source] (ソース) で、以下のいずれかの値
を選択します。
• 埋め込み: サービスは、動画に埋め込まれているすべてのタイムコードを使用します。
• 0 から開始: 埋め込まれたタイムコードを無視し、最初の動画フレームにタイムコード 00:00:00:00
(HH: MM: SS: FF) を割り当てます。
• 指定された開始: 埋め込まれたタイムコードを無視し、最初の動画フレームに指定した値を割り当て
ます。開始タイムコード。
[Start Timecode] (開始タイムコード) フィールドは、[Specified start] (指定した開始) を選択したと
きに表示されます。
API または SDK を使用する場合は、この設定はジョブの JSON ファイルにあります。設定名は
Source で、Settings および TimecodeConfig 内にあります。
[Source] (ソース) の値を選択しない場合は、デフォルトで [Embedded] (組み込み) が使用されます。

Note
入力ビデオにタイムコードが埋め込まれておらず、[Source] を [Embedded] に設定するか、
[Source] を未指定のままにした場合、出力にタイムコードは含まれません。つまり、サイド
カーキャプションやグラフィックオーバーレイなど、タイムコードベースの開始時刻を必要
とする機能が出力に表示されません。
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3.

[Anchor Timecode] (アンカータイムコード) の値を設定します。
アンカータイムコードに依存する編集プラットフォームを使用する場合は、[Anchor timecode] (アン
カータイムコード) を使用して、入力フレームと出力フレームのタイムコードが一致する時点を指定
します。フレーム番号を持つ 24 時間形式 (フレーム番号) を使用します。HH: MM: SS: FF。この設定
ではフレームレート変換は無視されます。
[Anchor timecode] (アンカータイムコード) のシステム動作は、[Source] (ソース) の設定に応じて異な
ります。
• [Source] (ソース) として [Start at 0] (0 から開始) を選択すると、アンカーフレームは [Anchor
timecode] (アンカータイムコード) で指定したタイムコードになり、00:00:00:00 からカウントされ
ます。
たとえば、[Anchor timecode] (アンカータイムコード) を 01:00:05:00 に設定すると、アンカーフ
レームはビデオの 1 時間 5 秒経過後になります。
• [Source] (ソース) として [Embedded] (埋め込み) を選択すると、アンカーフレームは [Anchor
timecode] (アンカータイムコード) で指定したタイムコードになり、最初の埋め込まれたタイムコー
ドからカウントされます。
たとえば、埋め込みタイムコードが 01:00:00:00 から開始する場合、[Anchor timecode] (アンカータ
イムコード) を 01:00:05:00 に設定すると、アンカーフレームはビデオの 5 秒経過後になります。
• [Source] (ソース) として [Specified start] (指定した開始) を選択すると、アンカーフレームは
[Anchor timecode] (アンカータイムコード) で指定したタイムコードになり、最初のフレームに指定
したタイムコードからカウントされます。
たとえば、開始タイムコードとして 00:30:00:00 を指定し、[Anchor timecode] (アンカータイムコー
ド) を 01:00:05:00 に設定すると、アンカーフレームはビデオの 30 分 5 秒経過後になります。
API または SDK を使用する場合は、この設定はジョブの JSON ファイルにあります。設定名は
Anchor で、Settings および TimecodeConfig の場所にあります。
[Anchor timecode] (アンカータイムコード) の値を設定しないと、サービスではアンカータイムコード
が使用されません。

4.

[Timestamp offset] (タイムスタンプオフセット) で、日付を指定します。この設定は、 program-datetime スタンプ。[Timestamp offset] (タイムスタンプオフセット) では、時間とフレーム番号に影響を与
えることなく、タイムコードの日付を上書きします。この設定は、 program-date-time 出力にスタン
プします。
API または SDK を使用する場合、この設定はジョブの JSON ファイルに記載されています。設定名
は TimestampOffset で、Settings および TimecodeConfig の場所にあります。

ジョブ全体のタイムコード設定を調整するには (API、SDK、および AWS CLI)
1.

JSON ジョブ仕様で、Settings および TimecodeConfig にある ソース の値を設定します。次のい
ずれかの値を選択します。
• 埋め込み: サービスは、動画に埋め込まれているすべてのタイムコードを使用します。
• ゼロベース: 埋め込まれたタイムコードを無視し、最初の動画フレームにタイムコード 00:00:00:00
(HH: MM: SS: FF) を割り当てます。
• 指定した開始: 埋め込まれたタイムコードを無視し、最初の動画フレームに指定した値を割り当てま
す。開始タイムコード。
[Start Timecode] (開始タイムコード) フィールドは、[Specified start] (指定した開始) を選択したと
きに表示されます。
35

MediaConvert ユーザーガイド
出力へのタイムコードの配置

[Source] (ソース) の値を選択しない場合は、デフォルトで [Embedded] (組み込み) が使用されます。

Note
入力ビデオにタイムコードが埋め込まれておらず、[Source] を [Embedded] に設定するか、
[Source] を未指定のままにした場合、出力にタイムコードは含まれません。つまり、サイド
カーキャプションやグラフィックオーバーレイなど、タイムコードベースの開始時刻を必要
とする機能が出力に表示されません。
2.

オプション。JSON ジョブ仕様で、Settings および TimecodeConfig にある Anchor の値を設定
します。
アンカータイムコードに依存する編集プラットフォームを使用する場合は、Anchor を使用して、入
力フレームと出力フレームのタイムコードが一致する時点を指定します。フレーム番号を持つ 24 時
間形式 (フレーム番号) を使用します。HH: MM: SS: FF。この設定ではフレームレート変換は無視され
ます。
Anchor のシステム動作は、Source の設定によって異なります。
• Source に ZEROBASED を選択した場合、アンカーフレームは Anchor に指定したタイムコードと
なり、00:00:00:00 からカウントされます。
たとえば、Anchor を 01:00:05:00 に設定すると、アンカーフレームはビデオの 1 時間 5 秒経過後
になります。
• Source に EMBEDDED を選択した場合、アンカーフレームは Anchor に指定したタイムコードとな
り、最初の埋め込まれたタイムコードからカウントされます。
たとえば、埋め込みタイムコードが 01:00:00:00 から開始する場合、Anchor を 01:00:05:00 に設定
すると、アンカーフレームはビデオの 5 秒経過後になります。
• Source に SPECIFIEDSTART を選択した場合、アンカーフレームは Anchor で指定したタイム
コードとなり、最初のフレームに指定したタイムコードからカウントされます。
たとえば、開始タイムコードとして 00:30:00:00 を指定し、Anchor を 01:00:05:00 に設定すると、
アンカーフレームはビデオの 30 分 5 秒経過後になります。

3.

オプション。JSON ジョブ仕様で、Settings および TimecodeConfig にある TimestampOffset
の値を設定します。日付は、次の形式で指定します。YYYY-MM-DD。 例:2008-06-26。
この設定は、プログラム日時スタンプをサポートする出力にのみ適用されます。[Timestamp offset]
(タイムスタンプオフセット) では、時間とフレーム番号に影響を与えることなく、タイムコードの日
付を上書きします。この設定は、 program-date-time 出力にスタンプします。

出力へのタイムコードの配置
出力ごとにタイムコード関連の設定は、次の 2 つあり、それぞれ個別に調整できます。タイムコード挿
入そしてタイムコード焼き付け。

タイムコードメタデータの挿入
-タイムコード挿入設定では、出力にメタデータにタイムコードを埋め込むかどうかを決定します。
MediaConvert は、出力コーデックに応じて、この情報を自動的に適切な場所に配置します。MPEG-2
と QuickTime コーデック (Apple ProRes など) は、タイムコードをビデオi-frameメタデータに挿入しま
す。H.264 (HEVC) と H.265 (AVC) の場合、タイムコードは SEI (Supplemental Enhancement Information)
ピクチャタイミングメッセージに挿入されます。
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タイムコードのメタデータを出力に含めるには (コンソール)
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。

2.

[ストリーム設定] の [タイムコードの挿入] で、[挿入] を選択してタイムコードのメタデータを含めま
す。タイムコードのメタデータを省略するには、[無効] を選択します。

タイムコードのメタデータを出力に含めるには (API、SDK、および AWS CLI)
•

JSON ジョブ仕様で、Settings、OutputGroups、Outputs および VideoDescription にある
TimecodeBurnin の値を設定を含めます。
タイムコードのメタデータを含めるには、PIC_TIMING_SEI を使用します。タイムコードのメタ
データを省略するには、DISABLED を使用します。

ビデオフレームへのタイムコードの焼き付け
[Timecode burn-in] (タイムコードの焼き付け) 設定では、特定の出力でビデオフレーム自体に可視のタイム
コードを刻み込むかどうかを決定します。タイムコードは、オーバーレイではなく、ビデオフレームの永
続的な一部となります。

出力にタイムコードを焼き付けるには (コンソール)
1.
2.
3.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。
[Stream settings] (ストリーム設定) の [Preprocessors] (プリプロセッサ) で、[Timecode burn-in] (タイ
ムコードの焼き付け) を選択します。
オプションで、[Prefix] (プレフィックス)、[Font size] (フォントサイズ)、および [Position] (位置) の
各設定の値を指定します。これらの値を指定しない場合でも、以下のデフォルト値を使用してタイム
コードが出力に焼き付けられます。
• [Prefix] (プレフィックス): プレフィックスなし
• フォントサイズ: エクストラスモール (10)
• Position: トップセンター
各設定の詳細については、[Timecode burn-in] (タイムコードの焼き付け) の横にある [Info] (情報) リン
クを選択してください。

出力にタイムコードを焼き付けるには (API、SDK、および AWS CLI)
1.

JSON ジョブ仕様で、TimecodeBurnin 設定を含めます。TimecodeBurnin
は、Settings、OutputGroups、Outputs、VideoDescription、VideoPreprocessors にあ
ります。

2.

オプションで、TimecodeBurnin の子である設定の値を指定します。これらの値を指定しない場
合、タイムコードは以下のデフォルト値を使用して出力に焼き付けられます。
• Prefix: プレフィックスなし
• FontSize: 10
• Position: TOP_CENTER
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AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert
1 つの MediaConvert ジョブで作成できる出力の形式として、スタンドアロンファイル (.mp4 ファイルな
ど)、適応ビットレート (ABR) ストリーミングのファイルセット (Apple HLS パッケージなど)、または両方
の組み合わせを選択できます。出力グループとその出力を作成する場合、ジョブで生成するファイルの数
とタイプを指定します。
あなたがMediaConvertジョブが完了しました。Amazonを使用できますCloudFront、または別のコンテン
ツ配信ネットワーク (CDN) を使用して、ストリーミングパッケージを配信します。CDN は、それを視聴
したい人にあなたのビデオを取得します。詳細については、「」を参照してください。で、ビデオオンデ
マンド (VOD) を配信するCloudFront。
このセクションのトピックでは、次の関係について説明します。MediaConvert出力グループMediaConvert
出力、および実際の出力ファイルMediaConvertDelivered to you
トピック
• AWS Elemental を使用するMediaConvertストリーミングパッケージタイプまたはスタンドアロンファ
イルを指定するための出力グループ (p. 38)
• ABR ストリーミング出力グループの選択 (p. 40)
• HLS プレーヤーのバージョンサポート (p. 43)

AWS Elemental を使用するMediaConvertストリー
ミングパッケージタイプまたはスタンドアロンファ
イルを指定するための出力グループ
AWS ElementalMediaConvert出力の動作は、所属先の出力グループのタイプに応じて異なります。
ファイル
でファイルoutput グループを設定すると、各出力はスタンドアロン出力ファイルになります。
たとえば、動画、オーディオ、キャプションのすべてがまとめられた 1 つの出力を設定できます。ま
た、TTML などのサイドカーキャプションに別個の出力を設定することもできます。
ストリーミング出力パッケージ
次の出力グループでは、設定する出力は、単一のアダプティブビットレート（ABR）ストリーミング
パッケージの個別の部分です。CMAF,Apple HLS,DASH ISO, およびMicrosoft Smooth Streaming。
ABR 出力グループでは、各出力は通常、メディアの 1 つの要素です。つまり、各出力は適応ビットレート
(ABR) スタック内の 1 つのスライスです。たとえば、ビデオの 3 つの解像度ごとに出力、2 つのオーディ
オ言語トラックそれぞれの出力、2 つのキャプション言語のそれぞれに対する出力があるとします。
次の図は、ABR 出力グループ内の出力と、次のファイルの関係を示しています。MediaConvert作成する。
オレンジ色の各ボックスは、出力グループ内の 1 つの出力に対応しています。この例では、3 つの解像度
の動画、2 つの言語のオーディオ、および 2 つの言語のキャプションがあります。このパッケージには、
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セグメント化されたオーディオ、動画、キャプションのファイル、およびダウンロードするファイルとそ
のファイルをいつ再生するかをプレイヤーに指示するマニフェストファイルが含まれています。

1 つのジョブでは複数(0 個以上)の スタンドアロンファイルと複数(0 個以上)のパッケージをストリーミ
ングします。複数のスタンドアロンファイルを作成するには、ジョブに 1 つのファイル出力グループを
追加し、その出力グループに複数の出力を追加します。複数のストリーミングパッケージを作成するに
は、CMAF、Apple HLS、DASH ISO、または Microsoft Smooth Streaming の複数の出力グループをジョブ
に追加します。
次の図は、2 つのスタンドアロン .mp4 ファイル、2 つの Apple HLS パッケージ、および 1 つの CMAF
パッケージを生成する MediaConvert ジョブを示しています。

ジョブ内の出力グループと出力の設定方法については、「AWS Elemental でジョブを設定する
MediaConvert (p. 9)」を参照してください。
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ABR ストリーミング出力グループの選択
自分のデバイスにストリーミングする視聴者用のメディアアセットを作成するには、1 つまたは複数
の適応ビットレート (ABR) 出力グループを選択します。Apple HLS、DASH ISO、Microsoft Smooth
Streaming、または CMAF. 出力グループのタイプによって、MediaConvert がその出力グループから作成
するファイルをどのメディアプレーヤーで再生できるかが決まります。

Note
CMAF、DASH ISO、または Microsoft Smooth Streaming 出力グループを設定するときは、必ず
フラグメント長を正しく設定してください。フラグメント長の設定については、「ストリーミン
グ出力のフラグメント長の設定 (p. 41)」を参照してください。
以下の表は、出力グループとメディアプレーヤーの関係の概要を示しています。
再生するデバイス

使用する出力グループ

Apple デバイス (2013年頃より古い)

Apple HLS

Apple デバイス (新型)

CMAF

Android デバイス、ほとんどのスマート TV

CMAF または DASH ISO

Microsoft デバイス

Microsoft Smooth Streaming

Note
MediaConvert では、ジョブあたりではなく、トランスコードされた出力時間の 1 分あたりに対
して料金が請求されます。したがって、ジョブに出力グループを追加すると、料金が高くなりま
す。
たとえば、ジョブの場合は、Apple HLS パッケージと DASH ISO パッケージがあるジョブは、
トランスコード設定が同じであれば、いずれかのパッケージだけのジョブの 2 倍の料金になりま
す。

どの出力グループが必要かを判断するには
1.

トランスコードしたメディアアセットを、エンドビューワーがどのデバイスで再生できるようするか
を決めます。利用可能なすべてのデバイスでアセットを再生できるようにする場合は、次の出力グ
ループを含めます。
• Apple HLS
• DASH ISO または CMAF

2.

• Microsoft Smooth Streaming
高度なエンコード機能を使用するかどうかを検討します。次のいずれかの動画を Apple デバイスに配
信するには、CMAF 出力グループも含める必要があります。
• H.igh-dynamic-range(HDR) ビデオ
• H.265 (HEVC) でエンコードされた動画
一般的な DASH 対応のすべてのプレイヤーは CMAF 対応でもあるため、CMAF 出力を含める場合は
DASH ISO 出力を作成する必要はありません。

Note
動画セグメント化拡張機能子タイプ .mp4 が明示的に必要である、一般的ではない DASH プ
レイヤーがいくつかあります。MediaConvert は、CMAF 動画セグメントを .cmfv 形式で出力
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します。そのようなプレイヤーに対応する出力を作成するには、DASH ISO 出力グループを
ジョブに含めます。
3.

コストとのトレードオフを検討します。
2013 年頃より前に生産されたプレイヤーをサポートする必要がない場合、かつ .mp4 動画セグメント
を必要とするまれな DASH プレイヤーをサポートする必要がない場合は、DASH ISO と Apple HLS
の両方の出力グループではなく、1 つの CMAF 出力グループを含めることができます。DASH ISO と
Apple HLS の個別のパッケージではなく 1 つの CMAF パッケージを作成すると、保存および配信する
必要があるのは 1 セットの動画とオーディオだけであるため、動画ストレージや配信のコストも削減
できます。

ストリーミング出力のフラグメント長の設定
HLS 以外のすべての ABR ストリーミング出力グループ (CMAF、DASH、Microsoft Smooth Streaming) の
場合、[Fragment length (フラグメント長)] (FragmentLength) に指定する値は、他の出力設定で指定した
値と一致している必要があります。[Fragment length (フラグメント長)] の設定が正しくない場合、視聴者
が出力動画を見るときにプレーヤーがクラッシュする可能性があります。プレーヤーが動画の最後に追加
のセグメントを想定し、存在しないセグメントをリクエストすることが、その原因として考えられます。
[Fragment length (フラグメント長)] は、[Closed GOP cadence (クローズド GOP ケイデンス)]
(GopClosedCadence)、[GOP size (GOP サイズ)] (GopSize)、[Framerate (フレームレート)]
(FramerateNumerator、FramerateDenominator) の値によって制限されます。コンソールと
JSON ジョブ仕様でこれらの設定を見つける方法については、「フラグメント長に関連する設定の検
索 (p. 42)」を参照してください。

Note
出力の [Framerate (フレームレート)] を [Follow source (ソースに従う)] に設定した場合は、入力
動画ファイルのフレームレート (出力のフレームレートとして機能) が、出力の [Fragment length
(フラグメント長)] に指定した値と一致していることを確認します。

フラグメント長のルール
[Fragment length (フラグメント長)] は整数であり、以下の値の倍数であることが必要です。
[GOP size (GOP サイズ)] x [Closed GOP cadence (クローズド GOP ケイデンス)] ÷ [Framerate (フレーム
レート)]

フラグメント長の例
例: 正しい設定
クローズド GOP ケイデンス = 1
フレームレート = 30
[GOP size (GOP サイズ)] = 60 フレーム
[Fragment length (フラグメント長)] = 2
例: 不正な設定
クローズド GOP ケイデンス = 1
フレームレート = 50
[GOP size (GOP サイズ)] = 90 フレーム
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[Fragment length (フラグメント長)] = 2

フラグメント長に関連する設定の検索
[Fragment length (フラグメント長)] を設定するときは、[Closed GOP cadence (クローズド GOP ケイデン
ス)]、[GOP size (GOP サイズ)]、[Framerate (フレームレート)] の値を確認します。

フラグメント長
フラグメント長は、コンソールまたは JSON ジョブ仕様を使用して設定できます。[Fragment length (フラ
グメント長)] 設定は出力グループに適用され、グループ内のすべての出力に影響します。

[Fragment length (フラグメント長)] 設定を見つけるには (コンソール)
1.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブ[] の [] ペインの []出力グルー
プで、CMAF、DASH ISO、または Microsoft Smooth Streaming 出力グループの名前を選択します。

2.

右側のグループ設定セクションで、[Fragment length (フラグメント長)] を見つけます。
グループ設定セクションには、[CMAF group settings (CMAF グループ設定)]、[DASH ISO group
settings (DASH ISO グループ設定)]、または [MS Smooth group settings (MS Smooth グループ設定)]
というタイトルが付いています。

[Fragment length (フラグメント長)] 設定を見つけるには (JSON ジョブ仕様)
•

以下の例のように、OutputGroupSettings の子として FragmentLength を見つけます。
{

"Settings": {
...
"Inputs": [
...
],
"OutputGroups": [
{
"Name": "DASH ISO",
"OutputGroupSettings": {
"Type": "DASH_ISO_GROUP_SETTINGS",
"DashIsoGroupSettings": {
"SegmentLength": 30,
"FragmentLength": 2,
"SegmentControl": "SINGLE_FILE",
"HbbtvCompliance": "NONE"
}
},
...

クローズド GOP ケイデンス、GOP サイズ、フレームレート
コンソールまたは JSON ジョブ仕様を使用して、[Closed GOP cadence (クローズド GOP ケイデンス)]、
[GOP size (GOP サイズ)]、[Framerate (フレームレート)] を設定できます。これらの設定は各出力に個別
に適用されます。これらの設定を指定するときは、出力グループの各出力に設定した値が、出力グループ
の [Fragment length (フラグメント長)] に設定した値に対応していることを確認します。

Note
ABR スタックには複数の出力があります。必ず各出力でこれらの値を設定してください。
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出力のエンコード設定を見つけるには (コンソール)
1.
2.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブ左側のペインの下出力グループ[]
で、次のような出力の名前を選択します。出力 1,出力 2などといった具合です。
[Encoding settings (エンコード設定)] セクションで、[Video (動画)] タブが自動的に選択されます。
このタブで、[Closed GOP cadence (クローズド GOP ケイデンス)]、[GOP size (GOP サイズ)]、
[Framerate (フレームレート)] を見つけます。

出力のエンコード設定を見つけるには (JSON ジョブ仕様)
•

以下の例のように、コーデック設定の子として
GopClosedCadence、GopSize、FramerateNumerator、FramerateDenominator を見つけま
す。この例では、コーデックは H_264 であるため、コーデック設定の親は H264Settings です。
{

"Settings": {
...
"Inputs": [
...
],
"OutputGroups": [
{
"Name": "DASH ISO",
...
},
"Outputs": [
{
"VideoDescription": {
...
"CodecSettings": {
"Codec": "H_264",
"H264Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"NumberReferenceFrames": 3,
"Syntax": "DEFAULT",
"Softness": 0,
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 60,
...
"FramerateNumerator": 60,
"FramerateDenominator": 1
}
},
...
},

HLS プレーヤーのバージョンサポート
AWS Elemental で作成するほとんどの HLS アセットMediaConvertは、HLS プレーヤーバージョン 2 以降
と互換性があります。MediaConvert で使用する機能によっては、一部のアセットで HLS プレイヤーバー
ジョン 2 よりも後のバージョン (3、4、5 など) が必要になります。MediaConvert では、有効にする機能
に基づいて自動的にプレイヤーバージョンのメタデータが設定されます。
プレイヤーの更新サポートが必要な機能は以下のとおりです。
I-frame only manifest: [HLS Output]
[Include] (含める) を選択すると、ビューワーは HLS プレーヤーバージョン 4 以降でアセットを再生で
きます。
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[Exclude] (除外) を選択すると、ビューワーは HLS プレーヤーバージョン 2 以降でアセットを再生で
きます。
オーディオトラックのタイプ: [HLS Output]
オーディオバリアントのいずれかとして [Alternate audio] (代替オーディオ) オプションの 1 つを選択
すると、ビューワーは HLS プレーヤーバージョン 4 以降でアセットを再生できます。
[Audio track type] (オーディオトラックタイプ) として [Audio-only variant stream] (オーディオ専用バ
リアントストリーム) を選択するか、どのオーディオバリアントに対しても [Audio track type] (オー
ディオトラックタイプ) を選択しない場合、ビューワーは HLS プレーヤーバージョン 2 以降でアセッ
トを再生できます。
DRM 暗号化方法: [HLS 出力グループ] > [DRM 暗号化] > [暗号化方法]
[DRM encryption] (DRM 暗号化) の [Encryption method] (暗号化方法) で、[SAMPLE-AES] を選択する
と、ビューワーは HLS プレーヤーバージョン 5 以降でアセットを再生できます。
[DRM encryption] (DRM 暗号化) の [Encryption method] (暗号化方法) で別の値を選択すると、ビュー
ワーは HLS プレーヤーバージョン 2 以降でアセットを再生できます。
説明的なビデオサービスフラグ: [HLS 出力] グループ/ [出力 (オーディオのみ)] > [出力設定] > [説明ビデオ
サービスフラグ]
この設定は CMAF 出力グループでも使用できます。[CMAF 出力] グループ/ [出力] > [CMAF コンテナ
設定] > [詳細設定] > [説明ビデオサービスフラグ]
この設定を見つけるには、HLS または CMAF 出力にオーディオ設定のみが含まれている必要がありま
す。HLS 出力では、デフォルトを削除する必要があります動画タブ。
[] を選択する場合フラグにとって説明的なビデオサービスフラグの場合、ビューワーは HLS プレー
ヤーバージョン 5 以降でアセットを再生できます。
準拠した Apple HLS 出力を作成するには、説明的なビデオサービスフラグにフラグ[] を設定する必要
があります。オーディオトラックのタイプに代替オーディオ、自動選択、デフォルトまたは代替オー
ディオ、自動選択、デフォルトではない。
Manifest duration format: [HLS 出力グループ] > [Apple HLS group] > [Advanced] > [Manifest
マニフェスト期間形式を [Integer] (整数) に設定すると、ビューワーは HLS プレーヤーバージョン 2
以降でアセットを再生できます。
マニフェスト期間形式を [Floating point] (浮動小数点) に設定すると、ビューワーは HLS プレーヤー
バージョン 3 以降でアセットを再生できます。
セグメントコントロール: [HLS Output group] > [Apple HLS group settings]
セグメントコントロールを [Single file] (1 つのファイル) に設定すると、ビューワーは HLS プレー
ヤーバージョン 4 以降でアセットを再生できます。
セグメントコントロールを [Segmented files] (セグメント化ファイル) に設定すると、ビューワーは
HLS プレーヤーバージョン 2 以降でアセットを再生できます。
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[] へのアクセスをセットアップする
AWSAWS Elemental のアカウント
MediaConvert出力
ステップ 5: IAM アクセス許可の設定 (p. 4) で説明している通常のアクセス許可の設定に従うと、AWS ア
カウントに属するユーザーのみが出力ファイルにアクセスできます。
しかし、他の AWS アカウントのユーザーに対してジョブの出力へのアクセスを許可したい場合もありま
す。たとえば、顧客に代わってトランスコードジョブを実行し、この顧客にジョブの出力へのアクセスを
許可したい場合があります。これには以下の 2 つの方法があります。
• Amazon S3 バケットへのアクセス権を Amazon S3 バケットに付与します。
これを行う場合は、MediaConvert で出力ファイルを自分のバケットに書き込み、このバケットへのアク
セスを別のアカウントに許可します。
• MediaConvert で別のアカウントが所有するバケットに出力ファイルを書き込む。
おれはよMediaConvertAmazon S3 の既定アクセスコントロールリスト (ACL) を出力に適用します。既
定の ACL は、必要なアクセス許可を含む定義済みの ACL です。
これを行う場合、出力ファイルの所有者は自分ですが、MediaConvert によってバケットの所有者に出力
へのアクセスが許可されます。
トピック
• 出力された Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与する (p. 45)
• 別のアカウントの Amazon S3 バケットに出力を書き込む (p. 46)

出力された Amazon S3 バケットへのアクセス権を
付与する
あなたの出力が欲しいとします。MediaConvertジョブは自分が所有する Amazon S3 バケットにあるが、
このバケットは別のバケットに属するユーザーが別のバケットに属したいとします。AWSアカウントは
それらへのアクセスを許可します。アクセスを許可するには、出力バケットに Amazon S3 バケットポリ
シーを追加します。
このアクセスを付与する方法のチュートリアルについては、を参照してください。例 2: バケット所有者
がクロスアカウントのバケットアクセス許可を付与するのAmazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ド。
次のバケットポリシーの例では、出力バケットへのアクセスを許可します。

{

"Id": "Policy1572454561447",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Sid": "Stmt1572454547712",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket/*",
"Principal": {
"AWS": [
"111122223333"
]
}

別のアカウントの Amazon S3 バケットに出力を書
き込む
あなたのアウトプットが欲しいときMediaConvert別のバケットが所有する Amazon S3 バケットにある
ジョブAWSアカウントでは、そのアカウントの管理者と協力して、ファイルの書き込みアクセス権を付与
するバケットアクセス許可ポリシーを追加し、Amazon S3 の既定アクセスコントロールリスト (ACL) を出
力に追加します。次に、そのバケットに書き込むとともに、既定の ACL bucket-owner-full-control
を自動的に追加するように MediaConvert ジョブを設定します。
この設定の結果として、ファイルは自分が所有しますが、ファイルの場所は別のアカウントのバケット内
になります。バケットの所有者は、ファイルへのフルアクセス権を持ちます。

別のアカウントが所有するバケットに出力を書き込むには
1.

別のアカウントの管理者と協力して、出力ファイルの書き込み先の Amazon S3 バケットにバケット
ポリシーを追加します。詳細については、「」を参照してください。S3 バケットポリシーを追加する
方法のAmazon Simple Storage Service ユーザーガイド。
次のバケットポリシーの例では、必要なアクセス許可を付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy1570060985561",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1570060984261",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole"
]
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectAcl",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket",
"arn:aws:s3:::bucket/*"
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}

2.

]

}

]

そのバケットに出力を書き込むジョブに対して、次のようにバケット所有者のフルコントロール ACL
を適用します。
a.
b.
c.

通常どおりにジョブを設定します。詳細については、「ジョブの設定 (p. 9)」を参照してくださ
い。
出力用の別のアカウントの Amazon S3 バケットを指定します。送信先。リポジトリの []ジョブ
の作成[] ページ、ジョブ左側のペインで、出力グループを選択します。右側のグループ設定セク
ションで、[Destination (出力先)] を見つけます。
の有効化アクセスコントロール[] を選択してから、バケット所有者のフルコントロールにとっ
て既定アクセスコントロールリスト。
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AWS Elemental の使用MediaConvert
ジョブ
ジョブはメディアファイルの変換作業を行います。ジョブを作成するときに、MediaConvert がトランス
コードを実行するときに必要な情報を指定します。たとえば、トランスコードするファイル、トランス
コード後のファイル名と保存場所、適用する高度な機能などを指定します。
ジョブは次の方法で使用できます。
• ジョブの作成— ジョブを作成するときに、同時にそのジョブを処理のためにキューに送信します。処理
に必要なリソースが利用可能になると、キューから処理が自動的に開始されます。リソース割り当ての
詳細については、「その方法は?MediaConvertオンデマンドキューを使用してリソースを割り当てて、
ジョブの優先度を付ける (p. 66)」を参照してください。
実行方法

参照先

各設定を手動で指定する

ジョブを作成する (p. 8)

ジョブテンプレートからジョブを作成する

ジョブテンプレートを使用したジョブの作
成 (p. 59)

出力プリセットを使用して出力設定を指定する

出力プリセットの使用 (p. 53)

直近の実行済みジョブを複製する

完了済みジョブの複製 (p. 48)

エクスポートした JSON ファイルから、以前に実
行したジョブを複製する

ジョブのエクスポートおよびインポー
ト (p. 49)

• ジョブの履歴を表示する— 過去 3 か月以内に作成したジョブのレコードを
表示できます。このレコードでは、ジョブの設定とジョブの完了ステータス
(SUBMITTED、PROGRESSING、COMPLETE、ERROR) が示されます。3 か月を経過したジョブレ
コードは、MediaConvert によって自動的に削除されます。
ジョブ履歴の一覧表示と表示については、「ジョブ履歴の表示 (p. 51)」を参照してください。
• ジョブのキャンセル— ジョブを送信した後、ジョブの出力が出力の Amazon S3 バケットにアップロー
ドされる前であればいつでもジョブをキャンセルできます。
ジョブのキャンセルについては、「ジョブのキャンセル (p. 52)」を参照してください。

AWS Elemental の作成MediaConvert完了済みジョ
ブを複製してジョブを実行する
以前に実行したジョブに類似したジョブを作成するには、ジョブ履歴から完了済みジョブを複製し、必要
な設定変更を行います。

直近の完了済みジョブに基づいてジョブを作成するには
1.

を開くMediaConvertコンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
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2.

MediaConvert コンソールのナビゲーションバーで、完了済みジョブを作成したリージョンを選択しま
す。
完了済みジョブは、そのジョブが作成されたリージョンでのみ表示されます。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[ジョブ] を選択して [ジョブ] ページを表示します。

Tip
必要に応じて、[Status (ステータス)] ドロップダウンリストで [完了] を選択して、ジョブの
リストを正常に完了したジョブだけにフィルタ処理します。
5.

[ジョブ] ページで、ジョブ履歴の [ジョブ ID] 列から、複製するジョブを選択します。

6.

[Job summary] (ジョブの概要) ページで [Duplicate] (複製) ボタンをクリックします。

7.

新しいジョブで異なるようにするすべての設定を変更します。
各設定の詳細については、設定の横、または設定のグループの見出しの横にある [Info] (情報) リンク
を選択してください。

Tip
ジョブごとに異なる可能性がある設定として、入力ファイルの場所、出力先の場所、出力の
名前修飾子などがあります。自分の AWS アカウントと異なるアカウントを持つ顧客のトラ
ンスコードジョブを実行する場合は、[Job settings] (ジョブ設定) にある [IAM role] (IAM ロー
ル) も変更する必要があります。
8.

ページの下部にある [Create (作成)] ボタンを選択します。

AWS Elemental のエクスポートおよびインポート
MediaConvertジョブ
完了済み MediaConvert ジョブは 3 か月間、[ジョブ] ページに残ります。実行してから 3 か月を過ぎた
ジョブに基づいて新しいジョブを実行できるようにするには、ジョブを完了後にエクスポートして保存し
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ます。実行するジョブの数によっては、リスト内の特定のジョブを見つけて複製するよりも、ジョブをエ
クスポートしてインポートする方が簡単です。

完了済みジョブをエクスポートするには
1.

を開くMediaConvertコンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

MediaConvert コンソールのナビゲーションバーで、エクスポートするジョブが作成されたリージョン
を選択します。
完了済みジョブは、そのジョブが作成されたリージョンでのみ表示されます。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[ジョブ] を選択して [ジョブ] ページを表示します。

Tip
必要に応じて、[Status (ステータス)] ドロップダウンリストで [完了] を選択して、ジョブの
リストを正常に完了したジョブだけにフィルタ処理します。
5.

[ジョブ] ページで、ジョブ履歴の [ジョブ ID] 列から、エクスポートするジョブを選択します。

6.

[Job summary (ジョブの概要)] ページで、[JSON のエクスポート] ボタンを選択します。

7.

MediaConvert コンソールの操作に使用するコンピュータのハードドライブで、エクスポートされた
JSON ジョブ仕様のファイルのある場所を選択し、そのファイルを保存します。

以前にエクスポートした完了済みジョブをインポートしてジョブを作成するには
1.

を開くMediaConvertコンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

MediaConvert コンソールのナビゲーションバーで、新しいジョブを作成するリージョンを選択しま
す。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[ジョブ] を選択して [ジョブ] ページを表示します。

5.

[ジョブ] ページで、[Import job (ジョブのインポート)] ボタンを選択します。

6.

新しいジョブで異なるようにするすべての設定を変更します。
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各設定の詳細については、設定の横、または設定のグループの見出しの横にある [Info] (情報) リンク
を選択してください。

Tip
ジョブごとに異なる可能性がある設定として、入力ファイルの場所、出力先の場所、出力の
名前修飾子などがあります。異なる顧客に対してトランスコーディングジョブを実行する場
合AWSアカウントからアカウントを作成する場合は、IAM ロール下Job 設定。
7.

ページの下部にある [Create (作成)] ボタンを選択します。

AWS Elemental の表示MediaConvertジョブの履歴
所定のリージョンで自分の AWS アカウントを使用して作成した MediaConvert ジョブの最近の履歴を表示
できます。3 か月を過ぎると、ジョブのレコードはサービスによって自動的に削除されます。
[ジョブ]ページには、正常に完了したジョブだけでなく、エラーで終了したジョブ、キャンセルされたジョ
ブ、現在処理中のジョブ、キューで待機中のジョブも表示されます。ジョブ履歴のリストは、ジョブのス
テータスおよびジョブの送信先キューでフィルタリングできます。リストから特定のジョブを選択して、
そのジョブの設定を表示することもできます。

ジョブを一覧表示するには
1.

を開くMediaConvertコンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

MediaConvert コンソールのナビゲーションバーで、ジョブを作成したリージョンを選択します。複数
のリージョンで作成したジョブがある場合は、リージョンごとに個別に表示する必要があります。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Jobs] (ジョブ) を選択します。

5.

必要に応じて、ドロップダウンリストから選択して、ステータスおよびキューでリストをフィルタリ
ングします。

6.

ジョブの詳細を表示するには、ジョブ ID を選択してジョブのJob 概要ページで.
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AWS Elemental をキャンセルするMediaConvert
ジョブ
以下の手順では、AWS Elemental を使用してジョブをキャンセルする方法について説明しま
す。MediaConvertconsole.

ジョブをキャンセルするには
1.

を開くMediaConvertコンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

ページの上部にあるナビゲーションバーで、キャンセルするジョブを作成したリージョンを選択しま
す。

3.

(省略可能であるが推奨) キャンセルするジョブがまだ開始されていない場合は、サービスによって
ジョブの処理が開始されないように、そのジョブが入っているキューを一時停止します。

4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。
[Queues] (キュー) を選択します。
一時停止するキューの名前を選択します。

d.
e.

[Edit queue] (キューの編集) を選択します。
[Status] (ステータス) ドロップダウンリストで [Pause] (一時停止) を選択します。

コンソールの左側のナビゲーションペインで、[ジョブ] を選択します。
[ジョブ] ページで、キャンセルするジョブの横にあるオプション ( ) を選択します。
[ジョブのキャンセル] ボタンをクリックします。
キューを一時停止していた場合は、ジョブの処理が再開されるように、そのキューを再度アクティブ
にします。
a.
b.
c.

左のナビゲーションペインで [Queues] (キュー) を選択します。
一時停止していたキューの名前を選択します。
[Status] (ステータス) ドロップダウンリストで [Active] (アクティブ) を選択します。
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AWS Elemental の使用 MediaConvert
出力プリセット
出力プリセットを使用すると、トランスコードの推奨設定のグループが提供されるため、ジョブの設定に
かかる時間を短縮できます。ジョブテンプレートは、トランスコードジョブ全体に適用されます。一方、
出力プリセットはトランスコードジョブの 1 つの出力に適用されます。ジョブテンプレートの詳細につい
ては、「ジョブテンプレートの使用 (p. 59)」を参照してください。
ユーザー用に指定された設定を持つシステムプリセットを使用することも、独自の設定を持つカスタムプ
リセットを作成することもできます。デフォルト設定のみで始めて新しいカスタムプリセットを作成する
ことも、システムプリセットを複製して自分のワークフローに合わせて調整してカスタムプリセットとし
て保存することもできます。
トピック
• 出力プリセットの使用 AWS Elemental の出力の指定 MediaConvert ジョブ (p. 53)
• 出力プリセットの表示 MediaConvert (p. 54)
• でカスタムプリセットの作成 MediaConvert (p. 54)
• のシステムプリセットに基づいたカスタムプリセットの作成MediaConvert (p. 56)
• でカスタムプリセットの変更 MediaConvert (p. 57)
• カスタムプリセットの削除 (p. 58)

出力プリセットの使用 AWS Elemental の出力の指
定 MediaConvert ジョブ
のアウトプットを指定すると MediaConvert ジョブの場合は、出力設定ごとに個別に選択する代わりに、
出力プリセットを使用できます。

出力プリセットを使用してジョブの出力を指定するには
1.
2.

通常の方法でジョブを作成します (「ステップ 6: ジョブを作成する (p. 8)」を参照)。
出力グループを作成します (「ステップ 3: 出力グループの作成 (p. 15)」を参照)。

Tip
多くのジョブにおいては、そのジョブで作成したビデオを再生するデバイスのタイプごとに
1 つの出力があります。
3.
4.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。出力は、
[Output groups] (出力グループ) セクションの、該当する出力グループの下に一覧表示されています。
[Output settings] (出力設定) ペインで、[Preset] (プリセット) ドロップダウンリストから出力プリセッ
トを選択します。個別の設定の詳細については、各設定の横にある [Info (情報)] リンクを選択してく
ださい。

Note
[Preset] (プリセット) ドロップダウンリストには、その出力が属する出力グループのタイプで
動作するプリセットのみが示されます。
5.

[Name modifier] (名前修飾子) で、その出力から作成されるファイルを識別する一連の文字を入力しま
す。たとえば、最も低解像度の DASH 出力グループの出力の場合は -DASH-lo-res を使用します。
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6.

プリセットを使用して指定する、ジョブ内の出力ごとに上記のステップを繰り返します。

7.

ジョブの作成を完了します (「ステップ 6: ジョブを作成する (p. 8)」を参照)。

出力プリセットの表示 MediaConvert
に付属するシステムのプリセットを一覧表示できます。 MediaConvert で追加したカスタムプリセット
AWSリージョン。また、個別のプリセットの設定を表示することもできます。

出力プリセットを一覧表示するには
1.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

カスタムプリセットがある場合は、のナビゲーションバー MediaConvert コンソールの場合は、カス
タムプリセットを作成したリージョンを選択します。
システムプリセットの一覧はリージョンに関係なく同じです。カスタムプリセットは、そのプリセッ
トが作成されたリージョンにおいてのみ表示されます。

3.
4.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。
[Output presets] (出力プリセット) を選択します。

5.

[Output presets] (出力プリセット) ペインで、[Presets] (プリセット) ドロップダウンリストから
[Custom presets] (カスタムプリセット) または [System presets] (システムプリセット) を選択しま
す。
システムプリセットを表示している場合は、オプションで、プリセットのリストをカテゴリ別にフィ
ルタリングできます。そうするには、[Category] (カテゴリ) ドロップダウンリストから選択します。
個々のプリセットの設定を表示するには、プリセットのリストからプリセット名を選択します。

6.
7.

でカスタムプリセットの作成 MediaConvert
出力プリセットでは、トランスコードジョブの 1 つの出力に適用される設定を指定します。システムプリ
セットにはユーザー用に指定されている出力設定があります。カスタムプリセットには、ユーザーまたは
同じ AWS アカウントの別のユーザーによって指定された設定があります。

54

MediaConvert ユーザーガイド
カスタムプリセットをゼロから作成する

カスタムプリセットは、このトピックで説明しているように、設定を個別に指定するとこによって作成で
きます。または、「システムプリセットからカスタムプリセットを作成する (p. 56)」で説明しているよ
うに、既存のプリセットを複製して修正することによってカスタムプリセットを作成できます。

カスタム出力プリセットを作成するには
1.
2.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
のナビゲーションバー MediaConvert コンソールの場合は、プリセットを作成するリージョンを選択
します。
システムプリセットはすべてのリージョンで利用できます。カスタムプリセットは、そのプリセット
が作成されたリージョンにおいてのみ表示されます。

3.
4.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。
[Output presets] (出力プリセット) を選択します。

5.

[Output presets] (出力プリセット) ペインで [Create Preset] (プリセットの作成) ボタンをクリックしま
す。

6.

[Preset settings] (プリセット設定) ペインで、新しいプリセットの名前を指定します。その他のフィー
ルドは省略可能です。オプションで、説明やカテゴリを指定します。
これらの値は、カスタムプリセットを後で見つけるのに役立ちます。詳細については、「」を参照し
てください。出力プリセットの一覧および表示 (p. 54)。

7.

[Preset settings] (プリセット設定) ペインで、出力のコンテナを選択します。

Tip
このプリセットを使用して作成する出力タイプに適したコンテナを指定することが重要で
す。ジョブの作成時にシステムプリセットまたはカスタムプリセットを選択する場合、そ
の出力グループで有効なコンテナを指定しているプリセットのみがコンソールに表示されま
す。
8.

出力設定を選択します。

9.

各設定の詳細については、設定の横、または設定のグループの見出しの横にある [Info] (情報) リンク
を選択してください。
ページの下部にある [Create (作成)] ボタンを選択します。
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のシステムプリセットに基づいたカスタムプリセッ
トの作成MediaConvert
MediaConvert では、ユーザーがシステムプリセットを変更することは許可されていません。システムプリ
セットに類似していて少し設定が異なるプリセットを使用する場合は、システムプリセットを複製し、そ
の設定をカスタマイズし、それをカスタムプリセットとして保存できます。

システムプリセットに基づいたカスタム出力プリセットを作成するには
1.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバー MediaConvert コンソールの新しいプリセットを作成するリージョンを選択し
ます。
システムプリセットはすべてのリージョンで利用できます。カスタムプリセットは、そのプリセット
が作成されたリージョンにおいてのみ表示されます。

3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Output presets] (出力プリセット) を選択します。

5.

[Output presets] (出力プリセット) ペインで、[Presets] (プリセット) ドロップダウンリストから
[System presets] (システムプリセット) を選択します。

6.

作成するカスタムプリセットに最も類似しているシステムプリセットの名前を選択します。

7.

[Preset details] (プリセットの詳細) ページで [Duplicate] (複製) を選択します。

8.

[Create Preset] (プリセットの作成) ページで、新しいプリセットの名前を指定します。オプション
で、説明やカテゴリを変更します。
これらの値は、カスタムプリセットを後で見つけるのに役立ちます。詳細については、「」を参照し
てください。出力プリセットの一覧および表示 (p. 54)。

9.

出力設定を変更します。
各設定の詳細については、設定の横、または設定のグループの見出しの横にある [Info] (情報) リンク
を選択してください。
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10. ページの下部にある [Create (作成)] ボタンを選択します。

Note
このボタンは、ジョブを作成するための [Create] (作成) ボタンと似ていますが、ここでは、
クリックするとカスタムプリセットが作成されます。

でカスタムプリセットの変更 MediaConvert
カスタムプリセットの設定やフィールド値を調整できます。システムプリセットを変更することはできま
せんが、それを複製してその複製を修正できます (「システムプリセットからカスタムプリセットを作成
する (p. 56)」を参照)。
プリセットを変更した後は、そのプリセットを使用している次のジョブは新しい設定を使用して実行され
ます。
• そのカスタムプリセットが直接指定されているジョブ。
• そのカスタムプリセットを使用しているテンプレートに基づいて作成したジョブ。
• そのカスタムプリセットを使用しているジョブのジョブ履歴から複製したジョブ。元のジョブにおいて
は、その実行時点でのプリセットの設定が使用されていましたが、新しいジョブでは現在の設定が使用
されます。

カスタム出力プリセットを変更するには
1.
2.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
のナビゲーションバー MediaConvert コンソールの場合は、変更するプリセットを作成したリージョ
ンを選択します。
システムプリセットはすべてのリージョンで利用できます。カスタムプリセットは、そのプリセット
が作成されたリージョンにおいてのみ表示されます。

3.
4.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。
[Output presets] (出力プリセット) を選択します。
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5.

変更するカスタムプリセットの名前を選択します。

6.
7.

設定を調整します。
[Save] (保存) を選択します。

カスタムプリセットの削除
AWS リージョンで追加したカスタムプリセットを削除できます。システムプリセットを削除することはで
きません。

カスタムプリセットを削除するには
1.
2.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
のナビゲーションバー MediaConvert コンソールの場合は、削除するプリセットを作成したリージョ
ンを選択します。

3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.
5.

[Output presets] (出力プリセット) を選択します。
削除するカスタムプリセットの名前を選択します。

6.

[Preset details] (プリセットの詳細) ページで [Delete preset] (プリセットの削除) を選択します。
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AWS Elemental の使用 MediaConvert
ジョブテンプレート
ジョブテンプレートを使用すると、トランスコードの推奨設定のグループが提供されるため、ジョブの設
定にかかる時間を短縮できます。ジョブテンプレートは、トランスコードジョブ全体に適用されます。一
方、出力プリセットはトランスコードジョブの 1 つの出力に適用されます。出力プリセットの詳細につい
ては、「出力プリセットの使用 (p. 53)」を参照してください。
ユーザー用に指定された設定を持つシステムジョブテンプレートを使用することも、独自の設定を持つカ
スタムジョブテンプレートを作成することもできます。カスタムジョブテンプレートは、デフォルト設定
のみで始めてゼロから作成できます。または、システムジョブテンプレートを複製し、その複製をワーク
フローに合わせて調整し、カスタムジョブテンプレートとして保存することもできます。
トピック
• ジョブテンプレートを使用して AWS Elemental のジョブを作成する MediaConvert (p. 59)
• AWS Elemental でのジョブテンプレートの一覧表示と表示 MediaConvert (p. 61)
• AWS Elemental でカスタムジョブテンプレートを作成する MediaConvert (p. 62)
• AWS Elemental でカスタムジョブテンプレートを変更する MediaConvert (p. 63)
• AWS Elemental でカスタムジョブテンプレートを削除する MediaConvert (p. 64)

ジョブテンプレートを使用して AWS Elemental の
ジョブを作成する MediaConvert
ジョブテンプレートはトランスコードジョブ全体に適用され、複数のジョブで同じ値のままにする設定値
が提供されます。ジョブ自体で、入力設定と AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロール
を指定します。これらの値は、ジョブごとに変動する可能性が高いため、テンプレートには保存されてい
ません。

ジョブテンプレートを使用してジョブを作成するには
1.

を開く MediaConvert コンル:https://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバー MediaConvert コンルAWSジョブを作成する [リージョン] を選択します。これ
はほとんどいつもAWS入力ファイルが保存されているリール。
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3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Job templates] (ジョブテンプレート) を選択します。

5.

[Job templates] (ジョブテンプレート) ペインで、[Templates] (テンプレート) ドロップダウンリスト
から [Custom job templates] (カスタムジョブテンプレート) または [System job templates] (システム
ジョブテンプレート) を選択します。

Note
カスタムジョブテンプレートはAWSこれらのを作成したリール。あなたが選ぶときカスタム
ジョブテンプレートでは、で作成されたジョブテンプレートだけが表示されますAWSこの手
順の最初に選択したリージョン。
6.

使用するジョブテンプレートの名前を入力します。

7.

[Job template details] (ジョブテンプレートの詳細) ページで [Create job] (ジョブの作成) を選択しま
す。

8.

[Job] (ジョブ) ペインの [Inputs] (入力) セクションで [Add] (追加) を選択します。

9.

入力のビデオ、オーディオ、およびキャプションの設定を指定します。

Note
オーディオセレクタとキャプションセレクタは必ず、ジョブテンプレートで指定されている
出力に対応した方法で指定します。
10. [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (ジョブ設定) セクションで [Settings] (設定) を選択します。
11. 左Job 設定ペインの []IAM ロールドロップダウンリストで、アクセスできるようににアクセス許可を
付与するために作成したサービスロールを選択します。MediaConvert ユーザーに代わってリソースに
アクセスします。このロールを作成する手順については、「開始方法 (p. 2)」を参照してください。
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AWS Elemental でのジョブテンプレートの一覧表
示と表示 MediaConvert
に付属しているシステムジョブテンプレートを一覧表示できます。 MediaConvert で追加したカスタム
ジョブテンプレートAWSリージョン。個々のジョブテンプレートの設定を確認することもできます。

ジョブテンプレートを一覧表示するには
1.

を開く MediaConvert コンル:https://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

カスタムジョブテンプレートがある場合は、[Job テンプレート] を選択します。 MediaConvert コンル
AWSカスタムテンプレートが作成されたリージョン。
システムジョブテンプレートの一覧は以下に関係なく同じです。AWSリージョン。カスタムジョブテ
ンプレートはAWSこれらのを作成したリール。

3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Job templates] (ジョブテンプレート) を選択します。

5.

[Job templates] (ジョブテンプレート) ペインで、[Templates] (テンプレート) ドロップダウンリスト
から [Custom job templates] (カスタムジョブテンプレート) または [System job templates] (システム
ジョブテンプレート) を選択します。

6.

システムジョブテンプレートを表示している場合は、オプションで、ジョブテンプレートのリストを
カテゴリ別にフィルタリングできます。そうするには、[Category] (カテゴリ) ドロップダウンリスト
から選択します。

7.

個々のジョブの設定を表示するには、ジョブテンプレートの一覧からそのジョブテンプレートの名前
を選択します。
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AWS Elemental でカスタムジョブテンプレートを
作成する MediaConvert
ジョブテンプレートでは、トランスコードジョブのすべての出力に適用される設定を指定します。システ
ムジョブテンプレートにはユーザー用に指定されている出力設定があります。カスタムジョブテンプレー
トには、ユーザーまたは同じ AWS アカウントの別のユーザーによって指定された設定があります。
各出力の設定を個別に指定することによって、ジョブテンプレートを作成できます。または、各出力の設
定に対してプリセットを指定することによって、カスタムプリセットを作成できます (「出力プリセット
の使用 (p. 53)」を参照)。

カスタムジョブテンプレートを作成するには
1.

を開く MediaConvert コンル:https://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバー MediaConvert コンルAWSジョブテンプレートを作成するリージョン。
システムジョブテンプレートはすべてで利用できますAWSリージョン。カスタムジョブテンプレート
はAWSそれらを作成したリージョン。

3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Job templates] (ジョブテンプレート) を選択します。

5.

[Job templates] (ジョブテンプレート) ペインで [Create template] (テンプレートの作成) ボタンをク
リックします。

6.

[General information] (全般的な情報) ペインで、新しいジョブテンプレートの名前を指定します。その
他のフィールドは省略可能です。オプションで、説明やカテゴリを指定します。
これらの値は、カスタムテンプレートを後で見つけるのに役立ちます。詳細については、「ジョブテ
ンプレートの一覧表示と表示 (p. 61)」を参照してください。

7.

[Job template] (ジョブテンプレート) ペインで、入力、出力グループ、出力、およびジョブ全体の設定
を追加します。
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この手順は、入力の場所とファイル名を指定しないこと、およびサービスでユーザーのリソースにア
クセスできるようするための IAM ロールを指定しないこと以外は、「ジョブの設定 (p. 9)」で説明し
ている手順と同じです。

Note
出力プリセットを参照することによって出力を設定する場合は、入力のオーディオセレクタ
とキャプションセレクタを、プリセットで指定されている出力オーディオとキャプションに
対応するように指定していることを確認します。たとえば、オーディオセレクタ 1、2、3 を
使用する 3 つのオーディオトラックを持つ出力プリセットを使用する場合は、指定する入力
にオーディオセレクタ 1、2、3 があることを確認します。
8.

ページの下部にある [Create (作成)] ボタンを選択します。

AWS Elemental でカスタムジョブテンプレートを
変更する MediaConvert
カスタムジョブテンプレートの設定やフィールド値を変更できます。システムジョブテンプレートを変更
することはできませんが、システムジョブテンプレートから始めたジョブの設定を、そのジョブを作成す
る前に変更することはできます。

カスタムジョブテンプレートを変更するには
1.

を開く MediaConvert コンル:https://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバー MediaConvert コンルAWSジョブテンプレートを作成したリール。
システムジョブテンプレートはすべてで利用できますAWSリージョン。カスタムジョブテンプレート
はAWSこれらのを作成したリール。

3.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Job templates] (ジョブテンプレート) を選択します。

5.

変更するカスタムジョブテンプレートの名前を選択します。
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[Job templates] (ジョブテンプレート) ページはデフォルトでは、カスタムジョブテンプレートだけが
表示されるようにフィルタリングされています。
6.

[Job template details] (ジョブテンプレートの詳細) ページで [Update] (更新) ボタンをクリックしま
す。

7.

[Update job template] (ジョブテンプレートの更新) ページで、ジョブを設定する (p. 9)のと同じ方法
で、テンプレートの設定を調整します。

8.

[Update job template] (ジョブテンプレートの更新) ページの下部にある [Update] (更新) ボタンをク
リックします。

AWS Elemental でカスタムジョブテンプレートを
削除する MediaConvert
任意のカスタムジョブテンプレートを削除できます。システムジョブテンプレートを削除することはでき
ません。

ジョブテンプレートを削除するには
1.

を開く MediaConvert コンル:https://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバー MediaConvert コンルAWS削除するテンプレートを作成したリージョン。

3.
4.
5.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。
[Job templates] (ジョブテンプレート) を選択します。
変更するカスタムジョブテンプレートの名前を選択します。

6.

[Job templates] (ジョブテンプレート) ページはデフォルトでは、カスタムジョブテンプレートだけが
表示されるようにフィルタリングされています。
[Job template details] (ジョブテンプレートの詳細) ページで [Delete] (削除) ボタンをクリックします。
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AWS Elemental の使用MediaConvert
キュー
AWS ElementalMediaConvertキューを使用すると、アカウントでジョブを並列処理するために利用可能な
リソースを管理できます。MediaConvertには、オンデマンドキューと予約キューの 2 つのキュータイプが
用意されています。
オンデマンドキュー
オンデマンドキューでは、事前に何も設定する必要はありません。必要に応じて、オンデマンド
キューにジョブを送信します。1 分あたりの料金が 0.01 分単位で課金されます。デフォルトのキュー
はオンデマンドキューです。
リザーブドキュー
リザーブドのキューでは、キューの使用量や使用量にかかわらず、キュー全体のトランスコード容量
の料金を支払う必要があります。料金プランは、AWS との 12 か月契約 (月額払い) となります。
元のキューの待機時間が長すぎると、元のキューからフォールバックキューに自動的にホップするよ
うにジョブを設定できます。詳細については、「待ち時間を避けるためにキューホッピングを設定す
る (p. 69)」を参照してください。
Dolby オーディオエンコーディングまたはオーディオの正規化を使用する場合は、使用するキューの種類
に関係なく、AWS は分単位の料金を請求します。
次のトピックでは、キューが一般的にどのように機能するか、キューの種類ごとに具体的な情報を提供し
ます。
トピック
• AWS Elemental でのキューのしくみMediaConvert (p. 65)
• AWS Elemental でオンデマンドキューを操作するMediaConvert (p. 71)
• AWS Elemental でリザーブドキューを操作するMediaConvert (p. 75)

AWS Elemental でのキューのしくみMediaConvert
オンデマンドキューとリザーブドキューの両方で、AWS ElementalMediaConvertは、キューに使用可能な
リソースが使用されるまで、はキューに送信したジョブを並列処理します。MediaConvert がキューで使用
可能なすべてのトランスコーディングリソースを使用している場合は、処理しないキューに送信するジョ
ブを保持します。メトリックMediaConvertは、現在処理中のジョブのいずれかが完了し、キューにある
次のジョブの処理を開始します。MediaConvertは、ジョブの作成時に割り当てた優先度の値によって次の
ジョブを決定します。
ジョブの実行に要する時間は、変換するファイルのサイズやジョブの仕様によって大きく異なります。し
たがって、ユーザーがジョブを作成した順序で MediaConvert がジョブを完了するとは限りません。
キューを一時停止することで、ジョブの処理を一時停止できます。ユーザーがキューを一時停止する
と、MediaConvert は開始済みのジョブの処理を続行しますが、そのキューからの新しいジョブは開始し
ません。ジョブを一時停止キューに投入して、一時停止キュー内のジョブをキャンセルすることはできま
す。
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すべてのジョブをキューに送信する必要があります。ジョブの作成時にキューを指定しないと、AWS
ElementalMediaConvertは、デフォルトキューに送信します。デフォルトのキューはオンデマンドキュー
です。デフォルトキューを含めて、最大 10 のオンデマンドキューを含めることができます。
トピック
• オンデマンドキューについて (p. 66)
• AWS Elemental でのリザーブドキューについてMediaConvert (p. 67)
• ジョブの優先度の設定 (p. 68)
• 待ち時間を避けるためにキューホッピングを設定する (p. 69)

オンデマンドキューについて
オンデマンドキューは、リザーブドキューとは異なる AWS ElementalMediaConvertは、ジョブのトランス
コードリソースと、トランスコード出力の支払い方法のトランスコードリソースを割り当てます。

その方法は?MediaConvertオンデマンドキューを使用してリソー
スを割り当てて、ジョブの優先度を付ける
MediaConvert がオンデマンドキューに送信したジョブを処理する速度を上げるには、ジョブの設定で設定
した優先度と、ジョブを並行して処理するために設定したオンデマンドキューの数の 2 つの方法がありま
す。
ジョブの優先度
キュー内で、キューに使用可能なすべてのリソースが使用されるまで、MediaConvert はジョブを並列に処
理します。ジョブが終了し、リソースがキューで再び利用可能になると、MediaConvert はジョブの優先度
に基づいて処理する次のジョブを選択します。最優先のジョブが複数ある場合、MediaConvert は最初に送
信したジョブから処理します。
作成時にジョブの優先度を設定します。詳細については、「ジョブの優先度の設定 (p. 68)」を参照して
ください。
複数のオンデマンドキューの使用
一部ジョブのリソースを他のジョブと分けて消費する場合があります。たとえば、別の顧客向けに別
のジョブを実行する場合があります。リソースを分離するには、オンデマンドキューを追加で作成しま
す。MediaConvert複数のキューにまたがるジョブを並行して処理します。
MediaConvert は、ご利用のアカウントで使用可能な処理能力をオンデマンドキューに均等に分配します。
たとえば、トランスコードするビデオが 10 本ある場合、それらをすべてデフォルトのキューに送信した
場合、またはオンデマンドのキューを追加して各キューに 5 つのジョブを送信した場合、ビデオの長さが
等しく、トランスコーディングジョブが等しく複雑であると仮定すると、トランスコードには同じ時間が
かかります。

Important
追加のキューを作成しても、そのアカウントで利用可能なトランスコーディングリソースは増え
ません。たとえば、2 つ目のキューを作成すると、デフォルトのキューで利用可能なリソースは
半分に削減されます。追加のキューが一時停止されている場合でも同様です。

オンデマンドキューを使用したトランスコード料金の支払い方法
オンデマンドキューでは、使用したものに基づいて支払いを行います。オンデマンドキューのジョブが
正常に終了したら、AWS は出力の期間に基づいて請求を行います。1 分あたりの出力動画の料金をお支
払いいただきます。料金は 0.01 分単位で請求されます。1 分あたりの料金は、ジョブの構成と、AWS
リージョントランスコーディング用に選択してください。料金の詳細については、「」を参照してくださ
い。AWS ElementalMediaConvert価格。
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出力あたりの料金階層
ジョブを複数の出力で構成すると、出力ごとに料金がかかります。AWSトランスコード時間ではなく、完
了したアセットの期間について請求します。
プロフェッショナルのティア料金またはベーシックのティア料金で AWS が出力を請求するかどうかは、
ジョブ設定によって異なります。高速トランスコードなどのジョブ全体のプロティア設定を有効にする
と、すべての出力がプロティア料金で請求されます。ジョブ全体のプロティア機能を使用しない場合、各
出力は、請求ティアに対して個別に評価されます。
たとえば、ジョブ全体のプロティア機能を有効にせず、入力ビデオファイルが 10 分 30 秒 (10.5 分) であ
るとします。ジョブを設定して、次の 3 つの出力を作成します。
• AVC でエンコードされた低解像度の SD 出力、1 分あたり 0.0075 USD の請求
• プロティア機能を使用した高解像度 HD 出力 (1 分あたり 0.0630 USD)
• 1 分あたり 0.005 USD のオーディオのみの出力
料金は、(0.0075 USD x 10.5) + (0.0630 USD x 10.5) + (0.005 USD x 10.5) = 0.79275 USD となります。
前の例と同じジョブを実行しますが、高速トランスコードも有効にしているとします。SD AVC 出力
は、AVC 出力のプロティアの料金で請求されます この場合、料金は、(0.024 USD x 10.5) + (0.0630 USD
x 10.5) + (0.005 USD x 10.5) = 0.966 USD となります。
これらの料金は一例です。実際の料金レートについては、AWS ElementalMediaConvert価格ページで.

AWS Elemental でのリザーブドキューについて
MediaConvert
リザーブドキューは、オンデマンドキューとは異なる AWS ElementalMediaConvertは、ジョブのトランス
コードリソースを割り当てて、トランスコードの支払い方法のトランスコードリソースを割り当てます。

Note
予約済みキューに送信するジョブで使用できない機能がいくつかあります。詳細については、
「予約キューの機能制限 (p. 76)」を参照してください。

その方法は?MediaConvertがリソースを割り当て、リザーブド
キューを使用してジョブに優先度を付ける
リザーブドキューを設定するときは、リザーブドトランスコードスロット (RTS) の数をキューに指定し
て、一度に実行できるジョブの数を選択します。たとえば、2 つの RTS を持つリザーブドキューに 5 つ
のジョブを送信した場合、AWS ElementalMediaConvertは、送信した最初の 2 つのジョブの処理を直ちに
開始し、残りの 3 つをキューに保持します。MediaConvert が処理しているジョブのいずれかが終了する
と、サービスは次のジョブの処理を開始します。
各 RTS には専用のコンピューティングリソースがあります。したがって、MediaConvert で予約キューに
送信したジョブの処理が開始されると、1 つ以上の RTS がある場合と同様に迅速に処理されます。
リザーブドキューのジョブが完了すると、MediaConvert は、ジョブの優先度に基づき、処理する次のジョ
ブを選択します。作成時にジョブの優先度を設定します。最優先のジョブが複数ある場合、MediaConvert
は最初に送信したジョブから処理します。詳細については、「ジョブの優先度の設定 (p. 68)」を参照し
てください。

予約済みキューを使用したトランスコーディングの支払い方法
リザーブドキューでは、使用するかどうかにかかわらず、キュー内の容量を支払うことになります。リ
ザーブドキューを設定する場合の料金プランは、12 か月契約となります。料金プランには、固定数のリ
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ザーブドトランスコードスロット (RTS) が指定されています。お客様の RTS について、毎月 AWS が請求
を行います。

Important
RTS を購入したら、12 か月間契約をキャンセルすることはできません。
RTS 購入済みのリザーブドキュー用に追加の容量を購入できます。追加の容量を購入するには、RTS の数
を増やすために 12 か月契約に新たに加入して、既存の契約を延長します。新しい契約は、追加の容量の
購入時から開始されます。リザーブドキュー内の RTS の数を減らすことはできません。
料金プランの期限が切れると、リザーブドキューが存続します。それでもジョブを送信できますが、AWS
ElementalMediaConvert彼らは実行しません。
自動更新について
料金プランの自動更新を設定できます。料金プランの期間が終了すると、AWS ElementalMediaConvert
は、自動更新ステータスをチェックします。その時点で自動更新が有効になっている場合は、同じ価格で
同じ数の RTS に対して別の 12 か月の期間を自動的にコミットします。自動更新ステータスは将来いつで
も変更できます。
キューの設定時に自動更新を選択することができます。それ以降はいつでも、キューの [編集] ページで自
動更新ステータスを変更できます。詳細については、「リザーブドキューの作成 (p. 76)」および「リ
ザーブドキューの編集 (p. 79)」を参照してください。
ジョブがキューをホップする場合の課金について
あなたが設定するときキューホッピング (p. 69)リザーブドキューとオンデマンドキューの間
で、MediaConvertジョブを実行するキューに従って請求します。つまり、ジョブが予約済みキューから実
行された場合、MediaConvertその仕事代はあなたに請求しない。オンデマンドキューからジョブを実行す
ると、MediaConvertオンデマンド料金でジョブを請求します。

ジョブの優先度の設定
ジョブの作成時にジョブ設定で優先度を設定することで、キュー内のジョブの場所を指定できます。AWS
ElementalMediaConvertは、各キュー内のジョブを優先順位の高い順に処理します。優先度が同様に高い
ジョブが複数ある場合、MediaConvert は最初に送信したジョブを選択します。
優先度の高いジョブを送信しても、MediaConvert は現在のジョブを停止しません。実行中のジョブが終了
すると、MediaConvert はキュー内の相対的な優先度に基づいて次のジョブを開始します。

ジョブの優先度を設定するには (コンソール)
1.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」の説明に従って、ジョブを設定します。

2.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブ左側のペインで、Job 設定[] セク
ションで、を選択します。設定。
左Job 設定右側のセクション、優先度で、-50 から 50 までの数字を入力します。MediaConvertの最高
値を持つジョブを処理します優先度最初. 値を指定しない場合、MediaConvert は、デフォルト値 0 を
割り当てます。

3.

ジョブの優先度を設定するには (API、SDK、AWS CLI)
1.

2.

JSON ジョブ仕様の プロパティ priority には、ジョブの優先度を示す値が設定されています。この
プロパティは、job の直接の子であり、JSON ジョブ仕様の最上位レベルを表します。priority の
値を -50～50 の範囲の整数に設定します。デフォルト値は 0 です。
の指示に従ってジョブを送信します。AWS ElementalMediaConvertAPI リファレンス。
• 使用している IDAWSSDK またはAWS CLI「」を参照してください。の開始方法MediaConvertを使
用するを使用するAWSSDK またはAWS CLI。
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• 電話している場合MediaConvertAPI については、「」を参照してください。の開始方法
MediaConvertAPI の使用。

待ち時間を避けるためにキューホッピングを設定する
AWS Elemental を設定できますMediaConvertジョブの待機時間が長すぎると、最初に送信したキューから
別のキューに自動的にホップするジョブ。最初にジョブを送信したキューは、その送信キューです。ジョ
ブがキューをホップするときに移動するキューは、送信先キューです。ジョブがキューをホップするかど
うかにかかわらず、MediaConvert最終的にジョブを実行するのは、実行queue.
キューホッピングの一般的な使用例は、そのキューの使用にスパイクがある場合を除いて、通常はリザー
ブドキューを通過するようにジョブを設定することです。たとえば、可能な場合はいつでも、キュー内で
10 分以上待たずに、ジョブがリザーブドキューを通過するようにできます。この場合、リザーブドキュー
にジョブを送信し、ホップ送信先キューとしてオンデマンドキューを指定し、待機時間を 10 分に設定し
ます。

Note
予約済みキューからオンデマンドキューへのキューホッピングを設定すると、MediaConvertジョ
ブを実行するキューに従って請求します。つまり、ジョブが予約済みキューから実行された場
合、MediaConvertジョブのコストは、予約済みキューに対して支払う金額によってカバーされる
ため、ジョブに対して請求されることはありません。オンデマンドキューからジョブを実行する
と、MediaConvertオンデマンド料金でジョブを請求します。
トピック
• キューホッピングの設定 (p. 69)
• キューホッピングを伴うJob 履歴 (p. 70)
• Job 優先順位とキューホッピング (p. 70)
• 一時停止したキューでのキューホッピング動作 (p. 71)

キューホッピングの設定
キューのホッピングを設定するときは、送信キュー、待機時間、および送信先キューを指定します。送信
キューは、そのキューの待機時間が長くないと仮定して、ジョブが通過するキューです。待機時間は、
ジョブが SUBMITTED 状態の送信キューで送信先キューにホッピングする前に待機する時間 (分単位) で
す。送信先キューは、キューをホップしたときにジョブが移動するキューです。最も一般的な使用例で
は、送信キューはリザーブドキューで、送信先キューはオンデマンドキューです。

キューホッピングを設定するには (コンソール)
1.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブ左側のペインで、Job 設定で、設
定。

2.

右側の [ジョブの設定] セクションで、[キューホッピング] を選択します。

3.

[待機分] に、ジョブがホッピングする前に送信キューで待機する時間を分単位で入力します。1～
1,440 の数値を入力できます。

4.

[送信先キュー] で、[待機分] で指定した時間よりも長く送信キューに残っている場合は、ジョブを
ホップするキューを選択します。

5.

(オプション)。[ジョブの優先度] で、送信先キュー内のジョブの優先度を指定します。詳細について
は、「Job 優先順位とキューホッピング (p. 70)」を参照してください。
このジョブの優先度の値は、ジョブがキューをホップする場合にのみ適用されます。送信キューから
実行されるジョブは、通常の方法で設定したジョブ優先度値を使用します。詳細については、「ジョ
ブの優先度の設定 (p. 68)」を参照してください。
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キューホッピングを設定するには (API、SDK、AWS CLI)
1.

左MediaConvertジョブスキーマ、の下に queueHopping の設定があります。hopDestinations。

2.

の指示に従ってジョブを送信します。AWS ElementalMediaConvertAPI リファレンス:
• 使用している IDAWSSDK またはAWS CLI「」を参照してください。の開始方法MediaConvertを使
用するを使用するAWSSDK またはAWS CLI。
• 電話している場合MediaConvertAPI については、「」を参照してください。の開始方法
MediaConvertAPI の使用。

キューホッピングを伴うJob 履歴
ホップされたジョブの設定値の表示
ジョブがキューをホップする場合、設定の値 queue と priority は、ジョブの作成時の設定のままにな
ります。ジョブのポストホップの送信先とキューの優先順位の値は、次の方法で確認できます。
• コンソールで、ジョブのポストホップ送信先キューと優先順位の値を表示できます。これらの設定を表
示するには、ジョブの詳細を表示し、[設定] を選択します。完了したジョブの詳細を表示する方法につ
いては、「ジョブ履歴の表示 (p. 51)」を参照してください。
• GetJob リクエストを送信すると、queueTransitions の下のレスポンス本文にこれらの値が表示さ
れます。
ホップされたジョブの請求タグ
MediaConvert キューでタグを使用して AWS 請求書を並び替える場合、ジョブの料金は実行キューで
はなく送信キューの下にあります。タグを使用して AWS 請求書を並べ替える方法の詳細については、
「AWS Elemental Elemental のセットアップ MediaConvert タグ付けによるコスト配分のためのリソー
ス (p. 250)」を参照してください。

Note
キューに基づくコスト配分は、オンデマンドキューで実行されるジョブにのみ適用されます。送
信キューがリザーブドキューで、ジョブがオンデマンドキューにホップすると、そのオンデマ
ンドジョブの料金がコスト配分レポートに表示されます。リザーブドキューにタグを付けない場
合、これらの料金は並び替えられずにレポートに表示されます。
ホップされたジョブの一覧表示
ListJobs を呼び出すとき、またはコンソールでジョブを表示するときに、キューでフィルタリングす
ると、MediaConvert は、そのキューに送信したジョブを表示します。たとえば、ジョブを Queue1 に送
信し、それが、Queue2 にホップすると、そのジョブは Queue1 でフィルタリングされたリストに表示さ
れ、Queue2 でフィルタリングされたリストには表示されません。

Job 優先順位とキューホッピング
キューホッピング用にジョブを設定する場合、必要に応じて、新しいキューのジョブの優先度を指定でき
ます。新しい優先度を指定しない場合、ジョブは送信キューから優先度番号を保持します。2 つのキュー
間の priority の値を選択する際に異なるガイドラインを使用する場合は、送信先キュー内のジョブの新
しい優先度値を必ず指定します。
たとえば、送信キューで、緊急ジョブには 20、通常のジョブには 10、優先度の低いジョブには 0 という
値を使用したとします。また、送信先キューでは、緊急ジョブには 10、通常のジョブには 0、優先度の低
いジョブには-10 の値を使用したとします。優先度が 10 の通常のジョブが送信キューから送信先キューに
ホップするとき、新しい優先順位値を指定しなければ、送信先キューの緊急ジョブでスケジュールされま
す。
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送信キュー内でのジョブの優先度の設定については、「ジョブの優先度の設定 (p. 68)」を参照してくだ
さい。
コンソールで、[キューホッピング]、[ジョブの優先度] の設定を使用して、送信先キュー内のジョブ
の優先度を設定します。この設定を見つける方法の詳細については、トピック キューホッピングの設
定 (p. 69) の手順を参照してください。
hopDestinations の下のフィールド priority を使用して、JSON ジョブ仕様で送信先キュー内のジョ
ブの優先順位を直接設定します。

一時停止したキューでのキューホッピング動作
ジョブは、一時停止している間はキューからホップしませんが、一時停止しているキューには自由にホッ
プします。

一時停止中のキューからのホッピング
ジョブが一時停止している間は、キューからホップしません。キューホッピング動作は、キューが一時停
止している時間によって異なります。次の 2 つの状況を考慮してください。
ジョブをキューに送信し、キューのホッピング待機時間よりも長い間、キューを一時停止します。
この状況では、ジョブがホップするかどうかは、ジョブがキュー内のどこにあるかによって異なります。
キュー内に他のジョブが先行してある場合、そのジョブが送信先キューにホップします。キュー内に先行
するジョブがない場合、MediaConvert はホッピングせずに処理します。
たとえば、待機時間が 15 分、送信先が Queue2 であるジョブを Queue1 に送信するとします。ジョブを
送信してから 5 分後、Queue1 を一時停止します。10 分後、ジョブは Queue1 に残っています。その 30
分後、Queue1 をアクティブ化します。その時点では、Queue1 に先行するジョブがないため、ジョブは
Queue1 から実行されます。
キューにジョブを送信するとします。キューを一時停止し、待機時間が経過する前に再度アクティブ化し
ます。
この状況では、キューが一時停止される時間はキューホッピングにまったく影響しません。
たとえば、待機時間が 15 分、送信先が Queue2 であるジョブを Queue1 に送信するとします。ジョブを
送信してから 5 分後、Queue1 を一時停止します。1 分後、Queue1 を再度アクティブ化します。9 分後
(ジョブを送信してから 15 分後)、キュー内に先行するジョブが残っているため、キューを一時停止してい
ないかのように、ジョブは Queue2 にホップします。

一時停止中のキューにホッピングする
ジョブは、アクティブなキューから一時停止されたキューに自由にホップします。たとえば、待機時間
が 15 分、送信先が Queue2 であるジョブを Queue1 に送信するとします。ジョブを送信してから 5 分
後、Queue2 を一時停止します。10 分後 (ジョブを送信してから 15 分後)、ジョブは Queue2 にホップ
し、キューをアクティブ化するまでそこで待機します。

AWS Elemental でオンデマンドキューを操作する
MediaConvert
AWS Elemental を送信できますMediaConvertオンデマンドまたはリザーブドキューにジョブをトランス
コードします。2 つのタイプの違いに関する詳細情報については、「キューの仕組み (p. 65)」を参照し
てください。
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オンデマンドキューでは、事前に何も設定する必要はありません。必要に応じて、オンデマンドキューに
ジョブを送信します。1 分あたりの料金が 0.01 分単位で課金されます。デフォルトのキューはオンデマン
ドキューです。
トピック
• AWS Elemental でオンデマンドキューを作成するMediaConvert (p. 72)
• AWS Elemental オンデマンドキューを一時停止して再開するMediaConvert (p. 73)
• AWS Elemental オンデマンドキューを一覧表示して表示するMediaConvert (p. 74)
• AWS Elemental でオンデマンドキューを削除するMediaConvert (p. 75)

AWS Elemental でオンデマンドキューを作成する
MediaConvert
AWS ElementalMediaConvertはオンデマンドキューであるデフォルトキューを提供します。ただし、
独自のオンデマンドキューを作成して、アカウントで使用できるリソースを管理することもできま
す。MediaConvert でのリソースの処理の割り当て方法にキューがどのように影響するかについては、「そ
の方法は?MediaConvertオンデマンドキューを使用してリソースを割り当てて、ジョブの優先度を付け
る (p. 66)」を参照してください。

オンデマンドキューを作成するには
1.
2.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
AWS Elemental のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、[AWS リージョンキューを作成す
る場所。
デフォルトキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、それが作成されたリー
ジョンでのみ表示されます。

3.
4.
5.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。
[Queues] (キュー) を選択します。
[キュー] ページの [オンデマンドキュー] セクションで、[Create queue (キューを作成)] を選択しま
す。
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6.

新しいキューの名前と説明を入力します。

7.

[キューの作成] を選択します。

Note
を使用してキューを作成する方法については、を参照してください。AWSCLI については、を参
照してください。AWSCLI コマンドリファレンスドキュメント内) を参照してください。

AWS Elemental オンデマンドキューを一時停止して再
開するMediaConvert
キューを一時停止すると、AWS ElementalMediaConvertは、そのキュー内のジョブの処理を開始しませ
ん。MediaConvertは、一時停止するとすでに実行中のジョブの処理を終了します。
以下の手順では、コンソールを使用してキューを一時停止および再有効化する方法について説明します。

オンデマンドキューを一時停止または再開するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

デフォルトキュー以外のキューを一時停止または再アクティブ化する場合は、AWS Elemental のナビ
ゲーションバーでMediaConvertコンソールで、キューを作成したリージョンを選択します。
デフォルトキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、そのキューが作成され
たリージョンでのみ表示されます。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。

5.

リポジトリの [][キュー]ページで、一時停止または再有効化するキューの名前を選択します。

6.

キューのページで、キューの編集ボタン。

7.

リポジトリの []キューの編集ページ, 向けステータスで、一時停止中またはアクティブ。

8.

選択キューを保存。
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Note
を使用してキューを一時停止する方法については、AWSCLI については、を参照してくださ
い。AWSCLI コマンドリファレンスドキュメント内) を参照してください。

AWS Elemental オンデマンドキューを一覧表示して表
示するMediaConvert
AWS Elemental をリストできますMediaConvertに関連付けられているキューAWSこれらのキューの詳細
を説明し、表示します。次の手順では、MediaConvert コンソールを使用してそれを行う方法について説明
します。

キューを一覧表示してキューの設定を確認するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

AWS Elemental のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、表示するキューを作成したリー
ジョンを選択します。
デフォルトキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、そのキューが作成され
たリージョンでのみ表示されます。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。-[キュー]ページには、この手順の最初で選択したリージョンにある
オンデマンドキューとリザーブドキューが一覧表示されます。

5.

キューに関する詳細情報を表示するには、一覧でキューの名前を選択します。

Note
を使用してキューを一覧表示および表示する方法については、を参照してください。AWSCLI に
ついては、を参照してください。AWSCLI コマンドリファレンスドキュメント内) を参照してく
ださい。
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AWS Elemental でオンデマンドキューを削除する
MediaConvert
デフォルトキュー以外のすべてのキューを削除できます。

Note
未処理のジョブが含まれているキューは削除できません。

オンデマンドキューを削除するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、[AWS リージョン削除するキューを作成した場
所。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.
5.
6.

[Queues] (キュー) を選択します。
[キュー] ページの [オンデマンドキュー] セクションで、削除するキューの名前を選択します。
そのキューのページで [Delete queue] (キューの削除) ボタンをクリックします。

Note
を使用してキューを削除する方法については、AWSCLI については、を参照してくださ
い。AWSCLI コマンドリファレンスドキュメント内) を参照してください。

AWS Elemental でリザーブドキューを操作する
MediaConvert
AWS Elemental を送信できますMediaConvertオンデマンドまたはリザーブドキューにジョブをトランス
コードします。2 つのタイプの違いに関する詳細情報については、「キューの仕組み (p. 65)」を参照し
てください。
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トピック
• AWS Elemental の機能制限MediaConvertリザーブドキュー (p. 76)
• AWS Elemental でのリザーブドキューの作成MediaConvert (p. 76)
• AWS Elemental のリザーブドキュー用に追加の容量を購入するにはMediaConvert (p. 78)
• AWS Elemental でのリザーブドキューを編集します。MediaConvert (p. 79)
• AWS Elemental のリザーブドキューのリストと表示MediaConvert (p. 80)
• 既存のリザーブドキューのトランスコード容量を購入するには (p. 81)
• AWS Elemental でのリザーブドキューを削除するMediaConvert (p. 82)

AWS Elemental の機能制限MediaConvertリザーブド
キュー
次の機能は、オンデマンドキューに送信するジョブでのみ使用できます。予約済みキューに送信するジョ
ブについては、次の機能を無効にする必要があります。
• 8k 出力解像度 (p. 197)
• 高速トランスコード (p. 91)
• 自動化 ABR (p. 83)
• AV1 エンコード (p. 195)
• DolbyVisionエンコーディング (p. 164)
• FrameFormerフレームレート変換アルゴリズム (p. 99)

AWS Elemental でのリザーブドキューの作成
MediaConvert
リザーブドキューを使用すると、出力ごとに 1 分間に料金を支払う代わりに、12 か月間のトランスコード
容量を購入することができます。

リザーブドキューを作成するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

AWS Elemental のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、[AWS リージョンキューを作成す
る場所。
デフォルトでは、オンデマンドキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、そ
のキューが作成されたリージョンでのみ表示されます。
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3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。

5.

[キュー] ページの [リザーブドキュー] セクションで、[Create reserved queue (リザーブドキューの作
成)] を選択します。

6.

[Create reserved queue (リザーブドキューの作成)] ページの [General information (一般情報)] セク
ションに、新しいキューの名前と説明を入力します。

7.

必要に応じて、リザーブドトランスコードスロット (RTS) 計算ツールを使用して、必要な RTS 数を
判断します。次のように値を指定します。
• ターンアラウンド時間 - コンテンツをトランスコードする期間。たとえば、毎日 3 本のフィルムの
トランスコーディングを完了する必要がある場合は、次のように入力します。24にとって時間そし
て0にとって分。
• ジョブの数 - ターンアラウンド時間内に完了するジョブの数。前の例では、この値は 3 になりま
す。
• 1 つのジョブの実行時間 - コンテンツのトランスコードに要する時間。時間はトランスコーディン
グ設定に大きく依存します。この設定の値を決定する最善の方法は、[Simulate reserved queue (リ
ザーブドキューをシミュレート)] を有効にして、オンデマンドキューで一般的なジョブを実行する
ことです。
この設定は次のように検索します。リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行いま
す。ジョブ左側のペインで、Job 設定で、設定。右側の [ジョブの設定] セクションの [Simulate
reserved queue (リザーブドキューをシミュレート)] で、[Enabled (有効)] を選択します。

8.

[Commitment to purchase RTS for reserved queue (リザーブドキューの RTS を購入するコミットメン
ト)] セクションで、購入するリザーブドトランスコードスロット (RTS) の数を指定します。リザーブ
ドキューは、購入した RTS の数に等しい数のジョブを同時に処理できます。

9.

[] を選択します。同意するチェックボックスをオンにして、12 か月契約を行う意思を確認しま
す。AWSRTS の料金を毎月請求します。

Important
料金プランを確定すると、キャンセルすることはできません。
10. [Create reserved queue (リザーブドキューの作成)] を選択します。
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11. [Purchase RTS for reserved queue (リザーブドキューの RTS の購入)] 確認ページで、料金プランの詳
細を確認して、[Purchase (購入)] を選択します。
後でリザーブドキューの追加容量を購入することを決定した場合は、購入することができます。詳細
については、「リザーブドキューの追加キャパシティを購入する (p. 78)」を参照してください。

AWS Elemental のリザーブドキュー用に追加の容量を
購入するにはMediaConvert
リザーブドキューが一度に処理できるジョブの数を増やす場合は、追加の容量を購入できます。追加の容
量を購入するには、RTS の数を増やすために 12 か月契約に新たに加入して、既存の契約を延長します。
新しい契約は、追加の容量の購入時から開始されます。リザーブドキュー内の RTS の数を減らすことはで
きません。

リザーブドキューの追加容量を購入するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、[AWS リージョンリザーブドキューを作成した場
所。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。

5.

[キュー] ページの [リザーブドキュー] セクションで、追加容量を購入するキューの名前の横にあるオ
プションを選択します。

6.

[Actions (アクション)]、[Purchase additional capacity (追加容量の購入)] を選択します。

7.

[Purchase additional capacity (追加容量の購入)] ページで、[Commitment to purchase additional
capacity (追加容量を購入するコミットメント)] セクションで、キューの新しい RTS の合計数を指定
します。この数値には、RTS の元の金額と新しい追加容量の両方が含まれます。

8.

[] を選択します。同意するチェックボックスをオンにして、12 か月契約を行う意思を確認しま
す。AWSRTS の料金を毎月請求します。
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Important
新しい価格プランにコミットした後は、キャンセルしたり、元のプランに戻したりすること
はできません。
9.

[Purchase additional capacity (追加容量の購入)] を選択します。

10. [Purchase additional capacity (追加容量の購入)] 確認ページで、新しい料金プランの詳細を確認して、
[Purchase (購入)] を選択します。

AWS Elemental でのリザーブドキューを編集しま
す。MediaConvert
キューを編集すると、次の項目を変更できます。
• この説明は、キューダッシュボードでキューを識別するのに役立ちます。
• キューのリザーブドトランスコードスロット (RTS) の料金プランの自動更新ステータス。詳細について
は、「予約済みキューを使用したトランスコーディングの支払い方法 (p. 67)」を参照してください。
• キューの一時停止状態またはアクティブ状態。キューを一時停止すると、キューを再度アクティブ化す
るまで、サービスはそれ以上のジョブを開始しません。

キューを編集するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

デフォルトキュー以外のキューを編集する場合は、AWS Elemental のナビゲーションバーで
MediaConvertコンソールで、キューを作成したリージョンを選択します。
デフォルトキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、そのキューが作成され
たリージョンでのみ表示されます。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。
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5.

リポジトリの [][キュー]ページで、編集するキューの名前を選択します。

6.

キューのページで、キューの編集ボタン。

7.

リポジトリの []キューの編集ページで、キューに必要な変更を行います。

8.

選択キューを保存。

AWS Elemental のリザーブドキューのリストと表示
MediaConvert
AWS Elemental をリストできますMediaConvertに関連付けられているキューAWSこれらのキューの詳細
を説明し、表示します。次の手順では、MediaConvert コンソールを使用してそれを行う方法について説明
します。

キューを一覧表示してキューの設定を確認するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

AWS Elemental のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、表示するキューを作成したリー
ジョンを選択します。
デフォルトキューはすべてのリージョンで利用できます。その他のキューは、そのキューが作成され
たリージョンでのみ表示されます。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。-[キュー]ページには、この手順の最初で選択したリージョンにある
オンデマンドキューとリザーブドキューが一覧表示されます。

5.

キューに関する詳細情報を表示するには、一覧でキューの名前を選択します。
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既存のリザーブドキューのトランスコード容量を購入
するには
リザーブドトランスコードスロット (RTS) の初期料金プラン期間が終了すると、リザーブドキューは
トランスコードジョブを実行する容量なしで保持されます。キューにジョブを送信できますが、AWS
ElementalMediaConvertは処理しません。キューを介したジョブの処理を再開するには、新たに 12 か月契
約の料金プランに加入する必要があります。

既存のリザーブドキューのトランスコード容量を購入するには
1.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、[AWS リージョンリザーブドキューを作成した場
所。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.

[Queues] (キュー) を選択します。

5.

[キュー] ページの [リザーブドキュー] セクションで、[Actions (アクション)]、[Purchase additional
capacity (追加容量の購入] を選択します。

6.

[Purchase additional capacity (追加容量の購入)] ページで、[Commitment to purchase additional
capacity (追加容量を購入するコミットメント)] セクションで、キューの RTS の合計数を指定しま
す。

7.

[] を選択します。同意するチェックボックスをオンにして、12 か月契約を行う意思を確認しま
す。AWSRTS の料金を毎月請求します。

Important
料金プランを確定すると、キャンセルすることはできません。
8.

[Purchase additional capacity (追加容量の購入)] を選択します。

9.

[Purchase additional capacity (追加容量の購入)] 確認ページで、新しい料金プランの詳細を確認して、
[Purchase (購入)] を選択します。
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AWS Elemental でのリザーブドキューを削除する
MediaConvert
デフォルトキュー以外のすべてのキューを削除できます。

Note
有効な料金プランがある、または未処理のジョブを含むリザーブドキューを削除することはでき
ません。

リザーブドキューを削除するには
1.
2.

を開くMediaConvertコンソールのhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
のナビゲーションバーMediaConvertコンソールで、[AWS リージョン削除するキューを作成した場
所。

3.

左側にある 3 本バーのアイコンを選択して左ナビゲーションペインにアクセスします。

4.
5.

[Queues] (キュー) を選択します。
[キュー] ページの [リザーブドキュー] セクションで、削除するキューの名前の横にあるオプションを
選択します。
[Actions (アクション)]、[Delete reserved queue (リザーブドキューの削除)] の順に選択します。

6.
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AWS Elemental MediaConvert で自動
化 ABR の使用
自動化された ABR、AWS Elemental MediaConvert 適応ビットレート (ABR) スタックをセットアップし
ます。 MediaConvert 入力ビデオに基づいて、適切なレンディションの数とそれぞれの解像度を選択し
ます。 MediaConvert ビデオ品質を向上させずにビットレートを増加させるレンディションを排除する
ことで、トランスコードされた出力の総時間を最小限に抑えます。また、自動化 ABR は QVBR (QualityDefined Variable Bitrate) レートコントロールモードを採用することにより、様々なビットレートにおいて
ビデオ品質を最大限に高めることができます。
トピック
• 自動化 ABR が機能する仕組み (p. 83)
• 自動化 ABR ルール (p. 85)
• 自動化 ABR に関するよくある質問質問 (p. 86)
• 自動化 ABR の機能制限 (p. 87)
• 自動化 ABR スタックの作成 (p. 87)

自動化 ABR が機能する仕組み
すべてのABR (Adaptive Bitrate) ストリーミングでは、エンド視聴者のプレーヤーデバイスは、利用可能
な帯域幅に基づいてダウンロードするパッケージのレンディションを調整します。例えば、高品質の無線
LAN にアクセスできる視聴者は、自動的に高ビットレートでのレンダリングを見ることができます。帯域
が限られた場所に移動すると、プレーヤーは自動的に低ビットレートビデオに切り替わります。適応スト
リーミングの効果は、ABR スタックの構成と、その構成が特定のビデオのコンテンツにどれだけ適して
いるかに依存します。例えば、動きが速く、視覚的に複雑なアセットの場合、ABR スタックには、異なる
ビットレートの 2 つの 720p 出力が含まれるかもしれません。同じスタック設定をシンプルなアニメで使
用した場合、この 2 つの出力は同じに見えるでしょう。エンコード、ストレージ、配信などの余分なコス
トは、結局、視聴者に何のメリットもなりません。
自動 ABR ジョブを実行すると、 MediaConvert 使用可能な帯域幅に基づいて、エンド視聴者に表示される
ビデオ品質を最大化します。これは、可能なレンディションを幅広く分析し、ビデオの品質を上げること
なく必要な帯域幅を増やすものを排除することで実現されています。ジョブを実行するとき MediaConvert
は、入力ビデオの内容を分析し、レンディションの数と各レンディションの特性を選択します。
何も設定せずにコンソールでジョブを実行することができます。以下を選択した場合に指定できるオプ
ション設定は、次の 3 つのカテゴリーに分類されます。
• 適応ビットレート (ABR) スタックの制限。
• ABR スタックのレンディションに適用される制限。これらの出力レベルの制限は、スタック内のすべて
のレンディションに適用されます。
• その他すべてのエンコード設定。
これらの設定については、 MediaConvert では、異なる値を指定しない限り、デフォルト値が使用され
ます。これは、設定した値がスタック内のすべてのレンディションに適用されることを除けば、自動化
ABR を使用しない出力と同じように機能します。例えば、Profile (プロファイル) を High 10-bit に設定
すると、すべてのレンディションにそのコーデックプロファイルが適用されます。
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ABR スタックに適用される設定
ABR スタック全体に関連する以下の制限を設定できます。
• レンディションの最大値: ABR スタックのレンディション数の上限です。スタック内のレンディション
数はこれより少ないかもしれませんが、これ以上増えることはないでしょう。
3～15 までの数字を指定することができます。指定しない場合、デフォルトの最大値は 15 です。
• 最大 ABR ビットレート: これは、スタックで最もビットレートの高いレンディションのビットレートの
上限値です。MediaConvert で、このビットレートとそれより低いビットレートで同じビデオ品質を達成
した場合、その低いビットレート出力を最高品質のレンディションに使用します。
指定しない場合、デフォルトの最大値は 8mb/s となります。
• 最小値 ABR ビットレート: これは、スタック内のレンディションのビットレートの下限値です。
MediaConvert では、この値より低いビットレートのレンディションを作成することはできません。
これを指定しない場合は、デフォルトの最小値は 600 kb/s です。

スタック内のレンディションに適用される設定
スタック内のレンディションのプロパティに関連する以下の制限を設定することができます。
• 最大解像度: これは、最高ビットレートのレンディションの最大解像度です。この値を設定する場合、エ
ンド視聴者が使用することを想定した最高品質のデバイスの解像度を選択してください。 MediaConvert
では、これより大きい解像度のレンディションを作成することはできません。
これを指定しない場合は、入力ビデオの解像度がデフォルトの最大値となります。
入力ビデオの解像度よりも大きな値を指定した場合、 MediaConvert では、入力解像度を最大値として
使用します。 MediaConvert 入力解像度をアップスケールすると、ビデオ品質を追加せずに帯域幅が増
えるため、どのレンディションでも入力よりも大きな解像度を使用しません。
• 最大フレームレート: MediaConvert では、この値をスタック内の最高帯域幅のレンディションのフ
レームレートとして使用します。入力によっては、これがすべてのレンディションのフレームレート
となる場合があります。入力フレームレートが高い場合は、 MediaConvert 低帯域幅のレンディショ
ンのフレームレートを半分にすることがあります。たとえば、入力フレームレートが 60 fps の場合、
MediaConvert では、低帯域幅のレンディションの一部に 30 fps を使用し、非常に低いレンディション
には 15 fps を使用する場合があります。
この値を指定しない場合、デフォルトの最大値は入力フレームレートとなります。ジョブに複数の入力
がある場合、 MediaConvert 最初のフレームのフレームレートを使用します。
これらの設定については、 MediaConvert 各レンディションの次の値を自動的に決定します。
• 品質チューニングレベル: MediaConvert すべてのレンディションをでエンコードしますマルチパスHQ。
この動作はコンソールでは自動的に行われますが、プログラムでジョブを送信した場合は行われませ
ん。コンソールを使用せずに JSON のジョブ仕様を設定する場合、明示的に設定する必要がありま
す。qualityTuningLevelにMULTI_PASS_HQ。
• レート制御モード: MediaConvert すべてのレンディションをでエンコードしますQVBR (p. 115)レート
制御モード。
この動作はコンソールでは自動的に行われますが、プログラムでジョブを送信した場合は行われませ
ん。コンソールを使用せずに JSON のジョブ仕様を設定する場合、明示的に設定する必要がありま
す。rateControlModeにQVBR。
• これらの QVBR に必要な設定は次のとおりです。
84

MediaConvert ユーザーガイド
自動化 ABR ルール

• QVBR 品質レベル:
• 最大ビットレート
• 最大平均ビットレート
• HDR バッファサイズ
• HDR バッファ初期フィル

自動化 ABR ルール
を使用する自動化 ABR ルールレンディションサイズの制限を指定するには MediaConvert は、自動 ABR
スタック内に作成します。ABR ワークフローに特定のレンディションサイズの要件があるが、それでも
必要な場合は、これらのルールを使用することをお勧めします。 MediaConvert ビデオの品質と全体的な
ファイルサイズを最適化します。
以下のルールを定義できます。
• 最上部のレンディションの最小サイズ
• 最小ボトムレンディションサイズ
• レンディションを強制的に含める
• 許可されるレンディション

最上部のレンディションの最小サイズ
ABR スタックで最大のビデオ解像度の最小サイズを指定します。最高解像度は、入力する値以上です。
例: 1920x1080 を指定した場合、ABR スタックの最高解像度は 1920x1080 以上になります。

最小ボトムレンディションサイズ
ABR スタック内の最低ビデオ解像度の最小サイズを指定します。ABR スタックの最低解像度は、入力し
た値以上です。
例: 512x288 を指定した場合、ABR スタックの最低解像度は 512x288 以上になります。

レンディションを強制的に含める
ABR スタックに含めるビデオ解像度を 1 つ以上指定します。自動 ABR を最適化するには、できるだけ少
ない解像度を指定することをお勧めします。
ABR スタックには、ここで指定しない他の解像度が含まれる場合があります。レンディションの最大値設
定設定。例: で 2 つの解像度を指定した場合レンディションを強制的に含めるを選択し、7 を指定しま
す。レンディションの最大値とすると、5 つの解像度が自動的に決定されます。
レンディションを強制的に含めるには、他の自動 ABR ルールまたは設定に関する次の制限があります。
• 少なくとも 1 つの解像度は、以上である必要があります最上部のレンディションの最小サイズ。
• すべての解像度は、以上である必要があります最小ボトムレンディションサイズ。
• 許可されるレンディションは指定できません。
• 解像度数は、以下にする必要がありますレンディションの最大値。
• 重複した解像度は無視されます。
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許可されるレンディション
ABR スタックで可能なビデオ解像度のリストを指定します。MediaConvert は、指定した解像度のリスト
から排他的に ABR スタックを作成します。
いくつかの決議許可されるレンディションリストは含まれない場合があります。ただし、設定すること
で、解像度を強制的に含めることができます。必要に有効。
許可されるレンディションには、他の自動 ABR ルールに次の制限があります。
• 少なくとも 1 つの解像度は、以上である必要があります最上部のレンディションの最小サイズ。
• 少なくとも 1 つの解像度は、以上である必要があります最小ボトムレンディションサイズ。
• レンディションを強制的に含めるは指定できません。
• 解像度数は、以下にする必要がありますレンディションの最大値。
• 重複した解像度は無視されます。

自動化 ABR に関するよくある質問質問
レンディション AWS Elemental を確認するにはどうすればよいですか MediaConvert 作成された？
ABR スタック内の出力のプロパティは、これらの場所で確認できます。
• Amazon のジョブ完了イベント CloudWatch [Events (イベント)] 。詳細については、「を使用する
CloudWatch AWS Elemental でのイベント MediaConvert (p. 234)」を参照してください。
• -Job 概要のページで MediaConvert console. 詳細については、「AWS Elemental の表示MediaConvert
ジョブの履歴 (p. 51)」を参照してください。
自動化 ABR ジョブの実行には時間がかかりますか？
常に自動化 ABR による高速トランスコーディング (p. 91)を使用することをお勧めします。この場合、
ジョブは、同様の出力を持つ手動で指定した ABR スタックの高速トランスコードジョブよりもわずかに長
くかかるはずです。自動化 ABR はすでに 2 パス (品質最適化) プロフェッショナルレベルの料金で請求さ
れるため、高速トランスコードを有効にしても、それ以上の料金はかかりません。
高速トランスコーディングなしで自動化 ABR ジョブを実行した場合、同様の出力を持つ手動指定 ABR ス
タックのジョブよりも、実行にはるかに時間がかかります。
出力されたレンディションの中に同じ解像度のものがあるのはなぜですか？
ディスプレイ機器は ABR アセットをストリーミングする際、レンダリングの解像度ではなく、レンダリン
グのビットレートに基づいてセグメントを要求します。そのため、ABR スタックは、同じ解像度を持つ異
なる帯域幅のレンディションを持つことができます。同じ解像度であれば、帯域幅の広いレンディション
の方が画質が良くなります。
スタックの次のレンディションに進むとき、解像度を上げるとビデオ品質が向上するかどうかは、ビデオ
の複雑さによって異なります。解像度を上げると、スタックの次のレンディションに行ったときにビデオ
の品質が向上するかどうかは、ビデオの複雑さによって異なります。
スタックの中に何個のレンディションが入るか、事前にわかりますか？
いいえ。 MediaConvert トランスコード処理中に使用するレンディションを決定します。エンコーディン
グは入力ビデオの品質によって決まるため、ジョブを実行する前に判断することはできません。
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オプションの制限設定を使用することで、レンディションの数およびそれらのレンディションのサイズ
が、希望する値を超えないようにすることができます。
自動化 ABR スタックの請求はどのようになりますか？
MediaConvert は、出力先に書き込んだレンディションに対してのみ料金を請求します。たとえば、次のよ
うに設定します。レンディションの最大値12にするが、 MediaConvert では、8 を超えるレンディション
を作成する利点がないと判断する場合があります。この場合は、 MediaConvert レンディション分の請求
をするだけです。
自動 ABR はプロフェッショナル層の機能であり、2 パスエンコーディングも必要です。すべてのレンディ
ションは、2 パス (Quality Optimized) 料金で 1 分ごとに課金されます。例えば、自動化 ABR のスタック
が 10 回分あり、それぞれが 60 分の長さだとします。その場合、600 分の課金となります。料金について
は、AWS Elemental MediaConvert 料金のAWSクラウド製品ウェブサイト.
オーディオはどうでしょうか？
自動化 ABR は、ビデオレンダリングのみのセットアップを行います。自動化 ABR 出力グループの中に、
オーディオレンディションを音声のみの出力として追加します。手順については、「自動化 ABR スタック
の作成 (p. 87)」を参照してください。
キャプションについてはどうでしょうか？
キャプションのみの出力として、自動化 ABR パッケージにキャプションを追加します。手順については、
「自動化 ABR スタックの作成 (p. 87)」を参照してください。

自動化 ABR の機能制限
自動化 ABR 出力グループを含むジョブは、以下のように制限されます。
• オンデマンドキューを使用する必要があります。予約済みキューを使用することはできません。
• 自動化 ABR は、ジョブおよびジョブテンプレートにおいてのみ有効にすることができます。出力プリ
セットで自動化 ABR を使用することはできません。
• 自動化 ABR 出力グループを含むジョブにおいては、すべての ABR 出力グループが自動化 ABR を使用
する必要があります。
• 出力ビデオコーデックは、AVC（H.264）または HEVC（H.265）である必要があります。
• これらの必須設定は、JSON ジョブ仕様書を手動で作成する際に指定する必要があります。AWS
Elemental MediaConvert 自動 ABR を有効にすると、コンソールが自動的に設定されます。
• qualityTuningLevel を MULTI_PASS_HQ に設定します。
• rateControlMode を QVBR に設定します。

自動化 ABR スタックの作成
オプションの制限に値を指定するかどうかがわかっている場合は、以下の手順のいずれかを使用して、
ジョブで自動化 ABR を設定します これらのオプション設定の詳細については、「自動化 ABR が機能する
仕組み (p. 83)」を参照してください。

自動化 ABR を設定するには (コンソール)
1.

通常どおりにジョブを設定します。詳細については、「AWS Elemental の使用開始
MediaConvert (p. 2)」を参照してください。
出力グループと出力の設定については、一般的な手順に従うのではなく、この手順に従います。
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2.

高速トランスコードを有効にします。これはオプションですが、強くお勧めします。詳細について
は、「高速トランスコードの使用 (p. 91)」を参照してください。

3.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Output groups ] (出力グループ)
にある [Add] (追加) を選択します。

4.

ストリーミング出力グループタイプを選択します。Apple HLS、DASH ISO、Microsoft Smooth
Streaming、または CMAF です。

5.

[Group settings] (グループの設定) セクションで [Automated ABR] (自動化 ABR) を有効にします。

6.

オプションで、any を指定します。自動化 ABR ルール (p. 85)。

7.

[Automated ABR] (自動化 ABR) セクションの設定については、オプションで値を指定します。ABR ス
タック全体に関連する制限を指定する設定です。デフォルト値のままを選択すれば、良い結果が得ら
れるはずです。
詳細については、「自動化 ABR が機能する仕組み (p. 83)」を参照してください。

8.

左側の [Job] (ジョブ) ペインで、出力グループの下から、[Automated ABR base output] (自動化 ABR
ベース出力) を選択します。

9.

右側の、自動生成された ABR レンディションのベースエンコーディング設定セクションで、オプショ
ンで、スタック内のレンディションのプロパティに関連する制限の値を指定します。デフォルト値の
ままを選択すれば、良い結果が得られるはずです。
詳細については、「自動化 ABR が機能する仕組み (p. 83)」を参照してください。

10. オプションで、コーデックプロファイルやレベルなど、自動化 ABR に直接関係しないエンコーディン
グ設定の値を指定します。指定した値は、スタック内のすべてのレンディションに適用されます。デ
フォルト値のままを選択すれば、良い結果が得られるはずです。
個々の設定に関する情報は、コンソールで設定の横にある「Info」(情報) リンクを選択すると、設定の
説明が表示されます。
11. ワークフローで別々の未結合出力でビデオとオーディオが必要な場合は、オーディオ 1から自動生成
された ABR レンディションのベースエンコーディング設定。ビデオとオーディオを同じマルチプレッ
クス出力に含める必要がある場合は、この手順をスキップします。
a.

[Audio 1] (オーディオ 1) タブを選択します。

b.

[Base encoding settings for auto-generated ABR renditions] (自動生成されたABRレンディション
の基本エンコーディング設定) セクションの右上にある [Remove audio] (オーディオを削除) を選
択します。

12. オプションで、オーディオレンディションを追加します。ABR スタックで使用するオーディオレン
ディションごとに次の手順を実行します。
a.

左側の [Job] (ジョブ) ペインで、出力グループを選択します。

b.

[Outputs] (出力) セクションで、[Add output with captions or audio] (キャプションまたはオーディ
オで出力を追加する) を選択して、新しい出力を追加します。
[Output 1] (出力 1) 自動化 ABR ビデオ設定を保持して、スタック内のすべてのビデオレンディ
ションを表します。

c.

出力の一覧から新しい出力を選択します。

d.

左エンコードの設定セクションで、自動 ABR を使用しないジョブと同様に、オーディオレンディ
ションを設定します。詳細については、「オーディオ ABR ストリーミング出力の作成 (p. 18)」
を参照してください。

13. オプションでキャプションを追加します。手動で指定した ABR スタックの場合と同様にこの操作
を行います。詳細については、「AWS Elemental でキャプションを設定する MediaConvert ジョ
ブ (p. 121)」を参照してください。
14. オプションで、この手順を繰り返して、異なる形式の追加の ABR パッケージを作成します。自動化
ABR 出力グループを含むジョブにおいては、すべての ABR 出力グループが自動化 ABR を使用する必
要があります。
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自動化 ABR (API、CLI、または SDK) を設定するには
API、CLI、または SDK を使用する場合は、JSON ジョブ仕様で関連する設定を指定し、ジョブとともに
プログラムで送信します。プログラムでジョブを送信する方法の詳細については、の入門トピックの 1 つ
を参照してください。AWS Elemental MediaConvert API リファレンス:
• AWS Elemental の使用を開始する MediaConvert AWS SDK または AWS CLI の使用
• API を使用して AWS Elemental MediaConvert の使用を開始する
1.

自動化 ABR に設定する値を決定します。すべてデフォルトのままであれば、良好な結果が得られるは
ずです。詳細については、「自動化 ABR が機能する仕組み (p. 83)」を参照してください。

2.

を使用する MediaConvert コンソールを使用して JSON ジョブ仕様を生成します。コンソールは、対
話型バリデータとして機能するため、この方法をお勧めします。 MediaConvert ジョブスキーマ。以
下の手順で、コンソールを使って JSON ジョブ仕様書を生成します。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (ジョブの設定) で、[Show job JSON] (ジョブの
JSON を表示する) を選択します。

JSON ジョブ仕様書を手動で編集するための情報
ジョブ設定構造内の各設定が属している場所などの追加情報については、AWS Elemental MediaConvert
API リファレンス。このリスト内にあるリンクは、そのドキュメントの設定に関する情報に移動します。

Important
コンソールからエクスポートするのではなく JSON ジョブ仕様を手動で編集して自動化 ABR を
設定する場合、明示的に設定する必要があります。qualityTuningLevelにMULTI_PASS_HQそ
してrateControlModeにQVBR。
• これらの必要な設定を明示的に行います。
• qualityTuningLevel を MULTI_PASS_HQ に設定します。
• AVC (H.264): qualityTuningLevel in the H264Settings properties table
• HEVC (H.265)qualityTuningLevel in the H265Settings properties table
• rateControlMode を QVBR に設定します。
自動化 ABR を有効にすると、qvbrSettings や qvbrQualityLevel といった QVBR に通常必要
な設定が不要になります。代わりに必要な自動化 ABR 設定を指定します。
• AVC (H.264): rateControlMode in the H264Settings properties table
• HEVC (H.265)rateControlMode in the H265Settings properties table
• 高速トランスコーディング モード を PREFERRED または ENABLED に設定します。これはオプションで
すが、強くお勧めします。
• 必要に応じて、ABR スタック全体に関連する以下の制限を指定します。
• 自動化 ABR: abrSettings
• レンディションの最大値:maxRenditionsの AutomatedAbrSettings プロパティテーブル
• 最大 ABR ビットレート:maxAbrBitrateの AutomatedAbrSettings プロパティテーブル
• 最小値 ABR ビットレート:minAbrBitrateの AutomatedAbrSettings プロパティテーブル
• オプションで、スタック内のレンディションのプロパティに関連するこれらの制限を指定します。

Note
これらのコンソール設定に対応する API プロパティは、自動化 ABR スタックの一部である出
力にあるかどうかによって、異なる機能を発揮します。
• 最大解像度: width および height
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• 自動化 ABR では、以下のようになります。ABR スタックで可能な最大の解像度を表すには、これ
らの設定を合わせます。
• その他の出力では、これらの設定を合わせて、出力解像度を表します。
• 最大フレームレート: frameratecontrol、numerator、および denominator
これらのプロパティの動作と API リファレンスへのリンクについては、「フレームレート変換手順
（API、CLI、または SDK） (p. 101)」を参照してください。
• 自動化 ABR では、以下のようになります。この設定を使用して、スタック内の最高帯域幅のレン
ディションのフレームレートを指定します。これらの設定を指定しなかった場合、 MediaConvert
入力動画のフレームレートを使用します。
• その他の出力では、出力するフレームレートを指定する場合に使用します。
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AWS Elemental MediaConvert での高
速トランスコードの使用
AWS Elemental MediaConvert 超高精細 (UHD) コンテンツや高ダイナミックレンジ (HDR) コンテンツなど
のプレミアムコンテンツを作成する ジョブでは、高いコンピューティング要件があり、完了までに時間が
かかることがあります。これらのジョブを実行するのに必要なトランスコード時間を短縮するために、高
速トランスコードを使用できます。実行に 10 分以上かかるジョブには、高速トランスコードの使用を検
討してください。
例えば、以下のアセットを生成するジョブは高速トランスコードからメリットを受ける可能性がありま
す。
• 超高精細コンテンツ
• HEVC の高ダイナミックレンジコンテンツ
• 視覚的に複雑な長時間のビデオ

Note
高速トランスコードは、プロフェッショナル階層の機能です。プロフェッショナル階層の機能を
使用する出力の場合、トランスコード出力の毎分の料金は高くなります。MediaConvert の料金の
詳細については、「MediaConvert pricing」(MediaConvert の料金表) を参照してください。
トピック
• AWS Elemental MediaConvert での高速トランスコードの設定 (p. 91)
• AWS Elemental MediaConvert での高速トランスコードのジョブ制限 (p. 92)
• AWS Elemental MediaConvert の高速トランスコード JSON ジョブの例 (p. 94)

AWS Elemental MediaConvert での高速トランス
コードの設定
AWS Elemental の高速トランスコードを設定します。 MediaConvert ジョブは、高速化を有効にすること
を除いて、高速化されていないジョブのものと同じです。

Note
高速化されたジョブと他のジョブに使用するリソースを分離するために、高速トランスコード
ジョブには専用のトランスコードキューを使用することをお勧めします。

高速トランスコードを有効にしてトランスコードジョブを設定するには (コンソール)
1.

通常どおりにトランスコードジョブを設定します。詳細については、「ジョブの設定 (p. 9)」を参照し
てください。
ジョブ入力ファイルと出力設定が、「AWS Elemental MediaConvert での高速トランスコードのジョ
ブ制限 (p. 92)」に示されている制限と要件に準拠していることを確認してください。
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2.

タイムコード設定をデフォルト値の [Embedded (埋め込み)] から [Start at zero (ゼロから開始)] に変更
します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (Job 設定)
で、[Settings] (設定) を選択します。

b.

[Timecode configuration (タイムコード設定)] ペインで、[Source (ソース)] として [Start at 0 (0 か
ら開始)] を選択します。

c.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインの [Inputs] (入力) で、
[Settings] (設定) を選択します。

d.

[Video selector (ビデオセレクタ)] ペインの [Timecode source (タイムコードソース)] で、[Start at
0 (0 から開始)] を選択します。

3.

高速トランスコードジョブ専用のキューがまだない場合は、作成します。詳細については、「AWS
Elemental でオンデマンドキューを作成するMediaConvert (p. 72)」を参照してください。

4.

[Create job] (ジョブの作成) ページにある左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Job settings] (ジョブの設
定) セクションの [Settings] (設定) を選択します。

5.

[Acceleration (高速化)] で、[Enabled (有効)] または [Preferred (推奨)] を選択します。
(両方で)有効そして推奨値の入力ファイルとトランスコード設定が高速トランスコードと互換性があ
る場合、 MediaConvert 高速トランスコーディングでジョブを実行します。
入力ファイルまたはトランスコード設定が高速トランスコードと互換性がない場合、 MediaConvert
は、に設定された値に応じて、ジョブを異なる方法で処理します。Acceleration:
• Enabled (有効) – Tサービスは互換性のないジョブを失敗させます。
• Preferred (推奨) – サービスは、高速トランスコードを使用せずにジョブを実行します。
設定Accelerationに推奨値プロフェッショナルティア料金が発生するのは、次の場合のみです。
MediaConvert 高速トランスコーディングでジョブを実行します。
高速トランスコードと互換性のあるファイルや設定の詳細については、「AWS Elemental
MediaConvert での高速トランスコードのジョブ制限 (p. 92)」を参照してください。

API または SDK を使用する場合は、この設定はジョブの JSON ファイルにあります。設定名は
AccelerationMode で、AccelerationSettings の下にあります。

AWS Elemental MediaConvert での高速トランス
コードのジョブ制限
高速トランスコード を有効にする前に、ジョブが以下の要件と制限に適合していることを確認してくださ
い。
高速トランスコードによるビデオ入力のサポート
次の表は、次のビデオ入力コーデックとコンテナの一覧です。 MediaConvert は、高速トランスコードを
サポートしています。
コンテナ

コンテナでサポートされるビデオコーデック

HLS (MPEG-2 TS セグメント)

AVC (H.264)、HEVC (H.265)

IMF

JPEG 2000 (J2K)
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コンテナ

コンテナでサポートされるビデオコーデック

MPEG トランスポートストリーム

AVC (H.264)、HEVC (H.265)、MPEG-2、VC-1

MPEG-4

AVC Intra 50/100、AVC (H.264)、HEVC
(H.265)、MPEG-2

MXF

Apple ProRes、AVC Intra
50/100、AVC (H.264)、JPEG 2000
(J2K)、MPEG-2、SonyXDCam、SonyXDCam
(MPEG-2 バージョンのみ)

QuickTime

Apple ProRes、AVC Intra 50/100、AVC
(H.264)、JPEG 2000 (J2K)、MPEG-2

Note
HLS 入力の場合、お客様のパッケージは HLS 入力パッケージの要件 (p. 193) に記載されている
要件に適合している必要があります。
高速トランスコードによるビデオ出力サポート
次の表は、MediaConvert の高速トランスコードでサポートされているビデオ出力コーデックとコンテナの
一覧です。
コンテナ

コンテナでサポートされるコーデック

CMAF

AV1、AVC (H.264)、HEVC (H.265)

DASH

AV1、AVC (H.264)、HEVC (H.265)

HLS

AVC (H.264)、HEVC (H.265)

MPEG-2 TS

AVC (H.264)、HEVC (H.265)

MPEG-4 (.mp4)

AV1、AVC (H.264)、HEVC (H.265)

MPEG-4 Flash (.f4v)

AVC (H.264)

MXF

AVC (H.264)

QuickTime

AVC (H.264)

Smooth (ISMV)

AVC (H.264)

WebM

VP8、VP9

Raw (コンテナなし)

AVC (H.264)、HEVC (H.265)

Note
MPEG-2 TS 出力では、高速トランスコードを使用するには、CBR のデフォルト値を トランス
ポートストリーム設定 > レートモード から VBR に変更する必要があります

出力制限
• 出力にはビデオコンポーネントが必要となります。 MediaConvert は、オーディオのみの出力による高
速トランスコードをサポートしていません。
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• サポートされるコンテナとコーデックの組み合わせのみを使用してください。上の表は、サポートされ
ているビデオ出力コーデックとコンテナの一覧です。
• ドルビーアトモス以外の出力オーディオコーデックを使用します。 MediaConvert は、ドルビーアトモ
スによる高速トランスコードをサポートしていません。
• サポートされる出力キャプション形式のみを使用します。高速トランコードの場合、MediaConvert では
次の出力キャプション形式はサポートされません。
• サポート外: 焼き付け
• サポート外: SCTE-20
サポートされるキャプション形式のリストについては、「サポートされているキャプションワークフ
ロー、ビデオと同じファイルにキャプションを入力する (p. 199)」を参照してください。

高速トランスコードではサポートされないトランスコード機能
• 広告表示のブランキング
• 動的イメージインサータ (動的グラフィックオーバーレイ)
• 補間型フレームレート変換
• VBI パススルー
• タイムコードパススルー
• SEI タイムコード
• タイムコードアンカー
• テレシネ出力
• 逆テレシネ出力
• 埋め込みタイムコードソース

Note
高速トランスコーディングでは、Timecode source (タイムコードソース) に Embedded (埋め
込み) の入力設定を設定できますが、Timecode configuration (タイムコードの設定) の下にある
Source (送信元) のジョブ全体の設定ではありません。
• ESAM
• SCTE-35 パススルー
• ブラックビデオジェネレータ
• 動画のパッド

AWS Elemental MediaConvert の高速トランスコー
ド JSON ジョブの例
以下の JSON ジョブの例では、MP4 ファイルを、H.265 でエンコードされた 720p の別の MP4 ファイル
に変換します。この例を使用するには、設定を独自の値に置き換えます。少なくとも、以下の設定に値を
指定する必要があります。
• Role: これはAWS Identity and Access ManagementAWS Elemental を与えるために設定した (IAM) ロー
ル MediaConvert お客様に代わって入力と出力の Amazon S3 バケットにアクセスすること、Amazon
API Gateway にアクセスすること。このロールの設定の詳細については、「」を参照してくださ
い。IAM 許可をセットアップするのAWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド。
• Destination: 必要な場所の Amazon S3 バケット MediaConvert をクリックして、出力ファイルを保
存します。以下の例にあるように、末尾にスラッシュを含めてください。
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• InputClippings: StartTimecode と EndTimecode に値をセットで指定して、トランスコードす
るクリップを定義します。あるいは、InputClippings を完全に削除して、アセット全体をトランス
コードすることもできます。
• FileInput: 入力ファイルの名前と場所を指定します。ファイル入力には Amazon S3 オブジェクトま
たは HTTP URL を指定できます。
高速トランスコードは、入力が 1 つのみのジョブでサポートされています。入力がステッチングされた
ジョブにおいては使用することはできません。

{

"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/MediaConvert_Role",
"AccelerationSettings" : {
"Mode" : "ENABLED"
},
"UserMetadata": {
"job" : "Acceleration"
},
"Settings": {
"TimecodeConfig": {
"Source": "ZEROBASED"
},
"OutputGroups": [
{
"Name": "File Group",
"Outputs": [
{
"ContainerSettings": {
"Container": "MP4",
"Mp4Settings": {
"CslgAtom": "EXCLUDE",
"FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
"MoovPlacement": "NORMAL"
}
},
"VideoDescription": {
"Width": 1280,
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"Height": 720,
"VideoPreprocessors": {
"TimecodeBurnin": {
"FontSize": 32,
"Position": "TOP_CENTER"
}
},
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
"Codec": "H_265",
"H265Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"ParNumerator": 1,
"NumberReferenceFrames": 3,
"FramerateDenominator": 1001,
"GopClosedCadence": 1,
"AlternateTransferFunctionSei": "DISABLED",
"HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
"GopSize": 48,
"Slices": 4,
"GopBReference": "ENABLED",
"HrdBufferSize": 20000000,
"SlowPal": "DISABLED",
"ParDenominator": 1,
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"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"Bitrate": 10000000,
"FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "MAIN_MAIN",
"Tiles": "ENABLED",
"Telecine": "NONE",
"FramerateNumerator": 24000,
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "HIGH",
"CodecLevel": "LEVEL_5",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "SPECIFIED",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
"TemporalIds": "DISABLED",
"SampleAdaptiveOffsetFilterMode": "ADAPTIVE"

}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
{
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"CodecSettings": {
"Codec": "AAC",
"AacSettings": {
"AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
"Bitrate": 160000,
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"RawFormat": "NONE",
"SampleRate": 48000,
"Specification": "MPEG4"
}
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
"AudioType": 0
}
],
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "1280x720"

}
],
"OutputGroupSettings": {
"Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
"FileGroupSettings": {
"Destination": "s3://mediaconvert-outputs/accelerated/"
}
}

}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
"InputClippings": [
{
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"EndTimecode": "01:00:00:00",
"StartTimecode": "00:00:00:00"

}

}

]

}

}
],
"AudioSelectors": {
"Audio Selector 1": {
"Offset": 0,
"DefaultSelection": "DEFAULT",
"ProgramSelection": 1
}
},
"VideoSelector": {
"ColorSpace": "FOLLOW"
},
"FilterEnable": "AUTO",
"PsiControl": "USE_PSI",
"FilterStrength": 0,
"DeblockFilter": "DISABLED",
"DenoiseFilter": "DISABLED",
"TimecodeSource": "ZEROBASED",
"FileInput": "s3://mediaconvert-inputs/SampleVideo_h264_StereoAudio.mp4"
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基本的なビデオの概念と関連する
AWS Elemental MediaConvert 設定値
値値値値値
シンプルなトランスコード（ビデオアセットを再生できるデバイスを変更したり、ファイルサイズを小さ
くしたり、解像度を変更したりするために）を実行している場合は、[job templates] (p. 59) (ジョブテン
プレート) または [output presets] (p. 53) (出力プリセット) をクリックして、ビデオ設定を選択します。た
だし、ビデオのエンコード方法を具体的に調整したい場合は、ビデオ設定を個別に調整する必要がありま
す。
各設定の詳細については、設定の説明を参照してください。説明を見つけるには、MediaConvert コンソー
ルの設定の横にある [Info] (自動) リンクをクリックします。または、AWS Elemental MediaConvert API リ
ファレンスの「ジョブ」トピックに説明があります。特定の設定を見つけるには、ブラウザの検索機能を
使うか、スキーマから設定へのリンクをたどってください。スキーマは、設定を構造化して表示するもの
です。
MediaConvert トランスコード設定のいくつかについては、次のトピックで追加の詳細、概念的な説明、お
よびユースケースに適した設定値に関する情報を提供します。
トピック
• AWS Elemental でのビデオフレームレートの操作操作値値値操作 MediaConvert (p. 98)
• AWS Elemental でのテレシネの操作操作操作操作操作 MediaConvert (p. 103)
• AWS Elemental でのプログレッシブスキャンタイプとインターレーススキャンタイプの操作操作値値
MediaConvert (p. 104)
• 黒いビデオフレームによるビデオのパディング (p. 113)

AWS Elemental でのビデオフレームレートの操作
操作値値値操作 MediaConvert
ビデオアセットのフレームレートは、ビデオプレーヤーデバイスがビデオのフレームを再生する速度
を、フレーム/秒（fps）で表します。例えば、映画のフレームレートは 24 fps、NTSC のテレビ放送
は、29.97/59.94 fps、PAL のテレビジョン放送は、50/25 fps です。MediaConvert ジョブでデフォルト設
定のままジョブを実行すると、出力ビデオのフレームレートは入力ビデオと同じになります。
ビデオには、ビデオの長さに応じてフレームレートが変化するものがあります。例えば、カメラによって
は、動きの多いシーケンスではより多くのフレームを使用し、動きの少ないシーケンスではより少ないフ
レームを使用するビデオを自動的に生成します。 MediaConvert 可変フレームレート (VFR) 入力をサポー
トしますが、定フレームレート (CFR) 出力のみを作成します。詳細については、「可変フレームレート入
力の使用 (p. 100)」を参照してください。
トピック
• フレームレート変換の設定 (p. 99)
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• AWS Elemental で可変フレームレート入力を使用する MediaConvert (p. 100)
• ビデオのフレームレート変換 (p. 100)

フレームレート変換の設定
入力と異なるフレームレートの出力を作成するには、MediaConvert これらの設定を使用します。
フレームレート (framerateControl、framerateNumerator、framerateDenominator)
フレームレート変換を行う場合は、出力エンコード設定で入力映像のフレームレートと異なるフレー
ムレートを指定します。MediaConvert すると、入力ビデオのフレームレートではなく、指定したフ
レームレートの出力が作成されます。
JSON ジョブ仕様で出力フレームレートを直接指定することは、コンソールで行うよりも複雑な場合
があります。詳しくは、ビデオのフレームレート変換 (p. 100) トピックの API、CLI、SDK の使用手
順をご覧ください。
フレームレート変換アルゴリズム (framerateConversionAlgorithm)
MediaConvert フレームレートの増加または減少を行うときに使用する方法を選択します。この設定の
最適な選択は、ビデオの内容によって異なります。
[Drop duplicate] ( MediaConvert デフォルフォルフォルフォルフォルフォルフォルフォルフォルフォル
フォルフォルフォルフォルフォルフォルト: この場合、個々のフレームの画質は維持されますが、一部
の変換でスタッタリングが発生する可能性があります。60 fps から 30 fps のような数値的に単純な変
換は、Drop duplicate (重複をドロップ) が最適な場合が多いです。
[Interpolate] (補間) 使用する場合、 MediaConvert フレームをブレンドして、フレームの繰り返しや削
除の必要性を回避します。その結果、動きは滑らかになりますが、望ましくない映像のアーチファク
トが発生する可能性があります。数値的に複雑な変換を行う場合、Drop duplicate (重複をドロップ)
よりも Interpolate (補間) の方が良い結果が得られると思われます。
を使用するときはFrameFormer、 MediaConvert InSync FrameFormer ライブラリを使用します。変換
では、入力ビデオのコンテンツに基づいて動的補正補間を使用します。 FrameFormerは、 scene-bysceneベースで様々なフレームレート変換技術を実行し、各フレームの異なる領域で異なる技術を使
用することができます。FrameFormer ファイルのメタデータで報告されるフレームレートに頼るので
はなく、ソースビデオの基礎となるケイデンスの自動検出に基づいて変換を行います。
機能の制限:
• 4K FrameFormer までの解像度を持つ入力にのみ使用できます。 MediaConvert 8K FrameFormer 入
力で変換をサポートしていません。
• FrameFormer オンデマンドキューで実行するジョブにおいてのみ使用できます。で予約済みキュー
を使用することはできませんFrameFormer。
を使用すると、 FrameFormer トランスコード時間が長くなり、大きなアドオンコストが発生しま
す。詳細については、「MediaConvert 料金表ページ」を参照してください。
変換によっては、次の設定も使用できます。
低速 PAL (slowPal)
フレームレートを 23.976 または 24 フレーム/秒 (fps) から 25 fps に変換する場合、オプションで
Slow PAL (低速フェーズの交互配線) を有効にできます。低速 PAL を有効にすると、フレームを複製
してフレームレートを上げる代わりに、ビデオフレームを 25 fps MediaConvert として再ラベルし、
ビデオと同期するようにオーディオをリサンプリングします。PAL フレームレートの変換が遅くなる
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と、ビデオの再生時間がわずかに短縮されます。一般に、ファイルベースの再生またはインターネッ
トストリーミング用にシネマフォーマットを変換するには、低速 PAL を使用します。
テレシネ (telecine)
フレームレートを 23.976 フレーム/秒 (fps) から 29.97 fpsに変換する時に、出力スキャンの種類がイ
ンターレースされている場合は、オプションで [テレシネ] を [ハード] または [ソフト] に設定すると、
より滑らかな画像を作成できます。一般的に、セットトップボックスへのブロードキャスト用にビデ
オアセットを準備するときは、テレシネを使用します。
詳細については、「テレシネの使用 (p. 103)」を参照してください。
スキャンタイプ (inputScanType)
この設定を使用するプログレッシブセグメントフレーム (PsF) 入力の場合のみ。MediaConvert プロ
グレッシブおよびインターレース入力を自動的に検出します。しかし、PsF は検出しません。入力が
PsF の場合は、スキャンタイプにPsFを設定して、インターレース解除とフレームレート変換を行う
ときの品質をより良く保ちます。

AWS Elemental で可変フレームレート入力を使用する
MediaConvert
ビデオには、ビデオの長さに応じてフレームレートが変化するものがあります。スマートフォンのカメラ
など、一部のカメラでは、動きの多いシーンではフレーム数を多くし、動きの少ないシーンではフレーム
数を少なくして、自動的にビデオを生成しています。 MediaConvert 可変フレームレート (VFR) 入力をサ
ポートしますが、定フレームレート (CFR) 出力のみを作成します。
出力フレームレートのデフォルト設定は [ソースをフォローする] にします。フォローソースは、入力ビデ
オのフレームレートが固定か可変かによって、動作が異なります。
• 一定フレームレート入力の場合、[ソースをフォローする] によって、出力は入力ビデオと同じフレーム
レートになります。
• 可変フレームレート入力の場合、[ソースをフォローする] によって、入力フレームレートの平均
であるフレームレートが一定のフレームレートで出力され、最も近い整数標準フレームレート
（1、5、10、15、24、30、50、または 60 fps）に切り上げられます。

機能の制限
MediaConvert 可変フレームレートビデオのサポートは、このような点で制限があります。
• 可変フレームレートは入力のみ対応しています。出力は一定フレームレートのみです。
• 可変フレームレート入力は次のコンテナでのみサポートされています。MP4とMOV。

ビデオのフレームレート変換
どの設定方法を使うかを決めたら、次のいずれかの手順でジョブを設定します。これらの設定に適した値
の選択に関する概念情報とガイダンスについては、「フレームレート変換の設定 (p. 99)」を参照してく
ださい。
ジョブの送信方法に応じて、以下のいずれかの手順を行います。
• フレームレート変換手順、コンソール (p. 101)
• フレームレート変換手順（API、CLI、または SDK） (p. 101)
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フレームレート変換手順、コンソール
フレームレート変換 を有効にしてトランスコードジョブを設定するには (コンソール)
1.

フレームレート変換に設定する値を決定します。詳細については、「フレームレート変換の設
定 (p. 99)」を参照してください。

2.

「ジョブの設定 (p. 9)」の説明に従って、ジョブの入力と出力を設定します。

3.

[ジョブの作成] ページにある左側の [ジョブ] ペインで、フレームレート変換を使用する出力を選択し
ます。

Tip
コンソールで特定のエンコーディング設定を見つけるには、ブラウザの検索機能を使用しま
す。
4.

[エンコーディング設定] セクションの [フレームレート] で、出力に必要なフレームレートを選択しま
す。必要なフレームレートがリストにない場合は、[Custom] を選択します。次に、[フレームレート]
の右側のフィールドで、フレームレートを分数として指定します。

5.

[フレームレート変換アルゴリズム] で、コンテンツに最も適したアルゴリズムを選択します。
なお、[フレームレート変換アルゴリズム] は、出力フレームレートを選択するまで、コンソールでは
使用することはできません。

6.

オプション。出力が 25 fpsで、低速 PALを使用する場合は、それを有効にします。

7.

オプション。23.976 fps から 29.97 fps に変換中で、テレシネ変換をしたい場合は、[テレシネ] を
[ハード] または [ソフト] に設定します。
なお、出力フレームレートを 29.97 に設定するまで、テレシネはコンソールでは使用することはでき
ません。

フレームレート変換手順（API、CLI、または SDK）
API、CLI、または SDK を使用する場合は、JSON ジョブ仕様で関連する設定を指定し、ジョブとともに
プログラム的に送信します。プログラムでジョブを送信する方法の詳細については、「AWS Elemental
API Reference」(AWS Elemental MediaConvert API Reference) の入門トピックの 1 つを参照してくださ
い。
• AWS SDK または AWS CLI MediaConvert を使用して AWS Elemental の利用を開始する
• API を使用して AWS Elemental MediaConvert を使い始める

フレームレート変換 (API、CLI、または SDK) を使用してトランスコードジョブを設定するには
1.

フレームレート変換に設定する値を決定します。詳細については、「フレームレート変換の設
定 (p. 99)」を参照してください。

2.

MediaConvert コンソールを使用して JSON ジョブ仕様を生成します。 MediaConvert コンソールは
ジョブスキーマに対するインタラクティブな検証機能として機能するので、この方法をお勧めしま
す。以下の手順で、コンソールを使って JSON ジョブ仕様書を生成します。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (ジョブの設定) で、[Show job JSON] (ジョブの
JSON を表示する) を選択します。

ジョブ設定構造内の各設定が属している場所などの追加情報については、「AWS Elemental API
Reference」(AWS Elemental MediaConvert API Reference) を参照してください。このリスト内のリンク
は、そのドキュメントの設定に関する情報に移動します。
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• フレームレートの制御 (framerateControl)
MediaConvertフレームレート制御の設定を使用して、入力ソースのフレームレートを使用する
か、framerateDenominatorまたは設定で指定したフレームレートを使用するかを指定しま
す。framerateNumerator

Note
この設定のデフォルトの動作は、ソースをフォローするです。したがって、この設定を JSON
ジョブ仕様から除外すると、 MediaConvert framerateNumeratorとに設定した値は無視され
ますframerateDenominator。
• AV1: framerateControl
• AVC (H.264): framerateControl
• HEVC (H.265): framerateControl
• MPEG-2: framerateControl
• アップル ProRes:framerateControl
• VP8: framerateControl
• VP9: framerateControl
• フレームレート (framerateNumerator および framerateDenominator)
MediaConvert ジョブ設定スキーマでは、フレームレートは分数で表され、無理数の精度を保持します。
したがって、フレームレートの値を framerateDenominator で除算した framerateNumerator と
して指定します。一般的なフレームレートの値については、この設定リストの後の表を参照してくださ
い。
framerateNumerator へのリンク
• AV1: framerateNumerator
• AVC (H.264): framerateNumerator
• HEVC (H.265): framerateNumerator
• MPEG-2: framerateNumerator
• アップル ProRes:framerateNumerator
• VP8: framerateNumerator
• VP9: framerateNumerator
framerateDenominator へのリンク
• AV1: framerateDenominator
• AVC (H.264): framerateDenominator
• HEVC (H.265): framerateDenominator
• MPEG-2: framerateDenominator
• アップル ProRes:framerateDenominator
• VP8: framerateDenominator
• VP9: framerateDenominator
• フレームレート変換アルゴリズム (framerateConversionAlgorithm)
• AV1: framerateConversionAlgorithm
• AVC (H.264): framerateConversionAlgorithm
• HEVC (H.265): framerateConversionAlgorithm
• MPEG-2: framerateConversionAlgorithm
• アップル ProRes:framerateConversionAlgorithm
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• 低速 PAL (slowPal)
• AVC (H.264): slowPal
• HEVC (H.265): slowPal
• MPEG-2: slowPal
• アップル ProRes:slowPal
• テレシネ (telecine)
• AVC (H.264): telecine
• HEVC (H.265): telecine
• MPEG-2: telecine
• アップル ProRes:telecine
• スキャンタイプ (InputScanType)

一般的なフレームレート比
フレームレートの共通名

framerateNumerator の値

framerateDenominator の値

23.976

24,000

1,001

29.97

30,000

1,001

59.94

60,000

1,001

AWS Elemental でのテレシネの操作操作操作操作
操作 MediaConvert
Tip
ビデオ処理ワークフローがテレシネを必要としない場合は、標準のプログレッシブ出力を選択し
ます。
フレームレートを 23.976 フレーム/秒 (fps) から 29.97 fpsに変換する時に、出力スキャンの種類がイン
ターレースされている場合は、オプションで [テレシネ] 設定でハードテレシネまたはソフトテレシネを有
効にします。ハードテレシネは、インターレースビデオフレームフィールドを複数のフレームに複製して
29.97i 出力を生成します。ソフトテレシネは、再生中に変換を行うために、ビデオプレーヤーデバイスに
信号を送る 23.976 fps の出力を生成します。一般に、放送局は、NTSC セットトップボックスへの放送用
のフィルム資産を準備する際にテレシネを使用します。
MediaConvert 関連設定の一部をどのように設定するかは、入力のスキャンタイプとフレームレート、およ
び入力に既にテレシネフレームが含まれているかどうかによって異なります。関連する設定の詳細につい
ては、次のリストを参照してください。概要テーブルについては、「有効な設定の組み合わせ (p. 107)」
を参照してください。

関連設定
フレームレート (framerateControl、framerateNumerator、framerateDenominator)
テレシネ設定を有効にする場合でも、出力フレームレートを 29.97 として指定する必要があります。
MediaConvert これは自動的には設定されません。
フレームレート変換アルゴリズム (framerateConversionAlgorithm)
入力フレームレートが 23.976 ではなく、[テレシネ] を有効にしたときは、テレシネを適用する前に、
MediaConvert 指定したフレームレート変換アルゴリズムを使用して、フレームレートを 23.976 に変
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換します。入力フレームレートが 23.976 の場合、フレームレート変換アルゴリズムMediaConvert に
設定した値は無視します。
デインターレーサープリプロセッサ (Deinterlacer)
インターレースを削除してプログレッシブ出力を作成する場合は、デインターレーサーを有効にしま
す。テレシネ入力からインターレースを削除する場合は、インターレースモードも必ず逆テレシネに
設定してください。
インターレース解除の詳細については、「プログレッシブスキャンタイプとインターレーススキャン
タイプの操作 (p. 104)」を参照してください。
インターレースモード (interlaceMode)
入力がプログレッシブで、テレシネ出力をセットアップする場合は、[インターレースモード] を使用
してインターレースを適用します。
インターレースの詳細については、「プログレッシブスキャンタイプとインターレーススキャンタイ
プの操作 (p. 104)」を参照してください。
スキャンタイプ (inputScanType)
この設定は、入力がプログレッシブセグメントフレーム (PsF) の場合にのみ使用します。
MediaConvert プログレッシブおよびインターレース入力を自動的に検出します。しかし、PsF は検出
しません。入力が PsF の場合は、スキャンタイプにPsFを設定して、インターレース解除とフレーム
レート変換を行うときの品質をより良く保ちます。
テレシネとの間でビデオを変換するジョブを設定するコンソールおよび API 手順については、「スキャン
タイプの変換 (p. 111)」を参照してください。

AWS Elemental でのプログレッシブスキャンタイ
プとインターレーススキャンタイプの操作操作値値
MediaConvert
プログレッシブそしてインターレースには 2 つのタイプのビデオ表示方式があります。モダンなディスプ
レイデバイスビデオがインターレースかプログレッシブかを検出し、自動的に検出するビデオを正しく再
生します。ただし、最近の画面ではプログレッシブビデオのほうがはるかにきれいに見えます。
インターレース/インターレース解除の使用とテレシネからの変換で最良の結果を得るには、入力ビデオが
どのように記録され、どのような変換が行われたかを考慮する必要があります。例えば、インターレース
されていない入力に対してインターレース解除を適用すると、出力映像の品質が低下します。
トピック
• 基本的なスキャンタイプの用語 (p. 104)
• スキャンタイプ変換の設定 (p. 105)
• 有効な設定の組み合わせ (p. 107)
• ビデオのスキャンタイプの変換 (p. 111)

基本的なスキャンタイプの用語
プログレッシブビデオ
プログレッシブビデオすべてのフレームにすべてのラインを含めます。画面のちらつきを大幅に抑え
ることができるため、最新の画面でも見やすくなります。プログレッシブビデオを表示する機器で
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は、フレーム内のすべての水平線が再描画されます。例えば、1080 本のプログレッシブビデオを 50
ヘルツで再生する機器は、1 秒間に 50 回、1080 本のライン (フレーム内のすべてのライン) を再描画
します。
インターレースビデオ
インターレースビデオでは、余分な帯域幅を消費することなく、ビデオディスプレイの認識フレーム
レートを2倍にする手法を使用します。古いディスプレイでは、ほとんどの人がインターレースビデ
オの画質低下を感じないでしょう。インターレースビデオフレーム内のその他の水平線の再描画をサ
ポートするデバイス。たとえば、10 80 インターレースビデオを再生する 50 ヘルツで動作するデバイ
スでは、毎秒 50 回 540 ライン (ラインの半分 フレーム内）が再描画されます。
インターレースフレームのフィールド極性
インターレースビデオは、1 つのビデオフレームに 2 つのフィールドがあり、それぞれのフィールド
はビデオの水平ライン 1 本おきに構成されています。ビデオのフィールド極性は、この 2 組のライ
ンを区別しています。セットの極性は、トップフィールドが先か、ボトムフィールドが先かを示しま
す。次の図では、トップフィールド極性のセットが青色で示されており、一番上の線が含まれていま
す。底面の極性のセットは赤で表示され、上から 2 番目の水平線が入っています。完全なフレームに
は両方が含まれており、各セットは交互に更新されます。

でインターレース出力を作成する場合 MediaConvert、インターレースモード設定で最初に来るフィー
ルド極性を指定できます。

スキャンタイプ変換の設定
インターレースビデオをプログレッシブビデオに変換するには、MediaConvert このトピックで説明する設
定を指定します。このトピックでは、 MediaConvert インターレースとインターレース解除に関連する設
定の値を選択するための概念情報とガイダンスを取り上げます。それらを指定する方法については、「ス
キャンタイプの変換 (p. 111)」トピックの手順を参照してください。
これらの設定のうち有効なものは、他の設定に選んだものに依存します。両者を正しく指定する方法を示
す表については、を参照してください有効な設定の組み合わせ (p. 107)。
デインターレーサープリプロセッサ (Deinterlacer)
この親設定を使って、インターレース解除の有効または無効を設定します。インターレース解除の設
定を行わず、単にインターレース解除を有効にすると、ジョブがインターレースされたコンテンツを
プログレッシブに変換します。デフォルトのインターレース解除が正しく機能するには、入力ビデオ
がインターレースされ、入力ビデオのフレームが、プログレッシブとして それらのフレームにタグを
付ける メタデータを持っていない必要があります。
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インターレース解除の制御 (DeinterlacerControl)
この設定は、デインターレーサーの設定の子です。オプションで [インターレース解除の制御] を使用
すると、プログレッシブとしてタグ付けされているものを含め、MediaConvert 入力ビデオのすべての
フレームをインターレース解除します。この設定は、入力ビデオのメタデータが間違っていることが
分かっている場合のみ使用します。
デインタレースアルゴリズム (DeinterlaceAlgorithm)
この設定は、デインターレーサー設定の子です。オプションで [インターレース解除アルゴリズム] を
使用して、 MediaConvert インターレース解除を行い、コンテンツの最高品質を得る方法を指定しま
す。シャープな画像の場合は、動的適応補間オプションの 1 つを選択します ([Interpolate] (補間) また
は [Interpolate ticker] (補間ティッカー))。動きンを滑らかにするには、ブレンドオプションの 1 つを選
択します ([Blend] (ブレンド) または [Interpolate ticker] (補間ティッカー)。フレーム下部のスクロール
するヘッドラインなど、ソースファイルに動くテキストが含まれる場合は、テロップ版のアルゴリズ
ムを選択します。
インターレース解除モード (DeinterlacerMode)
この設定は、デインターレーサーの設定の子です。オプションで [Deinterlacer] (デインターレーサー)
モードを使用してデインターレーサーMediaConvert の適用方法を変更できます。
[インターレース解除] のデフォルト値を維持して、通常のインターレース解除をおこないます。
ハードテレシネ (29.97 fps、インターレース) を 23.976 fps でプログレッシブビデオに変換するに
は、[Inverse telecine] (逆テレシネ) を選択します。なお、逆テレシネを使用する場合も、出力フレー
ムレートを 23.97 に指定する必要があります。 MediaConvert これは自動的には設定されません。
[Adaptive] (適応) を選択すると、 MediaConvertインターレース入力を自動的に検出し、インターレー
ス解除と逆テレシネを適用します。適応型インターレース解除モードは、出力プリセット、ジョブテ
ンプレート、またはカスタムプログラミングを使用して、同じジョブ設定でアセットのライブラリ全
体をトランスコードする場合に便利です。

Note
この設定に [Adaptive] (適応) を選択した場合は、MediaConvert 自動的に逆テレシネを使用し
ます。
インターレースモード (interlaceMode)
プログレッシブまたはインターレースの入力からインターレース映像を作成する場合は、
MediaConvert この設定を使用します。この設定のデフォルト値は Progressive (プログレッシブ) なの
で、インターレース出力が必要でない限り、この設定は無視できます。

Note
インターレース入力を使用してデフォルト設定 [Progressive] (プログレッシブ) を維持する場
合は、[Interlace mode] (インターレースモード) で [Deinterlace] (インターレース解除) を有効
にすべきです。そうでない場合、プログレッシブ出力は非常に低いビデオ品質となります。
インターレース出力を作成するときは、[Interlace mode] (インターレースモード) を使用して出力
のフィールド極性 (p. 104)を指定します。最初に来るフィールドを直接指定することも、ソース入
力の極性に従うように設定することも可能です。複数の入力を持つジョブの場合、入力の極性によっ
て、出力は最初にトップフィールドとボトムフィールドが混在する場合があります。
[Interlace mode] (インターレースモード) をソースをフォローし、入力がプログレッシブであるよう
に設定した場合の出力のフィールド極性は、設定したフォローオプションによって異なります。フォ
ロー、トップフィールドでは、先頭フィールドが最初に出力されます。フォロー、ボトムフィール
ドでは、一番下のフィールドが最初に出力されます。
スキャンタイプ (inputScanType)
この設定は、入力がプログレッシブセグメントフレーム (PsF) の場合にのみ使用します。
MediaConvert プログレッシブおよびインターレース入力を自動的に検出します。しかし、PsF は検出
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しません。入力が PsF の場合は、スキャンタイプにPsFを設定して、インターレース解除とフレーム
レート変換を行うときの品質をより良く保ちます。

有効な設定の組み合わせ
この表は、使用するスキャンタイプの設定が有効であること、ソース入力のスキャンタイプで動作するこ
とを確認するために使用します。

Note
インターレース解除アルゴリズムは、この表には表示されません。有効にした方が理にかなって
いるときはいつでも、デインターレーサーで、他の設定に関係なく、任意の値を選択できます。
この入力を変換するには

この出力へ

次の設定値を使用する

プログレッシブ

プログレッシブ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ (デフォル
テレシネ: なし (デフォルフォル
フォルフォル

インターレース

プログレッシブ

デインターレーサー: 有効
デインターレース制御: いずれか
の値
デインターレースモード: イン
ターレース解除値値値値値値値
インターレースモード: プログ
レッシブ (デフォル
テレシネ: なし (デフォルフォル
フォルフォル

ハードテレシネ

プログレッシブ

デインターレーサー: 有効
デインターレース制御: いずれか
の値
デインターレースモード: 逆順検
索検索検索検索検索
インターレースモード: プログ
レッシブ (デフォル
テレシネ: なし (デフォルフォル
フォルフォル
フレームレート: 23.976

ハードテレシネ

プログレッシブ
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この入力を変換するには

この出力へ

次の設定値を使用する

いつ Deinterlace mode (インター デインターレース制御: [Normal]
レース解除モード) で Adaptive
(普通)
(適応) を使用したいのか
デインターレースモード: アダプ
ティブブ
インターレースモード: プログ
レッシブ (デフォル
テレシネ: なし (デフォルフォル
フォルフォル
フレームレート: 23.976
ソフトテレシネ

プログレッシブ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ (デフォル
テレシネ: なし (デフォルフォル
フォルフォル
フレームレート: 23.976

複数の入力、一部インターレース
で一部プログレッシブ

プログレッシブ

デインターレーサー: 有効
デインターレース制御: [Normal]
(普通)
デインターレースモード: アダプ
ティブブ
インターレースモード: プログ
レッシブ (デフォル
テレシネ: なし (デフォルフォル
フォルフォル

プログレッシブ

ハードテレシネ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ハード
フレームレート: 29.97
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この入力を変換するには

この出力へ

次の設定値を使用する

ハードテレシネ

ハードテレシネ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: なし
フレームレート: ソースをフォ
ロー

ソフトテレシネ

ハードテレシネ

デインターレーサー: 無効
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ハード
フレームレート: 29.97

複数の入力、一部インターレース
で一部プログレッシブ

ハードテレシネ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ハード
フレームレート: 29.97

インターレース

インターレース

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: なし
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この入力を変換するには

この出力へ

次の設定値を使用する

複数の入力、一部インターレース
で一部プログレッシブ

インターレース

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: なし

プログレッシブ

ソフトテレシネ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ソフト

ハードテレシネ

ソフトテレシネ

デインターレーサー: 有効
デインターレース制御: いずれか
の値
デインターレースモード: 逆順検
索検索検索検索検索
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ソフト
フレームレート: 23.967

ハードテレシネ

ソフトテレシネ

デインターレーサー: 有効

いつ Deinterlace mode (インター デインターレース制御: [Normal]
レース解除モード) で Adaptive
(普通)
(適応) を使用したいのか
デインターレースモード: アダプ
ティブブ
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ソフト
フレームレート: 23.967
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この入力を変換するには

この出力へ

次の設定値を使用する

ソフトテレシネ

ソフトテレシネ

デインターレーサー: 無効
デインターレース制御: 該当なし
デインターレースモード: 該当な
し
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ソフト

複数の入力、一部インターレース
で一部プログレッシブ

ソフトテレシネ

デインターレーサー: 有効
デインターレース制御: [Normal]
(普通)
デインターレースモード: アダプ
ティブブ
インターレースモード: プログ
レッシブ以外の値値
テレシネ: ソフト
フレームレート: 23.967

ビデオのスキャンタイプの変換
どの設定方法を使うかを決めたら、次のいずれかの手順でジョブを設定します。これらの設定に適した値
の選択に関する概念情報とガイダンスについては、「スキャンタイプ変換の設定 (p. 105)」を参照してく
ださい。

スキャンタイプとテレシネを変換するトランスコードジョブを設定するには (コンソール)
1.

トピック スキャンタイプ変換の設定 (p. 105) を参照して、インターレースまたはインターレース解
除に設定する値を決定します。

2.

「ジョブの設定 (p. 9)」の説明に従って、ジョブの入力と出力を設定します。

3.

[Create job] (ジョブの作成) ページにある左側の [Job] (ジョブ) ペインで、操作する出力を選択しま
す。

4.

[Encoding settings] (エンコーダー設定) セクションで以下の必要な設定を見つけてください。
• デインターレーサープリプロセッサ: Encoding settings セクションの下部にあるプリプロセッサの
リストから [Deinterlacer] (デインターレーサー) を選択します。
• デインターレース制御：この設定は、デインターレーサーを有効にした後の [Deinterlacer] (デイン
ターレーサー) セクションで見つけることができます。
• デインターレースアルゴリズム: この設定は、デインターレーサーを有効にした後の [Deinterlacer]
(デインターレーサー) セクションで見つけることができます。
• デインターレースモード: この設定は、デインターレーサーを有効にした後の [Deinterlacer] (デイン
ターレーサー) セクションで見つけることができます。
• インターレースモード: この設定は、エンコーディング設定のすぐ下にあります。ウェブブラウザの
検索機能を使用して、この設定を探すことができます。

111

MediaConvert ユーザーガイド
スキャンタイプの変換

• テレシネ: この設定は、フレームレートに 29.970 を設定した場合のみ表示されます。エンコーダー
設定直下のフレームレートを見つけます。ウェブブラウザの検索機能を使用して、この設定を探す
ことができます。
テレシネ のデフォルト値は、なし です。したがって、テレシネ出力を作成するときにのみ、この設
定がコンソールに表示されるようにする必要があります。

スキャンタイプとテレシネ (API、CLI、または SDK) を変換するトランスコードジョブを設定する
には
API、CLI、または SDK を使用する場合は、JSON ジョブ仕様で関連する設定を指定し、ジョブとともに
プログラムで送信します。プログラムでジョブを送信する方法の詳細については、「AWS Elemental API
Reference」(AWS Elemental MediaConvert API Reference) の入門トピックの 1 つを参照してください。
• AWS SDK または AWS CLI MediaConvert を使用して AWS Elemental の利用を開始する
• API を使用して AWS Elemental MediaConvert を使い始める
1.

トピック スキャンタイプ変換の設定 (p. 105) を参照して、インターレースまたはインターレース解
除に設定する値を決定します。

2.

MediaConvert コンソールを使用して JSON ジョブ仕様を生成します。 MediaConvert コンソールは
ジョブスキーマに対するインタラクティブな検証機能として機能するので、この方法をお勧めしま
す。以下の手順で、コンソールを使って JSON ジョブ仕様書を生成します。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (ジョブの設定) で、[Show job JSON] (ジョブの
JSON を表示する) を選択します。

ジョブ設定構造内の各設定が属している場所などの追加情報については、「AWS Elemental API
Reference」(AWS Elemental MediaConvert API Reference) を参照してください。このリストのリン
クは、そのドキュメントの設定に関する情報に移動します。
• デインターレーサープリプロセッサ: Deinterlacer
• インターレース解除の制御: DeinterlacerControl
• インターレース解除アルゴリズム: DeinterlaceAlgorithm
• インターレースモード: DeinterlacerMode
• インターレースモード (interlaceMode)
• AVC (H.264): interlaceMode
• HEVC (H.265): interlaceMode
• MPEG-2: interlaceMode
• アップル ProRes:interlaceMode
• テレシネ (telecine)
• AVC (H.264): telecine
• HEVC (H.265): telecine
• MPEG-2: telecine
• アップル ProRes:telecine
• スキャンタイプ (InputScanType)
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黒いビデオフレームによるビデオのパディング
ブラックビデオパディングの仕組み
AWS Elemental MediaConvert では、ビデオトラックに黒いビデオフレームを埋め込んで、ビデオとオー
ディオのデュレーションを一致させることができます。
入力メディアファイルには、デュレーションが異なるオーディオトラックとビデオトラックが含まれてい
る場合があります。次の横棒グラフでは、オーディオトラックはビデオトラックの前に始まり、ビデオト
ラックの後に終わります。

Pad videoを使用してビデオトラックを長くすることができます。入力ペインの「ビデオセレクター」で、
「ビデオ補正」を選択し、「パッドビデオ」をに設定しますBlack。入力内容によっては、入力の最初ま
たは最後、または最初と最後の両方に黒いビデオフレームが生成されます。
次の横棒グラフでは、オーディオの長さに合わせてビデオの最初と最後を黒いフレームで埋めています。
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Pad ビデオに関するよくある質問質問
Q: ビデオフレームとオーディオサンプルのレートは異なるため、AWS Elemental MediaConvert は部分的
なビデオフレームを生成することはありますか?
MediaConvert フルビデオフレームを生成します。
ダウンストリームのワークフローで、ビデオとオーディオのデュレーションの差が非常に小さい場合
は、Match video duration出力ビデオ設定で「オーディオのデュレーション」をに設定します。
Q: 入力ビデオトラックとオーディオトラックの開始時のプレゼンテーションタイムスタンプ (PTS) が異な
る場合はどうなりますか?
入力動画の再生時間が 10 秒で、長さが 30 秒で、入力オーディオが 0 秒から始まり、長さが 30 秒の場
合、先頭に 10 秒のブラックビデオが追加されます。
Q: 入力のオーディオがビデオの後ろから始まるとどうなりますか？ それとも動画の前に音声が終わる？
オーディオサイレンスは、ビデオの開始または終了に合わせて最初または最後に挿入されます。
Q: 代わりに入力クリッピングを使ってオーディオとビデオのデュレーションを揃えることはできますか？
はい。入力クリッピングは、オーディオとビデオのデュレーションを揃えるのと同じタスクを実行するの
に役立ちます。ただし、入力クリッピングでは、入力からオーディオまたはビデオコンテンツも削除され
ることに注意してください。

Pad ビデオの機能制限値値値
ブラックビデオでパッドすると、次の機能は使用できません。
• 高速トランスコード
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ビデオ品質に関するエンコードの設
定
AWS Elemental でジョブを作成する場合 MediaConvertでは、出力に選択するエンコーディング設定は、
ビデオの品質、ファイルサイズ、およびプレーヤーの互換性に影響します。
許可するようにジョブを構成できます MediaConvert を選択して、バランスの取れた出力ファイルサイズ
で、ビデオ品質に最適なエンコーディング設定を選択することができます。また、出力や配信の要件に合
わせて、エンコード設定を選択することも可能です。
このセクションでは、基本的な概念を紹介し、一般的な設定について説明し、ビデオ品質に最適化された
設定を選択するためのガイダンスを提供します。

Note
ドルビービジョン、HDR、MXFなどの特殊出力の詳細については、「特殊アウトプットの作
成 (p. 164)」を参照してください。
以下のトピックでは、これらのエンコード設定についての詳細情報を示します。
トピック
• QVBR レート制御モードの使用 (p. 115)
• GOP 構造の設定 (p. 118)

QVBR レート制御モードの使用
出力のために選択するレート制御モードは、エンコーダーが動画の複雑な部分によりデータを使用するか
どうかを決定し、フレームあたりの一定のデータ量が保持されます。この章では、分散する計画に基づい
て、アセットの適切なレート制御モードを選択するガイダンスを提供します。一般的に、レート制御モー
ドの品質が定義された可変ビットレート (QVBR) を使用して、特定のファイルサイズの最高ビットレート
を得ます。

その他のレート制御モードでの QVBR の比較
選択したレート制御モードは、アセットがどのように分散されるかによって異なります。AWS
ElementalMediaConvertでは、ビットレートモードについて次の選択肢があります。
品質が定義された可変ビットレート (QVBR) モード
このモードを選択し、インターネット経由でディストリビューション (OTT) およびビデオビデオオン
デマンド (VOD) でダウンロードします。ファイルサイズで最良のビデオ品質にするには、常にこの
モードを選択します。ただし、次の場合を除きます。
• たとえば、固定帯域幅ネットワーク経由でのディストリビューションでは、ビットレートを定数に
する必要があります。
• たとえば、契約や規制要件に準拠するために、ファイルサイズが指定したサイズを下回ってはいけ
ません
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QVBR を選択すると、指定した動画品質を維持するために、エンコーダーはビデオの各部分に使用す
る適切な数のビットを決定います。QVBR 品質レベルを空白のままにすると、エンコーダが入力ビデ
オフレームに基づいて適切な品質レベルを決定できます。すべてのアセットで同じ QVBR 設定を使用
できます。エンコーダーは動画の複雑さに合わせて、ファイルサイズを自動的に調整します。詳細に
ついては、「QVBR を使用するガイドライン (p. 117)」を参照してください。
固定ビットレート (CBR) モード
アセットのビットレートをずっと固定にする必要がある必要に限り、CBR を選びます。たとえば、制
限された固定帯域幅ネットワーク経由でアセットを配信する場合、固定ビットレートが必要になりま
す。
CBR を選択すると、エンコーダーはファイルサイズと品質をビットレートで設定した値に基づいて上
限を設定します。エンコーダーでは、動画のすべての部分で同じビット数が使用されています。
可変ビットレートモード (VBR)
インターネットのように、変化するビットレートを許可するネットワーク経由でアセットを配信する
場合は、アセットの合計ファイルサイズを指定する必要があります。

Note
QVBR を使用すると、マルチパスエンコードの出力を設定した場合は 、出力の合計ファイル
サイズの最大平均ビットレートをオプションで指定できます。指定したファイルサイズより
も小さくできない場合に、VBR を選択しましょう。
VBR を使用すると、アセットの平均ビットレートを指定します。エンコーダーよりビットビットが割
り当てられ、より多くのベットが動画の複雑なパーツに移動します。合計ファイルサイズ (コンテナ、
パッケージ化、オーディオデータを除く) は指定した平均ビットレート (ビット/秒) にアセットの長さ
(秒単位) を乗算したものになります。
VBR を使用する場合は、各アセットの複雑性に合わせて平均ビットレートを調整すると、うまく行き
ます。
次の図は、さまざまなビットレートモード (QVBR および VBR) が必要なビットを保存し、CBR と比べて
より高い品質を提供するかを示しています。このグラフには、QVBR 対 CBR を示していますが、VBR に
も同じ原則が適用されます。
グラフの一部で、QVBR ラインが CBR ラインよりも上になっている箇所 (Area 1 と記された部分)
で、CBR 上限ビットレートは動画品質を他のシーン以下に制限します。したがって、QVBR はより安定し
た品質を提供します。QVBR ラインが CBR ラインよりも下になっている箇所 (Area 2 と記された部分) で
は、低ビットレートは同じ動画品質で十分です。したがって、QVBR はビットを保存し、ストレージやコ
ンテンツ配信ネットワーク (CFN) を介した配信でのコスト削減の機会を提供します。
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品質定義可変ビットレートモードの使用に関するガイ
ドライン
QVBR を使用する時に、出力と最大ピークビットレートの品質レベルと最大ピークビットレートの品質レ
ベルと品質のレベルを指定します。これらの設定の妥当な値については、エンコーダーが動画の各部分に
使用するビット数を選択します。同じ設定を複数のアセットに適用すると、同様なアセット (漫画など) の
ジョブ出力は、視覚的な複雑なアセット (背景に明るい服装をした観客がいる動きの激しいスポーツなど)
の出力よりもファイルサイズが小さくなります。
このセクションでは、QVBR 設定の情報について説明します。次の表は、開始するための推奨値のセット
を示しています。ジョブの設定 (p. 9) に説明されているように、出力を作成する場合はこれらの設定の値
を指定してください。各設定の詳細については、表の次にくるリストからトピックを選択します。
解像度

Width

Height

QVBR 品質レベル

最大ビットレート

1080p

1920

1080

9

6000000

720p

1280

720

8

4000000

720p

1280

720

7

2000000

480p

852

480

7

1000000

360p

640

360

7

700000

288p

512

288

7

350000

すべての解像度で、合計ファイルサイズの上限を保証する必要がある場合を除き、最大平均ビットレー
トの値は指定しません。最大平均ビットレートを指定すると、ファイルサイズに対する QVBR が提供す
る動画品質への利点が減少します。最大平均ビットレートを使用するには、まず品質チューニングレベ
ルをマルチパス HQ に設定する必要があります。
最大平均ビットレートを使っていない場合、他の理由でマルチパスエンコーディングは必要ありませ
ん。品質チューニングレベルをシングルパス HQ に設定します。

Note
マルチパスエンコーディングは、プロフェッショナル向け機能です。の詳細MediaConvert料金範
囲、を参照してくださいMediaConvert価格。

QVBR 品質チューニングレベルの設定
デフォルトの QVBR 品質レベル
QVBR 品質レベルを空白のままにすると、エンコーダが入力ビデオフレームに基づいて適切な品質レベル
を自動的に決定できます。デフォルトのオプションを選択すると、エンコーダは、指定された目標品質レ
ベルではなく、ビデオ全体にわたってより一貫した品質を生成します。このオプションを選択すると、目
的の表示デバイス（大画面テレビ、PC、タブレット、スマートフォンなど）に基づいて差別化された品質
レベルを維持できないことに注意してください。エンコーダは、入力ビデオの特性に基づいて適切な品質
レベルを決定し、一貫したビデオ品質を維持します。

カスタム QVBR 品質レベル
1 ～ 10 の間のスケールで QVBR 品質レベル を指定できます。指定した動画品質を維持するために、エン
コーダーはビデオの各部分に使用する適切な数のビットを決定います。
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出力の最善値は、出力が表示される方法によって異なります。一般的に、QVBR 品質レベルは、次の表に
示すように設定します。
対象表示デバイス

720p/1080p の推奨 QVBR 品質レベル

大型画面テレビ

8 または 9

パソコンまたはタブレット

7

スマートフォン

6

次のグラフは、品質レベルを変更すると、エンコーダーが使用するビットレートが動画のさまざまな部分
にどのように影響を与えるかを示しています。レベル 7 とレベル 9 の両方のラインは同じ箇所で上昇した
り下降したりしていますが、品質が高く設定された時に、エンコーダーはより多くのビット合計を使用し
ます。

GOP 構造の設定
ジョブを作成する際、出力に選択する GOP (Group of Pictures) 設定は、ビデオの品質やプレーヤーとの互
換性に影響します。このセクションでは、基本的な GOP の概念を紹介し、典型的な GOP 設定を説明し、
ビデオ品質に最適な設定を選択するためのガイダンスを提供します。
GOPは、圧縮されたビデオフレームタイプの特定の配列です。これらのフレームの種類は以下の通りで
す。
i-frame
コード内フレーム。デコーダがフレームのデコードに使用するすべての情報を含めます。一般的に、iframe はビデオストリーム内で最も多くのビットを使用します。
IDR-frame
瞬時デコーダーリフレッシュフレーム。デコーダがフレームをデコードするために使用するすべての
情報を含むという点で I フレームに似ていますが、フレームは IDR フレームより前のフレームを参照
できません。
P-frames
予想されるフレーム数。現在のフレームとその 1 つ前のフレーム (複数可) との差分を含みます。Pframe は i-frame よりも圧縮率が高く、ビデオストリーム内の使用ビット数も少なくなります。
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B-frame
双方向で予想されるフレーム数。現在のフレームとその前後の 1 つ以上のフレームとの差分を保存
します。B-frame は最も圧縮率が高く、ビデオストリーム内で最も少ないビット数で構成されていま
す。
一般的な GOP は IDR フレームで始まり、B-frame と P-frame が繰り返されます。典型的なリピーター枠
のパターンです。IBBPBBPBBPBB
以下のトピックでは、個々の GOP 設定の詳細と、ビデオ品質に最適化された推奨設定について説明しま
す。

GOP サイズ
GOP サイズ (GOP のフレーム数) は、IDR フレームの間隔を定義します。たとえば、GOP が IDR フレー
ムで始まり、B-frame と P-frame を 29 枚組み合わせた場合、GOP サイズは 30 フレームとなります。
一般的な GOP サイズは、ビデオフレームレートに対応して 1 ～ 2 秒の長さです。例えば、出力フレーム
レートが 30 フレーム/秒の場合、一般的な GOP サイズは 30 フレームまたは 60 フレームになります。
出力ビデオコーデックをH_264またはH_265、設定GOP モード制御にAuto許可します MediaConvert 最
適なGOPサイズを選択します。

Note
HLS、DASH、CMAF、MSS などのストリーミングビデオフォーマットは、フラグメントまたは
セグメントの長さが GOP サイズの倍数の必要があります。詳細については、「ストリーミング
出力のフラグメント長の設定 (p. 41)」を参照してください。これらのビデオフォーマットで GOP
モードコントロールを Auto に設定すると、 MediaConvert フラグメントまたはセグメントの長さ
に対して GOP サイズを自動的に選択します。

クローズド GOP ケイデンス
クローズド GOP ケイデンスは、P-flame または B-flame が横断的に参照できる GOP の数を定義します。
共和党はどちらでもかまいません開いていますまたは終了しました。オープン GOP は別の GOP のフレー
ムを参照するフレームを持つことができ、クローズド GOP はクローズド GOP 内のみを参照するフレーム
を持ちます。
出力ビデオコーデックをH_264またはH_265、keepクローズド GOP ケイデンス許可する場合は空白
MediaConvert 最適なクローズドGOPケイデンスを選択します。

参照フレーム間の B-flame の数。
B-frame の最大数を定義します。 MediaConvert はリファレンスフレーム間で使用できます。
一般的な値は、次の場合に 1 または 2 です。GOP リファレンス B フレームは、 に設定されま
す。Disabled、GOPリファレンスB-フレームがに設定されている場合は3—5Enabled。
出力ビデオコーデックをH_264、keepリファレンスフレーム間の B フレーム数。許可する場合は空白
MediaConvert をクリックして、リファレンスフレーム間の B フレーム数を最適化します。

最小 I-インタバール
最小 I-インタバールは、GOP の先頭で作成される i-frame と、シーンチェンジ検出で作成される i-frame
との間の最小フレーム数を決定するものです。
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出力ビデオコーデックをH_264またはH_265、keep最小 I-インタバール許可する場合は空白 MediaConvert
をクリックして、最適な最小 I 間隔を選択します。

適応型量子化に関する設定
適応型量子化により、さまざまな量子化モードに適用される強度を選択することができます。
MediaConvert ちらつき、空間量子化、時間量子化など、を使用します。 MediaConvert は適応型量子化を
使用して、ビデオの複雑さに応じてビットを割り当てます。
出力ビデオコーデックをH_264またはXAVC、設定アダプティブ量子化にAuto許可します MediaConvert 最
適な適応量子化を選択します。
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AWS Elemental でキャプションを設
定する MediaConvert ジョブ
ジョブにキャプションを含めるには、以下のステップを順に実行します。
1. 入力キャプションが SCC や STL などのタイムコードベースのサイドカーキャプション形式である場
合、 はタイムコードソース設定を設定します。 (p. 121)
2. 必要なキャプション情報を集める。 (p. 121)
3. 入力キャプションセレクタを作成する。 (p. 122)
4. キャプションを出力に設定する。 (p. 132)

Tip
次を使用できます。Amazon Transcribeと MediaConvert でキャプションを生成して出力に含めま
す。詳細については、次を参照してください。AWSAmazon Transcribe を使用した VOD キャプ
ションにAWSサンプルオン GitHub。

タイムコードソースの指定
キャプションとビデオを正しく同期させるには、キャプションファイルに埋め込まれたタイムコードと一
致するように入力タイムラインを設定する必要があります。 MediaConvert 入力に対して選択した値に基
づいて入力タイムラインを確立します。タイムコードソース設定設定。(詳細については、「入力タイム
コードソースとキャプションのアラインメント (p. 126)」を参照してください)
[タイムコードソース] 設定を調整する手順については、「入力タイムコードソースによる入力タイムライ
ンの調整 (p. 33)」を参照してください。

必要なキャプション情報を集める
ジョブのキャプションを設定する前に、以下の情報に留意します。
• 入力キャプション形式。この情報が事前に必要です。 MediaConvert では入力ファイルから読み取れま
せん。
• 出力で使用する入力キャプションのトラック。
• ジョブで作成する出力パッケージおよびファイル。出力パッケージまたはファイルのタイプを指定する
方法については、「AWS Elemental で出力を作成するMediaConvert (p. 38)」を参照してください。
• 各出力で使用する出力キャプション形式。
入力コンテナ、入力キャプション形式、および出力コンテナに基づいてサポートされる出力キャプショ
ンについては、「サポートされているキャプションワークフロー、ビデオと同じファイルにキャプショ
ンを入力する (p. 199)」を参照してください。
121

MediaConvert ユーザーガイド
入力キャプションセレクタを作成する

• 各出力に含める出力キャプションのトラック。通り抜けたら teletext-to-teletextでは、入力のすべてのト
ラックを出力で使用できます。それ以外の場合、出力に含めるトラックは、入力で使用可能なトラック
の一部になっていることがあります。

入力キャプションセレクタを作成する
キャプションを設定するには、最初にキャプションセレクタを作成します。キャプションセレクタは、入
力の特定のキャプションアセットを識別し、それにラベルを関連付けます。キャプションアセットは、入
力キャプション形式に応じて、入力ファイルに含まれる 1 つのトラックまたは一連のすべてのトラックで
す。たとえば、キャプションセレクタ 1 を追加し、これにフランス語キャプションを関連付けることがで
きます。キャプションを含むように出力を設定する (p. 132)には、キャプションセレクタを指定します。

入力キャプションセレクタを作成するには
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。

Note
複数の入力があるジョブにおいては、各入力に同じ数のキャプションセレクタが必要です。
キャプションがない入力の場合は、空のキャプションセレクタを作成します。これらのセレ
クタの場合、ソースで、ソースNULL。キャプションを持つ入力がない場合は、すべてのキャ
プションセレクターを削除します。
2.

ページの下方にある [Captions selectors] (キャプションセレクタ) セクションで、[Add captions
selector] (キャプションセレクタの追加) を選択します。

3.

[Source] (ソース) で、入力キャプション形式を選択します。

4.

ほとんどの形式において、追加のフィールドが表示されます。入力キャプション形式に関するトピッ
クの説明に従って、これらのフィールドの値を指定します。この手順に続くリストから適切なトピッ
クを選択します。

5.

オプションで、追加のキャプションセレクタを作成します。必要なキャプションセレクタの数は入力
キャプション形式によって異なります。この手順に続くリストから適切なトピックを選択します。

入力キャプション形式ごとの詳細情報
• QuickTime キャプショントラック、または MXF VANC データ (補足) 入力キャプション (p. 122)
• 埋め込み (CEA / EIA-608、CEA / EIA-708)、埋め込み + SCTE-20、SCTE-20 + 埋め込み入力キャプ
ション (p. 123)
• DVB-Sub 入力キャプション (p. 124)
• テレテキスト出力キャプション (p. 124)
• IMSC、SCC、SMPTE-TT、SRT、STL、TTML (サイドカー) 入力キャプション (p. 125)
• IMSC入力キャプション (IMFソースの一部として) (p. 130)
• WebVTT 入力キャプション (HLS ソースの一部分として) (p. 131)

QuickTime キャプショントラック、または MXF
VANC データ (補足) 入力キャプション
入力キャプションが以下のいずれかの形式である場合、サービスではこれらのキャプションを「補助」
データとして処理します。
• QuickTime キャプショントラック (QTCC 形式)
• MXF VANC データ
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MediaConvert は、これらの形式では出力キャプションを作成しませんが、サポートされている出力形
式 (p. 199)。
補助キャプションの場合
• 出力で使用するトラックごとに 1 つのキャプションセレクタを作成します。
• キャプションセレクタごとに、[Source] (ソース) で [Ancillary] (補助) を選択します。
• キャプションセレクタごとに、[CC channel (CC チャネル)] でセレクタに関連付けられているトラック
のチャネル番号を選択します。
たとえば、入力キャプションの CC チャネル 1 が英語で、CC チャネル 2 がスペイン語であるとしま
す。これらのキャプションを使用するには、キャプションセレクタ 1 を作成し、[CC channel] (CC チャ
ネル) ドロップダウンリストから [1] を選択します。次に、キャプションセレクタ 2 を作成し、[CC
channel] (CC チャネル) ドロップダウンリストから [2] を選択します。

埋め込み (CEA / EIA-608、CEA / EIA-708)、埋め込み
+ SCTE-20、SCTE-20 + 埋め込み入力キャプション
入力キャプションが以下のいずれかの形式である場合、サービスではこれらのキャプションを「埋め込
み」として処理します。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
入力キャプションに埋め込みキャプションと SCTE-20 キャプションの両方があり、出力に両方のタイプ
が必要な場合は、SCTE-20 トラックと埋め込みキャプショントラックに別々の入力キャプションセレクタ
を設定します。SCTE-20 キャプションセレクタを埋め込みセレクタの設定と同じ方法で設定します。

Note
MXF 入力の場合、キャプションは補助トラックにある可能性が最も大です。一部のサードパー
ティーのメディア分析ツールは、これらのキャプションを 608/708 埋め込みとして誤って報告し
ます。補助キャプションの設定については、「QuickTime キャプショントラック、または MXF
VANC データ (補足) 入力キャプション (p. 122)」を参照してください。

埋め込みキャプションのキャプションセレクタ数
• すべての出力キャプションが埋め込み形式であれば、出力に複数のトラックを含める場合でも、キャプ
ションセレクタは 1 つのみ作成します。この設定により、 MediaConvert はすべてのトラックを自動的
に抽出して出力に含めます。
• すべての出力が埋め込み形式以外であれば、出力に含めるトラックごとに 1 つのキャプションセレクタ
を作成します。
• 埋め込み形式のキャプションがある出力と、異なる形式のキャプションがある出力が混在している場合
は、すべての埋め込みキャプションがある出力用に 1 つのキャプションセレクタを作成します。さら
に、埋め込み以外のキャプションがある出力に対して別個のセレクタ (出力に含めるトラックごとに 1
つのセレクタ) を作成します。

埋め込みキャプション用のキャプションセレクタフィールド
ソース: 選択埋め込み
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CCチャネル番号: このフィールドでは、抽出するトラックを指定します。以下のように入力します。
• やっている場合 embedded-to-embedded キャプション (つまり、すべての入力埋め込みキャプション用
にキャプションセレクタを 1 つのみ作成する場合) MediaConvert ではこのフィールドは無視されるた
め、のデフォルト値をそのままにします。CCチャネル番号。
• 埋め込みキャプションを別の形式に変換する場合 (つまり、トラックごとに異なる複数のキャプション
セレクタを作成する場合) は、必要なトラックがある入力のキャプションチャネル番号を指定します。
そのために、ドロップダウンリストからチャネル番号を選択します。たとえば、CC1 を選択するには
[1] を選択します。

Note
MediaConvert は、各チャネルの言語を自動的には検出しません。出力キャプションを設定する
ときに、次のように指定できます。 MediaConvert は、キャプションチャネルの言語コードメタ
データを渡してダウンストリームで使用します。

DVB-Sub 入力キャプション
MediaConvert は TS 入力で DVB-Sub のみをサポートしています。
ほとんどの場合、トラックごとに 1 つのキャプションセレクタを作成します。セレクタごとに、PID また
は言語コードを提供することで、必要なトラックを指定します。

Note
[PID] フィールドと [Language] (言語) ドロップダウンリストの両方にキャプションを指定しない
でください。いずれか一方にのみ指定します。
キャプションを DVB-Sub から DVB-Sub へパススルーする場合、入力のすべてのキャプショントラック
を出力に含めるときは、すべてのトラック用に 1 つのキャプションセレクタを作成します。この場合は、
[PID] フィールドを空白のままにし、[言語] ドロップダウンリストからはいずれの言語も選択しません。

テレテキスト出力キャプション
テレテキスト入力のキャプションセレクタをどのように設定するかは、出力でキャプションをどのように
使用する予定かによります。テレテキストキャプションは、以下のいずれかの方法で使用できます。
• テレテキストからテレテキストへのパススルー (p. 125)
テレテキストパススルーでは、 MediaConvert は、入力キャプションを入力から出力へ変更せずに通過
させます。キャプションのスタイル、テレテキストのページ番号、キャプション以外のテレテキスト
データは、入力とまったく同じように出力に表示されます。
テレテキストパススルーは、キャプションではないテレテキストデータを出力に含める唯一の方法で
す。
• テレテキストからテレテキスト、ページの再マッピング (p. 125)
出力のテレテキストページ番号を入力のページ番号と異なるものにしたい場合は、コンテンツをリマッ
プすることができます。この場合、出力されるキャプションはプレーンなスタイルになり、キャプショ
ン以外のテレテキストデータは失われます。
• テレテキストから他のキャプション形式へ (p. 125)
テレテキスト入力キャプションを使用して、他のいくつかの形式の出力キャプションを生成することが
できます。テレテキスト入力から生成できるキャプションを調べるには、「AWS Elemental でサポート
されているキャプションMediaConvert (p. 199)」を参照してください。
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各ワークフローのキャプションの設定方法については、以下のトピックを参照してください。

テレテキストからテレテキストへのパススルー
テレテキストからテレテキストパススルーを行う場合、入力キャプションの全セットに対して 1 つの入力
キャプションセレクタを作成します。[Page number] (ページ番号) に値を指定しません。
このキャプションワークフローの出力設定の詳細については、「テレテキストからテレテキストへのパス
スルー (p. 136)」を参照してください。

テレテキストからテレテキスト、ページの再マッピング
入力と出力の両方のキャプション形式がテレテキストで、出力のテレテキストページ番号を入力ページ番
号と異なるものにしたい場合、入力のテレテキストページごとに別の入力キャプションセレクタを作成し
ます。[Page number] (ページ番号) で、入力テレテキストページ番号を指定します。
このキャプションワークフローの出力設定の詳細については、「テレテキストからテレテキスト、ページ
の再マッピング (p. 136)」を参照してください。

テレテキストから他のキャプション形式へ
入力キャプションがテレテキストで、出力キャプションが他の形式の場合、入力テレテキストページごと
に入力キャプションセレクタを1つ設定します。[Page number] (ページ番号) で、入力テレテキストページ
番号を指定します。
このキャプションワークフローの出力設定については、出力にキャプションを設定する (p. 132) の出力
形式に関するセクションを参照してください。

IMSC、SCC、SMPTE-TT、SRT、STL、TTML (サイ
ドカー) 入力キャプション
IMSC、SCC、SMPTE-TT、SRT、STL、および TTML はサイドカーキャプション形式です。これらの形
式では、入力キャプションを別のファイルとして指定します。出力キャプションの設定に応じて、AWS
Elemental MediaConvert は、これらを同じ形式で出力に渡すか、別のサイドカー形式に変換します。
すべてのサイドカー字幕
いずれの場合も、入力キャプションファイルごとに 1 つのキャプションセレクタを作成します。
[Source file] (ソースファイル) で、Amazon S3 または HTTP(S) サーバーに保存されているキャプション入
力ファイルの URI を入力します。Amazon S3 入力の場合は、URI を直接指定するか、[Browse] (参照) を
選択して Amazon S3 バケットを選択できます。HTTP(S) 入力の場合は、入力ビデオファイルへの URL を
指定します。(詳細については、「HTTP 入力の要件 (p. 4)」を参照してください)
IMSC キャプション
MediaConvert は、サイドカーファイルまたは IMF ソースの一部として、IMSC を入力キャプション形式で
サポートしています。入力 IMSC キャプションが IMF パッケージの一部である場合は、「IMSC入力キャ
プション (IMFソースの一部として) (p. 130)」を参照してください。IMSC のサポートの制限について
は、「AWS Elemental での IMSC キャプションのサポート MediaConvert (p. 139)」を参照してくださ
い。
SMPTE-TT キャプション
SMPTE-TT 入力のキャプションは、テキストのみ、キャプションイメージを base64 エンコーディングで
キャプションファイルに含むもの (smpte:image encoding="Base64")、キャプションイメージの外部
参照を用いるもの (smpte:backgroundImage) が使用可能です。
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キャプションでイメージの外部参照を使用する場合、それらのイメージはキャプションファイルと同じ
Amazon S3 バケットおよびフォルダに配置する必要があります。たとえば、これが SMPTE_TT ファイ
ルの S3 パスであるとします。AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/mediaconvert-input/captions/mycaptions-spanish.ttml。 次に、キャプションファイルが参照する画像ファイルをここに格納する必
要があります。s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/mediaconvert-input/captions/。
SRT 字幕
MediaConvert は UTF-8 文字エンコードで SRT 入力キャプションをサポートしています。
サイドカーキャプションとビデオの同期
キャプションとビデオが適切に同期されていることを確認するには、[Video selector] (ビデオセレクタ)
セクションの [Timecode source] (タイムコードソース) の値がキャプションファイルのタイムコードと
一致することをチェックします。例えば、キャプションファイルのタイムコードがゼロから始まるの
に対して、ビデオに埋め込まれたタイムコードが 01:00:00:00 から始まる場合は、ビデオセレクターの
[Timecode source] (タイムコードソース) のデフォルト値を [Embedded] (埋め込み) から [Start at 0] (0 か
ら開始) に変更します。ジョブの他の側面がそれを妨げている場合は、「[Time Delta] (タイムデルタ) の
ユースケース (p. 127)」の説明に従って、[Time delta] (タイムデルタ) 設定でキャプションを調整しま
す。

Note
MediaConvert では、キャプション形式がタイムコードベースであるかタイムスタンプベースで
あるかによって、キャプションと動画のアラインメントの処理方法が異なります。(詳細について
は、「入力タイムコードソースとキャプションのアラインメント (p. 126)」を参照してくださ
い)
キャプションファイルの時間を変更するには、[Time delta] (タイムデルタ) に正または負の数を入力し
ます。デフォルトでは、タイムデルタは秒単位で測定されます。例えば、キャプションファイルのす
べての時間の値に 15 秒を追加するには「15」と入力します。あるいは、キャプションファイルの時間
の値から 5 秒を引くには「-5」と入力します。代わりにミリ秒単位で指定するには、タイムデルタ単
位にMilliseconds (ミリ秒) を指定します。
タイムデルタに入力する値によってビデオの前後にキャプションが表示される場合、それらのキャプショ
ンは出力に表示されません。

Note
SCCからSRTに変換する場合、 MediaConvert 最初に設定した値を四捨五入します。タイムデル
タ最も近い入力フレームに移動します。 MediaConvert は、出力 SRT タイミングを計算するとき
に、この四捨五入された値を使用します。
トピック
• 入力タイムコードソースとキャプションのアラインメント (p. 126)
• [Time Delta] (タイムデルタ) のユースケース (p. 127)
• デュアル SCC 入力ファイルを埋め込みキャプションに変換する (p. 128)
• TTML スタイル形式の設定 (p. 129)

入力タイムコードソースとキャプションのアラインメント
入力の [タイムコードソース] を [Start at 0 (0 から開始)] または [Specified start (指定した開始)] に設定して
入力タイムラインを調整すると、 MediaConvert は、指定した時刻に開始するタイムコードが入力に埋め
込まれているかのように動作します。しかし MediaConvert は、サイドカーキャプションファイルのタイ
ムコードやタイムスタンプを変更しません。したがって、キャプションをアラインさせる方法は、キャプ
ション形式によって異なります。
タイムコードベースのサイドカー形式 (SCC、STL)
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SCC や STL などの一部のキャプション形式は、タイムコードを使用して、キャプションをビデオ内に配
置する場所を定義します。これらのフォーマットでは、 MediaConvert は、入力タイムラインの各フレー
ムのタイムコードに従って、キャプションファイルに指定されたフレームに各キャプションを配置しま
す。キャプションをそれとは異なる時間に開始するように調整するには、[Time delta (タイムデルタ)] 設定
を使用します。(詳細については、「[Time Delta] (タイムデルタ) のユースケース (p. 127)」を参照してく
ださい)
MediaConvert 入力に対して選択した値に基づいて入力タイムラインを確立します。タイムコードソース設
定設定。
たとえば、SCC ファイルで、最初のキャプションが 00:05:23:00 に表示されるように指定し、[Timecode
source (タイムコードソース)] を [Specified start (指定した開始)] に設定して、[Start timecode (開始タイム
コード)] を [00:04:00:00] に設定すると、最初のキャプションはビデオの 1 分 23 秒経過後の出力に表示さ
れます。[タイムコードソース] を [Specified start (指定した開始)] に設定し、[Start timecode (開始タイム
コード)] を [01:00:00:00] に設定すると、入力タイムラインに従ってビデオの開始前に 00:05:23:00 が発生
するため、予想どおりにはキャプションが表示されません。
タイムスタンプベースのサイドカー形式 (SRT、SMI、TTML)
SRT、SMI、TTML などの一部のキャプション形式では、タイムスタンプを使用して、キャプションをビ
デオ内に配置する場所を定義できます。これらを使用すると、 MediaConvert キャプションの配置をビデ
オの先頭からの距離 (時間) で測定します。これは、キャプションファイルでタイムコードまたはタイムス
タンプのいずれが配置方法として指定されているかに関係なく適用されます。
したがって、キャプションは、ビデオのタイムコードに関係なく、キャプションファイルに指定された時
刻に表示されます。たとえば、SRT ファイルで、最初のキャプションが 00:05:23:00 または 00:05:23,000
に表示されるように指定し、[タイムコードソース] を [Specified start (指定した開始)] に設定して、[Start
timecode (開始タイムコード)] を [00:04:00:00] に設定すると、最初のキャプションは依然としてビデオの
5 分 23 秒経過後の出力に表示されます。
キャプションをそれとは異なる時間に開始するように調整するには、[Time delta (タイムデルタ)] 設定を使
用します。(詳細については、「[Time Delta] (タイムデルタ) のユースケース (p. 127)」を参照してくださ
い)
ビデオストリームにキャプションを埋め込む形式 (CEA/EIA-608、CEA/EIA-708)
一部のキャプション形式では、キャプションがビデオフレームまたはビデオフレームのメタデータに直接
埋め込まれます。これらを使用すると、 MediaConvert は、タイムコード設定に関係なく、はキャプショ
ンをそれが埋め込まれたフレームに保持します。

[Time Delta] (タイムデルタ) のユースケース
でを使用する方法タイムデルタ (TimeDelta)は、解決しようとしている問題と使用しているキャプション形
式によって異なります。
デフォルトでは、タイムデルタを秒単位で指定します。代わりにミリ秒単位で指定する場合は、時間デル
タ単位 (TimeDeltaUnits)にミリ秒 (ミリ秒)。

ビデオファイルとキャプションファイルの間で異なるタイムコードを調整する
SCC や STL などのタイムコードベースのキャプション形式では、キャプション内のタイムコードは、ビ
デオに埋め込まれた開始タイムコードとは異なる開始タイムコードを基準にすることがあります。差異を
調整するには、[タイムデルタ] を使用します。
問題の例: 動画ファイルに埋め込まれたタイムコードが 00:05:00:00 に開始し、キャプションを必要と
するダイアログの最初のインスタンスが動画の開始 1 分後 (タイムコード 00:06:00:00) である場合があ
ります。キャプションファイルは、ビデオのタイムコードが 00:00:00:00 から、最初のキャプションが
00:01:00:00 から開始するという前提で作成されている場合があります。[Time delta] を使用しない場合、
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この最初のキャプションは動画の開始前に発生するため、 MediaConvert はこのキャプションを含めませ
ん。
解決策: キャプションに 5 分追加します。[Time delta] (時差) に 300 を入力します。

ビデオとオーディオの同期後のキャプションの調整
タイムコードベース (SCC または STL) のキャプションは、ビデオに埋め込まれたタイムコードに合わせ
てアラインされる場合がありますが、オーディオをアラインするには入力タイムコードソース設定を使用
する必要があります。これにより、ビデオとキャプションの間に差異が生じるため、これを調整する必要
があります。SRT、SMI、TTML などのタイムスタンプベースのキャプション形式では、この調整は不要
です。
入力タイムコードソースを使用した場合のキャプションのアラインメントの詳細については、「入力タイ
ムコードソースとキャプションのアラインメント (p. 126)」を参照してください。
問題の例: 動画ファイルに埋め込まれたタイムコードが 00:05:00:00 に開始し、キャプションを必要とす
るダイアログの最初のインスタンスが動画の開始 1 分後 (タイムコード 00:06:00:00) である場合がありま
す。キャプションファイルは正しく同期するように記述されており、最初のキャプションは 00:06:00:00
から始まります。ただし、オーディオファイルと正しく同期するように、入力の埋め込みキャプションを
変更する必要があります。そのため、入力 [Timecode source] を [Start at Zero] に設定します。を使用しな
い場合タイムデルタ, MediaConvert は、6 分後に最初のキャプションをビデオに出力します。
解決策: キャプションから 5 分引きます。[Time delta] (時差) に -300 を入力します。

キャプション同期のわずかなエラーを修正する
どのような種類のサイドカー形式でも、入力キャプションファイルにわずかなエラーがある可能性がある
ため、キャプションは一貫してわずかに遅いか、わずかに早くなります。
問題の例: この動画には 0 から始まるキャプションが埋め込まれています。キャプションが必要なダイア
ログの最初のインスタンスは 00:06:15:00 ですが、キャプションは 3 秒遅れて 00:06:18:00 に画面に表示
されます。
解決策: キャプションから 3 秒引きます。[Time delta] (時差) に -3 を入力します。

デュアル SCC 入力ファイルを埋め込みキャプションに変換する
キャプション入力として 2 つの SCC ファイルを使用し、出力ビデオストリームに埋め込まれた 2 つの出
力キャプションチャンネルとしてキャプションを埋め込む場合は、この手順に従ってキャプションを設定
します。

デュアル SCC を埋め込みキャプションに変換するには
1.

2.

2 つの入力キャプションセレクタを設定します。「入力キャプションセレクタを作成する (p. 122)」
の手順に従います。次のように値を指定します。
• キャプションセレクタごとに、[Source] (ソース) で [Ancillary] (補助) を選択します。
• [Source file] には、入力 SCC ファイルのいずれかを各セレクタで選択します。
• 608 と 708 の両方のキャプションを出力に埋め込みたい場合は、両方のキャプションセレクタで
[Force 608 to 708 upconvert] (608 から 708 へのアップコンバートを強制する）に [Upconvert] (アッ
プコンバート) を選択します。
キャプションを出力に設定します。「出力にキャプションを設定する (p. 132)」の手順に従います。
以下の特定の選択内容に従います。
• キャプションを埋め込むビデオと同じ出力にキャプションを指定します。
• [Add captions] (キャプションの追加) を 2 回選択して、[Encoding settings] (エンコード設定) セク
ションに [Captions 1] (キャプション 1) および[Captions 2] (キャプション 2 )のタブを作成します。
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• [Captions source] の各キャプションタブで、この手順の前の手順で作成したキャプションセレクタ
のいずれかを選択します。
• [CC channel number] で、フィールドを共有しない各キャプションタブの番号を選択します。例え
ば、[Captions 1] (キャプション 1) では [CC channel number] (CC チャンネル番号)に 1、[Captions
2] (キャプション 2) では [CC channel number] (CCチャンネル番号) に 3 を選択します。
これらのチャンネルのペアは同じフィールドを共有するため、組み合わせ 1 と 2、または 3 と 4 を
選択しないでください。
• この手順の前のステップで [Upconvert] を選択した場合は、オプションで [708 service number] に
サービス番号を指定します。出力内の各キャプションタブには、異なるサービス番号を指定する必
要があります。
アップコンバートして [708 サービス番号] の値を指定しない場合、サービスは [CC チャンネル番号]
に指定した値を 708 サービス番号として使用します。

TTML スタイル形式の設定
AWS Elemental MediaConvert ジョブの実行時に入力キャプションのスタイル形式を読み取ります。出力
のスタイル形式に問題がある場合、入力キャプションの形式を確認することをお勧めします。以下のト
ピックでは、TTML 入力キャプションでフォント、継承可能な属性と不可能な属性、および右から左への
言語の使用に関するガイダンスを提供します。
フォントの指定
MediaConvert では、に記載されている次の汎用フォントファミリーがサポートされています。TTML2
W3C 推奨:
• デフォルト
• monospace
• sansSerif
• serif
• monospaceSansSerif
• monospaceSerif
• proportionalSansSerif
• proportionalSerif
最良の結果を得るには、TTML 入力キャプション内に汎用フォントファミリを指定します。代わりに個々
のフォントを指定した場合、 MediaConvert は、上記の汎用フォントファミリのいずれかにフォントを
マップします。
継承可能属性および非継承可能属性
スタイル属性は、継承可能または継承不可のどちらかです。TTML 2 の W3C レコメンデーションでは、各
スタイル属性に継承されるものとして、これらを挙げています。。
継承不可能なスタイル属性を、適用するすべての要素に含めます。
例えば、tts:backgroundColor は継承不可能なスタイル属性です。以下のように、背景色が赤の hello
と背景色のない world が表示されます。
<span tts:backgroundColor="red">hello<br/>world</span>
この例のように、それぞれのスタイル属性を持つ個別のスパンを使用することで、hello world の背景色が
両方とも赤になるように、上記の書式を修正することができます。
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<span><span tts:backgroundColor="red">hello</span> <br/> <span
tts:backgroundColor="red">world</span></span>
右から左への言語
MediaConvert は、TTML 内の左から右、右から左の両方のテキスト方向をサポートしています。
テキストの方向を指定しない場合 MediaConvert 左から右を使用します。
右から左に指定する場合は、tts:direction="rtl" 属性を入れます。テキストに双方向文字が
混在している場合は、tts:unicodeBidi="embed"で説明されている属性TTML2 W3C 推奨。な
お、tts:unicodeBidi は継承できない属性です。

IMSC入力キャプション (IMFソースの一部として)
AWS Elemental MediaConvert は、サイドカーファイルまたは IMF ソースの一部として、IMSC を入力
キャプション形式でサポートしています。入力 IMSC キャプションがサイドカーファイルにある場合は、
「IMSC、SCC、SMPTE-TT、SRT、STL、TTML (サイドカー) 入力キャプション (p. 125)」を参照して
ください。
入力 IMSC キャプションが IMF ソースの一部である場合は、IMSC キャプションのソースファイルは指定
しません。その情報は、ジョブ入力用に指定した CPL ファイルにあります。IMSC のサポートの制限につ
いては、「AWS Elemental での IMSC キャプションのサポート MediaConvert (p. 139)」を参照してくだ
さい。
IMSC のキャプションセレクタの数
トラックごとに 1 つのキャプションセレクタを作成します。
トラック番号
トラック番号を入力して、必要なキャプションを指定します。トラック番号は、トラックが CPL ファイル
に表示される順序に対応しています。たとえば、CPL ファイルでフランス語のキャプションが最初に示さ
れている場合は、[Track number (トラック番号)] を [1] に設定してフランス語のキャプションを指定しま
す。
JSON ジョブ仕様内
API または SDK を使用する場合、これらの設定はジョブの JSON ファイルにあります。これらの設定
は、次の例のように、Inputs 以下にあります。
"Inputs": [
{

...
"CaptionSelectors": {
"Captions Selector 1": {
"SourceSettings": {
"SourceType": "IMSC",
"TrackSourceSettings": {
"TrackNumber": 1
}
}
},
"Captions Selector 2": {
"SourceSettings": {
"SourceType": "IMSC",
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}
},
...

"TrackSourceSettings": {
"TrackNumber": 4
}

WebVTT 入力キャプション (HLS ソースの一部分とし
て)
AWS Elemental MediaConvert は、サイドカーファイルまたは HLS ソースの一部として、WebVTT を入力
キャプション形式でサポートしています。入力 WebVTT キャプションがサイドカーファイルにある場合
は、「IMSC、SCC、SMPTE-TT、SRT、STL、TTML (サイドカー) 入力キャプション (p. 125)」を参照
してください。
入力 WebVTT キャプションが HLS ソースの一部である場合は、WebVTT キャプションのマニフェスト
ファイルは指定しません。その情報は、ジョブ入力用に指定した HLS ファイルにあります。[Use HLS
Rendition Group] (HLS レンダリンググループを使用する) を有効にし、以下の設定を使用する必要があり
ます。
WebVTT のキャプションセレクタの数
WebVTT ソース 1 つにつき、キャプションセレクタを 1 つ作成します。
レンディショングループ ID
グループ ID を入力して、必要なキャプショングループを指定します。グループ ID は、HLS マニフェスト
の EXT-X-MEDIA、GROUP-ID タグに対応します。例えば、HLS マニフェスト ファイルにフランス語キャ
プションが特定のグループ「subs」にリストされている場合、レンディショングループ ID を subs に設定
して、フランス語キャプションのグループ ID を指定します。
レンディション名
レンディション名を指定して、キャプショングループを指定します。レンディション名は、HLS マニフェ
ストの EXT-X-MEDIA、名前タグに対応します。例えば、HLS マニフェストファイルで「French」という
レンディション名でフランス語のキャプションが示されている場合は、レンディション名にフランス語を
設定して、フランス語のキャプションレンディション名を指定します。
レンディション言語コード
ISO 639-3 言語コードを指定して、使用するキャプショングループを指定します。言語は、HLS マニフェ
ストの EXT-X-MEDIA 言語タグに対応しています。例えば、HLS マニフェストファイルでフランス語の
キャプションが「FRA」の言語コードで示されている場合は、レンディション言語コードにFRAを設定し
て、フランス語のキャプションレンディション言語コードを指定します。
JSON ジョブ仕様内
API または SDK を使用する場合、これらの設定はジョブの JSON ファイルにあります。これらの設定
は、次の例のように、Inputs 以下にあります。
"Inputs": [
{

...

"CaptionSelectors": {
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"Caption Selector 1": {
"SourceSettings": {
"SourceType": "WebVTT",
"WebvttHlsSourceSettings": {
"RenditionGroupId": "subs",
"RenditionName": "French",
"RenditionLanguageCode": "FRA"
}
}
}

}

...

出力にキャプションを設定する
ジョブ内のキャプションの場所は、出力キャプション形式によって異なります。キャプションは、ビデオ
と同じ出力、ビデオと同じ出力グループ内の異なる出力、または完全に異なる出力グループにある場合
があります。複数のキャプションのトラックを設定する方法も、出力キャプション形式に応じて異なりま
す。次の手順では、出力別のキャプションの設定方法を示します。

出力別のキャプションを設定するには
1.

を開く MediaConvert コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

[Create job (ジョブの作成)] を選択します。

3.

ビデオとオーディオの入力、出力グループ、および出力を設定します。方法については、「AWS
Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」を参照してください。

4.

入力キャプションセレクタを作成します。方法については、「the section called “入力キャプションセ
レクタを作成する” (p. 122)」を参照してください。

5.

キャプションを指定する先のジョブの場所を決定します。指定先は、出力キャプション形式に応じて
異なります。詳細については、以下の該当するトピックを参照してください。

6.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左ペインで、出力のリストから該当する出力を選択します。

7.

[Encoding settings] (エンコード設定) で、[Add caption] (キャプションの追加) を選択します。これに
より、[Encoding settings] (エンコード設定) の下にキャプション設定領域が表示されます。

8.

出力キャプション形式により、出力のトラックごとに異なるキャプション設定グループが必要な場合
は、[Add captions (キャプションの追加)] を繰り返し選択して、トラックごとに別のキャプショング
ループを追加します。キャプション設定グループが、すべてのトラックに対して 1 つのみ必要である
か、トラック別に 1 つずつ必要であるかを判断するには、以下の該当するトピックを参照してくださ
い。

9.

[Encoding settings] (エンコード設定) で、リストから [Captions 1] (キャプション 1) を選択します。

10. [Captions source] (キャプションソース) で、キャプションセレクタを選択します。これにより、入力
の設定時にセレクタに関連付けたトラックが選択され、AWS Elemental MediaConvert は、これらの
キャプションをこの出力に含めます。
11. [Destination type] (送信先タイプ) で、出力キャプション形式を選択します。サポートされている形式
を選択していることを確認するには、「the section called “サポートされているキャプションワークフ
ロー、ビデオと同じファイルにキャプションを入力する” (p. 199)」をチェックします。
12. その他のフィールドに値を指定します。詳細については、以下の該当するトピックを参照してくださ
い。

出力キャプション形式別の詳細
• CEA/EIA-608 および CEA/EIA-708 (埋め込み) 出力キャプション (p. 133)
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• DVB-Sub 出力キャプション (p. 134)
• IMSC、TTML、および WebVTT (サイドカー) の出力キャプション (p. 134)
• SCC、SRT、および SMI (サイドカー) 出力キャプション (p. 135)
• テレテキスト出力キャプション (p. 136)
• 焼き付け出力オプション (p. 137)
• アクセシビリティキャプションの設定 (p. 138)

CEA/EIA-608 および CEA/EIA-708 (埋め込み) 出力
キャプション
キャプションを指定する場所
キャプションは、ビデオと同じ出力グループと同じ出力に配置します。

複数のキャプショントラックを指定する方法
• 入力キャプション形式が埋め込まれた場合 (つまり、パススルーする場合) embedded-to-embedded)
で、キャプション設定グループを 1 つのみ作成する必要があります。[Captions source (キャプション
ソース)] で選択するキャプションセレクタには、入力のすべてのトラックが含まれます。
• 入力キャプションが 2 つの SCC ファイルである場合、出力キャプションは、出力ビデオストリーム
に埋め込まれた 2 つの出力キャプションチャネルとして作成できます。(詳細については、「デュアル
SCC 入力ファイルを埋め込みキャプションに変換する (p. 128)」を参照してください)
• 入力キャプションが埋め込み形式または SCC でない場合は、出力ごとに 1 つのキャプショントラッ
クのみを含めることができます。出力ごとに 1 つのキャプション設定グループを含めます。[Captions
source (キャプションソース)] で、含めるトラックに設定されたセレクタを選択します。

MXF 出力内の埋め込みキャプションと補助キャプション
MXF 出力に補助キャプションを含めることができるかどうかは、MXF プロファイルによって異なりま
す。
• MXF XDCAM HD: この MXF プロファイルは、smpte 436 トラック内の補助データを指定します。これ
らの出力では、 MediaConvert 埋め込みキャプションをビデオストリームに含めるだけでなく、smpte
436 補助トラックにコピーします。
• MXF D-10: この MXF プロファイル仕様では、補助データを使用することはできません。したがっ
て、MXF D-10 出力では、ビデオストリームにのみキャプションが埋め込まれます。
MediaConvert は、次のエンコーディング設定の値に基づいて出力の MXF プロファイルを決定します。
• 解決策
• フレームレート
• ビデオコーデックプロファイル
• インターレースモード
これらの設定のどの値がどの MXF プロファイル有効であるかについては、関連する仕様を参照してくだ
さい。XDCAM HD については、「RDD 9:2009 - SMPTE Standard Doc - MXF Interoperability Specification
of Sony MPEG Long GOP Products」 (IEEE Xplore Digital Library) を参照してください。MXF D-10 に
ついては、「ST 356:2001 - SMPTE Standard - For Television — Type D-10 Stream Specifications —
MPEG-2 4:2:2P @ ML for 525/60 and 625/50」を参照してください。
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DVB-Sub 出力キャプション
キャプションを指定する場所
キャプションは、ビデオと同じ出力グループと同じ出力に配置します。

複数のキャプショントラックを指定する方法
• 入力キャプションが出力キャプションと同じ形式である場合 (パススルーする場合) は、キャプション
設定グループを 1 つのみ作成する必要があります。[Captions source (キャプションソース)] で選択する
キャプションセレクタには、入力のすべてのトラックが含まれます。
• 入力キャプションが別の形式である場合は、トラックごとに 1 つのキャプション設定グループを作成し
ます。各キャプション設定グループを同じ出力に配置します。キャプション設定グループは設定グルー
プのリストに、[Captions 1 (キャプション 1)]、[Captions 2 (キャプション 2)] などのように表示されま
す。設定グループごとに、含めるトラックに設定されたセレクタを [Captions source (キャプションソー
ス)] で選択します。

フォントスクリプトを指定する方法
AWS Elemental MediaConvert は、出力キャプション設定で指定した言語に基づいて、キャプションに適
したスクリプトを自動的に選択します。選択する言語に複数の可能なスクリプトがある場合は、使用した
いスクリプトを指定します。

サービスが正しいフォントスクリプトを使用していることを確認するには
1.

[Encoding settings] (エンコーディング設定) の[Captions] (キャプション) セクションの [Language] (言
語) で、キャプションテキストの言語を選択します。

2.

指定する言語に複数の可能なスクリプトがある場合は、フォントスクリプトをクリックして、スクリ
プトを指定します。
例えば、[Language] (言語) に中国語 (ZH) を指定して、[Font script] (フォントスクリプト) で簡体字中
国語または繁体字中国語のどちらかを選択します。この場合、フォントスクリプトで値を指定しない
と、サービスはデフォルトで簡体字中国語に設定されます。

Tip
通常は、[Font script] (フォントスクリプト) をデフォルト値である Automatic (自動) のままに
しておくことができます。そうすると、サービスはキャプションテキストの言語に基づいて
スクリプトを選択します。

IMSC、TTML、および WebVTT (サイドカー) の出力
キャプション
出力キャプションが IMSC、TTML、または WebVTT 形式である場合は、以下の情報に従って、これら
のキャプションを出力に設定します。IMSC のサポートの制限については、「AWS Elemental での IMSC
キャプションのサポート MediaConvert (p. 139)」を参照してください。

キャプションを指定する場所
キャプションは同じ出力グループに入れますが、ビデオとは別の出力になります。
出力にキャプションを追加したら、出力時にサービスによって自動で作成された [Video] (ビデオ) および
[Audio 1] (オーディオ 1) 設定グループを削除します。
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ビデオとオーディオ 1 の設定グループを削除するには
1.
2.
3.

[Create job] (ジョブの作成) ページ左側の [Job] (ジョブ) ペインの [出力グループ] (Output groups) で、
削除する設定グループを含む出力を選択します。
[Video](ビデオ) 設定グループが、[Stream settings] (ストリーミング設定) セクションに自動的に表示
されます。[Remove video selector] (ビデオセレクタを削除する) ボタンを選択します。
[Audio 1] (オーディオ 1) 設定グループが、[Stream settings] (ストリーミング設定)セクションに自動的
に表示されます。[Remove] (削除) ボタンを選択します。

複数のキャプショントラックを指定する方法
各キャプショントラックを個別の出力に配置します。

Note
ジョブで最初に指定したキャプショントラックは、HLS マニフェストのデフォルトトラックとし
て通知されます。

サイドカーキャプションコンテナのオプション
出力グループに応じて、IMSC および TTML キャプション出力のキャプションコンテナを選択できます。
DASH ISO 出力グループでは、次のいずれかを選択できます。
• フラグメント化 MP4 (.fmp4)
• Raw (IMSC の場合は .xml、TTML の場合は .ttml)
他のすべての出力グループでは、IMSC ファイルと TTML ファイルは Raw です。

DASH ISO 出力グループの IMSC キャプションおよび TTML キャプションのキャプションコンテ
ナを指定するには
1.
2.
3.
4.

「ABR ストリーミング出力グループでの出力の作成 (p. 16)」の説明に従って、ISO DASH 出力グルー
プで出力をセットアップします。別の出力にキャプションを入れます。
[[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。
右側の [出力設定] セクションで、[コンテナ設定] を選択し、[DASH コンテナ設定] を有効にします。
[キャプションコンテナ] で、デフォルトの [Raw] のままにするか、[フラグメント化 MPEG-4] を選択
します。

SCC、SRT、および SMI (サイドカー) 出力キャプ
ション
キャプションを指定する場所
キャプションは同じ出力グループに入れますが、ビデオとは別の出力になります。
出力にキャプションを追加したら、出力時にサービスによって自動で作成された [Video] (ビデオ) および
[Audio 1] (オーディオ 1) 設定グループを削除します。

ビデオとオーディオ 1 の設定グループを削除するには
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページ左側の [Job] (ジョブ) ペインの [出力グループ] (Output groups) で、
削除する設定グループを含む出力を選択します。
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2.

[ビデオ] 設定グループが、[Stream settings] (ストリーミング設定) セクションに自動的に表示されま
す。[Remove video selector] (ビデオセレクタを削除する) ボタンを選択します。

3.

[Audio 1] (オーディオ 1) 設定グループが、[Stream settings] (ストリーム設定) セクションに自動的に
表示されます。[Remove] (削除) ボタンを選択します。

複数のキャプショントラックを指定する方法
SRT、SCC、または SMI 出力ごとに、キャプションセレクタごとに 1 つの出力が必要です。キャプション
出力で、下のキャプションセレクターを選択します。字幕ソース含めるトラックに設定されています。設
定グループは設定グループのリストに、字幕セレクタ 1,字幕セレクタ 2など。

テレテキスト出力キャプション
テレテキストキャプションの設定方法は、キャプションを別の文字テキストページに移動させるか、入力
から出力にキャプションを正確に通過させるかによって異なります。

テレテキストからテレテキストへのパススルー
入力キャプション形式がテレテキストで、出力キャプションを入力と同じスタイルで同じページに配置す
る場合は、入力キャプションを出力に渡すことができます。そのためには、キャプションを次のように設
定します。
• 入力キャプションが 1 つのキャプションセレクタで設定されていることを確認してください。(詳細につ
いては、「テレテキスト出力キャプション (p. 124)」を参照してください)
• ビデオと同じ出力グループと同じ出力で、キャプションタブを 1 つ作成します。この 1 つのキャプショ
ンタブは、出力テレテキストページの数に関係なく、すべての出力キャプションを表します。
• [output captions] (出力キャプション) タブにある、[Captions source] (キャプションソース) で入力キャプ
ションセレクタを選択します。
• [output captions] (出力キャプション) タブでその他の設定値を指定しないでください。
JSON ジョブ仕様で直接作業する場合、1 つのキャプションタブは、CaptionDescriptions の子です。

テレテキストからテレテキスト、ページの再マッピング
入力キャプション形式がテレテキストで、出力でキャプションがあるテレテキストページを変更する場合
は、入力と出力のページを指定します。そのためには、キャプションを次のように設定します。
• テレテキストページごとに 1 つのキャプションセレクタを使用して入力キャプションが設定され、各入
力キャプションセレクタの設定でページ番号を指定していることを確認します。(詳細については、「テ
レテキスト出力キャプション (p. 124)」を参照してください)
• ビデオと同じ出力グループおよび同じ出力で、出力テレテキストページごとに 1 つのキャプションタブ
を作成します。
• 各出力キャプションタブにある、[Captions source] (キャプションソース) で、いずれか 1 つの入力キャ
プションセレクタを選択します。
• 各出力キャプションタブにある、ページ番号で、出力でそれらのキャプションに使用するテレテキスト
ページ番号を指定します。オプションで、[Language] (言語)、[Description] (説明)、および [Page types]
(ページタイプ) の値を指定します。

他のキャプション形式のテレテキスト
入力キャプションがテレテキスト以外の形式である場合は、出力キャプションのテレテキストページを指
定する必要があります。 MediaConvert では、次のキャプションワークフローがサポートされています。
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• 1 つの入力キャプションは、1 つのテレテキストページを追跡します。
• 1 つの入力キャプションは、複数のテレテキストページを追跡します。各出力ページには、他のページ
の内容が複製されます。
• 複数の入力キャプションは、複数のテレテキストページを追跡します。キャプションセレクタを使用し
て、各テレテキストページに含めるキャプションを指定します。
キャプションを次のように設定します。
• 文字放送ページにマップするキャプショントラックごとに、入力キャプションが 1 つのキャプションセ
レクタで設定されていることを確認してください。(詳細については、「入力キャプションセレクタを作
成する (p. 122)」を参照してください)
• ビデオと同じ出力グループおよび同じ出力で、出力テレテキストページごとに 1 つのキャプションタブ
を作成します。
• 各出力キャプションタブにある、[Captions source] (キャプションソース) で、いずれか 1 つの入力キャ
プションセレクタを選択します。
• 各出力キャプションタブにある、ページ番号で、出力でそれらのキャプションに使用するテレテキスト
ページ番号を指定します。オプションで、[Language] (言語)、[Description] (説明)、および [Page types]
(ページタイプ) の値を指定します。

焼き付け出力オプション
Burn-in (焼き付け) は、キャプション形式というよりは配信形式です。焼き付けでは、キャプションをビデ
オフレームに直接書き込み、ビデオコンテンツのピクセルをキャプションに置き換えます。出力で Burn-in
(焼き付け) キャプションを使用する場合は、以下の情報に従ってキャプションを設定します。

キャプションを指定する場所
キャプションは、ビデオと同じ出力グループと同じ出力に配置します。

複数のキャプショントラックを指定する方法
各出力にはキャプションの 1 トラックのみを焼き付けることができます。

スタイルパススルーの使用方法
出力ビデオに表示される焼き付けキャプションテキストのスタイル設定方法を選択できます。スタイルパ
ススルー、デフォルト設定、手動による上書きなど、いくつかのオプションがあります。
スタイルパススルーを設定すると (StylePassthrough) にenabled, MediaConvert は、入力キャプショ
ンから取得できるスタイルと位置情報を使用します。であることに注意してください。 MediaConvert で
は、欠落しているスタイル情報に対してデフォルト設定が使用されます。
MediaConvert は、次の入力キャプション形式のスタイルパススルーをサポートしています。
• 補助
• 埋め込み
• SCTE-20
• SCC
• TTML
• STL (EBU STL)
• SMPTE-TT (テキストベース)
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• テレテキスト
• IMSC
• WebVTT
スタイルパススルーを設定すると (StylePassthrough) にdisabled, MediaConvert は、入力からスタ
イル情報を無視し、既定の設定 (黒いアウトラインの白いテキスト、下中央配置、自動サイジイング) を使
用します。
スタイルパススルーを有効にするかどうかにかかわらず、個々のスタイルオプションを手動で上書きする
ことも可能です。

Note
TTML および TTML ライクな (IMSC, SMPTE-TT) 入力には、特別なスタイル形式の要件がありま
す。(詳細については、「TTML スタイル形式の設定 (p. 129)」を参照してください)

フォントスクリプトを指定する方法
AWS Elemental MediaConvert は、出力キャプション設定で指定した言語に基づいて、キャプションに適
したスクリプトを自動的に選択します。選択する言語に複数の可能なスクリプトがある場合は、使用した
いスクリプトを指定します。

サービスが正しいフォントスクリプトを使用していることを確認するには
1.

[Encoding settings] (エンコーディング設定) の[Captions] (キャプション) セクションの [Language] (言
語) で、キャプションテキストの言語を選択します。

2.

指定する言語に複数の可能なスクリプトがある場合は、フォントスクリプトをクリックして、スクリ
プトを指定します。
例えば、[Language] (言語) に中国語 (ZH) を指定して、[Font script] (フォントスクリプト) で簡体字中
国語または繁体字中国語のどちらかを選択します。この場合、[Font script] (フォントスクリプト) で値
を指定しないと、サービスはデフォルトで簡体字中国語に設定されます。

Tip
通常は、[Font script] (フォントスクリプト) をデフォルト値である Automatic (自動) のままに
しておくことができます。そうすると、サービスはキャプションテキストの言語に基づいて
スクリプトを選択します。

アクセシビリティキャプションの設定
クローズドキャプショントラックは、聴覚障害者のアクセシビリティ補助としてマークできます。次の
セクションでは、AWS Elemental でのアクセシビリティキャプションの仕組みについて説明します。
MediaConvert。

HLSとCMAF
HLS または CMAF を出力し、ISMC または WebVTT キャプショントラックを含めると、キャプションの
アクセシビリティ属性を出力マニフェストに追加できます。 MediaConvert これらの属性は、のセクショ
ン 4.5 および 4.6 に従って追加します。Apple デバイスの HLS オーサリング仕様。
あなたが設定するときアクセシビリティ字幕(accessibility) に有効(ENABLED)、
MediaConvert マニフェストのキャプショントラックに次の属性を追加します。EXTX-MEDIA:CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-spokendialog,public.accessibility.describes-music-and-sound"そしてAUTOSELECT="YES"。
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デフォルト値をそのまま使います。無効(DISABLED）、キャプショントラックがそのようなアクセシビリ
ティを提供することを目的としていない場合。 MediaConvert は、前の段落の属性を追加しません。

AWS Elemental での IMSC キャプションのサポー
ト MediaConvert
IMSC キャプションワークフローの現在のサポートは、次のように制限されています。
• サポートされている唯一の IMSC プロファイルは、テキストプロファイルです
• すべての出力 IMSC ファイルは IMSC 1.1 です。
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AWS Elemental でビデオローテー
ションを使用するMediaConvert
ほとんどの入力で、AWS Elemental の操作を選択できます。MediaConvert動画を回転させます。回転を
指定するか、回転を自動に設定できます。自動回転では、入力ファイルに含まれている回転メタデータ
が使用されます。動画の録画を開始する前にカメラを回転させると、一部のカメラ (ほとんどはスマー
トフォンのカメラ) では、この回転メタデータが記録されます。この回転メタデータは、回転アトムま
たはボックスとも呼ばれ、動画の表示に使用される回転メタデータをプレーヤーデバイスに提供しま
す。MediaConvertは、この回転メタデータを自動的に検出し、トランスコード中に動画を回転させて、す
べてのプレーヤーに正しく表示されるようにします。

Tip
想定外の方向に動画出力が回転される場合、考えられる原因は、入力動画に回転メタデータが
あるが、ジョブ設定でサービスがそのメタデータを使用するように指定していないことです。
[Rotate (回転)] を [Automatic (自動)] に設定してみてください。この設定は、ジョブの作成ペー
ジ、Inputである。動画セレクタセクションを作成します。
入力ファイルの要件
以下の動画プロパティが設定された入力に回転を使用できます。
• プログレッシブ動画
• クロマサブサンプリング方式 4:2:2 または 4:2:0
トピック
• 指定回転 (p. 140)
• 自動回転 (p. 141)

指定回転
入力の回転を指定すると、AWS ElementalMediaConvertは、入力からの動画を、指定した角度だけ時計回
りに回転させます。この回転はジョブのすべての出力に適用されます。時計回りに 90、180、または 270
度回転できます。以下の図では、90 度回転を指定したジョブからの動画出力を示しています。

Note
AWS ElementalMediaConvertは回転メタデータをパススルーしません。[Rotate (回転)] の設定に
かかわらず、ジョブの出力に回転メタデータはありません。

動画の回転を指定するには
1.
2.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブの左側のペインで、入力セク
ションで、回転させる入力を選択します。
左側の [Video selector (動画セレクタ)] セクションの [Rotate (回転)] で、必要な時計回りの回転角度を
選択します。

API または SDK を使用する場合、この設定はジョブの JSON ファイルにあります。設定名はrotate。を
見つけます。回転AWS エレメンタルのプロパティMediaConvertAPI リファレンス。
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Note
AWS ElementalMediaConvertはオーバーレイしたイメージや動的グラフィックを回転させませ
ん。画像挿入（グラフィックオーバーレイ）機能またはモーションイメージインサート（モー
ショングラフィックオーバーレイ）機能を回転機能で使用する場合は、オーバーレイをアップ
ロード前に回転させます。回転後に動画に表示するオーバーレイの位置を指定します。

自動回転
動画にローテーションメタデータが埋め込まれている場合は、AWS ElementalMediaConvertによってその
検出されて、出力で正しい向きになるように動画コンテンツが自動的に回転されます。

Note
AWS ElementalMediaConvertは回転メタデータをパススルーしません。[Rotate (回転)] の設定に
かかわらず、ジョブの出力に回転メタデータはありません。
自動回転に関する入力ファイルの追加要件
回転機能に関する一般的な入力制限に加えて、自動回転を使用するには、入力ファイルには以下の制限に
従う必要があります。
• 入力コンテナ: .mov または .mp4
• 90 度、180 度、または 270 度の回転を指定する回転メタデータ
回転メタデータがここに示している値より 1 度小さいか大きい場合は、サポートされている値に丸めら
れます。

Note
入力ファイルにある回転メタデータで、ここに示している以外の回転が指定されている場合、デ
フォルトの回転なしになります。

自動回転を有効にするには
1.
2.
3.

入力コンテナが .mov または .mp4 であり、入力に回転メタデータがあることを確認します。
リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブの左側のペインで、入力セク
ションで、回転メタデータのある入力を選択します。
左側の [Video selector (動画セレクタ)] セクションの [Rotate (回転)] で、[Automatic (自動)] を選択しま
す。

Note
AWS ElementalMediaConvertはオーバーレイしたイメージや動的グラフィックを回転させませ
ん。画像挿入（グラフィックオーバーレイ）機能またはモーションイメージインサート（モー
ショングラフィックオーバーレイ）機能を回転機能で使用する場合は、オーバーレイをアップ
ロード前に回転させます。回転後に動画に表示するオーバーレイの位置を指定します。
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SCTE-35 マーカーを AWS Elemental
に含めるMediaConvert出力
SCTE-35 マーカーは、ダウンストリームシステムが他のコンテンツ (通常は広告またはローカル
プログラム) を挿入できる場所を示します。SCTE-35 マーカーは、トランスポートストリーム
(TS)、DASH、HLS、および CMAF の各出力に含めることができます。
AWS ElementalMediaConvertは以下の 2 つの方法のいずれかで SCTE-35 マーカーを出力に含めます。
• マーカーを入力から出力へパススルーする。詳細については、「SCTE-35 マーカーを入力からパスス
ルーするには (p. 143)」を参照してください。
• Event Signaling and Management (ESAM) XML ドキュメントで指定された位置にマーカーを挿入する。
詳細については、「ESAM XML を使用した SCTE-35 マーカーの指定 (p. 143)」を参照してくださ
い。
SCTE-35 マーカーの挿入方法にかかわらず、それらのマーカーが含まれる出力に対して、オプションで以
下のことが可能です。
• SCTE-35 マーカーで示されている広告表示先が示されている間にオーディオと動画がブランクアウトさ
れるようにする。詳細については、「広告表示のブランキングの有効化 (p. 152)」を参照してくださ
い。
• HLS 出力の場合は、出力 HLS マニフェストに SCTE-35 の情報が含まれるようにする。詳細について
は、「SCTE-35 の情報を HLS マニフェストに含める (p. 148)」を参照してください。MediaConvert
は、SCTE-35 の情報を DASH マニフェストに書き込みません。

Note
MediaConvert は、入力マニフェストの情報を処理しません。
デフォルトでは、入力からの SCTE-35 マーカーはパススルーされません。入力または ESAM ドキュメン
トからのマーカーをパススルーするようにジョブを設定した場合、デフォルトでは、SCTE-35 の情報が
HLS マニフェストに含まれたり、広告表示先のブランキングが行われることはありません。
機能の制限
SCTE-35 サポートの制限は以下のとおりです。
• ESAM XML を使用して挿入ポイントを指定するか、入力からの SCTE-35 メッセージをパススルーでき
ます。両方を行うことはできません。
• AWS ElementalMediaConvertは time_signal メッセージのみをサポートし、splice_insert メッセージはサ
ポートしていません。
• SCTE-35 メッセージは以下の出力にのみ挿入されます。
• での出力ファイルグループ出力グループMPEG-2 トランスポートストリームに設定するコンテナ。
[Output settings (出力設定)]、[コンテナ] で各出力のコンテナを設定します。
• [DASH ISO] 出力グループの出力。
• [Apple HLS] 出力グループの出力。
• での出力CMAF出力グループ。
• このサービスは、次の出力コーデックの ESAM XML ドキュメントで指定された挿入ポイントで、イン
スタントデコーダーリフレッシュ（IDR）フレームを強制します。MPEG-2、MPEG-4 AVC (H.264)、ま
たは HEVC (H.265)。
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左MediaConvertコンソール[] に移動するエンコード設定,動画をクリックし、各出力のコーデックをビデ
オコーデックセクションに追加します。
• DASH ISOそしてCMAF DASH出力グループは、単一期間のマニフェスト出力のみをサポートします。
トピック
• SCTE-35 マーカーを入力からパススルーするには (p. 143)
• ESAM XML を使用した SCTE-35 マーカーの指定 (p. 143)
• SCTE-35 の情報を HLS マニフェストに含める (p. 148)
• 広告表示のブランキングの有効化 (p. 152)

SCTE-35 マーカーを入力からパススルーするには
入力からの time_signal SCTE-35 マーカーを、トランスポートストリームコンテナのある任意の出力に
含めることができます。これらの出力は HLS パッケージに含まれている場合もあれば、MPEG2 トラン
スポートストリーム (M2TS) コンテナにラップされたスタンドアロンファイルになっている場合もありま
す。

SCTE-35 マーカーを入力から出力へパススルーするには (コンソール)
1.
2.

を開くMediaConvertコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
[Create job] (ジョブの作成) を選択します。

3.

動画とオーディオの入力、出力グループ、および出力を設定します。方法については、「AWS
Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」を参照してください。
[] で出力を選択します。ファイルグループ,DASH ISO,Apple HLS, またはCMAF。

4.
5.

[]コンテナの設定(のためにファイルグループ,DASH ISO, またはCMAF出力)、またはトランスポート
ストリーム設定(のためにApple HLS出力)、検索SCTE-35 ソース[] を選択してから、[パススルー。

6.

(オプション)。[ファイルグループ] 出力グループの出力の場合、[出力設定]、[コンテナ] を [MPEG-2 ト
ランスポートストリーム (M2TS) に設定すると、[SCTE-35 PID] の値としてデフォルトの [500] とは異
なる値を入力できます。

7.

PID (パケット識別子) は、MPEG-2 トランスポートストリームコンテナのデータセットの識別子で
す。PID は、下流システムおよびプレーヤーでコンテナ内の特定の情報を見つけるために使用しま
す。
(オプション)。[Apple HLS] 出力グループの出力の場合、マニフェストに広告マーカーを含める
ようにジョブを設定できます。詳細については、「SCTE-35 の情報を HLS マニフェストに含め
る (p. 148)」を参照してください。

ESAM XML を使用した SCTE-35 マーカーの指定
入力動画に SCTE-35 マーカーが含まれていなくても出力に広告挿入ポイントを指定する必要がある場
合は、AWS Elemental で Event Signaling and Management (ESAM) XML ドキュメントを指定できま
す。MediaConvertジョブ設定｡ そうすると、MediaConvertは、ドキュメント内で指定された挿入ポイント
で IDR (Instantaneous Decoder Refresh) フレームを使用して出力を条件付けします。MPEG2-TS および
HLS コンテナでラップされている出力でも、MediaConvert はそれらのポイントに SCTE-35 time_signal
メッセージを挿入します。
[Apple HLS] 出力グループの場合は、オプションとして HLS マニフェスト条件付け XML ドキュメントを
指定することもできます。それにより、HLS 出力のマニフェストを条件付けするようにジョブを設定でき
ます。
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Note
MPEG2-TS 出力に SCTE-35 マーカーを挿入するには、ESAM XML ドキュメントを提供すること
に加えて、各出力で [ESAM SCTE-35] を有効にすることも必要です。詳細については、この概要
に続くコンソールの手順を参照してください。
ESAM ドキュメントのタイムコードについて
入力のクリッピングとステッチングの後、最終出力のタイミングを基準にして XML ドキュメントで挿入
ポイントを指定します。タイミングは、タイムコードの設定にかかわらず、00:00:00:00 から始めます。フ
レーム番号で次の 24 時間形式を使用します。HH: MM: SS: FF。
たとえば、ジョブには 3 つの入力として、5 分のプリロール、1 時間のフィルム、5 分のポストロールがあ
ります。入力のクリッピングを使用して、1 時間の入力の最後の 20 分のみを抜き出します。したがって、
出力はプリロールとポストロールを含めて 30 分になります。最初の挿入ポイントをメインコンテンツに 3
分表示するには、8 分（5 分間のプリロールから 3 分後）に指定します。

ESAM XML ドキュメントをジョブ設定に含めるには (コンソール)
1.

を開くMediaConvertコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.
3.

[Create new job] (新しいジョブの作成) を選択します。
動画とオーディオの入力、出力グループ、および出力を設定します。方法については、「AWS
Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」を参照してください。
左側の [Job (ジョブ)] (ジョブ) ナビゲーションペインで、[ジョブの設定] の [Settings (設定)] を選択し
ます。
[Ad signaling (広告信号処理)] セクションで、[Event signaling and messaging (ESAM)] を有効にしま
す。
[Signal processing notification XML (信号処理通知 XML)] に、ESAM 信号処理 XML ドキュメントをテ
キストとして入力します。例については、ESAM XML 信号処理通知の例 (p. 147) を参照してくださ
い。

4.
5.
6.

Note
デフォルトでは、MediaConvertESAM ペイロードに 4 秒のプリロールを追加します。こ
れにより、次のようになります。MediaConvertSCTE-35 メッセージを HLS マニフェス
トで指定するキューマーカーより前のセグメントに配置する。プリロールを削除するに
は、responseSignalPrerollゼロにします。この設定は、EsamSettings。
7.

オプションで、SCTE-35 マーカーに関する情報を HLS マニフェストに含める場合は、[Manifest
confirm condition notification XML (マニフェスト条件付け確認通知 XML)] に、ESAM マニフェスト条
件付き XML ドキュメントをテキストとして入力します。MediaConvertでは、DASH マニフェストに
SCTE-35 マーカーに関する情報は含まれません。
SCTE-35 マーカーをトランスポートストリームとマニフェストに挿入するに
は、dataPassThroughMCC ドキュメント内の属性を"true"。トランスポートストリームにマー
カーが必要ない場合は、dataPassThrough属性｡

8.

例については、ESAM XML マニフェスト確認条件通知の例 (p. 147) を参照してください。
SCTE-35 マーカーが必要な MPEG2-TS 出力ごとに、マーカーを有効にします。
a.
b.
c.

左側の [Job (ジョブ)] ペインの [Output groups (出力グループ)] にある [File group (ファイルグ
ループ)] で、出力を選択します。
MPEG2-TS 出力を選択したことを確認します。[Output settings (出力設定)] セクションで、[コン
テナ] が [MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 トランスポートストリーム)] に設定されていること
を確認します。
[Container settings (コンテナ設定)] を選択し、下にスクロールして [PID controls (PID コントロー
ル)] セクションを見つけます。
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9.

d.

[ESAM SCTE-35] で、[Enabled (有効)] を選択します。

e.

[SCTE-35 source (SCTE-35 ソース)] で、デフォルトの [None (なし)] のままにします。

このステップは、ジョブ内の Apple HLS 出力グループに対してのみ実行します。
ESAM の挿入ポイントを使用して HLS マニフェストを条件付けする場合は、「SCTE-35 の情報を
HLS マニフェストに含める (p. 148)」の手順に従います。それ以外の場合は、以下の手順に従っ
て、ここでの設定がまだデフォルトの状態になっていることを確認します。
a.

この手順の前のステップで説明した [Manifest confirm condition notification XML (マニフェスト条
件付け確認通知 XML)] が空であることを確認します。

b.

ジョブの [Apple HLS] 出力グループごとに、[Ad Markers (広告マーカー)] チェックボックスがオ
フになっていることを確認します。

c.

i.

左側の [Job (ジョブ)] ペインの [Output groups (出力グループ)] で、[Apple HLS] を選択しま
す。

ii.

[Apple HLS group settings (Apple HLS グループ設定)] セクションで、[Advanced (詳細)] を選
択します。

iii.

[Ad markers (広告マーカー)] セクションで、[Elemental] および [SCTE-35 enhanced] チェッ
クボックスをオフにします。

[Apple HLS] 出力グループの出力ごとに、[SCTE-35 source (SCTE-35 ソース)] が [None (なし)] に
設定されていることを確認します。
i.

左側の [Job (ジョブ)] ペインの [Output groups (出力グループ)] にある [Apple HLS] で、出力
を選択します。

ii.

[Output settings (出力設定)] セクションで、[Transport stream settings (トランスポートスト
リーム設定)] を選択します。

iii.

[SCTE-35 source (SCTE-35 ソース)] で、[None (なし)] を選択します。

ESAM XML ドキュメントをジョブ設定に含めるには (API、SDK、AWS CLI)
1.

JSON ジョブ仕様のジョブ設定のルートで esam プロパティとその子を含めます。以下の例では、こ
れらのプロパティを示しています。
a.

ESAM 信号処理 XML 仕様を文字列として設定 sccXml に含めます。

b.

オプションで、マニフェスト条件付け確認通知 XML ドキュメントを文字列として設定 mccXml
に含めます。

"esam": {
"responseSignalPreroll": 4000,
"signalProcessingNotification": {
"sccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
\n<SignalProcessingNotification ..."
},
"manifestConfirmConditionNotification": {
"mccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"yes\"?>
\n<ns2:ManifestConfirmConditionNotification ... "
}

2.

ジョブの M2TS (MPEG2 トランスポートストリーム) 出力ごとに、以下の例に示すように JSON ジョ
ブ仕様を設定します。プロパティ scte35Esam を含めます。scte35Source を NONE に設定しま
す。
"outputs": [
{
"extension": "m2ts",
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"containerSettings": {
"container": "M2TS",
"m2tsSettings": {
...

}

3.

"scte35Esam": {
"scte35EsamPid": 508
},
...
"scte35Source": "NONE"

SCTE-35 の情報を使用して HLS マニフェストを条件付けする場合は、ジョブの Apple HLS 出力グ
ループごとに、以下の設定を含めます。これらの設定は、このステップの最後にある例に示していま
す。
• scte35Source を PASSTHROUGH に設定します。
• adMarkers を含めます。ELEMENTAL_SCTE35 と ELEMENTAL の一方または両方を配列に入れま
す。
各設定を選択して作成したサンプルマニフェストについては、「サンプルマニフェスト: Elemental
広告マーカー (p. 149)」と「サンプルマニフェスト: SCTE-35 拡張広告マーカー (p. 150)」を参
照してください。
HLS のマニフェストを SCTE-35 の情報で条件付けしない場合は、scte35Source をデフォルト設定
NONE のままにします。adMarkers は含めないでください。
"outputGroups": [
{
"customName": "apple_hls",
"outputGroupSettings": {
"type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
"hlsGroupSettings": {
"adMarkers": [
"ELEMENTAL_SCTE35"
],
...
}
},
"outputs": [
{
"extension": "m3u8",
"nameModifier": "high",
"outputSettings": {
"hlsSettings": {
...
}
},
"containerSettings": {
"container": "M3U8",
"m3u8Settings": {
...
"scte35Source": "PASSTHROUGH"
}

4.

通常どおりジョブを送信します。
AWS Elemental の送信の詳細についてはMediaConvertジョブをプログラム的に実行する場合は、
「」を参照してください。AWS Elemental の開始方法MediaConvertを使用するAWSSDK またはAWS
CLIそしてAWS Elemental の開始方法MediaConvertAPI の使用。
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ESAM XML 信号処理通知の例
この ESAM XML ブロックは 2 つの 30 秒の広告時間枠を生成します。1 つは 10 秒で、もう 1 つは 75 秒
です。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SignalProcessingNotification xmlns="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:signal:1"
xmlns:sig="urn:cablelabs:md:xsd:signaling:3.0"
xmlns:common="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:common:1" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" acquisitionPointIdentity="ExampleESAM">
<common:BatchInfo batchId="1">
<common:Source xsi:type="content:MovieType" />
</common:BatchInfo>
<ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
signalPointID="10.00" action="create">
<sig:NPTPoint nptPoint="10.00"/>
<sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
<sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="52" upidType="9"
upid="1" duration="PT30S" segmentNumber="1" segmentsExpected="1"/>
</sig:SCTE35PointDescriptor>
</ResponseSignal>
<ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="1" startOffset="PT10S" duration="PT30S"/>
<ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2"
signalPointID="40.00" action="create">
<sig:NPTPoint nptPoint="40.00" />
<sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
<sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="53" upidType="9"
upid="2"/>
</sig:SCTE35PointDescriptor>
</ResponseSignal>
<ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
signalPointID="75.00" action="create">
<sig:NPTPoint nptPoint="75.00"/>
<sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
<sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="52" upidType="9"
upid="3" duration="PT30S" segmentNumber="2" segmentsExpected="1"/>
</sig:SCTE35PointDescriptor>
</ResponseSignal>
<ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="3" startOffset="PT75S" duration="PT30S"/>
<ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4"
signalPointID="105.00" action="create">
<sig:NPTPoint nptPoint="105.00" />
<sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
<sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="53" upidType="9"
upid="4"/>
</sig:SCTE35PointDescriptor>
</ResponseSignal>
</SignalProcessingNotification>

ESAM XML マニフェスト確認条件通知の例
この ESAM マニフェスト確認条件 (MCC) XML ドキュメントは、2 つの 30 秒広告ブレークの HLS マニ
フェストキュータグを生成します。最初は 10 秒で始まります。2 番目は 75 秒で始まります。これらの
キューマニフェストタグには、ダウンストリームクライアントが広告の置換および挿入に使用できるデー
タも含まれています。この MCC ドキュメントで生成された出力には、最初のアドブレークでトランス
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ポートストリームファイルに埋め込まれた SCTE-35 メッセージが含まれますが、2 番目の広告ブレークに
は含まれません。
注意dataPassThrough最初の広告ブレークの属性。この属性が存在し、に設定されている場
合"true",MediaConvertトランスポートストリームとマニフェストに SCTE-35 マーカーを挿入します。
マニフェストでのみマークしたい広告ブレークについては、dataPassThrough属性｡
MediaConvertHLS パッケージでのみ ESAM によるマニフェストコンディショニングをサポートします。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns2:ManifestConfirmConditionNotification xmlns:ns2="http://www.cablelabs.com/namespaces/
metadata/xsd/confirmation/2" xmlns="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/
core/2" xmlns:ns3="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/signaling/2">
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
duration="PT30S" dataPassThrough="true">
<ns2:SegmentModify>
<ns2:FirstSegment>
<ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA" />
</ns2:FirstSegment>
<ns2:SpanSegment>
<ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA"
adapt="true" />
</ns2:SpanSegment>
<ns2:LastSegment>
<ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after" adapt="true" /
>
</ns2:LastSegment>
</ns2:SegmentModify>
</ns2:ManifestResponse>
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2"></
ns2:ManifestResponse>
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
duration="PT30S">
<ns2:SegmentModify>
<ns2:FirstSegment>
<ns2:Tag value="#EXT-X-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE, PAID=amazon.com/
TEST2014020500000347,Acds=BA" />
</ns2:FirstSegment>
<ns2:SpanSegment>
<ns2:Tag value="#EXT-X-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA"
adapt="true" />
</ns2:SpanSegment>
<ns2:LastSegment>
<ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after" adapt="true" /
>
</ns2:LastSegment>
</ns2:SegmentModify>
</ns2:ManifestResponse>
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4"></
ns2:ManifestResponse>
</ns2:ManifestConfirmConditionNotification>

SCTE-35 の情報を HLS マニフェストに含める
HLS パッケージの出力の場合、サービスを通じて各出力内の SCTE-35 マーカーに関する情報を HLS マニ
フェストに含めることができます。
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SCTE-35 の情報を HLS マニフェストに含めるには (コンソール)
1.

を開くMediaConvertコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.
3.

[Create new job] (新しいジョブの作成) を選択します。
「SCTE-35 マーカーを入力からパススルーするには (p. 143)」または「ESAM XML を使用した
SCTE-35 マーカーの指定 (p. 143)」の手順に従って、動画とオーディオの入力、出力グループ、出
力を設定します。
[Apple HLS] 出力グループごとに広告マーカーを有効にします。

4.

a.
b.
c.
d.

5.

左側の [Job (ジョブ)] ペインの [Output groups (出力グループ)] で、[Apple HLS] を選択します。
[Apple HLS group settings (Apple HLS グループ設定)] セクションで、[Advanced (詳細)] を選択し
ます。
[Container settings (コンテナ設定)] を選択し、下にスクロールして [PID controls (PID コントロー
ル)] セクションを見つけます。
[Ad markers (広告マーカー)] セクションで、[Elemental] と [SCTE-35 enhanced] の一方または両
方を選択します。

各設定を選択して作成したサンプルマニフェストについては、「サンプルマニフェスト:
Elemental 広告マーカー (p. 149)」と「サンプルマニフェスト: SCTE-35 拡張広告マー
カー (p. 150)」を参照してください。
広告マーカーのソースが ESAM ドキュメントの場合は、以下の追加の設定を指定します。
a.

b.

の XML を入力していることを確認します。マニフェスト確認条件通知 XMLの手順中ESAM XML
を使用した SCTE-35 マーカーの指定 (p. 143)。
出力トランスポートストリームとマニフェストで SCTE-35 マーカーが必要な場合
は、dataPassThroughに設定された属性"true"。トランスポートストリームにマーカーを使用
しない場合は、含めないでください。dataPassThrough属性｡
各 Apple HLS 出力グループの出力ごとに、[SCTE-35 source (SCTE-35 ソース)] を [Passthrough
(パススルー)] に設定します。
i.

左側の [Job (ジョブ)] ペインの [Output groups (出力グループ)] にある [Apple HLS] で、出力
を選択します。

ii.

[Output settings (出力設定)] セクションで、[Transport stream settings (トランスポートスト
リーム設定)] を選択します。

iii.

[SCTE-35 source (SCTE-35 ソース)] で、[Passthrough (パススルー)] を選択します。

サンプルマニフェスト: Elemental 広告マーカー
以下のサンプルマニフェストを生成するには、[Apple HLS group settings (Apple HLS グループ設定)]、
[Advanced (詳細)]、[Ad markers (広告マーカー)]、[Elemental] を選択します。
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:2.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
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#EXT-X-CUE-OUT-CONT:14.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:26.000/30
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:9.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:21.000/30
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST

サンプルマニフェスト: SCTE-35 拡張広告マーカー
以下のサンプルマニフェストを生成するには、[Apple HLS group settings (Apple HLS グループ設定)]、
[Advanced (詳細)]、[Ad markers (広告マーカー)]、[SCTE-35 enhanced] を選択します。
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
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#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=2.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=14.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=26.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+ADbugAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA1AAA3v5+Q
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=9.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=21.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAP/wBQb+AJAyEAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA1AABStd4A
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST
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広告表示のブランキングの有効化
広告表示先のブランキングを有効にして、広告用としてマークされた出力の部分 (広告表示先) から動画コ
ンテンツの削除、キャプションの削除、およびオーディオのミュートを行うことができます。
SCTE-35 マーカーは出力別に設定できますが、広告表示先のブランキングの有効化/無効化はジョブの
すべての出力に適用されます。広告表示先のブランキングを使用するには、以下の手順で説明するよう
に、SCTE-35 マーカーを設定し、広告表示のブランキングを有効にする必要があります。

広告表示先のブランキングを有効にするには (コンソール)
1.

を開くMediaConvertコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

[Create new job] (新しいジョブの作成) を選択します。

3.

「SCTE-35 マーカーを入力からパススルーするには (p. 143)」または「ESAM XML を使用した
SCTE-35 マーカーの指定 (p. 143)」の手順に従って、動画とオーディオの入力、出力グループ、出
力を設定します。
左のナビゲーションペインで、[Job settings] (ジョブ設定) の [Settings] (設定) を選択します。

4.
5.
6.

[Global processors] (グローバルプロセッサ) で、[Ad avail blanking] (広告表示先のブランキング) を有
効にします。
オプションで、ブランキングイメージで、または HTTP (S) サーバーAmazon S3 されている画像入力
ファイルへの URI を指定します。Amazon S3 入力の場合は、URI を直接指定するか、ブラウズをク
リックして Amazon S3 バケットから選択します。HTTP (S) 入力の場合は、入力動画ファイルへの
URL を指定します。詳細については、「HTTP 入力の要件 (p. 4)」を参照してください。
ここでイメージを指定すると、広告表示先内のすべての動画フレームにそのイメージが挿入されま
す。イメージを指定しない場合は、代わりに黒のスレートが使用されます。
ブランキングイメージは、出力動画解像度と同じサイズ (ピクセル) の以下の .png ファイルまた
は .bmp ファイルであることが必要です。
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AWS Elemental MediaConvert でイ
メージ挿入 (グラフィックオーバーレ
イ) を使用する
イメージ挿入 (グラフィックオーバーレイ) 機能を使用すると、静止イメージまたはダイナミックグラ
フィックを指定した時間に挿入できます。指定した再生時間にわたって、基になる動画にオーバーレイと
して表示することもできます。この機能には、フェードイン/フェードアウト機能と調整可能な不透明度が
含まれます。
複数のオーバーレイを使用して出力を設定できます。各オーバーレイは、他のオーバーレイとは独立して
います。たとえば、ビデオの再生時間にわたってビデオフレームにダイナミックグラフィックのロゴを表
示し、HDR であるファイル部分に限って静止イメージ HDR インジケータを表示できます。各オーバーレ
イには、不透明度、フェードイン/フェードアウト時間、フレーム上の位置、およびビデオに表示される時
間の設定が異なります。オーバーレイは、基になるビデオに同時に表示するか、互いに重なるように設定
できます。
トピック
• AWS Elemental MediaConvert の静的グラフィックオーバーレイ (p. 153)
• AWS Elemental MediaConvert の動的イメージ挿入 (グラフィックオーバーレイ) (p. 158)

AWS Elemental MediaConvert の静的グラフィック
オーバーレイ
以下のトピックでは、静止グラフィックオーバーレイを設定する方法について説明します。まず、ジョブ
でオーバーレイを指定する場所を決定します。この選択は、オーバーレイが出力にどのように表示される
かに影響します。
トピック
• 入力オーバーレイと出力オーバーレイからの選択 (p. 153)
• 静的グラフィックオーバーレイの配置 (p. 154)
• オーバーレイファイルの要件 (p. 155)
• 出力での静的グラフィックオーバーレイの設定 (p. 156)
• 入力での静的グラフィックオーバーレイの設定 (p. 156)
• スケーリング用のオーバーレイのサイズ変更 (p. 157)
• オーバーレイの指定についてレイヤー (p. 157)

入力オーバーレイと出力オーバーレイからの選択
静的グラフィックオーバーレイは入力、出力、またはその両方に追加できます。グラフィックオーバーレ
イを指定する場所は、トランスコードされたアセットでオーバーレイが表示される場所に影響します。
以下の図では、ジョブによって作成されたビデオファイルに入力および出力オーバーレイがどのように表
示されるかを示しています。入力オーバーレイはすべての出力に表示されますが、出力ではオーバーレイ
を含む入力に対応する部分にのみ表示されます。出力オーバーレイは出力の再生期間にわたって表示され
ますが、オーバーレイを含む部分にのみ表示されます。
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Note
この図では、すべてのオーバーレイは入力または出力の再生時間にわたって表示されるように設
定しています。代わりに、その再生時間内でオーバーレイをより短い時間表示されるように指定
することもできます。

入力オーバーレイ
以下の状況に使用する入力オーバーレイを選択します。
• すべての出力に同じオーバーレイが必要である。
• 個々の入力に対応する出力の部分にのみオーバーレイが必要である。
以下の例は、入力オーバーレイを使用する状況です。
• 一部の入力には、オーバーレイとしてロゴがすでにあり、他の入力には、ロゴはない。まだない入力に
のみ、ロゴを追加する。
• 一部の入力は、ロゴが必要なプログラミングである。他の入力は、オーバーレイの必要ない広告または
空白のスレートである。
• ジョブには入力が 1 つのみあります。オーバーレイは、動画の全再生時間にわたって、ジョブの出力ご
とに表示されるはずです。

出力オーバーレイ
以下の状況に使用する出力オーバーレイを選択します。
• 一部の出力にはオーバーレイが必要で、他の出力には不要である。
• 出力ごとに異なるオーバーレイが必要である。
• 複数の入力があるが、それらすべてに同じオーバーレイが必要である。
以下の例は、出力オーバーレイを使用する状況です。
• いずれかの出力を高解像度に設定する。この出力においてのみフレームの隅に HD インジケータを含め
る必要がある。
• 複数のフィルムを別々の入力としてステッチングして、単一アセットのフィルムマラソンを作成する。
それらのフィルムのすべてにグラフィックを配置して、それらがより大きいマラソンの一部であること
を示す。

静的グラフィックオーバーレイの配置
静止画オーバーレイが入力または出力にあるかどうかにかかわらず、開始時間そしてDuration (期間)。以
下の図では、オーバーレイがビデオの開始から 2 分後に開始し、ビデオに 2 分間表示されるように設定を
指定する方法を示しています。デフォルト設定では、オーバーレイは入力または出力の最初のフレームか
ら開始されます。オーバーレイは、入力または出力の再生時間にわたって、ビデオに残ります。
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開始時間
オーバーレイを表示する最初のフレームのタイムコードを指定します。オーバーレイをフェードインする
ように設定した場合、フェードインはオーバーレイの開始時間に始まります。
開始時間を指定するときは、使用しているオーバーレイに合わせて次のタイムラインのいずれかを選択し
ます。
• 入力オーバーレイの場合、開始時間は入力タイムラインを基準とします。このタイムラインは、入力の
[タイムコードソース] 設定の影響を受けます。
• 出力オーバーレイの場合、開始時間は出力タイムラインを基準とします。このタイムラインは、ジョブ
全体の [タイムコード設定]、[ソース] 設定の影響を受けます。
入力タイムライン、出力タイムライン、およびこれらに影響を与えるタイムコード設定の詳細について
は、「the section called “ MediaConvert でタイムラインを使用してジョブをアセンブルする方法” (p. 29)」
を参照してください。

Tip
最も簡単な設定では、最初のフレームとして 00:00:00:00 からカウントする開始時間を指定し、
以下の設定の両方を [Start at 0 (0 から開始)] に設定します。
• [タイムコード設定]、[ソース] (ジョブ全体の設定)。
• [タイムコードソース]、[ビデオセレクタ] (入力別の設定)。
[Duration] (所要時間)
オーバーレイの再生時間をミリ秒単位で指定します。以下の図に示しているように、この再生時間には
フェードイン時間が含まれますが、フェードアウト時間は含まれません。

オーバーレイファイルの要件
ビデオに挿入するイメージファイルを以下のように設定します。
• ファイルタイプ: .png または .tga を使用します。
• アスペクト比: 任意のアスペクト比を使用します。基になる動画のアスペクト比と一致する必要はありま
せん。
• サイズ (ピクセル): 任意のサイズを使用します。重ねて表示されたグラフィックスが出力ビデオフレーム
より大きい場合、このサービスによってグラフィックスはフレームの端をトリミングされます。

Note
ビデオの解像度を拡大縮小するジョブで、オーバーレイをビデオに合わせて拡大縮小するか
どうかは、グラフィックオーバーレイを指定する場所によって決まります。詳細については、
「スケーリング用のオーバーレイのサイズ変更 (p. 157)」を参照してください。
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出力での静的グラフィックオーバーレイの設定
出力オーバーレイを設定しているため、イメージ挿入は、グラフィックオーバーレイをビデオに表示する
出力ごとに設定します。すべての出力に表示されるオーバーレイ、または 1 つの入力に対応する部分に
表示されるオーバーレイを設定する方法については、「」を参照してください。入力オーバーレイと出力
オーバーレイからの選択 (p. 153)。
オーバーレイの開始時間と再生時間を指定しない場合、オーバーレイは出力全体に配置されます。

出力での静的グラフィックオーバーレイを設定するには
1.

AWS Elemental を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

ビデオとオーディオの出力グループと出力を設定します。方法については、「AWS Elemental でジョ
ブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成するMediaConvert (p. 38)」を
参照してください。

3.

グラフィックオーバーレイを行う各出力で、次の操作を行います。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインの [Output groups] (入力)
で、適切な入力を選択します。

b.

[Encoding] (エンコード) 設定の [Video] (ビデオ) タブで、[Preprocessors] (プリプロセッサ) セク
ションを見つけます。

c.

[Image inserter] (イメージ挿入) を選択します。[Add image] (イメージの追加) ボタンが表示され
ます。

d.

出力に含めるグラフィックオーバーレイごとに、[Add image] (イメージの追加) を選択し、次に
オーバーレイ設定を指定します。
[Image location] (イメージの場所) には、Amazon S3 または HTTP(S) サーバーに保存されている
入力ファイルを指定します。Amazon S3 入力の場合は、URI を直接指定するか、[Browse] (参照)
を選択して Amazon S3 バケットを選択できます。HTTP (S) 入力の場合は、入力ファイルへの
URL を指定します。詳細については、「HTTP 入力の要件 (p. 4)」を参照してください。

より複雑な出力グラフィックオーバーレイの設定の詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。
スケーリング用のオーバーレイのサイズ変更 (p. 157)
[Layer] (レイヤー) の指定について (p. 157)

入力での静的グラフィックオーバーレイの設定
入力オーバーレイを設定しているため、イメージ挿入は、グラフィックオーバーレイをビデオに表示する
入力ごとに設定します。指定したオーバーレイは出力ごとに表示されます。特定の出力にのみ表示される
オーバーレイの設定については、「入力オーバーレイと出力オーバーレイからの選択 (p. 153)」を参照し
てください。
オーバーレイの開始時間と再生時間を指定しない場合、オーバーレイは入力に対応する出力全体に配置さ
れます。

出力での静的グラフィックオーバーレイを設定するには
1.

AWS Elemental を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」の説明に従って、入力ファイルを指定し
ます。

3.

グラフィックオーバーレイを行う入力ごとに、以下の操作を行います。
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a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインの [Inputs] (入力) で、適切
な入力を選択します。

b.

[Job] (ジョブ) ペインの右側にある[Image inserter] (イメージ挿入) セクションで、[Add image] (イ
メージの追加) をクリックし、オーバーレイ設定を指定します。
[Image location] (イメージの場所) には、Amazon S3 または HTTP(S) サーバーに保存されている
入力ファイルを指定します。Amazon S3 入力の場合は、URI を直接指定するか、[Browse] (参照)
を選択して Amazon S3 バケットを選択できます。HTTP (S) 入力の場合は、入力ファイルへの
URL を指定します。詳細については、「HTTP 入力の要件 (p. 4)」を参照してください。

より複雑な入力グラフィックオーバーレイの設定の詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。
スケーリング用のオーバーレイのサイズ変更 (p. 157)
[Layer] (レイヤー) の指定について (p. 157)

スケーリング用のオーバーレイのサイズ変更
ビデオの解像度を拡大縮小するジョブで、オーバーレイをビデオに合わせて拡大縮小するかどうかは、グ
ラフィックオーバーレイを指定する場所によって決まります。モーショングラフィックオーバーレイと入
力オーバーレイは拡大縮小されます。
たとえば、ジョブの入力ビデオが 1080 x 1920 であり、720 x 1280、480 x 640、360 x 480 の 3 つの出力
を指定したとします。また、正方形のロゴがフレームの幅の 10% になり、オーバーレイイメージは次の解
像度になります。
• 動的グラフィックオーバーレイまたは入力グラフィックオーバーレイの場合は、108 x 108 のイメージ
を用意します。サービスによって出力ごとに各オーバーレイのサイズが適切に設定されます。
• 720 x 1280 の出力に出力グラフィックオーバーレイを表示する場合は、72 x 72 のイメージを用意しま
す。
• 480 x 640 の出力に出力グラフィックオーバーレイを表示する場合は、48 x 48 のイメージを用意しま
す。
• 360 x 480 の出力に出力グラフィックオーバーレイを表示する場合は、36 x 36 のイメージを用意しま
す。

オーバーレイの指定についてレイヤー
Layer 設定はオーバーラップグラフィックオーバーレイがビデオに表示される方法を指定します。[Layer]
(レイヤー) に指定した値が高いグラフィックスは、[Layer] (レイヤー) に指定した値が低いグラフィックス
の上に重ねられます。各オーバーレイのレイヤーは一意の値である必要があります。同じレイヤー番号を
複数のオーバーレイに割り当てることはできません。
次の図は、レイヤーの値がどのようにグラフィックスオーバーレイが、表示される方法に影響するのかに
ついて示しています。三角形は Layerの最高値があり、上部に表示され、ビデオフレームとレイヤーの低
い値があるすべてのグラフィックオーバーレイを不明瞭にします。
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[レイヤー] 設定の値を指定します
1.

「静的グラフィックオーバーレイ (p. 153)」の説明に従って、グラフィックオーバーレイを設定しま
す。

2.

[レイヤー] に 0 から 99 の整数を入力します。

Note
各番号は 1 回のみ使用できます。各グラフィックオーバーレイは独自のレイヤーを持ってい
る必要があります。

AWS Elemental MediaConvert の動的イメージ挿入
(グラフィックオーバーレイ)
このガイドでは、AWS Elemental MediaConvert を使用してダイナミックグラフィックオーバーレイを設
定する方法について説明します。動的グラフィックオーバーレイはすべての出力に表示されます。
のデフォルト設定では開始時間の場合、オーバーレイは各出力の最初のフレームから始まります。のデ
フォルト設定では再生の場合、モーショングラフィック（1 回再生）の間、オーバーレイはビデオに残り
ます。ただし、オーバーレイの開始時間を指定するか、再生を繰り返すように設定することで、デフォル
ト設定を変更できます。このガイドではその方法を説明します。

モーショングラフィックオーバーレイの開始時間と再
生を指定する
モーショングラフィックオーバーレイを指定できます。開始時間そして再生デフォルト設定を使用する代
わりに、設定を行います。次の情報は、ビデオのオーバーレイ開始時間を指定し、それを連続的に繰り返
す（ループ）する方法を示しています。
次の図では、モーショングラフィックオーバーレイの設定の長さは 3 分です。モーショングラフィックの
再生は、出力が終了するまで繰り返すように設定されています。

モーションオーバーレイの開始時間設定
モーションオーバーレイを表示する最初のフレームのタイムコードを指定します。このタイムコードは、
入力タイムラインを基準にします。

ストレージ管理
入力オーバーレイの場合、開始時間は入力タイムラインを基準とします。このタイムラインは、入力の [タ
イムコードソース] 設定の影響を受けます。
入力タイムライン、出力タイムライン、およびこれらに影響を与えるタイムコード設定の詳細について
は、「the section called “ MediaConvert でタイムラインを使用してジョブをアセンブルする方法” (p. 29)」
158

MediaConvert ユーザーガイド
モーションオーバーレイファイルを設定する

を参照してください。複数の入力を持つジョブの場合、 MediaConvert は、入力の入力タイムラインに
従って、各入力にモーションオーバーレイを配置します。指定後開始時間Once, MediaConvert は、その値
をすべての入力に適用します。

Tip
セットアップを簡素化するには、開始時間00:00:00:00 からカウントすると、以下の設定の両方
を0 から開始:
• [タイムコード設定]、[ソース] (ジョブ全体の設定)。
• [タイムコードソース]、[ビデオセレクタ] (入力別の設定)。
モーショングラフィックオーバーレイの再生設定
モーショングラフィックオーバーレイの再生設定には、2 つのオプションがあります。オーバーレイは、
ダイナミックグラフィックの再生時間にわたって再生するか、出力の開始時間から終了時間までループす
るように設定できます。.mov 動的グラフィックの再生時間は、フレーム数とフレームレートが定義され
た .mov ファイルに組み込まれています。
ダイナミックグラフィックが一連の .png イメージである場合、オーバーレイの再生時間は、提供するイ
メージの個数と指定するフレームレートによって決まります。再生時間 (秒) は、フレーム数をフレーム
レート (秒) で割った値になります。たとえば、フレームレートが 30 fps で 600 個のイメージを提供した
場合、動的オーバーレイの再生時間は 20 秒です。
複数の入力を持つジョブの場合、 MediaConvert で指定した時刻に、モーションオーバーレイを各入力に
配置します。開始時間。何のために選ぶかによって再生, MediaConvert オーバーレイを 1 回再生するか、
入力の終了まで再生します。指定する場合再生Once, MediaConvert は、その値をすべての入力に適用しま
す。

モーショングラフィックオーバーレイファイルを設定
するための要件
次の表では、モーショングラフィックオーバーレイファイルを設定する方法について説明します。
モーショングラフィックファイルの要件

説明

ファイルタイプ

QuickTime (.mov)
• コンテナ: QuickTime
• コーデック QuickTime アニメーション (RLE)
• 色空間: RGBA
シーケンシャル PNG (.png)
• .png ファイルの名前の末尾が、再
生される順序を指定する連続番号に
なっていることを確認します。たとえ
ば、overlay_000.png、overlay_001.png、overlay_002.png
などです。
• 必要な量の 0 を最初のファイル名にパディング
し、シーケンスを完成させます。たとえば、最
初のイメージが overlay_0.png の場合、シーケン
ス内に 10 枚のみのイメージを作成でき、最終イ
メージは overlay_9.png となります。ただし、最
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モーショングラフィックファイルの要件

説明
初のイメージが overlay_00.png の場合は、シー
ケンス内に 100 枚のイメージを作成できます。
• シーケンス内のイメージの数が、フレームレー
ト x 目的のオーバーレイの再生時間に一致して
いることを確認してください。たとえば、30 fps
で 30 秒のオーバーレイが必要な場合は、900 枚
の .png イメージが必要です。
• アルファチャネルが必要です。

フレームレート

QuickTime (.mov)
• 任意のフレームレートを使用します。使用する
フレームレートは、基になるビデオのフレーム
レートと一致する必要はありません。
シーケンシャル PNG (.png)
• 任意のフレームレートを使用します。使用する
フレームレートは、基になるビデオのフレーム
レートと一致する必要はありません。
• オーバーレイを設定するときのフレームレート
を指定します。

アスペクト比

任意のアスペクト比を使用します。基となる動画
のアスペクト比と一致する必要はありません。

サイズ (ピクセル)

任意のサイズを使用します。 MediaConvert モー
ショングラフィックは、ビデオ拡大縮小が可能な
任意の出力で拡大縮小されます。

動的グラフィックオーバーレイの設定
モーショングラフィックオーバーレイは、ジョブ内のすべての出力に適用されます。したがって、それら
をジョブ全体に適用される設定でプロセッサとして設定します。
個々の出力にのみ表示される静的グラフィックオーバーレイを設定できます。詳細については、「入力
オーバーレイと出力オーバーレイからの選択 (p. 153)」を参照してください。

動的グラフィックオーバーレイを設定するには
1.
2.

AWS Elemental を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」の説明に従って、ジョブを設定します。

3.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (Job 設定)
で、[Settings] (設定) を選択します。
[Job] (ジョブ) ペインの右側にある [Global processors] (グローバルプロセッサ) セクション
で、[Motion image inserter] (動的イメージ挿入) を有効にします。
[入力] で、動的グラフィックファイル名を指定します。一連の .png ファイルを使用する場合は、最初
のイメージのファイル名を指定します。

4.
5.
6.

その他のフィールドで値を指定します。これらのフィールドの詳細については、[Motion image
inserter] (動的イメージ挿入) の横にあるコンソールの[Info] (情報) リンクをクリックしてください。
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AWS Elemental MediaConvert を使用
してオーディオのみの出力の作成
AWS Elemental MediaConvert を使用して、オーディオのみを含む出力 (ビデオなし) を作成することがで
きます。 MediaConvert オーディオのみの出力では、入力ファイルと出力ファイルに対して、数が制限さ
れたコーデックとコンテナの組み合わせをサポートします。

Note
この章の制限や手順は、コンテナにビデオが含まれない出力に適用されます。これには以下が含
まれます。
• ビデオを含まないファイル出力グループの出力
• 音声出力のみを含むストリーミング HLS 出力グループ
• オーディオ出力のみを含むストリーミング DASH 出力グループ
音声、ビデオ、キャプションを含むストリーミング出力パッケージを設定する場合は、出力パッ
ケージ内の各要素に対して別々の出力を作成します。これらには、この章で説明されているよう
に音声のみの出力はありません。ストリーミング出力の詳細については、「ABR ストリーミング
出力グループでの出力の作成 (p. 16)」を参照してください。
トピック
• オーディオのみの出力の設定 (p. 161)
• オーディオのみの出力にサポートされているコーデックとコンテナ (p. 162)
• 機能の制限 (p. 163)

オーディオのみの出力の設定
ビデオのみを含む出力を設定する方法と同じ方法で音声のみの出力を設定します。ただし、ビデオやキャ
プションは含めないでください。
MediaConvert オーディオのみの出力で次のファイルを生成します。
• ファイル出力グループ: 出力ごとに 1 つの個別のオーディオ専用ファイル。
• HLS 出力グループ: ABR スタック内の各出力の 1 つのレンディション。
• DASH ISO 出力グループ: ABR スタック内の各出力の 1 つのレンディション。

Note
AAC ストリーミング出力の場合、最初のセグメントは他のセグメントよりも長くなります。これ
は、AAC の場合、最初のセグメントには、セグメントの可聴部分の前にサイレントの AAC プリ
ロールサンプルが含まれている必要があるためです。 MediaConvert タイムスタンプにこれらの
余分なサンプルが含まれているため、オーディオは正しく再生されます。

音声のみの出力を作成するには (コンソール)
1.

MediaConvert が入力ファイルをサポートしていることを確認するには、の入力ファイルを確認しま
すオーディオのみの出力にサポートされているコーデックとコンテナ (p. 162)。

2.

AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9) に示されているとおりにジョブを設定しま
す。ただし、以下の違いがあります。
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• 出力のセクションの [Encoding settings] (エンコード設定) にある [Video] (ビデオ) タブを削除しま
す。
• サポートされている出力コンテナと音声コーデックを オーディオのみの出力にサポートされている
コーデックとコンテナ (p. 162) の出力テーブルから選択します。
• 出力ごとにオーディオ設定のグループを 1 つのみ含めます。つまり、Encoding settings (エンコード
設定) の下で Audio 2 (オーディオ 2) タブを作成するために Add audio (オーディオの追加) を選択し
ないでください。
3.

出力が HLS 出力グループにある場合は、音声のみの出力に使用するコンテナを選択します。
[Output settings] (出力設定) の [オーディオ] (オーディオ) セクションの [Container for audio-only
output] (オーディオ専用出力用コンテナ) で、[MPEG-2 Transport Stream] (MPEG-2 トランスポートス
トリーム) を選択して MPEG2-TS コンテナにファイルを作成します。デフォルト値の [Automatic] の
ままにして、音声のみ (コンテナなし) の生ファイルを作成します。

オーディオのみの出力を作成するには (API、SDK、および AWS CLI)
1.

MediaConvert が入力ファイルをサポートしていることを確認するには、の入力ファイルを確認しま
すオーディオのみの出力にサポートされているコーデックとコンテナ (p. 162)。

2.

JSON ジョブ仕様をセットアップします。JSON ファイルを手動で編集するか、コンソールを使用し
て次のように生成します。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (ジョブの設定) で、[Show job JSON] (ジョブの
JSON を表示する) を選択します。

音声のみのジョブの JSON ジョブ仕様は、次のように標準のジョブとは異なります。
• ジョブの JSON の Outputs 部分から VideoDescription と、その子の各インスタンスを除外し
ます。
• 出力ごとに、オーディオ設定の子グループを AudioDescriptions に 1 つのみ含みます。
• HLS 出力グループの音声のみの出力の場合は、音声のみの出力のコンテナを指定します。Outputs
で、OutputSettings、HlsSettings にはプロパティ HlsAudioOnlyContainer が含まれま
す。M2TS に設定すると、MPEG2-TS コンテナにファイルが作成されます。コンテナのないオー
ディオのみの生ファイルを作成するには、これを AUTOMATIC に設定します。AUTOMATIC はデ
フォルトの動作です。

オーディオのみの出力にサポートされているコー
デックとコンテナ
オーディオのみにサポートされている入力のコーデッ
クとコンテナ
MediaConvert オーディオのみの出力でサポートされています。
コンテナ

オーディオコーデック

Advanced Systems Format (ASF、WMA、WMV と
も呼ばれる) (.asf、.wma、.wmv)

WMA、WMA2、WMA Pro
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コンテナ

オーディオコーデック

MPEG-1 Layer 3 (.mp3)

MP3

MPEG-2 TS (.ts、m2ts)

MP2、PCM

MPEG-4 (.mp4)

AAC

Matroska オーディオコンテナ (.mka)

Opus

OGA (.oga)

Opus、Vorbis

QuickTime (.mov)

PCM

WAV (.wav)

PCM

オーディオのみにサポートされている出力のコーデッ
クとコンテナ
MediaConvert オーディオのみの出力でサポートされています。
コンテナ

オーディオコーデック

HLS (.ts)

AAC、Dolby Digital (AC3)

ダッシュ (.mp4)

AAC、Digital (AC3)、Digital (AC3)、Digital
(AC3)、Digital (AC3)、Digital (AC3)、Digital (

MPEG-2 TS (.ts、.m2ts)

AAC、ドルビーデジタル (AC3)、ドルビーデジタ
ルプラス (EAC3)、MP2

MPEG-4 (.mp4)

AAC、ドルビーデジタル (AC3)、ドルビーデジタ
ルプラス (EAC3)

Raw (コンテナなし)

AAC、Digital (AC3)、Digital (AC3)、Digital
(AC3)、Digital (AC3)、Digital (AC3)、Digital
(AC3)、Digital (AC3)、Digital (AC3)、Digital (

機能の制限
音声のみの出力を含むジョブにおいては、これらの機能を使用することはできません。
• ジョブの進行状況のステータスコードの更新
• 入力クリッピング
音声のみの出力では、これらの機能を使用することはできません。
• 字幕
• 静的グラフィックオーバーレイおよび動的グラフィックオーバーレイ (イメージ挿入、モーションイ
メージ挿入)
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AWS Elemental を使用した特殊アウ
トプットの作成MediaConvert
トピック
• AWS Elemental を使用した Dolby Vision の出力の作成 MediaConvert (p. 164)
• AWS Elemental MediaConvert を使用した Dolby Atmos 出力を作成 (p. 166)
• AWS Elemental で HDR 出力を作成する MediaConvert (p. 170)
• AWS Elemental を使用した MXF 出力の作成MediaConvert (p. 175)

AWS Elemental を使用した Dolby Vision の出力の
作成 MediaConvert
Dolby Visionビデオでは、拡張カラーパレットとコントラスト範囲を使用します。AWS Elemental を使用
した AWS E MediaConvert、プロファイル 5 またはプロファイル 8.1 を作成できますDolby Visionサポート
されているソースからの出力。

をセットアップするDolby Visionジョブ
次の手順に従ってをセットアップします。Dolby Vision仕事。ジョブの詳細については、「ジョブの設
定 (p. 9)」を参照してください。
1.

入力ファイルについて、次の中から選択します。
a.

MXFフレームインターリーブ付きファイルDolby Visionメタデータを活用することにより、

b.

IMFパッケージ ())IMP) フレームインターリーブ付きDolby Visionメタデータを活用することによ
り、また、composition playlist (CPL) ファイルを入力します。もしあなたのCPL不完全なIMP、選
択補足IMP補足ファイルの場所を指定するにはIMP。
Apple ProRes QuickTime MOVとDolby Visionスタジオメタデータ XML ファイル。

c.
2.

d. を活用することにより、あらゆる入力HDR10YUV 色空間。
処理する出力ごとに、処理を行う各出力でDolby Vision] で、次の作業を行います。
• 出力設定が「Dolby Vision入力形式のサポートとジョブ設定要件 (p. 164)」に記載されている制限
に準拠していることを確認します。

3.

• を有効にするDolby Visionプリプロセッサ。
• Dolby Vision の指定Profile次のいずれかの選択肢からを選択します。
• プロファイル 5 プロファイル 5: フレームインターリーブを含むDolby Visionメタデータを出力に
含めます。
• 8.1 プロファイル 8.1: 両方のフレームインターリーブを含むDolby Visionメタデータを活用するこ
とによりHDR10メタデータを出力に含めます。
オンデマンドキューを選択します。デフォルトのキューはオンデマンドです。

Dolby Vision入力形式のサポートとジョブ設定要件
このセクションの表では、Dolby VisionAWS Elemental で実装するための入力形式のサポートとジョブ設
定要件 MediaConvert。
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次の表では、入力形式の要件について説明します。Dolby Visionプロファイル5またはプロファイル8.1の出
力。
Dolby Vision プロ
ファイル

でサポートされる入力Dolby Visionメタ
データ

サポートされる入力Dolby Visionメタ
データ

プロファイル 5 プ
ロファイル 5

IMF, MXF

[HDR10]

• ビデオコーデック: JPEG 2000
• ビデオコーデック: どれでも持ち運べ
るHDR10
• 入力Dolby Visionメタデータ: フレーム
インターリーブまたは XML ファイル • 色空間: YUV
QuickTime(.mov)
• ビデオコーデック:Apple ProRes
• 入力Dolby Visionメタデータ: XML
ファイル XML ファイル

8.1 プロファイル
8.1

IMF, MXF

なし

• ビデオコーデック: JPEG 2000
• Dolby Vision メタデータ: フレームイ
ンターリーブまたは XML ファイル
QuickTime(.mov)
• ビデオコーデック:Apple ProRes
• 入力Dolby Visionメタデータ: XML
fiLE

次の表に、の機能の制限とジョブの要件を示します。Dolby Vision出力。
特徴

Job 設定要件

Dolby Vision 8.1 プロファイル 8.1出力

最大 1 つの入力ビデオ
最大 1 つの入力クリップ

キューのタイプ

オンデマンドキュー

入力フレームレート

すべての入力のフレームレートは同じでなければ
なりません。フレームレート変換には対応してい
ません。

出力フレームレート

ソースをフォロー(デフォルト設定)

イメージ挿入

無効(デフォルト設定)

動的イメージインサーター

無効(デフォルト設定)

出力ビデオコーデック

HEVC (H.265)

出力カラーメタデータ

Insert(デフォルト設定)

AFD に応答に応答する

なし(デフォルト設定)
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特徴

Job 設定要件

動画を出力する解像度 (幅 x 高さ)

最大幅: 4096
最大高さ: 4096

出力ビデオコーデックProfile

main10/メインまたはMain10/High

カラーコレクタープリプロセッサ

無効(デフォルト設定)

タイムコード焼き付けプリプロセッサ

無効(デフォルト設定)

ノイズリデューサープリプロセッサ

無効(デフォルト設定)

出力字幕送信先タイプ

焼き付けキャプションはサポートされていませ
ん。

AWS Elemental MediaConvert を使用した Dolby
Atmos 出力を作成
Dolby Atmos は、映画館やホームシアターで没入型オーディオ体験を提供します。適切なオーディオ入力
ファイルを使用すると、AWS Elemental を使用できます MediaConvert Dolby Atmos 出力を作成します。
エンドビューアがホームシアターで体験できるストリーミング出力、およびプロのワークフローで使用で
きるファイル出力を作成できます。
AWS Elemental MediaConvert は、9.1.6、7.1.1、または 5.1.4 PCM mono チャンネルとして提供するチャ
ネルベースのイマーシブオーディオコンテンツをエンコードするか、既にエンコードされた Dolby Digital
Plus with Atmos コンテンツを通過させることによって、Dolby Digital Plus with Atmos 出力を作成できま
す。
トピック
• AWS Elemental MediaConvert で Dolby Atmos パススルーの使用 (p. 166)
• AWS Elemental MediaConvert での Dolby Atmos エンコードの使用 (p. 167)

AWS Elemental MediaConvert で Dolby Atmos パスス
ルーの使用
AWS Elemental MediaConvert は、9.1.6、7.1.5、または 5.1.4 PCM mono チャンネルでオーディオをエン
コードするか、既にエンコードされた Dolby Digital Plus with Atmos コンテンツを通過させることによっ
て、Dolby Digital Plus with Atmos 出力を作成できます。
Dolby Digital および Dolby Digital Plus のコンテンツを通過するのと同じ方法で、Atmos コンテンツで
Dolby Digital Plus を通過するようにジョブを設定します。

Dolby Atmos ジョブをセットアップし、終了したオーディオコンテンツをパススルーするには
1.
2.
3.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
[Create job (ジョブの作成)] を選択します。
「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」の説明に従って、入力オーディオおよび
ビデオを設定します。

4.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」および「AWS Elemental で出力を作成
するMediaConvert (p. 38)」の説明に従って、出力グループ、出力、およびビデオ出力セレクタを設定
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します。「サポートされる出力コーデックおよびコンテナ (p. 195)」に示されている、サポートされ
ているコンテナを選択します。
5.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」の説明に従って、オーディオ出力セレクタを作成します。
次のように設定します。
a.

左側の [Job (ジョブ)] ペインで、オーディオを含む出力を選択します。

b.

[Encoding settings (エンコード設定)] セクションで、[Audio 1 (オーディオ 1)] を選択します。

c.

[Audio codec] (オーディオコーデック) で、[Passthrough] (パススルー) を選択します。

Dolby Atmos パススルーに対する機能制限
AWS Elemental における次の制限に注意してください。 MediaConvert Dolby Atmos パススルーの実装:
• 出力コーデック: Dolby Digital Plus (EAC3) コーデックのみでエンコードされた Dolby Atmos オーディオ
出力を作成できます。
• 出力コンテナ: ファイル出力の場合、Dolby Atmos オーディオは、Dolby Atmos プラスをサポートするビ
デオコンテナ (1 つだけです) においてのみ作成できます。MPEG-4、MPEG-2 トランスポートストリー
ム、またはQuickTime。

AWS Elemental MediaConvert での Dolby Atmos エン
コードの使用
AWS Elemental MediaConvert は、Dolby Digital Plus with Atmos チャンネルベースのイマーシブオーディ
オ、Audio Descriptive Model Broadcast WAV ファイル、または Dolby Atmos Master File をエンコードで
きます。

Note
この機能を使用するには、Dolby Atmos を理解していることが前提条件となります。入力オー
ディオチャンネルは、入力に使用する Dolby Atmos 規格に合わせて設定されている必要がありま
す。Dolby Atmosの詳細については、Dolby のオンラインドキュメントを参照してください。

Dolby Atmos エンコードの機能の制限
AWS Elemental における次の制限に注意してください。 MediaConvert Dolby Atmos エンコードの実装:
• チャネルベースのイマーシブ: AWS Elemental MediaConvert チャネルベースのイマーシブ (CBI) コンテ
ンツをサポートします。
• ドルビーアトモスマスターファイル (DAMF): AWS Elemental MediaConvert ドルビーアトモスマスター
ファイル (DAMF) をサポートしています。拡張子が .atmos、.atmos.metadata、.atmos.audio の 3 つの
ファイルをまとめたものです。
• オーディオ記述モデルブロードキャスト WAV 形式 (ADM BWF): AWS Elemental MediaConvert ADM
BWFをサポートしている。放送用 WAV ファイルには、.atmos および .atmos.metadata の情報を持つ
ヘッダーデータが含まれます。
• 出力コーデック: Dolby Digital Plus (EAC3) コーデックのみでエンコードされた Dolby Atmos オーディオ
出力を作成できます。
• 出力コンテナ: ファイル出力の場合、Dolby Atmos オーディオは、Dolby Atmos プラスをサポートするビ
デオコンテナ (1) においてのみ作成できます。MPEG-4、MPEG-2 トランスポートストリーム、または
QuickTime。
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• 出力パッケージ: アダプティブビットレート (ABR) 出力では、どの AWS Elemental で Dolby Atmos オー
ディオを作成できます。 MediaConvert 出力グループのタイプ: CMAF、Apple HLS、DASH ISO、また
はMicrosoft Smooth Streaming。

Dolby Atmos エンコード用ジョブの設定
9.1.6 オーディオの Dolby Atmos オブジェクトをエンコードするには、16 の入力チャンネルの PCM オー
ディオを、個別の .wavファイルまたは 1 つのコンテナのトラックとして提供します。
入力オーディオを個別の .wav ファイルで提供する場合は、入力の中でそれらを順番に指定します。Audio
selector 1 (オーディオセレクタ 1)、Audio selector 2 (オーディオセレクタ 2) のように、Audio selector 16
(オーディオセレクタ 16) まで指定します。16 のトラックを含む 1 つのファイルとしてオーディオを提供
する場合、入力でそのファイルを Audio selector 1 (オーディオセレクタ 1) として指定し、そのオーディオ
セレクタ内でトラックを個別に指定します。

Important
別々のファイルであっても、1つのファイルであっても、以下の順番でチャンネルを設定する必要
があります。L、Rs、Ltr。Ltr。Ltr。Ltr。
Dolby Atmos エンコード用にジョブを設定する方法の詳細については、以下のいずれかの手順を参照して
ください。
Procedure with separate audio input files
Procedure with a single audio input file

オーディオ入力を 16 の個別の .wav ファイルとする Dolby Atmos ジョブを設定するには
1.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

[Create job (ジョブの作成)] を選択します。

3.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」の説明に従って、入力ビデオを設定しま
す。

4.

入力オーディオセレクタを次のように設定します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Input] (入力) を選択しま
す。

b.

右側の [Audio selectors (オーディオセレクタ)] セクションの [Audio selector 1 (オーディオセレク
タ 1)] で、[External file (外部ファイル)] を選択します。

c.

[External file (外部ファイル)] で、最初のチャネルの .wav ファイルへのパスとファイル名を指定し
ます。[Audio selector 1 (オーディオセレクタ 1)] の場合、このチャネルは L にする必要がありま
す。

Important
チャンネルは次の順番で設定します。L、Rs、Ltr。Ltr。Ltr。Ltr。
つまり、入力オーディオが個別の .wav ファイルにある場合、[Audio selector 1 (オー
ディオセレクタ 1)] は L チャネルを指し、[Audio selector 2 (オーディオセレクタ 2)] は R
チャネルを指す必要があります (以下同様)。
d.

[Audio selectors (オーディオセレクタ)] セクションの上部で、[Add audio selector (オーディオセ
レクタの追加)] を選択して [Audio selector 2 (オーディオセレクタ 2)] を作成します。

e.

[Audio selector 2 (オーディオセレクタ 2)] で、[External file (外部ファイル)] を選択します。

f.

2 番目のチャネルの .wav ファイルへのパスとファイル名を指定します。[Audio selector 2 (オー
ディオセレクタ 2)] の場合、このチャネルは R にする必要があります。
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g.

上のステップを繰り返して、16 チャネルの残りのオーディオセレクタを作成します。セレクタご
とに以下のチャネルを選択します。
• オーディオセレクタ 3: C
• オーディオセレクタ 4: LFE
• オーディオセレクタ 5: Ls
• オーディオセレクタ 6: RS
• オーディオセレクタ 7: Lrs
• オーディオセレクタ 8: Rrs
• オーディオセレクタ 9: Lw
• オーディオセレクタ 10: Rw
• オーディオセレクタ 11: Ltf
• オーディオセレクタ 12: Rtf
• オーディオセレクタ 13: Ltm
• オーディオセレクタ 14: Rtm
• オーディオセレクタ 15: Ltr
• オーディオセレクタ 16: Rtr

5.

入力オーディオセレクタグループを次のように作成します。
a.

[Audio selector groups (オーディオセレクタグループ)] セクションで、[Add audio selector group
(オーディオセレクタグループの追加)] を選択します。

b.

[Group name (グループ名)] に、わかりやすい名前 (Dolby Atmos Audio Group など) を入力
します。

c.

[Select audio selectors (オーディオセレクタの選択)] で、この手順で前に作成した各オーディオセ
レクタを選択します。オーディオセレクタ 1 から順に選択します。

6.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」および「AWS Elemental で出力を作成
するMediaConvert (p. 38)」の説明に従って、出力グループ、出力、およびビデオ出力セレクタを設定
します。「Dolby Atmos エンコードの機能の制限 (p. 167)」に示されている、サポートされているコ
ンテナを選択します。

7.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」の説明に従って、オーディオ出力セレクタを作成します。
次のように設定します。
a.

左側の [Job (ジョブ)] ペインで、オーディオを含む出力を選択します。

b.

[Encoding settings (エンコード設定)] セクションで、[Audio 1 (オーディオ 1)] を選択します。

c.

オーディオコーデック で、Dolby Digital Plus JOC (Atmos) を選択します。
[Audio source] (オーディオソース) で、この手順で前に作成したオーディオセレクタグループ
(Dolby Atmos Audio Group (Dolby Atmos オーディオグループ)) など) を選択します。

d.

オーディオエンコード設定では、ワークフローに適した値を選択します。詳細については、Dolby
Digital Plus Atmos エンコードライブラリの Dolby ドキュメントを参照してください。

Note
AWS Elemental MediaConvert は、Dolby Digital Plus Atmos の出力に対してオーディオ
正規化を自動的に実行します。したがって、オーディオエンコード設定の Dialnorm 設定
はありません。

オーディオ入力を 16 トラックの 1 つのファイルとして、Dolby Atmos ジョブを設定するには
1.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
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2.

[Create job (ジョブの作成)] を選択します。

3.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」の説明に従って、入力ビデオを設定しま
す。

4.

入力オーディオセレクタを次のように設定します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Input] (入力) を選択しま
す。

b.

右側の [Audio selectors (オーディオセレクタ)] セクションの [Audio selector 1 (オーディオセレク
タ 1)] で、[External file (外部ファイル)] を選択します。

c.

[External file (外部ファイル)] で、.wav ファイルへのパスとファイル名を指定します。

d.

[Selector type (セレクタタイプ)] で、[Track (トラック)] を選択します。

e.

[Tracks (トラック)] で、16 個の PCM モノラルトラックをカンマ区切りリストにリストします。
次の順序で指定します。L、Rs、Ltr。Ltr。Ltr。Ltr。
• 入力オーディオファイルのトラックがすでにその順になっている場合は、そのとおりにリスト
します: 1, 2, 3, … 16。
• 入力オーディオファイルのトラックが異なる順になっている場合は、指定された順に従ってリ
ストします。たとえば、L チャネルがトラック 3 にある場合は、 3 を最初にリストします。

5.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」および「AWS Elemental で出力を作成
するMediaConvert (p. 38)」の説明に従って、出力グループ、出力、およびビデオ出力セレクタを設定
します。「Dolby Atmos エンコードの機能の制限 (p. 167)」に示されている、サポートされているコ
ンテナを選択します。

6.

「AWS Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」の説明に従って、オーディオ出力セレクタを作成します。
次のように設定します。
a.

左側の [Job (ジョブ)] ペインで、オーディオを含む出力を選択します。

b.

[Encoding settings (エンコード設定)] セクションで、[Audio 1 (オーディオ 1)] を選択します。

c.

オーディオコーデック で、Dolby Digital Plus JOC (Atmos) を選択します。
[Audio source] (オーディオソース) で、デフォルトの [Audio selector 1] (オーディオセレクタ 1)
をそのままにします。

d.

オーディオエンコード設定では、ワークフローに適した値を選択します。詳細については、Dolby
Digital Plus Atmos エンコードライブラリの Dolby ドキュメントを参照してください。

Note
AWS Elemental MediaConvert は、Dolby Digital Plus Atmos の出力に対してオーディオ
正規化を自動的に実行します。したがって、オーディオエンコード設定の Dialnorm 設定
はありません。

AWS Elemental で HDR 出力を作成する
MediaConvert
HDR コンテンツは、AWS Elemental MediaConvert を使用して、以下の方法で作成できます。
HDR コンテンツのパススルー
HDR コンテンツをパススルーするには、HDR 入力を使用して、同じメタデータで同じ形式の出力を作
成します。これを行うには、色空間のデフォルト設定をそのままにし、コーデックに HEVC を選択し
て、10 ビットプロファイルを選択します。 MediaConvert は、色空間を含む HDR メタデータを動画ソー
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スから自動的に読み込みます。詳細な手順については、「the section called “HDR コンテンツのパスス
ルー” (p. 173)」を参照してください。
不正確または欠落している HDR メタデータを修正する
入力に存在しない HDR 10 メタデータを提供する、または誤ったメタデータを修正するには、それを入力
ビデオ設定に追加または上書きします。これはビデオコンテンツを変更するものではなく、出力ビデオ設
定で実行できる色空間の変換とは異なります。詳細な手順については、「the section called “不正確または
欠落している HDR メタデータを置き換える” (p. 174)」を参照してください。
HDR 形式から別の HDR 形式に変換する
入力色空間を別の出力色空間に変換することができます。これを行うには、出力の [色補正] 設定で出力色
空間を選択します。詳細な手順については、「the section called “色空間の変換” (p. 174)」を参照してく
ださい。
SDR 入力を HDR 形式に変更する
入力が SDR の場合は、色空間を HDR 形式に変換できます。このプロセスでは、HDR としてフォー
マットされた出力を作成し、それに合わせてメタデータを自動的に変換します。これを行うには、出力
の [色補正] 設定で出力色空間を選択します。詳細な手順については、「the section called “色空間の変
換” (p. 174)」を参照してください。

Note
このプロセスでは、ビデオコンテンツの動的範囲はアップグレードされません。これらの出力は
HDR プレイヤーデバイスで再生され、元の SDR コンテンツよりも一般的に明るく表示されま
す。しかし、結果はカラーグレーディングによって SDR から HDR にリマスターされたコンテン
ツと同じではありません。
HDR 入力を SDR 形式に変更する
入力が HDR の場合は、色空間をサポートされている任意の SDR 形式に変換できます。

Note
プロのカラーグレーダーは、アセットを HDR から SDR に変換するとき、小さなスペースには
存在しない色を大きなスペースからマップする場所を、美しさに基づいて決定します。これらの
値を自動的にマッピングするための標準形式はありません。HDR から SDR への自動変換を行う
ために、トーンマッピング技術は、HDR から SDR への手動再グレーディングの結果に近似しま
す。 MediaConvert この自動変換はほとんどのコンテンツでうまく機能しますが、出力を確認し
てトーンマッピングの結果を確認することをお勧めします。
トピック
• AWS Elemental での HDR サポート MediaConvert (p. 171)
• HDR コンテンツのパススルー (p. 173)
• 不正確または欠落している HDR メタデータを置き換える (p. 174)
• 色空間の変換 (p. 174)

AWS Elemental での HDR サポート MediaConvert
AWS Elemental では、MPEG2-TS、DASH、および CMAF の出力に、HEVC ビデオアセットを使用して
HDR MediaConvert をサポートします。
Apple HLS プレイヤーデバイスと互換性を確保するように CMAF 出力を設定できます。詳細については、
「the section called “Apple 仕様に準拠した HDR HLS 出力の作成” (p. 172)」を参照してください。
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サポートされている形式と色空間
MediaConvert ビデオの取り込みと出力を以下の HDR 形式で行います。
• HDR10 (rec. 2020 色空間)
• HLG (rec. 2020 色空間)
MediaConvert ビデオの取り込みと出力を以下の標準形式で行います。
• SDR (rec. 601 色空間)
• SDR (rec. 709 色空間)

サポートされている色空間変換
入力色空間は、入力ビデオ、または入力設定の [Color space (色空間)] および [Color space usage (色空間
の使用)] に設定した値によって設定されます。入力の色空間設定の詳細については、「不正確または欠落
している HDR メタデータを置き換える (p. 174)」を参照してください。
色空間を変換する方法については、「色空間の変換 (p. 174)」を参照してください。
MediaConvert では、以下の色空間変換がサポートされています。
• サポートされている任意の HDR 形式から、サポートされているその他の HDR 形式
• サポートされている任意の SDR 色空間から、サポートされているその他の HDR 色空間
• サポートされている任意の SDR 色空間から、サポートされている任意の HDR 形式

Note
SDR から HDR に変換しても、ビデオコンテンツ自体のダイナミックレンジは向上しません。
したがって、出力は HDR としてフォーマットされますが、SDR 出力として作成した場合と同
じように見えます。
• サポートされている任意の HDR 形式から、サポートされている任意の SDR 色空間

Note
プロのカラーグレーダーは、アセットを HDR から SDR に変換するとき、小さなスペースには
存在しない色を大きなスペースからマップする場所を、美しさに基づいて決定します。これら
の値を自動的にマッピングするための標準形式はありません。HDR から SDR への自動変換を
行うために MediaConvert が使用するトーンマッピング技術は、HDR から SDR への手動再グ
レーディングの結果に近似します。この自動変換はほとんどのコンテンツでうまく機能します
が、出力を確認してトーンマッピングの結果を確認することをお勧めします。

Apple 仕様に準拠した HDR HLS 出力の作成
HDR コンテンツを再生する Apple デバイスについては、Apple サポートドキュメントの「4K、HDR、ド
ルビービジョン、ドルビーアトモスの映画を探して鑑賞する」を参照してください。
Apple 仕様に準拠した HDR 出力を作成するには、エンコーディング設定に特定の選択をする必要がありま
す。出力の [エンコード設定] セクションで、これらのビデオ設定を次のように指定します。
• [Video codec] (ビデオコーデック) - [HEVC (H.265)] を選択します。
• [MP4 packaging type] (MP4 パッケージタイプ) - [HVC1] を選択します。
• [Profile] (プロファイル) - [Main10/High] を選択します。
• [Level] (レベル) - [5] を選択します。
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Tip
コンソールで特定のエンコーディング設定を見つける最も簡単な方法は、ウェブブラウザーの
ページ検索機能を使用することです。多くのブラウザでは、この検索では大文字と小文字が区別
されます。

HDR10+ 出力の作成に関する制限
HDR10+ コンテンツとテストコンテンツを再生するデバイスについては、https://hdr10plus.org. を参照し
てください。
AWS Elemental で HDR 10+ 出力を作成するには、次のルールを使用する必要があります MediaConvert。
• 入力ソースのビデオピクセルが HDR10 であること、つまり、[Color space] (色空間) が Follow (フォ
ロー) に設定されているか、カラーコレクタのプリプロセッサで [Color space conversion] (色空間変換)
が Force HDR 10 に設定されている必要があります。
• [Video codec] (ビデオコーデック) に HEVC (H.265) を設定します。
• [Profile] (プロファイル) に [Main10/Main] または [Main10/High] を設定します。
• [Quality tuning level] (画質チューニングレベル) を [Multi-pass HQ] (マルチパス HQ) に設定します。
• Dolby Vision プリプロセッサを使用することはできません。

HDR コンテンツのパススルー
デフォルトでは、AWS Elemental は色空間を [Follow] (フォロー) MediaConvert に設定します。この設定
では、ビデオの途中で色空間が変わった場合でも、出力の色空間は入力の色空間と同じになります。ま
た、デフォルトでは、 MediaConvert は出力設定 [Color metadata] を [Insert] に設定します。これにより、
色メタデータが出力に含まれます。出力 HDR を入力ビデオと同じにする場合は、この設定を維持し、
コーデックと 10 ビットプロファイルに必ず HEVC を選択してください。

HDR コンテンツをパススルーするには
1.
2.

通常どおりにトランスコードジョブを設定します。詳細については、「ジョブの設定 (p. 9)」を参照し
てください。
入力 [色空間] がデフォルト値 [Follow] に設定されていることを確認します。
a.
b.

3.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Input 1] (入力 1) を選択し
ます。
右側の [ビデオセレクタ] セクションの [色空間] で、[Follow] を選択します。

各 HDR 出力に対して、適切なコーデックとプロファイルを選択し、[色メタデータ] がデフォルト値の
[Insert] に設定されていることを確認します。
a.
b.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、 [Output 1] (出力 1) などの
出力を選択します。
右側の [エンコード設定] セクションで、これらのビデオ設定を次のように指定します。

Tip
コンソールで特定のエンコーディング設定を見つける最も簡単な方法は、ウェブブラウ
ザのページ検索機能を使用することです。多くのブラウザでは、大文字と小文字が区別
されます。
• [Video codec] (ビデオコーデック) - [HEVC (H.265)] を選択します。
• [Profile] (プロファイル) - 10 ビットのプロファイルのいずれか ([Main10/Main]、[Main10/
High]、[Main 4:2:2 10-bit/Main]、[Main 4:2:2 10-bit/High]) を選択します。
• [Color metadata] (カラーメタデータ) - [Insert] (インサート) を選択します。
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不正確または欠落している HDR メタデータを置き換
える
入力ビデオに HDR メタデータが含まれていない場合、または HDR メタデータが誤っている場合は、入力
ビデオ設定に追加または上書きできます。HLG および HDR 10 では、正しい色空間を指定できます。HDR
10 では、正確なマスター表示情報も指定できます。

Note
入力設定を使用して、入力ファイルの誤っている、または欠落しているメタデータを指定しま
す。出力設定を使用して色空間変換を行います。

不正確または欠落している HDR メタデータを置き換えるには
1.

通常どおりにトランスコードジョブを設定します。詳細については、「ジョブの設定 (p. 9)」を参照し
てください。

2.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、入力を選択します。

3.
4.

右側の [ビデオセレクタ] セクションの [色空間] で、入力ビデオの正確な色空間を選択します。
[Color space usage] (色空間の使用) で、AWS Elemental が入力メタデータと [Color space] (色空間)
MediaConvert に指定した値との間の優先順位をどのように処理するかを選択します。
• 入力ビデオのメタデータで指定されているかどうかにかかわらず [Color space] (色空間) に指定され
た色空間を使用する場合は、[Force] (強制) を選択します。 MediaConvert
• MediaConvert 入力ビデオのメタデータにカラースペースが含まれていない場合にのみ [Color
space] (色空間) に指定した色空間を使用する場合は、[Fallback] (フォールバック) を選択します。
このオプションは、さまざまな入力ファイルでジョブ設定を再利用する場合 (例: 出力プリセットを
使用する場合、ジョブを複製する場合) に便利です。

5.

入力が HDR 10 の場合、[HDR master display information] (HDR マスターの表示情報) 設定の値を指
定します。 MediaConvert[Color space] (色空間) を HDR 10 に設定すると、これらの設定を表示しま
す。
これらの設定は、標準の SMPTE ST 2086 Mastering Display Color Volume で指定されている HDR 10
静的メタデータを表します。 MediaConvert には、ここで指定した値を HDR 10 出力のメタデータに
含めます。

Note
HDR マスターディスプレイの情報は、カラーグレーダーから値を取得します。これらの設定
の適切な値はビデオコンテンツ、および入力ごとに異なります。

色空間の変換
出力ビデオに入力ビデオとは異なる色空間を使用する場合は、色空間変換を使用します。出力 [色補正] 設
定で色空間変換を設定します。
MediaConvert は、、Rec. 601、、、Rec. 709HDR10HLG 2020P3DCI、などの入力カラースペースをサ
ポートしますP3D65。

色空間を変換するには
1.
2.

MediaConvert 目的の変換がサポートされていることを確認します。the section called “サポートされ
ている色空間変換” (p. 172) を参照してください。
通常どおりにトランスコードジョブを設定します。詳細については、「ジョブの設定 (p. 9)」を参照し
てください。
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3.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、HDR 出力を選択します。

4.

右側の [Encoding settings] セクションの下部にある [Preprocessors] を選択します。

5.

[色補正] を選択して、色補正設定を表示します。

6.

[色空間変換] で、出力に必要な色空間を選択します。

7.

HDR 10 に変換する場合は、[HDR master display information] (HDR マスターディスプレイ情報) 設定
で値を指定します。
これらの値は、ビデオストリームにエンコードされているピクセル値には影響しません。これらは、
コンテンツ作成者の意図を反映した方法で、ダウンストリームのビデオプレイヤーでコンテンツを表
示するのを支援することを目的としています。

AWS Elemental を使用した MXF 出力の作成
MediaConvert
MXF は、編集、アーカイブ、および交換用のビデオコンテンツを格納する出力コンテナ形式です。MXF
フォーマットは一連の仕様によって管理され、そのうちのいくつかは定義するMXF プロファイル、シムと
も呼ばれる。これらの MXF プロファイルは、動画コーデック、解像度、ビットレートなどのエンコード
設定に制約をレイアウトします。
出力がこれらの仕様に準拠していることを確認するには、MediaConvertプロファイルの自動選択。そうす
る時、MediaConvertコーデック、解像度、ビットレートで選択した値に基づいて、正しいプロファイルを
自動的にエンコードします。詳細については、「MXF プロファイルのデフォルトの自動選択 (p. 179)」
を参照してください。
MXF プロファイルを明示的に選択することもできます。でそうするときMediaConvertコンソー
ル、MediaConvertのドロップダウンリストが自動的に入力されます。ビデオコーデック有効なコーデック
のみ。自動プロファイル選択を使用しない場合は、解像度とビットレートの制約に関する関連する仕様を
参照してください。

Note
MXF プロファイルを手動で指定する場合は、その仕様と互換性のある方法で出力を設定する必要
があります。互換性のない MXF プロファイルとエンコーディング設定でジョブを送信できます
が、それらのジョブは失敗します。
トピック
• MXF ジョブの制限と要件 (p. 175)
• MXF 出力をセットアップする (p. 176)
• 各 MXF プロファイルでサポートされるコーデック (p. 177)
• 各 MXF プロファイルの出力オーディオ要件 (p. 178)
• MXF プロファイルのデフォルトの自動選択 (p. 179)

MXF ジョブの制限と要件
MediaConvertでは、次の方法で MXF ジョブを制限します。
• MXF出力はファイルグループ出力グループのみ。
• MXF プロファイルでサポートされているビデオコーデックを選択する必要があります。次の表に、各プ
ロファイルでサポートされるコーデックの詳細を示します。詳細については、「各 MXF プロファイル
でサポートされるコーデック (p. 177)」を参照してください。
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• MXF プロファイルの要件に従って、出力オーディオトラックを設定する必要があります。これ
は、プロファイルを指定するか、またはプロファイルが指定されているかにかかわらず適用されま
す。MediaConvert自動的に選択してください。詳細については、「各 MXF プロファイルの出力オー
ディオ要件 (p. 178)」を参照してください。

MXF 出力をセットアップする
MXF 出力でジョブを設定するには、ファイルグループoutput グループを選択し、出力のコンテナとして
MXF を指定します。

MXF 出力を使用してトランスコードジョブを設定するには (コンソール)
1.

「」の説明に従って、ジョブの入力と出力を設定します。ジョブの設定 (p. 9)。MXF出力をファイル
グループ出力グループ

2.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで次の操作を行います。ジョブ左側のペインで、出力を選択し
ます。

3.

左出力設定セクションに追加します。コンテナで、MXF コンテナ。

4.

必要に応じて、[] で設定の値を指定します。MXF コンテナ設定:
• MXF プロファイル: MXF プロファイルを手動で指定するには、一覧からそのプロファイルを選択し
ます。デフォルト値をそのまま使用すると、オート,MediaConvertビデオコーデックと解像度に基づ
いて MXF プロファイルを選択します。詳細については、「MXF プロファイルのデフォルトの自動
選択 (p. 179)」を参照してください。
• AFDをMXFにコピー: 出力ビデオストリームで AFD シグナリングを設定していない限り、この設定
は無視してください。そうして、ビデオストリームと MXF ラッパーの両方にその情報が必要な場
合は、ビデオストリームからコピー。AFD シグナリングをビデオストリームでのみ使用する場合
は、デフォルト値を維持してください。コピーしない。

5.

左Encoding 設定セクションで、ビデオコーデックを選択します。
このリストで使用できる選択肢は、選択する対象によって異なります。MXF プロファイルこの手順の
前のステップでは、以下を実行します。
• デフォルト値をそのまま使用すると、オート、に対してMXF プロファイル次に、出力コンテナと互
換性のある任意のビデオコーデックを選択できます。
• の特定のプロファイルを選択した場合MXF プロファイルとなる。きみのの選択肢ビデオコーデッ
クそのプロファイルで有効なコーデックのみを含めます。

6.

必要に応じて、次の出力ビデオ解像度を指定します。解像度 (幅 x 高さ)。これは、別の設定です
MediaConvertは、MXF プロファイルを自動的に決定する場合に使用します。
に値を指定しない場合解像度 (幅 x 高さ)の場合、出力解像度は入力解像度と同じです。

7.

他のエンコーディング設定を通常どおり指定します。各設定の詳細については、Info設定ラベルの横
にある [] リンクします。

MXF 出力 (API、CLI、SDK) を使用してトランスコードジョブを設定するには
API、CLI、または SDK を使用する場合は、JSON ジョブ仕様で関連する設定を指定し、ジョブとともに
プログラムで送信します。ジョブをプログラム的に送信する方法の詳細については、「」の入門トピック
の 1 つを参照してください。AWS ElementalMediaConvertAPI リファレンス:
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAWS SDK または AWS CLI を使用して
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAPI の使用
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•

を使用するMediaConvertJSON ジョブ仕様を生成するコンソールです。コンソールは対話型バリデー
タとして機能するため、このアプローチをお勧めします。MediaConvertジョブスキーマ。コンソール
を使用して JSON ジョブ仕様を生成するには、以下の手順に従います。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] ペインの [Job settings] で、[Show job JSON] を選択します。

ジョブ設定構造内の各設定が属している場所などの追加情報については、AWS
ElementalMediaConvertAPI リファレンス。このリスト内のリンクは、そのドキュメントの設定に関する情
報に移動します。

出力設定
• コンテナ(container)
• MXF プロファイル(mxfSettings, profile)
プロファイルの自動選択では、JSON ジョブ仕様からこの設定を省略します。
• AFDをMXFにコピー(mxfSettings, afdSignaling)

Encoding 設定
• ビデオコーデック(codec)
この設定は、outputs, videoDescription, codecSettings。
• 解決、w(width)
この設定は、outputs, videoDescription。
• [Resolution](height)
この設定は、outputs, videoDescription。
左MediaConvertコンソール、オートデフォルト値はですMXF プロファイル。JSON ジョブ
仕様を直接編集してジョブを設定する場合、プロファイルの自動選択には含めないでくださ
い。profile下MxfSettings。

各 MXF プロファイルでサポートされるコーデック
この表は、AWS Elemental のコーデックを示しています。MediaConvertは、各 MXF プロファイルでサ
ポートされます。
MXF プロファイル

サポートされるビデオコーデック

汎用 op1a

VC3 (SD, HD)
AVC Intra (SD, HD)
AVC (H.264) (SD, HD, 4K)
MPEG-2 (すべての解像度)

Sony XDCAM (RDD9)

MPEG2 (HD)

D10 (SMPTE-386)

MPEG2 (SD)
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MXF プロファイル

サポートされるビデオコーデック

Sony XAVC (RDD32)

XAVC (HD, 4K)

各 MXF プロファイルの出力オーディオ要件
この表は、AWS Elemental での出力オーディオトラックの設定方法に関する要件を示していま
す。MediaConvert仕事。要件は、選択した MXF プロファイルごとに異なります。

Note
出力にオーディオトラックを含めない場合は、ジョブ設定にオーディオがまったくないことを確
認する必要があります。
• JSON ジョブ仕様では、これはAudioDescriptions完全にオブジェクトを作成します。
• コンソールでは、これは削除する必要があることを意味します。オーディオ1タブその
MediaConvertデフォルトで挿入されます。削除するには、それを選択し、オーディオの削除右
上の []Encoding 設定セクションに追加します。

MXF プロファイル

オーディオの出力要件

汎用 op1a

オーディオコーデック 非圧縮WAV

Sony XAVC (RDD32)

オーディオコーデック 非圧縮WAV
トラックあたりのチャネル数 1
出力あたりのトラック数: 2 から 16 までの任意の
偶数
ビット深度:24 ビット
サンプルレート:48 kHz

Sony XDCAM (RDD9)

オーディオコーデック 非圧縮WAV
トラックあたりのチャネル数: 1
出力あたりのトラック数: 2 から 16 までの任意の
偶数、または音声がまったくない
ビット深度:16 ビットまたは 24 ビット。出力内の
すべてのオーディオトラックに同じ値を選択する
必要があります
サンプルレート:48 kHz

D10 (SMPTE-386)

オーディオコーデック 非圧縮WAV
トラックあたりのチャンネル数:4 または 8
出力あたりのトラック数:1、またはオーディオが
まったくない
ビット深度:16 ビットまたは 24 ビット。出力内の
すべてのオーディオトラックに同じ値を選択する
必要があります
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MXF プロファイル

オーディオの出力要件
サンプルレート:48 kHz

MXF プロファイルのデフォルトの自動選択
ビデオ出力コンテナとして MXF を選択し、デフォルト値を維持した場合オートにとってMXF プロファ
イル,MediaConvertMXF プロファイルを自動的に選択し、それに応じて出力を作成します。その方法は
MediaConvertMXF プロファイルの選択は、出力ビデオコーデックによって異なります。

Note
MediaConvertでは、手動選択よりもプロファイルの自動選択によるより多くの MXF プロファイ
ルをサポートしています。
AVC (H.264)、AVC Intra、VC3
AVC (H.264)、AVC Intra、VC3、MediaConvert出力エンコーディング設定に関係なく、Generic OP1A プ
ロファイルを選択します。
XAVC
XAVCの場合、MediaConvert出力エンコード設定に関係なく、XAVC プロファイルを選択します。
MPEG-2
MPEG-2の場合、MediaConvert出力エンコーディング特性が D10 仕様に準拠している場合
は、SMPTE-386 D10 を選択します。そうでない場合は、MediaConvertXDCAM RDD9 プロファイル
を選択します。次の表に、関連するエンコーディング設定と設定する必要がある値の詳細を示しま
す。MediaConvertD10 プロファイルを自動的に選択します。

Note
出力解像度とフレームレートについては、次の設定で許可された値を明示的に指定できます。解
決方法そしてフレームレートというか、値を選ぶこともできますソースをフォローする許可され
た値を持つ入力を使用します。
設定

D10 プロファイルに許可される値

の組み合わせは次のとおりです。

許可された組み合わせ:

解決方法(wxh)、フレームレート,インターレース
モード

• 720x512、29.97、インターレース
• 720x486、29.97、インターレース
• 720x486、29.97、インターレース
• 720x608、25、インターレース
• 720x576、25、インターレース

GOP サイズ

1 フレーム

プロフィール、ビデオコーデックの場合

4:2:2

構文

D10

この設定は、ココンテナに MXF、ビデオコーデッ
クに MPEG-2、コーデックプロファイルに 4:2:2
を選択すると、コンソールに表示されます。
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設定

D10 プロファイルに許可される値

オーディオトラック数

• 0 (音声なし)

各出力トラックは、コンソール上で 1 つとして表
されます。音声タブとJSON ジョブ仕様で直接の
子としてのAudioDescriptions。
字幕タイプ

• 1

• 焼き付け

この設定は、コンソールで次のように指定しま
す。送信先タイプ。

• 埋め込み

JSON ジョブ仕様からのこの抜粋は、プログラムによって送信する場合と同じ設定を示しています。
{

}

"height": 512,
"width": 720,
"codecSettings": {
"codec": "MPEG2",
"mpeg2Settings": {
"bitrate": 30000000,
"syntax": "D_10",
"framerateDenominator": 1001,
"framerateControl": "SPECIFIED",
"framerateNumerator": 30000,
"numberBFramesBetweenReferenceFrames": 0,
"gopSize": 1.0,
"gopSizeUnits": "FRAMES",
"codecLevel": "MAIN",
"codecProfile": "PROFILE_422",
"rateControlMode": "CBR",
"interlaceMode": "TOP_FIELD"
}
}
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Nielsen と協力して AWS Elemental
でオーディオウォーターマーキング
を行うMediaConvert出力
ニールセンは、動画アセットが視聴する頻度を追跡する会社です。このトラッキングの 1 つの形式では、
メディアアセットのオーディオのトーンを使用します。トーンはマシンでは聞こえますが、人間には聞こ
えません。これらのトーンはオーディオストリームに直接エンコードされ、メタデータでもキューイング
できます。このニールセンを使うにはオーディオ透かしとMediaConvertでは、まずニールセンとパート
ナーシップを組む必要がある。
MediaConvertは、次の方法で Nielsen オーディオ透かしをサポートしています。
• PCM から ID3 への透かし: PCM から ID3 への透かしMediaConvertは、入力オーディオストリームに既
に存在する透かしを出力の ID3 メタデータのマーカーに変換します。
• ノンリニアウォーターマーキング: ノンリニア透かしでは、MediaConvertと呼ばれる整数を挿入しま
す。TiCをクリックし、アセットの PCM オーディオストリームに入ります。これらの TIC の場所で
は、MediaConvertオーディオトーンもエンコードします。
ノンリニアウォーターマークを使用する場合、入力はウォーターマークなしで開始する必要があり
ます。AWS ElementalMediaConvertは、で設定したニールセン SID/TIC サーバから TIC を受信しま
す。AWS.cloud

Note
両方のタイプのウォーターマークが必要な場合は、ジョブを 2 回実行する必要があります。ま
ず、非線形ウォーターマークを使用して出力を作成し、その出力を次のジョブへの入力として使
用し、PCM ストリームから ID3 透かしを追加します。1 つのジョブで両方の種類のウォーター
マークを有効にすることはできません。
トピック
• のセットアップ方法MediaConvertPCM から ID3 メタデータへのメタデータのジョブ (p. 181)
• のセットアップ方法MediaConvertノンリニアウォーターマークの仕事 (p. 183)
• AWS ElementalMediaConvertでニールセン SID/TIC サーバと対話するAWSCloud (p. 184)

のセットアップ方法MediaConvertPCM から ID3 メ
タデータへのメタデータのジョブ
この機能を使用するには、入力に Nielsen ウォーターマークを含む PCM オーディオが含まれている
必要があります。ニールセンディストリビューター ID をMediaConvertそして、トランスコード中に
MediaConvertは、出力の ID3 メタデータにウォーターマーク情報を挿入します。
機能の制限
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Nielsen 透かし情報を、次の出力グループの出力の ID3 メタデータにのみ配置できます。
• Apple HLS
• ファイルグループ。出力コンテナが MPEG-2 トランスポートストリームの場合

PCM から ID3 メタデータを有効にするには (コンソール)
1.

「」の説明に従って、ジョブの入力と出力を設定します。ジョブの設定 (p. 9)。

2.

ジョブ全体の設定で、PCM to ID3 メタデータを有効にします。

3.

4.

a.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで、ジョブ左側のペインの下Job 設定選ぶ設定。

b.

左パートナー統合右側の [] セクションで、[Nielsen PCM から ID3 メタデータへ。

c.

を使用する場合ディストリビューターIDで、ニールセンが組織に割り当てた ID を指定します。

必要な出力で PCM to ID3 メタデータを有効にします。それぞれに対してこれらの手順を実行しま
す。Apple HLSID3 メタデータを持つ出力方法。
a.

左ジョブ左側のペインで、出力を選択します。

b.

左出力設定右側のセクション、セクションを展開します。トランスポートストリーム設定。

c.

を使用する場合ニールセンID3で、Insert。

それぞれに対してこれらの手順を実行します。ファイルグループID3 メタデータを持つ出力方法。
a.

左ジョブ左側のペインで、出力を選択します。

b.

左出力設定右側のセクション、セクションを展開します。コンテナの設定。

c.

[] セクションまでスクロールします。PID コントロール。

d.

を使用する場合ニールセンID3で、Insert。

PCM から ID3 メタデータ（API、CLI、および SDK）を有効にするには
API、CLI、または SDK を使用する場合は、JSON ジョブ仕様で関連する設定を指定し、ジョブとともに
プログラムで送信します。プログラムでジョブを送信する方法の詳細については、『』の入門トピックの
1 つを参照してください。AWS ElementalMediaConvertAPI リファレンス:
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAWS SDK または AWS CLI の使用
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAPI の使用
•

を使用するMediaConvertJSON ジョブ仕様を生成するには、コンソールを使用します。コンソールは
対話型バリデータとして機能するため、この方法をお勧めします。MediaConvertジョブスキーマ。コ
ンソールを使用して JSON ジョブ仕様を生成するには、次の手順に従います。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] ペインの [Job settings] で、[Show job JSON] を選択します。

ジョブ設定構造内の各設定が属している場所などの追加情報については、AWS
ElementalMediaConvertAPI リファレンス。このリスト内のリンクは、そのドキュメントの設定に関する情
報に移動します。
• Nielsen PCM から ID3 メタデータへ(nielsenConfiguration)
• ディストリビューターID(distributorId)
• ニールセンID3の出力に対してApple HLS出力グループ (nielsenId3の子m3u8Settings)
• ニールセンID3の出力に対して、ファイルグループ出力グループ (nielsenId3の子m2tsSettings)
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のセットアップ方法MediaConvertノンリニア
ウォーターマークの仕事
この機能を使用するには、まず Nielsen とのパートナーシップを確立し、Nielsen SID/TIC サーバを
AWS.cloud Nielsen に問い合わせて、SID/TIC サーバーソフトウェアのダウンロード、WRR ライセンス
ファイルの生成、インストールおよびセットアップ手順の受信を依頼してください。インフラストラク
チャのしくみについては、「」を参照してください。AWS ElementalMediaConvertでニールセン SID/TIC
サーバと対話するAWSCloud (p. 184)。

Nielsen ノンリニア透かしを設定するには (コンソール)
1.

ニールセン SID/TIC サーバシステムをAWS.cloud 詳細については、Nielsen にお問い合わせくださ
い。

2.

Nielsen メタデータの.zip ファイルを保持する Amazon S3 バケットを設定します。MediaConvertメタ
データをこのバケットに書き込みます。

3.

「」の説明に従って、ジョブの入力と出力を設定します。ジョブの設定 (p. 9)。

4.

リポジトリの []ジョブの作成[] ページで、ジョブ[] ペインの [Job 設定選ぶ設定。

5.

左パートナー統合右側の [] セクションで、[ニールセン非線形透かし。

6.

有効にしたときに表示される設定の値を指定します。ニールセン非線形透かし。各設定の手順とガイ
ダンスについては、Info[settings (設定ラベル)] をクリックします。

7.

選択作成[] ページの下部にある、ジョブを実行します。

8.

手順に従って、メタデータ Amazon S3 バケット内のデータを Nielsen に転送します。

Nielsen ノンリニアウォーターマーキング (API、CLI、および SDK) を設定するには
API、CLI、または SDK を使用する場合は、JSON ジョブ仕様で関連する設定を指定し、ジョブとともに
プログラムで送信します。プログラムでジョブを送信する方法の詳細については、『』の入門トピックの
1 つを参照してください。AWS ElementalMediaConvertAPI リファレンス:
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAWS SDK または AWS CLI の使用
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAPI の使用
•

を使用するMediaConvertJSON ジョブ仕様を生成するには、コンソールを使用します。コンソールは
対話型バリデータとして機能するため、この方法をお勧めします。MediaConvertジョブスキーマ。コ
ンソールを使用して JSON ジョブ仕様を生成するには、次の手順に従います。
a.

コンソールで、前の手順に従います。

b.

左側の [Job] ペインの [Job settings] で、[Show job JSON] を選択します。

ジョブ設定構造内の各設定が属している場所などの追加情報については、AWS
ElementalMediaConvertAPI リファレンス。このリスト内のリンクは、そのドキュメントの設定に関する情
報に移動します。
• ニールセン非線形透かし(nielsenNonLinearWatermark)
• ソースウォーターマークステータス(sourceWatermarkStatus)
• 透かし(activeWatermarkProcess)
• SID(sourceId)
• CSID(cbetSourceId)
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• アセット ID(assetId)
• アセット名(assetName)
• エピソード ID(episodeId)
• TIC サーバー REST エンドポイント(ticServerUrl)
• ADIファイル(adiFilename)
• メタデータの送信先(metadataDestination)
• トラック間でTICを共有する(uniqueTicPerAudioTrack)

AWS ElementalMediaConvertでニールセン SID/TIC
サーバと対話するAWSCloud
次の図は、概観的に、その方法を示しています。MediaConvertは、システムの他の部分と対話します。
Nielsen の指示に従ってセットアップするシステムの主要部分は 4 つあります。
• Nielsen メタデータの.zip ファイルを転送します。MediaConvertは、作成する Amazon S3 バケッ
トにこのファイルを書き込みます。設定にはこのバケット URL を指定します。メタデータの送信
先(metadataDestination) の仕事をセットアップするとき。

Note
このバケットは、ジョブのメディアアセット出力用に設定したバケットとは異なります。その
バケットの詳細については、を参照してください。ステップ 2: ファイルのストレージを作成す
る (p. 3)。これは、このガイドの「はじめに」の章のサブトピックです。
• Amazon EC2 インスタンスとAWS LambdaAmazon VPC 内のプロキシ。次に、Nielsen から SID/TIC
サーバソフトウェアとライセンスをインストールします。
• Amazon API Gateway を使用して、次の間のリクエストとレスポンスを管理するためのゲートウェイを
セットアップします。MediaConvertとニールセン SID/TIC サーバーです。
これにより、設定に指定した REST エンドポイントが作成されます。TIC サーバー REST エンドポイン
ト(ticServerUrl) の仕事をセットアップするとき。
• を使用するAWS Identity and Access Management(IAM) の間のアクセスと認証を管理するには
MediaConvert、API ゲートウェイ、および SID/TIC サーバーを使用します。

Note
このデータ共有に設定したロールとアクセスは、許可するように設定した IAM アクセス許可と
は異なります。MediaConvertをクリックして、入力と出力の Amazon S3 バケットにアクセス
します。セットアップの詳細については、「」を参照してください。ステップ 5: IAM アクセス
許可の設定 (p. 4)。これは、このガイドの「はじめに」の章のサブトピックです。
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を使用するカンタルにとってAWS
Elemental でのオーディオウォーター
マーキングMediaConvert出力
カンターは、機械では聞こえるが人間には聞こえないオーディオウォーターマークの形でメディアコンテ
ンツの一意の識別子を提供し、追跡する会社です。Kantar との関係を確立したら、AWS Elemental を使
用できますMediaConvertオーディエンス測定および著作権侵害対策アプリケーションのために、これらの
ウォーターマークをコンテンツにエンコードします。
を使用するにはMediaConvertカンタールの透かしをエンコードするには、AWS Secrets ManagerKantar
の認証情報を保存してください。これらの認証情報はユーザーです Kantar で設定した名前とパスワー
ド。じゃあ君はMediaConvertこれらの認証情報を読み取るためのサービス権限。MediaConvertは、Kantar
サーバーと通信して、ウォーターマークを要求し、ログ情報を提供できます。[] でMediaConvertジョ
ブ、UKantar ライセンス情報とメディアアセットに関する情報を提供します。それをお前はエンコーディ
ング。これらの手順の詳細については、次のトピックを参照してください。
トピック
• Kantar 透かしライセンスを取得する (p. 186)
• Kantar 認証情報を保存するAWS Secrets Manager (p. 186)
• Kantar 認証情報への IAM アクセス権限の付与 (p. 188)
• をセットアップするMediaConvertカンター透かしのお仕事 (p. 189)

Kantar 透かしライセンスを取得する
Kantar オーディオ透かしを使用するにはMediaConvertでは、まずカンタルとの関係を築き、彼らからライ
センスを取得しなければならない。Kantar は、そのための以下のガイダンスを提供します。
透かし埋め込みライセンスを取得するには、接触カンタルメディアでのサポートwww.kantarmedia.com/
ウォーターマーキングヘルプデスク以下の情報を持ちます。
• 製品名
• 顧客名
• 国
• 異なる場合は、放送国
• ウォーターマークされるチャンネル
• ハードウェアプラットフォームのお客様の内部名
• AuthorisationCode各に対してのピースハードウェア,または、のログイン連絡先そのオンラインソリュー
ション

Kantar 認証情報を保存するAWS Secrets Manager
Kantar との関係を確立したら、Kantar ユーザーを保存する での名前とパスワードAWS Secrets Manager
シークレット。ステップを見つけることができます。-によって-トピックのステップチュートリアルシー
クレットを作成および保存するAWS Secrets ManagerのAWS Secrets Managerユーザーガイド。
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Kantar 認証情報をシークレットSecrets Manager のシークレットに保存するには
この手順の概要にリンクされているチュートリアルに従います。次の違いがあります。
1.

同じを使用していることを確認します。AWS自分で使用するSecrets Manager のリージョン
MediaConvert仕事。

2.

左シークレットに保存するキーと値のペアを指定しますセクション、2 つのキーを設定する-値のペ
ア。一方はKantarのログイン名を保持し、もう1つはパスワードを保持しています。

a.

タイプlogin左のフィールドに、右のフィールドに Kantar ログイン名を入力します。

b.

選択行の追加をクリックして、2 番目の入力フィールドペアを表示します。

c.

タイプpassword左のフィールドに Kantar パスワードを入力し、右のフィールドに Kantar パス
ワードを入力します。

プレーンテキスト版のシークレットは、次のようになります。{ "login": "KantarLogin",
"password": "KantarPassword" }である。ここで、KantarLoginユーザーはいませんか Kantar
認証情報の名前とKantarPasswordは、Kantar 認証情報のパスワードです。
3.

左シークレットの名前と説明セクションに追加します。シークレット名では、カンターと関連付ける
名前を使用する。KantarCreds。

Note
このシークレットの名前をMediaConvertジョブの設定
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4.

を使用する場合説明とすると、これはで使う秘密であることに注意したほうがいいかもしれない
MediaConvertカンタールの透かしをエンコードします。

5.

シークレットを保存した後、IAM のアクセス権限を付与するときに使用するシークレットの ARN を
コピーします。MediaConvertシークレットにアクセスします。
a.

Secrets Manager でSecrets[] ページで、シークレットの名前を選択します。

b.

下にリストされている文字列をコピーし、保存します。シークレット ARN。

Note
この ARN は、付与時に使用します。MediaConvertこのシークレットを取得する権限。

Kantar 認証情報への IAM アクセス権限の付与
AWS Elemental を使用する場合MediaConvertでは、ジョブを実行するために必要なリソースにアクセスす
るためのアクセス権限をサービスに付与する IAM サービスロールを指定します。例えば、MediaConvert
サービスロール付与MediaConvertジョブ入力ファイルを Amazon S3 から読み取るアクセス許可。サー
ビスロールの設定の詳細については、「」を参照してください。ステップ 5: IAM アクセス許可の設定
(p. 4)。
カンタールの透かしをエンコードするには このサービスロールに付与する権限を追加するMediaConvert読
み取るためのアクセスAWS Secrets ManagerKantarの資格情報を保持するシークレットです。

許可するにはMediaConvertKantar 認証情報を読み取る権限
1.

Secrets Manager シークレットを読み取るアクセス許可を付与するポリシーを作成します。
a.

前のトピックで作成したSecrets Manager シークレットへの ARN があることを確認します。

b.

IAM コンソール(https://console.aws.amazon.com/iam/)を開きます。

c.

左側のナビゲーションペインで、[]アクセス管理で、ポリシー。

d.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

e.

リポジトリの []ポリシーの作成ページ、の横にあるサービスで、サービスを選択する。

f.

検索フィールドに、次のように入力します。secrets[] を選択して、シークレットマネー
ジャー結果から。

g.

左アクションをフィルタする検索フィールド、タイプGetSecretValue[] を選択し
て、GetSecret値結果から。

h.

左リソースセクション、の横にあるシークレットで、ARN の追加。

i.

リポジトリの []ARN を追加するページ、の横にあるシークレットの ARN を指定するで、ARN を
手動でリストする。

j.

左ARN のリストを入力するか貼り付けます。セクションで、前のトピックの手順の終わりでコ
ピーした Kantar 認証情報シークレットの ARN を貼り付けます。

k.

[Add] (追加) をクリックします。

l.

[] の最下部にあります。ポリシーの作成[] ページで次へ: タグ

m. [Next: (次へ:)] を選択します 確認.

2.

n.

[]ポリシーの確認、に対して名前このポリシーを思い出すのに役立つ名前を入力します。たとえ
ば、次のように入力します。GetKantarCreds。

o.

オプションで、説明で、後で自分にメモを書き留めてください。たとえば、次のように記述しま
す。MediaConvertKantar の認証情報を読み取る許可。」

p.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

にポリシーをアタッチします。MediaConvertロール。
a.

左側のナビゲーションペインで、[]アクセス管理で、ロール。
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b.

ロールのリストから、で使用するロールの名前を選択します。MediaConvert仕事。この役割は、
多くの場合MediaConvertDefault_Role。

c.
d.

ロールについて概要[] ページの []アクセス許可[] タブで、ポリシーのアタッチ。

e.
f.
g.

検索フィールドに、作成したポリシーの名前を入力します。たとえば、GetKantarCreds。
結果リストで、チェックを選択します。 ポリシーの名前の横にあるチェックボックスを選択しま
す。
[Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。
リポジトリの []概要ページで、ポリシーのリストを確認し、Kantar 認証情報の取得権限を付与す
るポリシーがそこに表示されることを確認します。

をセットアップするMediaConvertカンター透かし
のお仕事
AfterKantarとの関係を確立し、Kantarの認証情報を保存しましたAWS Secrets Manager、AWS Elemental
にアクセス許可を付与しましたMediaConvertこれらを入手するには認証情報、MediaConvertカンタールの
透かしをエンコードする仕事。
機能の制限
ジョブを設定するときは、他の設定に関するこれらの制限に注意してください。
• カンタールの透かしとニールセン透かしを同じ仕事で使うことはできません。
• 出力オーディオサンプルレートは 48 kHz 以上でなければなりません。

Kantar 透かしをエンコードするようにジョブを設定するには
1.
2.
3.
4.

通常どおりにジョブを設定します。詳細については、「AWS Elemental でジョブを設定する
MediaConvert (p. 9)」を参照してください。
リポジトリの []ジョブの作成[] ページのジョブ左側のペインにあります。Job 設定で、パートナーイン
テグレーション。
の有効化Kantar SNAP ファイルの透かし。
Kantar 設定の値を指定します。
a.
b.

5.

を使用する場合認証情報のシークレット名で、Secrets Manager シークレットの名前を入力しま
す。それをKantar 認証情報を保存するために作成しました。例えば、KantarCreds です。
を使用する場合Kantar ライセンスIDで、Kantar から提供されるライセンス ID を入力します。

c.

を使用する場合チャンネル名で、Kantar オーディオライセンスに記載されているチャンネル名の
1 つを入力します。

d.

を使用する場合コンテンツ参照で、Kantar がエンコードするアセットに使用する一意の識別子を
入力します。

ジョブで指定したサービスロールが、自分と同じであることを確認します。で、前のトピックで
は、アタッチされたアクセス許可 Kantar 認証情報へのアクセス許可を付与します。その役割がそ
うならMediaConvert_Default_Role、する必要はありませんそれを選ぶ明示的にである。なぜなら
MediaConvertは、デフォルトでこのロールを使用します。ロールの名前が異なる場合にロールを指定
するには、以下を実行します。
a.

左ジョブ左側のペインで、AWS統合。

b.

左サービスアクセスセクション、検索サービスロール。指定したロールが正しい権限を持つロー
ルであることを確認します。
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サポートされる入力コーデックおよ
びコンテナ
AWS Elemental MediaConvert でサポートされる入力ファイルのコーデックとコンテナの組み合わせは以
下のとおりです。

Note
出力コンテナにオーディオのみを含む出力の場合、MediaConvert は、少数の入力コンテナおよび
コーデックをサポートします。詳細については、「オーディオのみの出力にサポートされている
コーデックとコンテナ (p. 162)」を参照してください。

動画
MediaConvert でサポートされる入力コンテナとビデオコーデックの組み合わせは以下のとおりです。
コンテナ

コンテナでサポートされるビデオコーデック

コンテナなし

DV/DVCPRO, AVC (H.264), HEVC (H.265),
MPEG-1, MPEG-2

3G2

AVC(H.264)、H.263,MPEG-4パート 2

3GP

AVC(H.264)、H.263,MPEG-4パート 2

高度なシステムフォーマット (ASF、別名WMV)

VC-1

オーディオビデオインターリーブ (AVI)

非圧縮、カノーパスHQ、DivX/Xvid,DV/
DVCPRO,MJPEG

Adobe Flash

AVC(H.264)、Flash 9 ファイル、H.263

HLS(MPEG-2 TSセグメント)

AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2

IMF

Apple ProRes, JPEG 2000 (J2K)

Matroska

AVC(H.264)、PCM,MPEG-2,MPEG-4パート
2、VC-1

MPEGプログラムストリーム (MPEG-PS)

MPEG-2

MPEGトランスポートストリーム (MPEG-TS)

AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2, VC-1

MPEG-1システムストリーム

MPEG-1, MPEG-2

MPEG-4

非圧縮化、AVC50/100内部、DivX/
Xvid,H.261,H.262,H.263,AVC(H.264)、HEVC(H.265)、JPEG
2000,MPEG-2,MPEG-4パート 2、VC-1
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コンテナ

コンテナでサポートされるビデオコーデック

MXF

非圧縮化、Apple ProRes(サポートさ
れている型 (p. 193))、AVC50/100内
部、VC-3,DV/DVCPRO,DV25,DV50,DVCPro
HD,AVC(H.264)、JPEG
2000(J2K)、MPEG-2,Panasonic
P2,SonyXDCam,SonyXDCam MPEG-4プロキシ

QuickTime

非圧縮、Apple ProRes (サポートされている
型 (p. 193))、AVC50/100内部、DivX/Xvid,DV/
DVCPRO,H.261,H.262,H.263,AVC(H.264)、HEVC(H.265)、JPEG
2000(J2K)、MJPEG,MPEG-2,MPEG-4パート
2、QuickTimeアニメーション (RLE)

WebM

VP8, VP9

Note
MediaConvert は外部参照 MOV、外部参照 MXF、または断片化された MP4 初期化セグメントを
サポートしていません。つまり、MOV、MXF、または MP4 の入力は自己完結型でなければなり
ません。
MediaConvert は、特定の要件に準拠した HLS 入力をサポートします。詳細については、「HLS
入力を使用する (p. 193)」を参照してください。

オーディオ
MediaConvert でサポートされる入力コンテナとオーディオコーデックの組み合わせは以下のとおりです。

Note
出力コンテナにオーディオのみを含む出力の場合、MediaConvert は、少数の入力コンテナおよび
コーデックをサポートします。詳細については、「オーディオのみの出力にサポートされている
コーデックとコンテナ (p. 162)」を参照してください。
コンテナ

オーディオコーデック

コンテナなし

PCM

3G2

AAC, AMR-NB, AMR-WB

3GP

AAC、AMR-NB、AMR-WB

高度なシステムフォーマット (ASF、別名WMAま
たはWMV)

WMA,WMA2,WMAプロ

オーディオビデオインターリーブ (AVI)

ドルビーデジタル (AC3)、ドルビーデジタルプ
ラス (EAC3)、ドルビーEフレームが持ち込ま
PCMStreams、MP3,MPEGオーディオ、PCM

Adobe Flash

AAC

HLS(MPEG-2 TSセグメント)

AAC、Dolby Digital (AC3)、ドルビーデジタルプラ
ス (EAC3)
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コンテナ

オーディオコーデック

IMF

PCM

Matroska

AAC、Dolby Digital (AC3)、ドルビーデジタルプラ
ス (EAC3)、Opus,WMA,WMA2

MPEG プログラムストリーム (MPEG-PS)

MPEGオーディオ

MPEG トランスポートストリーム (MPEG-TS)

AAC,AIFF、Dolby Digital (AC3)、ドルビー
デジタルプラス (EAC3)、ドルビーEフレー
ムが持ち込まPCMStreams、MPEGオーディ
オ、PCM,WMA,WMA2

MPEG-1システムストリーム

AAC,AIFF、Dolby Digital (AC3)、ドルビーデジタ
ルプラス (EAC3)、MPEG、AudioPCM

MPEG-1レイヤー 3 (MP3)

MP3

MPEG-4

AAC、Dolby Digital (AC3)、ドルビーデジタルプラ
ス (EAC3)、PCM,WMA,WMA2

MXF

AAC,AIFF、ドルビーEフレームが持ち込ま
PCMStreams、MPEGオーディオ、PCM

OGA

Opus, Vorbis

OGG

Opus, Vorbis

QuickTime

AAC, MP3, PCM

WAV

PCM

WebM

Opus, Vorbis

オーディオのみ
MediaConvert では、次の入力コンテナとコーデックの組み合わせがオーディオのみの出力でサポートされ
ています。
コンテナ

オーディオコーデック

Advanced Systems Format (ASF、WMA、WMV と
も呼ばれる) (.asf、.wma、.wmv)

WMA、WMA2、WMA Pro

MPEG-1 Layer 3 (.mp3)

MP3

MPEG-2 TS (.ts、m2ts)

MP2、PCM

MPEG-4 (.mp4)

AAC

Matroska オーディオコンテナ (.mka)

Opus

OGA (.oga)

Opus、Vorbis

QuickTime (.mov)

PCM

WAV (.wav)

PCM
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Apple でサポートされるタイプ ProRes 入力
AWS Elemental MediaConvert では、次のタイプのがサポートされています。Apple ProRes入力:
• Apple ProRes 4444 XQ
• Apple ProRes 4444
• Apple ProRes 422 HQ
• Apple ProRes 422
• Apple ProRes LT
• Apple ProRes Proxy

AWS Elemental MediaConvert で HLS 入力を使用
する
が入力されたとき MediaConvert はHLSパッケージ、の親または子マニフェストを指定します。入力ファ
イル URL(FileInput). マニフェストが複数の子マニフェストを列挙する親である場合、 MediaConvert
では、最も高い帯域幅を持つ子マニフェストを入力ソースとして使用します。

HLS 入力と互換性のある機能
とHLS入力の場合は、次の入力機能を使用できます。
• 入力クリッピング
• 入力ステッチ
• イメージ挿入
• 入力キャプションセレクターの組み込み

HLS入力による機能制限について
入力がHLSパッケージの場合は、次のように仕事が制限されています。
• 入力パッケージは、「HLS 入力パッケージの要件 (p. 193)」に記載されている要件に準拠している必
要があります。
• 入力セグメントを DRM で暗号化することはできません。たとえば、Apple で入力を暗号化することは
できません。 FairPlay DRM。
• 埋め込まれた入力キャプションのみ使用できます。

HLS 入力パッケージの要件
あなたの入力HLSパッケージは、以下の要件に適合している必要があります。
• メディアセグメントのビデオコンテナには、MPEG-2 TS。
• マニフェストファイルの互換性バージョン (「EXT-X-VERSION」で指定) は、4 以下でなければなりま
せん。
• マニフェストファイルは、ジョブを送信した後も同じものを使用する必要があります。つまり、マニ
フェストにはタグが必要です。EXT-X-ENDLISTまたは、EXT-X-PLAYLIST-TYPE値を VOD に設定し
ます。
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• マニフェストが EXT-X-BYTERANGE を使用する場合、最初のサブレンジの開始点は 0 でなければなら
ず、次のサブレンジのセグメントは前のものを継続しなければなりません。
• 入力に不連続性がある場合は、セグメントの先頭から始めなければなりません。つまり、入力はセグメ
ントのサブレンジに不連続性があってはいけないのです。
• マニフェストには以下のタグを使用することはできません。
• EXT-X-KEY
• EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME
• EXT-X-DATERANGE
• EXT-X-I-FRAMES-ONLY
• EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF
• EXT-X-SESSION-DATA
• EXT-X-SESSION-KEY
• EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
• EXT-X-START
• ジョブが高速トランスコーディングを使用する場合、入力 HLS パッケージは次の追加要件に準拠する必
要があります。での期間EXTINFセグメントのデュレーションを累積したときにエラーが発生しない程度
の精度で、10 進数の浮動小数点で指定する必要があります。

代替オーディオレンディションを使用する
HLS レンディショングループでは、オーディオセレクターの設定を使用して、代替オーディオレンディ
ションを指定できます。 MediaConvert を使用する。選考の対象となるのは、以下の条件を満たした代替
オーディオです。
• レンディションは、入力された親マニフェストの EXT-X-MEDIA タグに含める必要があります。
• EXT-X-MEDIA タグには、GROUP-ID、NAME、LANGUAGEの値のユニークな組み合わせが含まれてい
る必要があります。
• オーディオは、サポートされている次のいずれかのオーディオコーデックに含まれている必要がありま
す。AAC、Dolby Digital (AC3)、ドルビーデジタルプラス (EAC3)、またはMP3。
• 代替オーディオレンディションの子メインフェストは、入力ファイルURL (FileInput) に使用した親マニ
フェストに含める必要があります。
オーディオセレクタの設定を指定して代替オーディオレンディションを識別する場合、オーディオセレク
タは親マニフェスト内で一致する EXT-X-MEDIA タグを検索します。
一度に 1 つ以上のセレクター設定を使用することができます。例えば、以下の EXT-X-MEDIA タグがあっ
た場合、名前 (RenditionName) や言語 (RenditionLangageCode) はタグ間でユニークな値であるため、
オーディオレンディションを識別することができます。

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUPID="audio",CHANNELS="2",NAME="English",LANGUAGE="eng",DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,URI="engl

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUPID="audio",CHANNELS="2",NAME="Japanese",LANGUAGE="jpn",DEFAULT=NO,AUTOSELECT=NO,URI="japan
ただし、グループID (RenditionGroupID) はどちらのタグも同じなので、それだけではオーディオレン
ディションを識別することはできません。グループ ID は、別の値と組み合わせて使用する必要がありま
す。EXT-X-MEDIAタグを使用して、目的のオーディオレンディションを識別します。 MediaConvert を使
用する。
オーディオセレクターの設定を指定していない場合、オーディオセレクターはビデオセグメントにミック
スされたオーディオを検索します。ビデオセグメントにオーディオが含まれていない場合、オーディオセ
レクタは、入力された親マニフェストの最初の代替オーディオレンディションを使用します。
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AWS Elemental MediaConvert でサ
ポートされる出力
以下のセクションでは、AWS Elemental のサポートテーブルを示します。 MediaConvert 出力。
トピック
• サポートされる出力コーデックおよびコンテナ (p. 195)
• コーデックでサポートされる出力解像度の最大値 (p. 197)

サポートされる出力コーデックおよびコンテナ
AWS Elemental MediaConvert でサポートされるコーデックとコンテナの組み合わせは以下のとおりで
す。

動画
MediaConvert でサポートされる出力コンテナとビデオコーデックの組み合わせは以下のとおりです。
コンテナ

コンテナでサポートされるコーデック

CMAF

DASH: AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
HLS: AVC (H.254), HEVC (H.265)

DASH

AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265), VP8, VP9

HLS

AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-2 TS

AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2

MPEG-4 (.mp4)

AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

MPEG-4フラッシュ (。 f4v)

AVC (H.264), MPEG-2

MXF (.mxf)

AVC(H.264),AVC-イントラMPEG-2,VC-3,XAVC

QuickTime

AVC(H.264)、MPEG-2、Apple ProRes (サポート
されているタイプ (p. 197))

Note
QuickTime出力コンテナがで、AIFF出力ビ
デオコーデックがの場合Apple ProRes、
出力オーディオコーデックにはを使用す
る必要があります。
スムーズ (ISMV)

AVC (H.264)

WebM

VP8, VP9

Raw (コンテナなし)

AVC-Intra,AVC (H.264),HEVC
(H.265)MPEG-2,VC-3,XAVC
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オーディオ
MediaConvert でサポートされる出力コンテナとオーディオコーデックの組み合わせは以下のとおりです。

Note
出力コンテナに音声のみを含む出力の場合、 MediaConvert は、異なるコンテナおよびコーデッ
クをサポートします。詳細については、「オーディオのみ (p. 196)」を参照してください。
コンテナ

コンテナでサポートされるコーデック

CMAF

AAC、Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
DAC3EAC3

DASH

AAC、Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
DAC3EAC3

HLS

AAC、Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
DAC3EAC3

MPEG-2 TS

AAC, ドルビーデジタル (AC3), ドルビーデジタル
プラス (EAC3),MP2,PCM/WAV

MPEG-4 (.mp4)

AAC、Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
DAC3EAC3

MPEG-4フラッシュ (。 f4v)

AAC

MXF (.mxf)

PCM/WAV

QuickTime

AAC、withH.264 andMPEG-2;AIFF、withApple
ProRes; ドルビーデジタル (AC3)、withH.264
andMPEG-2; ドルビーデジタルプラス
(EAC3)、withH.264 andMPEG-2;WAV (withH.264
andMPEG-2)

スムーズ (ISMV)

AAC、Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
DAC3EAC3

WebM

Opus, Vorbis

Raw (コンテナなし)

AAC,AIFF, ドルビーデジタル (AC3), ドルビーデジ
タルプラス (EAC3),PCM/WAV

オーディオのみ
MediaConvert では、次の出力コンテナとコーデックの組み合わせがオーディオのみの出力でサポートされ
ています。
コンテナ

オーディオコーデック

HLS (.ts)

AAC、Dolby Digital (AC3)

ダッシュ (.mp4)

AAC、Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dil
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コンテナ

オーディオコーデック

MPEG-2 TS (.ts、.m2ts)

AAC、ドルビーデジタル (AC3)、ドルビーデジタ
ルプラス (EAC3)、MP2

MPEG-4 (.mp4)

AAC、ドルビーデジタル (AC3)、ドルビーデジタ
ルプラス (EAC3)

Raw (コンテナなし)

AAC、MPEG-1 Lolby Rolby Dolby Dolby Dolby
Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby Dolby
D

各 MXF プロファイルに対応するコーデック
この表は、AWS Elemental が各 MXF MediaConvert プロファイルでサポートしているコーデックです。
MXF プロファイル

サポートされるビデオコーデック

汎用 OP1a

VC3 (SD、HD)
AVC Intra (SD、HD)
AVC (H.264) (SD、HD、4K)
MPEG-2 (すべての解像度)

Sony XDCAM (RDD9)

MPEG2 (HD)

D10 (SMPTE-386)

MPEG2 (SD)

Sony XAVC (RDD32)

XAVC (HD、4K)

Apple ProRes 出力でサポートされるタイプ
AWS Elemental MediaConvert Apple ProRes でサポートされる出力は以下のとおりです。
• Apple ProRes 4444 XQ
• Apple ProRes 4444
• Apple ProRes 422 HQ
• Apple ProRes 422
• Apple ProRes LT
• Apple ProRes Proxy

コーデックでサポートされる出力解像度の最大値
次の表は、AWS Elemental の最大出力解像度の一覧です。 MediaConvert 出力コーデック別にがサポート
されます。
コーデック

最大解像度 (ピクセル)

AV1

4096 x 2160
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8k 出力解像度のジョブの制限

コーデック

最大解像度 (ピクセル)

AVC-Intra

1920 x 1080 または 1080 x 1920

AVC (H.264)

4096x2160 または 2160x4096

HEVC (H.265)

8192x4320 または 4320x8192

MPEG-2

1920x1152

Apple ProRes

4096x4096

VC-3

1920 x 1080 または 1080 x 1920

VP8、VP9

4096x2160 または 2160x4096

XAVC

4096 x 2160

8k 出力解像度のジョブの制限
あなたが MediaConvert ジョブに 8k (8192x4320) 解像度の出力がある場合、ジョブには以下の制限が適用
されます。
• Dolby Vision 出力を作成することはできません。
• ジョブをオンデマンドキューに送信する必要があります。予約済みのキューは 8k ジョブを実行できま
せん。

4:4: 4 クロマサンプリングを保持する
あなたが MediaConvert Apple ジョブにはApple ProRes 4:4: 4 クロマサブサンプリングを保持する必要が
ある出力の場合、ジョブには次の制限が適用されます。
• 使用できるのはのみ NexGuard ファイルメーカープリプロセッサ。
• フレームレート変換を使用する際には、フレームレート変換アルゴリズムとして Duplicate Drop を使用
する必要があります。
• RGB 入力と RGB 以外の入力を混在させることはできません。
• 4 : 4 : 4 入力と 4 : 4 : 4 以外の入力を混在させることはできません。
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サポートされているキャプションワークフロー、
ビデオと同じファイルにキャプションを入力する

AWS Elemental でサポートされてい
るキャプションMediaConvert
MediaConvert は、さまざまなキャプション変換ワークフローをサポートしています。ただし、サポートさ
れているすべての入力キャプション形式を、サポートされているすべての出力キャプション形式に変換で
きるわけではありません。各ビデオコンテナは、使用できるすべてのキャプションタイプのサブセットを
サポートしています。さらに、MediaConvert は、入出力ビデオコンテナタイプ内で理論的に可能なすべて
の変換のサブセットをサポートします。
かどうかを調べるためにMediaConvertはキャプションワークフローをサポートしており、入力キャプショ
ンに対応する次のリストからトピックを選択します。ビデオ出力コンテナに対応するテーブルを検索しま
す。次に、入力キャプションの行を見つけます。サポートされている出力キャプション形式の列をチェッ
クして、使用可能な出力キャプション形式を確認します。
• あなたのプライマリの場合MediaConvert入力にはキャプションが含まれています。サポートされている
キャプションワークフロー、ビデオと同じファイルにキャプションを入力する (p. 199)。
• キャプションが入力キャプションセレクタで指定する別のファイルにある場合は、「」サポートされて
いるキャプションワークフロー、サイドカー入力キャプション (p. 222)。

サポートされているキャプションワークフロー、ビ
デオと同じファイルにキャプションを入力する
かどうかを調べるためにMediaConvertはキャプションワークフローをサポートしており、ビデオ出力コン
テナに対応する次のリストからトピックを選択します。次に、入力キャプションのコンテナとフォーマッ
トに対応する行を見つけます。サポートされている出力キャプション形式の列をチェックして、使用可能
な出力キャプション形式を確認します。
トピック
• CMAF 出力コンテナでサポートされるキャプション (p. 199)
• DASH 出力コンテナでサポートされるキャプション (p. 201)
• HLS 出力コンテナでサポートされるキャプション (p. 204)
• Microsoft Smooth Streaming (MSS) 出力コンテナでサポートされているキャプションです (p. 207)
• MP4 出力コンテナでサポートされるキャプション (p. 208)
• MPEG2-TS 出力コンテナでサポートされているキャプションです (p. 211)
• MXF 出力コンテナでサポートされるキャプション (p. 214)
• でサポートされているキャプションQuickTime出力コンテナ (p. 216)
• ファイル出力グループでサポートされるサイドカーキャプション (p. 219)

CMAF 出力コンテナでサポートされるキャプション
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」CMAF 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャ
プション (p. 223)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
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CMAF 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

WebVTT

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

MP4 コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

SCTE-20

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

SCTE-20

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

テレテキスト

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

MXF コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

補助

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

QuickTimeコンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

補助

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
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DASH 出力コンテナ

• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

DASH 出力コンテナでサポートされるキャプション
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」DASH 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャ
プション (p. 224)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
WebVTT

WebVTT

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
WebVTT

IMF コンテナ

IMSC1 テキストプロファイル

焼き付け

Note

IMSC (サイドカー .fmp4 として)

入力を定義するための
CPL を指定します。

IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

MP4 コンテナ

埋め込み

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
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DASH 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式
WebVTT

SCTE-20

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

MPEG2-TS コンテナ

DVB-Sub

焼き付け

埋め込み

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
WebVTT

SCTE-20

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
WebVTT

テレテキスト

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

MXF コンテナ

埋め込み

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
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DASH 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

補助

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

テレテキスト

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

QuickTimeコンテナ

埋め込み

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

SCTE-20

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

補助

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
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HLS 出力コンテナ

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

HLS 出力コンテナでサポートされるキャプション
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」HLS 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプ
ション (p. 225)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。

Note
AWS ElementalMediaConvert出力におけるテレテキストには以下の制限があります。
• このサービスは、キャプションの書式設定と位置決めをサポートしていません
• 次のみを使用できますテレテキストレベル 1.5言語

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

WebVTT

焼き付け
WebVTT

IMF コンテナ

IMSC1 テキストプロファイル

WebVTT

埋め込み

焼き付け

Note
入力を定義するための
CPL を指定します。
MP4 コンテナ
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HLS 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

テレテキスト

焼き付け
WebVTT

MXF コンテナ

DVB-Sub

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT
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HLS 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

QuickTimeコンテナ

テレテキスト

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
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Microsoft Smooth Streaming (MSS) 出力コンテナ

• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

Microsoft Smooth Streaming (MSS) 出力コンテナでサ
ポートされているキャプションです
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」Microsoft Smooth Streaming (MSS) 出力コンテナでサ
ポートされているサイドカーキャプションです。 (p. 226)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルと
して指定するキャプションです。
入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
TTML

WebVTT

焼き付け
TTML (サイドカー .ttml として)

MP4 コンテナ

埋め込み

焼き付け
TTML

SCTE-20

焼き付け
TTML

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

焼き付け
TTML

SCTE-20

焼き付け
TTML

テレテキスト

焼き付け
TTML

MXF コンテナ

DVB-Sub

焼き付け

埋め込み

焼き付け
TTML
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MP4 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

焼き付け
TTML

補助

焼き付け
TTML

テレテキスト

焼き付け
TTML

QuickTimeコンテナ

埋め込み

焼き付け
TTML

SCTE-20

焼き付け
TTML

補助

焼き付け
TTML

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

MP4 出力コンテナでサポートされるキャプション
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」MP4 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプ
ション (p. 227)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
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MP4 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MP4 コンテナ

WebVTT

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MXF コンテナ

テレテキスト

焼き付け

DVB-Sub

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
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MP4 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

テレテキスト

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

QuickTimeコンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ
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MPEG2-TS 出力コンテナでサポートされているキャ
プションです
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」MPEG2-TS ファイル出力コンテナでサポートされてい
るサイドカーキャプションは (p. 227)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプ
ションです。

Note
AWS ElementalMediaConvert出力におけるテレテキストには以下の制限があります。
• このサービスは、キャプションの書式設定と位置決めをサポートしていません
• 次のみを使用できますテレテキストレベル 1.5言語

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

WebVTT

焼き付け
テレテキスト
DVB-Sub

IMF コンテナ

IMSC1 テキストプロファイル

焼き付け

Note

DVB-Sub

入力を定義するための
CPL を指定します。

テレテキスト

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト

SCTE-20
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MPEG2-TS 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

テレテキスト

焼き付け
DVB-Sub
テレテキスト

DVB-Sub

焼き付け
DVB-Sub

MP4 コンテナ

埋め込み

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト

SCTE-20

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MXF コンテナ

埋め込み

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト
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入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

補助

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

テレテキスト

焼き付け
DVB-Sub
テレテキスト

QuickTimeコンテナ

埋め込み

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

補助

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
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埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

MXF 出力コンテナでサポートされるキャプション
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」MXF 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプ
ション (p. 229)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。

Note
AWS ElementalMediaConvert出力におけるテレテキストには以下の制限があります。
• このサービスは、キャプションの書式設定と位置決めをサポートしていません
• 次のみを使用できますテレテキストレベル 1.5言語

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

WebVTT

焼き付け
テレテキスト

IMF コンテナ

IMSC1 テキストプロファイル

焼き付け

埋め込み

焼き付け

Note
入力を定義するための
CPL を指定します。
MP4 コンテナ

埋め込み
埋め込み + SCTE-20
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MXF 出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MPEG2-TS コンテナ

DVB-Sub

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

テレテキスト

焼き付け
テレテキスト

MXF コンテナ

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

埋め込み

埋め込み
テレテキスト

QuickTimeコンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
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QuickTime出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

でサポートされているキャプションQuickTime出力コ
ンテナ
次の表に、入力キャプションがビデオと同じコンテナまたはストリーム内にある場合に、この出力コンテ
ナでサポートされる出力キャプション形式を示します。このテーブルは、入力キャプションコンテナと入
力キャプションの形式でソートされます。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」でサポートされるサイドカーキャプションQuickTime
出力コンテナ (p. 229)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
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QuickTime出力コンテナ

入力キャプションコンテナ

IMF コンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

WebVTT

焼き付け

IMSC1 テキストプロファイル

焼き付け

埋め込み

焼き付け

Note
入力を定義するための
CPL を指定します。
MP4 コンテナ

埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

MXF コンテナ

テレテキスト

焼き付け

DVB-Sub

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
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入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

QuickTimeコンテナ

テレテキスト

焼き付け

埋め込み

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-20

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

補助

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
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補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

ファイル出力グループでサポートされるサイドカー
キャプション
次の表に、スタンドアロンのサイドカー出力キャプション形式を示します。MediaConvertでの出力をサ
ポートします。ファイル出力グループ。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャ
プションです。
入力キャプションがサイドカー形式の場合は、「」ファイル出力グループでサポートされるサイドカー
キャプション (p. 230)。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
ジョブでこれらの出力キャプションを設定したら、コンテナなし(RAW) のためにコンテナで、で出力設
定。JSON ジョブ仕様で、次のように指定します。
{

"ContainerSettings": {
"Container": "RAW"
},

Note
サイドカーキャプション出力は、動画出力も生成するジョブの一部としてのみ作成できます。
入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

HLS コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

MP4 コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

SCTE-20

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC

219

MediaConvert ユーザーガイド
ファイル出力グループのサイドカーキャプション

入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式
SRT
SMI
TTML
WebVTT

MPEG2-TS コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

SCTE-20

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

テレテキスト

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

MXF コンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT
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入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

補助

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

テレテキスト

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

QuickTimeコンテナ

埋め込み

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT
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入力キャプションコンテナ

入力キャプション形式

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCTE-20

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

補助

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

前の表では、次のようになります。埋め込みそして補助類似のキャプション形式のグループを参照してく
ださい。
埋め込みキャプションには、次の形式があります。
• CEA-608
• EIA-608
• CEA-708
• EIA-708
補助キャプションには、次の形式があります。
• [] 内のキャプションQuickTimeキャプショントラック
• MXF コンテナ内のキャプション VANC データ

サポートされているキャプションワークフロー、サ
イドカー入力キャプション
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式の場合に出力で作成できるキャプション形式を示しま
す。サイドカー字幕動画とは別の入力ファイルとして指定するキャプションです。
かどうかを確認するにはMediaConvertはキャプションワークフローをサポートしており、ビデオ出力コン
テナのテーブルに移動します。注意事項MediaConvertは、サイドカー形式ごとに可能なすべてのファイル
拡張子をサポートしているわけではありません。
トピック
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• CMAF 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプション (p. 223)
• DASH 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプション (p. 224)
• HLS 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプション (p. 225)
• Microsoft Smooth Streaming (MSS) 出力コンテナでサポートされているサイドカーキャプションで
す。 (p. 226)
• MP4 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプション (p. 227)
• MPEG2-TS ファイル出力コンテナでサポートされているサイドカーキャプションは (p. 227)
• MXF 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプション (p. 229)
• でサポートされるサイドカーキャプションQuickTime出力コンテナ (p. 229)
• ファイル出力グループでサポートされるサイドカーキャプション (p. 230)

CMAF 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャ
プション
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

SCC

.scc

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

SMI

.smi

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

SRT

.srt

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

EBU STL

STL

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT

WebVTT

vtt

IMSC (サイドカー .fmp4 として)
WebVTT
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DASH 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャ
プション
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

SCC

.scc

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

SMI

.smi

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

SRT

.srt

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

EBU STL

STL

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

WebVTT

vtt

焼き付け
IMSC (サイドカー .fmp4 として)
IMSC (サイドカー .xml として)
TTML (サイドカー .fmp4 として)
TTML (サイドカー .ttml として)

HLS 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプ
ション
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け
WebVTT

SCC

.scc

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
WebVTT

SMI

.smi

焼き付け
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式
WebVTT

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
WebVTT

SRT

.srt

焼き付け
WebVTT

EBU STL

STL

焼き付け
WebVTT

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
WebVTT

WebVTT

vtt

焼き付け
WebVTT

Microsoft Smooth Streaming (MSS) 出力コンテナでサ
ポートされているサイドカーキャプションです。
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け
TTML

SCC

.scc

焼き付け
TTML

SMI

.smi

焼き付け
TTML

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
TTML

SRT

.srt

焼き付け
TTML

EBU STL

STL

焼き付け
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式
TTML

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
TTML

WebVTT

vtt

焼き付け
TTML

MP4 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャプ
ション
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け

SCC

.scc

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SMI

.smi

焼き付け

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
TTML

SRT

.srt

焼き付け

EBU STL

STL

焼き付け

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け

WebVTT

vtt

焼き付け

MPEG2-TS ファイル出力コンテナでサポートされて
いるサイドカーキャプションは
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け
テレテキスト
DVB-Sub

SCC

.scc

焼き付け
DVB-Sub
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト

SMI

.smi

焼き付け
DVB-Sub

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
テレテキスト
DVB-Sub

SRT

.srt

焼き付け
テレテキスト

EBU STL

STL

焼き付け
テレテキスト
DVB-Sub

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
テレテキスト
DVB-Sub

WebVTT

vtt

焼き付け
テレテキスト
DVB-Sub
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MXF 出力コンテナでサポートされるサイドカーキャ
プション
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け
テレテキスト

SCC

.scc

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み
テレテキスト

SMI

.smi

焼き付け

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け

SRT

.srt

焼き付け
テレテキスト

EBU STL

STL

焼き付け
テレテキスト

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け
テレテキスト

WebVTT

vtt

焼き付け
テレテキスト

でサポートされるサイドカーキャプションQuickTime
出力コンテナ
次の表に、入力キャプションがサイドカー形式である場合に、この出力コンテナでサポートされる出力
キャプション形式を示します。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャプション
です。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

焼き付け
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCC

.scc

焼き付け
埋め込み
埋め込み + SCTE-20
SCTE-20 + 埋め込み

SMI

.smi

焼き付け

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け

SRT

.srt

焼き付け

EBU STL

STL

焼き付け

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

焼き付け

WebVTT

vtt

焼き付け

ファイル出力グループでサポートされるサイドカー
キャプション
次の表に、スタンドアロンのサイドカー出力キャプション形式を示します。MediaConvertでの出力をサ
ポートします。ファイル出力グループ。サイドカーキャプションとは、動画とは別のファイルにあるキャ
プションです。
ジョブでこれらの出力キャプションを設定したら、コンテナなし(RAW) のためにコンテナで、で出力設
定。JSON ジョブ仕様で、次のように指定します。
{

"ContainerSettings": {
"Container": "RAW"
},

Note
サイドカーキャプション出力は、動画出力も生成するジョブの一部としてのみ作成できます。
入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

IMSC1 テキストプロファイル

.xml

IMSC (サイドカー .xml として)
IMSC
SRT
SMI
TTML
WebVTT
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

SCC

.scc

IMSC (サイドカー .xml として)
SCC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

SMI

.smi

IMSC (サイドカー .xml として)
SRT
SMI
TTML
WebVTT

SMPTE-TT

.ttml、.xml、.dfxp

IMSC (サイドカー .xml として)
SRT
SMI
TTML
WebVTT

SRT

.srt

IMSC (サイドカー .xml として)
IMSC
SRT
SMI
TTML
WebVTT

EBU STL

STL

IMSC (サイドカー .xml として)
SRT
SMI
TTML
WebVTT
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入力キャプション形式

サポートされているファイル拡
張子

サポートされている出力キャプ
ション形式

TTML

.ttml、.xml、.dfxp

IMSC (サイドカー .xml として)
SRT
SMI
TTML
WebVTT

WebVTT

vtt

IMSC (サイドカー .xml として)
SRT
SMI
TTML
WebVTT
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AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental の進行状況のモニタリング MediaConvert ジョブ
ジョブのステータス、フェーズ、完了率 (%) を追跡することができます。ステータスとフェーズの詳細に
ついては、AWS Elemental その方法 MediaConvert ジョブ進行状況 (p. 234) を参照してください。
ジョブのステータスとその完了率 (%) は、次の場所でモニタリングすることができます。
• AWS Elemental Alemental MediaConvert ジョブページ
コンソールでは、ジョブのステータスとジョブの全体完了率 (%) を確認することができます。詳細な情
報 (例:確認、トランスコード、アップロードフェーズの完了率 (%))) については、Amazon を使用しま
す。 CloudWatch イベント bullet
へのアクセスジョブページを開いてAWS Elemental Alemental MediaConvertコンソールそして選ぶジョ
ブナビゲーションペインで。ナビゲーションペインが閉じている場合には、コンソールの左上にあるメ
ニューアイコン (3 本バーのアイコン) を選択して開きます。
オプションで、進行中のジョブのみ表示されるようにフィルタリングすることができます。[Any status
(任意のステータス)] フィルタから、[Progressing (進行中)] を選択します。
• アマゾン CloudWatch イベント
と CloudWatch Events では、確認、トランスコード、およびアップロードの各フェーズの完了率 (%)
など、ジョブの進行状況に関する詳細な情報を取得することができます。AWS Elemental Alemental
MediaConvert これらを送信するSTATUS_UPDATEイベントを CloudWatch イベントサービス。プログラ
ムまたは Amazon SNS を使用してジョブ通知を受け取るには、これらのイベントをサブスクライブしま
す。
STATUS_UPDATE イベントの使用の詳細については、を使用する CloudWatch AWS Elemental でのイ
ベント MediaConvert (p. 234) を参照してください。
AWS リソース、アプリケーション、API コールをモニタリングする
以下の AWS サービスは、アカウントのリソースおよびアクティビティを常に把握するのに役立ちます。
• アマゾン CloudWatchの監視AWSリソースおよびで実行しているアプリケーションAWSリアルタイ
ムで。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したメトリ
クスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定を行うこと
ができます。たとえば、指定した期間中に成功したジョブの数を CloudWatch で追跡できます。詳細
については、「」を参照してください。アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。のリストについては
MediaConvert そのメトリクス CloudWatch トラック、「」を参照してくださいを使用する CloudWatch
AWS Elemental メトリクスを表示するには MediaConvert リソース (p. 247)。
• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特定できます。詳細につい
ては、「MediaConvert による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ記録 (p. 256)」を参照してくださ
い。
トピック
• AWS Elemental その方法 MediaConvert ジョブ進行状況 (p. 234)
• を使用する CloudWatch AWS Elemental でのイベント MediaConvert (p. 234)
• を使用する CloudWatch AWS Elemental メトリクスを表示するには MediaConvert リソース (p. 247)
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AWS Elemental その方法 MediaConvert ジョブ進行
状況
[Job Status]
ジョブのステータスは、ジョブの状況の概要を表します。正常に実行されているジョブは、この順序で次
のステータスになります。
1. 送信済み: ジョブステータスを送信すると、ジョブステータスは SUBMITED になります作成ボタンをコ
ンソールのボタンで押すか、CreateJobAPI または SDK を介してリクエストします。
2. 進行中: すべてのジョブ出力が出力 Amazon S3 バケットに保存されるまで、またはジョブがエラーで終
了するまで、サービスが処理を開始した場合、ジョブのステータスは PROGRESSING になります。
3. を完了する: すべてのジョブ出力が出力 Amazon S3 バケットに保存されると、ジョブステータスは
COMPLETE になります。
失敗したジョブは、ERROR ステータスになります。ジョブをキャンセルすると、そのステータスは
CANCELED になります。
ジョブフェーズ
ジョブのフェーズは、ジョブのステータスが PROGRESSING の間に発生している内容を詳細なレベルで
表したものです。進行している間、ジョブはこの順序で次のフェーズになります。
1. プロービング: あなたの仕事が調査段階にあるとき、AWS Elemental MediaConvert は、サービスがトラ
ンスコードで必要な情報を入力ファイルから読み出します。
2. トランスコード: ジョブが TRANSCODING フェーズにある場合、サービスはコンテンツをデマック
ス、デコード、エンコード、リマックスします。一部のジョブにおいては、サービスは、このフェーズ
で出力の Amazon S3 バケットに出力をアップロードし始めます。すべてのトランスコードが完了する
とフェーズは終了します。
3. アップロードしています: ジョブがアップロードフェーズにある場合、サービスはお客様の出力
Amazon S3 バケットにトランスコードされた出力をアップロードします。サービスが TRANSCODING
フェーズ中にアップロードを開始するという出力の場合、UPLOADING フェーズはトランスコードの完
了時に始まり、すべてのアップロードが完了するまで続きます。

を使用する CloudWatch AWS Elemental でのイベ
ント MediaConvert
Amazonを使うことができます CloudWatch AWS Elemental イベントをモニタリングする MediaConvert
ジョブ。を使用してできるその他の例をご覧ください。 CloudWatch イベント:
• ジョブの進行状況をモニタリングします。
STATUS_UPDATE イベントは、自分のジョブがどのフェーズにあるかについての情報
(PROBING、TRANSCODING、UPLOADING) を提供します。一部のジョブでは、AWS Elemental
MediaConvert は、ジョブの推定進行状況を提供し、ジョブがキューを出てから出力ファイルが出力
Amazon S3 バケットに入るまでの合計時間に対する割合として表示します。
STATUS_UPDATE イベントの詳細については、AWS Elemental イベント MediaConvert 送信先
CloudWatch (p. 246) のイベントタイプのテーブルを参照してください。
ステータス更新の頻度の調整については、ステータスの更新間隔の調整 (p. 247) を参照してくださ
い。
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• 失敗したジョブに関する E メール通知を設定します。
この設定のチュートリアルは CloudWatch Events イベントルール、を参照してくださいチュートリアル:
失敗したジョブに関する E メール通知の設定 (p. 236)。
これは、 CloudWatch ジョブステータスの変更について調べるためのイベントルールです。イベント
ルールを設定できるすべてのジョブステータスの変更通知のリストについては、AWS Elemental イベン
ト MediaConvert 送信先 CloudWatch (p. 246) を参照してください。
• ジョブの出力に関する詳細を入手します。
AWS Elemental Alemental MediaConvert によって通知にジョブの出力の詳細が表示されま
す。COMPLETEevent. この情報には、ジョブのメディアファイルとマニフェストの場所とファイル名が
含まれます。詳細については、「出力ファイルの名前とパス (p. 239)」を参照してください。
• AWS Lambda 関数を使用して後処理を自動的に開始します。
以下を設定することができます。 CloudWatch ジョブの完了後に Lambda 関数で後処理コードを実行す
るためのイベント。の使用方法の詳細についてはAWS LambdaAWS Elemental と MediaConvert、次の
いずれかのリソース。
• 経験豊富なクラウドアーキテクトは、AWS Answers ブログの「AWS」でのオンデマンドビデオの投
稿を参照してください。
• に不慣れな開発者向け MediaConvert とLambdaは、の自動化 MediaConvert Lambda ジョブチュート
リアル GitHub。このチュートリアルは、Simple VOD Workflow シリーズの一部です。 MediaConvert
を使用してビデオオンデマンド (VOD)。
MediaConvert 以下が保証する CloudWatch Events は、各イベントを MediaConvert イベントストリームを
少なくとも 1 回配信します。
トピック
• セットアップ CloudWatch イベントルール (p. 235)
• チュートリアル: 失敗したジョブに関する E メール通知の設定 (p. 236)
• 出力ファイルの名前とパス (p. 239)
• AWS Elemental イベント MediaConvert 送信先 CloudWatch (p. 246)

セットアップ CloudWatch イベントルール
をセットアップするには CloudWatch イベントルール、AWS Elemental をリンクするルールを作成する
MediaConvert とジョブのステータスの変更に応答するサービスとして Amazon Simple Notification Service
(SNS) やAWS Lambda。次の図は、の該当する 2 つの部分を示しています。 CloudWatch イベントルー
ル。
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のセットアップに関するチュートリアルについては CloudWatch AWS Elemental のルール
MediaConvert「」を参照してください。チュートリアル: 失敗したジョブに関する E メール通知の設
定 (p. 236)。
そのイベントのリストについては MediaConvert 以下を指定して CloudWatch Events イベントストリー
ム、を参照してくださいAWS Elemental イベント MediaConvert 送信先 CloudWatch (p. 246)。
の使用に関する一般的な情報については CloudWatch イベント、を参照してくださいアマゾン
CloudWatch イベントユーザーガイド。

チュートリアル: 失敗したジョブに関する E メール通
知の設定
このチュートリアルでは、 CloudWatch ジョブのステータスがに変わったときのイベントをキャプチャ
するイベントイベントルールERRORそして、イベントについて通知します。これを行うには、まず、失
敗したジョブに関する E メール通知を送信する Amazon SNS のトピックを作成します。次に、ルール
を CloudWatch イベントでは、次の図に示すように、イベントソースを定義して Amazon SNS トピック
(ターゲット) を参照します。

トピック
• 前提条件 (p. 236)
• ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成する (p. 236)
• ステップ 2: でイベントソースを指定する CloudWatch イベントルール (p. 237)
• ステップ 3: Amazon SNS トピックを追加してルールを完了する (p. 238)
• ステップ 4: ルールをテストする (p. 238)

前提条件
このチュートリアルでは、AWS Elemental の作成方法を理解しているものとします。 MediaConvert
ジョブを変換する。ジョブの作成の詳細については、「AWS Elemental でジョブを設定する
MediaConvert (p. 9)」を参照してください。このチュートリアルの最後に、失敗するように設計したジョ
ブを送信し、Amazon SNS の E メール通知が正しく設定されていることをテストできます。

ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成する
の設定の前半部分では CloudWatch Events ルールはルールのターゲットを準備しています。この例で
は、Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブします。
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Amazon SNS トピックを作成するには
1.

Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック)、[Create new topic] (新しいトピックの作成) の順に選
択します。

3.

[トピック名] については、MediaConvertJobErrorAlert を入力し、[トピックを作成] を選択しま
す。

4.

先ほど作成したトピックの ARN リンクを選択します。このリンクは、arn:
123456789012MediaConvertJobErrorAlert。

5.

リポジトリの []トピックの詳細: MediaConvertJobErrorAlert[] ページで次の操作を行います。サブスク
リプションセクションで、を選択します。サブスクリプションの作成。

6.

[Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。[エンドポイント] に、Amazon SNS から
通知を送信する先の E メールアドレスを入力します。

7.

[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

8.

Amazon SNS から通知 E メールが送信されます。受信した E メールで、[サブスクリプションを確認]
リンクを選択します。

ステップ 2: でイベントソースを指定する CloudWatch イベント
ルール
次に、イベントソースを CloudWatch ジョブのステータスがに変わったことで生成されたイベントのみを
キャプチャするイベントルールERROR。

でイベントソースを設定するには CloudWatch イベントルール
1.

を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
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2.

ナビゲーションペインで、[Events] を選択し、[Create Rule] を選択します。

3.

[イベントソース] セクションで [イベントパターン] を選択し、[サービス別のイベントに一致するイベ
ントパターンの構築] というラベルが付いている要素を選択します。表示されるドロップダウンリスト
から [カスタムイベントパターン] を選択します。

4.

[カスタムイベントパターンの構築] で、既存のコードを以下のコードに置き換えます。
{
"source": [
"aws.mediaconvert"
],
"detail": {
"status": [
"ERROR"
]
}
}

このコードでは、 CloudWatch ジョブのステータスがに変わったときのイベントに一致するイベント
イベントルールERROR。イベントパターンの詳細については、イベントとイベントパターンのアマゾ
ン CloudWatch ユーザーガイド。

ステップ 3: Amazon SNS トピックを追加してルールを完了する
次に、ステップ 1 で作成したターゲット (Amazon SNS トピック) を CloudWatch ステップ 2 で開始した
イベントルール。

SNS トピックを追加して CloudWatch イベントルール
1.

[ターゲット] セクションで、[ターゲットの追加] を選択し、デフォルトの [Lambda 関数] を [SNS ト
ピック] に変更します。

2.

を使用する場合トピック*、選択MediaConvertJobErrorAlert。

3.

[詳細の設定] ボタンを選択します。

4.

[Rule definition] (ルールの定義) で、ルールの名前と説明を入力し、[Create rule] (ルールの作成) を選
択します。

ステップ 4: ルールをテストする
ルールをテストするには、エラーが発生することがわかっているジョブを送信します。たとえば、存在し
ない入力の場所を指定します。イベントルールが正しく設定されていれば、数分以内にイベントテキスト
メッセージが記載された E メールが届きます。
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ルールをテストするには
1.

AWS Elemental MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

新しいものを送信する MediaConvert ジョブ。詳細については、「AWS Elemental でジョブを設定す
る MediaConvert (p. 9)」を参照してください。

3.

Amazon SNS トピックの設定時に指定した E メールアカウントを確認します。ジョブエラーに関する
E メール通知を受信したことを確認します。

出力ファイルの名前とパス
- CloudWatch イベントジョブCOMPLETE通知にはJobResultJSON での応答。この情報には、マニフェス
トとメディア アセットを含む、ジョブの出力ファイル名とパスが含まれます。
AWS Elemental したファイル MediaConvert が作成されるのは、ジョブで設定した出力グループによって
異なります。たとえば、DASH ISO パッケージには、.mpd マニフェストと .mp4 メディアフラグメント
ファイルが含まれています。
出力ファイル名とパス情報は、次のプロパティの JobResult 応答情報で確認できます。
playlistFilePaths
トップレベルマニフェストへの Amazon S3 ファイルパスのリスト
outputFilePaths
メディアまたはマニフェストへのファイルパス (出力グループのタイプに応じて異なる)。
type
出力グループのタイプ。playlistFilePaths と outputFilePaths に一覧表示されているファイ
ルを決定します。
次の表は、出力グループのタイプに応じて、これらのプロパティの値をまとめたものです。
タイプ

playlistFilePaths

outputFilePaths

FILE_GROUP (標準出力)

返されません

メディアファイルのファイル名
とパス
例: s3://bucket/file/
file.mp4

FILE_GROUP (追加のフレーム
キャプチャ出力)

返されません

最終的なキャプチャイメージの
ファイル名とパス。
例: s3://bucket/
frameoutput/
file.0000036.jpg

HLS_GROUP

トップレベルマニフェストの
ファイル名とパス

個々の出力のマニフェストの
ファイル名とパス

例: s3://bucket/hls/
main.m3u8

例:
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タイプ

playlistFilePaths

outputFilePaths

DASH_ISO_GROUP

マニフェストのファイル名とパ
ス

返されません

例: s3://bucket/dash/1.mpd
CMAF_GROUP

各トップレベルマニフェストの
ファイル名とパス

返されません

例:
• s3://bucket/cmaf/1.mpd
• s3://bucket/cmaf/1.m3u8
MS_SMOOTH_GROUP

サーバー側マニフェストのファ
イル名とパス

個々の出力のビデオマニフェス
トのファイル名とパス

例: s3://bucket/
smooth/1.ism

例:
• s3://bucket/
smooth/1_va.ismv
• s3://bucket/
smooth/2_va.ismv

出力グループタイプごとに JSON で応答する サンプル JobResult については、以下のトピックを参照し
てください。
トピック
• ファイルグループ (p. 240)
• フレームキャプチャ出力を持つファイルグループ (p. 241)
• Apple HLS グループ (p. 242)
• DASH ISO グループ (p. 243)
• CMAF Group (p. 244)
• Microsoft Smooth Streaming グループ (p. 245)

ファイルグループ
{

"account": "111122223333",
"region": "us-west-2",
"detail": {
"status": "COMPLETE",
"outputGroupDetails": [
{
"outputDetails": [
{
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/frameoutput/file.0000036.jpg"
],
"durationInMs": 185000,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
}
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},
{

],
"type": "FILE_GROUP"
"outputDetails": [
{
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/file/file.mp4"
],
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
}
],
"type": "FILE_GROUP"

}
],
"timestamp": 1536962166536,
"jobId": "1536962115049-g58xc4",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"userMetadata": {},
"accountId": "111122223333"

}

},
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"version": "0",
"time": "2018-09-14T21:56:06Z",
"id": "cd06e4d1-f663-9b04-48d6-ec2a97cbe54a",
"resources": [
"arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536962115049-g58xc4"
]

フレームキャプチャ出力を持つファイルグループ
あるフレームキャプチャ出力は、ビデオの静止画を作成するために設定した出力です。オーディオコン
ポーネントを削除し、コンテナに対して [No container (コンテナなし)] を選択し、ビデオコーデックの
[Frame capture to JPEG (JPEG にフレームキャプチャ)] を選択する点を除き、通常の [ファイルグループ]
出力グループのように設定します。

Note
フレームキャプチャ出力は、通常のオーディオまたはビデオ出力もあるジョブにおいてのみ作成
できます。 MediaConvert は、フレームキャプチャのみの出力で構成されるジョブには対応して
いません。
フレームキャプチャ出力を作成すると、JobResult には outputFilePaths プロパティが含まれていま
す。このプロパティは、最終的にキャプチャされたイメージのファイル名とパスを示します。

Tip
このサービスには、フレームキャプチャファイル名に自動番号が付いているため、最後
からすべてのイメージ名を推測することができます。たとえば、outputFilePaths
値が s3://bucket/frameoutput/file.0000036.jpg の場合、同じ場所に
file.0000001、file.0000002 のような名前の 35 のイメージがあると推測できます。
以下に、 CloudWatch イベントJobResultフレームキャプチャ出力を持つファイルグループの出力ファイ
ルパス情報を含む通知です。
{

"account": "111122223333",
"region": "us-west-2",
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}

"detail": {
"status": "COMPLETE",
"outputGroupDetails": [
{
"outputDetails": [
{
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/frameoutput/file.0000036.jpg"
],
"durationInMs": 185000,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
}
],
"type": "FILE_GROUP"
},
{
"outputDetails": [
{
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/file/file.mp4"
],
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
}
],
"type": "FILE_GROUP"
}
],
"timestamp": 1536962166536,
"jobId": "1536962115049-g58xc4",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"userMetadata": {},
"accountId": "111122223333"
},
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"version": "0",
"time": "2018-09-14T21:56:06Z",
"id": "cd06e4d1-f663-9b04-48d6-ec2a97cbe54a",
"resources": [
"arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536962115049-g58xc4"
]

Apple HLS グループ
以下に、 CloudWatch イベントJobResultApple HLS グループの出力ファイルパス情報を含む通知です。
{

"account": "111122223333",
"region": "us-west-2",
"detail": {
"status": "COMPLETE",
"outputGroupDetails": [
{
"outputDetails": [
{
"outputFilePaths": [
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},
{
},
{

"s3://bucket/hls/mainv2.m3u8"
],
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 480,
"heightInPx": 270
}
"durationInMs": 180053
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/hls/mainv1.m3u8"
],
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}

}
],
"type": "HLS_GROUP",
"playlistFilePaths": [
"s3://bucket/hls/main.m3u8"
]

}
],
"timestamp": 1536962071281,
"jobId": "1536961999428-kxngbl",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"userMetadata": {},
"accountId": "111122223333"

}

},
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"version": "0",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"id": "63ea01c2-3e65-8996-9588-a9d18a3d63fe",
"resources": [
"arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
]

DASH ISO グループ
以下に、 CloudWatch イベントJobResultDASH ISO グループの出力ファイルパス情報を含む通知です。
{

"account": "111122223333",
"region": "us-west-2",
"detail": {
"status": "COMPLETE",
"outputGroupDetails": [
{
"outputDetails": [
{
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
},
{
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}

"durationInMs": 180053

],
"type": "DASH_ISO_GROUP",
"playlistFilePaths": [
"s3://bucket/dash/1.mpd"
]

}
],
"timestamp": 1536964380391,
"jobId": "1536964333549-opn151",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"userMetadata": {},
"accountId": "111122223333"

}

},
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"version": "0",
"time": "2018-09-14T22:33:00Z",
"id": "020901de-2b47-9e52-a2a7-b843b053bcba",
"resources": [
"arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536964333549-opn151"
]

CMAF Group
以下に、 CloudWatch イベントJobResultCMAF グループの出力ファイルパス情報を含む通知です。
{

"account": "111122223333",
"region": "us-west-2",
"detail": {
"status": "COMPLETE",
"outputGroupDetails": [
{
"outputDetails": [
{
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
},
{
"durationInMs": 180053
},
{
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
}
],
"type": "CMAF_GROUP",
"playlistFilePaths": [
"s3://bucket/cmaf/1.mpd",
"s3://bucket/cmaf/1.m3u8"
]
}
],
"timestamp": 1536964429367,
"jobId": "1536964369162-gl6ur1",
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"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"userMetadata": {},
"accountId": "111122223333"

}

},
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"version": "0",
"time": "2018-09-14T22:33:49Z",
"id": "9eb9aaae-797c-6d93-4258-3dfa6f845d64",
"resources": [
"arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536964369162-gl6ur1"
]

Microsoft Smooth Streaming グループ
{

"account": "111122223333",
"region": "us-west-2",
"detail": {
"status": "COMPLETE",
"outputGroupDetails": [
{
"outputDetails": [
{
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/smooth/1_va.ismv"
],
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
},
{
"outputFilePaths": [
"s3://bucket/smooth/2_va.ismv"
],
"durationInMs": 180041,
"videoDetails": {
"widthInPx": 1280,
"heightInPx": 534
}
}
],
"type": "MS_SMOOTH_GROUP",
"playlistFilePaths": [
"s3://bucket/smooth/1.ism"
]
}
],
"timestamp": 1536964409174,
"jobId": "1536964355034-rqbv0o",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"userMetadata": {},
"accountId": "111122223333"
},
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"version": "0",
"time": "2018-09-14T22:33:29Z",
"id": "7569da66-f500-1af4-082b-da6c756e6813",
"resources": [
"arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536964355034-rqbv0o"
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}

]

AWS Elemental イベント MediaConvert 送信先
CloudWatch
AWS Elemental Alemental MediaConvert は、ジョブのステータスに関する変更イベントを CloudWatch
[Events (イベント)] 。以下を作成することができます。 CloudWatch 以下のいずれかのイベントに関する
Events ルール。
イベント

送信時点

[Contains] (次を含む)

PROGRESSING

キューされていた時間。
ジョブが SUBMITTED 状態から
PROGRESSING 状態に移行した。

STATUS_UPDATE

それ以降、約 1 分が経過した
MediaConvert でジョブの処理が
開始された。デフォルトでは、
その後サービスによってトラン
スコードが完了するかエラーが
発生するまで、更新情報が約 1
分ごとに送信されます。
オプションで、[Status update
interval (ステータス更新間隔)] 設
定を使用してジョブに異なる更
新頻度を指定できます。更新頻
度をデフォルトよりも多くする
場合は、10、12、15、20、また
は 30 秒を選択できます。更新頻
度をデフォルトより少なくする
場合は、2 分から 10 分の範囲で
1 分単位で選択できます。

ジョブの現在のフェーズと、
ジョブの進捗率 (可能な場合)。
ジョブのフェーズは以下のとお
りです。
• PROBING の間、サービスはト
ランスコードを開始する準備
として入力に関する情報を読
み取ります。
• TRANSCODING の間、サービス
はコンテンツをデマックス、
デコード、エンコード、リ
ミックスします。一部のジョ
ブにおいては、サービスはま
たこのフェーズで出力 Amazon
S3 バケットに出力をアップ
ロードし始めます。すべての
トランスコードが完了すると
フェーズは終了します。
• UPLOADING の間、サービスは
残りのトランスコードされた
出力を Amazon S3 バケットに
アップロードします。

COMPLETE

ジョブが正常に完了した。
MediaConvert でエラーなしにす
べての出力が生成された。

完了したジョブに関する警告と
出力情報。

ERROR

ジョブでエラーが発生した。少
なくとも 1 つの出力にエラーが
ある。

エラーコードとメッセージ、お
よびジョブのエラーステータ
スに関する警告や他の一時的な
ジョブ情報。

NEW_WARNING

警告の状態が発生します。警告
の状態により、ジョブの実行は
停止されません。

送信キュー ARN、ジョブ ID、お
よび警告メッセージ。警告メッ
セージは、ジョブを停止しな
い状態について通知しますが、
ジョブが計画どおりに進行して
いないことを示す場合がありま
す。
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イベント

送信時点

[Contains] (次を含む)
たとえば、キューをホップする
ように設定したジョブは、指
定した待機時間に達しますが、
ホップできません。
NEW_WARNING では、最新の警
告メッセージのみが報告される
ことにご注意ください。警告状
態が引き続き有効であっても、
以前の警告は報告されません。

INPUT_INFORMATION

もうすぐ MediaConvert でジョブ
の処理が開始された。

フレームの高さと幅、フレーム
レート、コーデックなどのメ
ディア情報。
MediaConvert はすべての入力に
関する情報を 1 つのイベントに
含めます。

QUEUE_HOP

ジョブがキューをホップしま
す。

両方のキューの ARN と、キュー
内のジョブの優先度。

Note
ジョブが PROGRESSING 状態になってから 48 時間経過すると、サービスは ERROR 状態になり停
止します。ERROR 状態で終了したジョブには課金されません。

ステータスの更新間隔の調整
AWS Elemental Alemental MediaConvert は STATUS_UPDATE イベントを CloudWatch ジョブの進行方法
を把握できるイベント。
デフォルトでは、 MediaConvert は、これらのイベントを 1 分に 1 回程度送信 別の更新頻度をジョブに指
定することもできます。

STATUS_UPDATE 頻度を指定するには
1.

[Create job] (ジョブの作成) ページにある左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[Job settings] (ジョブの設
定) セクションの [Settings] (設定) を選択します。

2.

右側の [ジョブ設定] セクションの [ステータス更新間隔 (秒)] で、更新の間隔 (秒) を選択します。

API または SDK を使用する場合、この設定はジョブの JSON ファイルに記載されています。設定名は
statusUpdateInterval です。

を使用する CloudWatch AWS Elemental メトリク
スを表示するには MediaConvert リソース
AWS Elemental Alemental MediaConvert は以下のメトリクスをに送信します CloudWatch ジョブのステー
タスが変わるたびに。
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を使用する CloudWatch AWS Elemental メト
リクスを表示するには MediaConvert リソース

メトリクス

説明

AudioOutputDuration

キューのオーディオ専用出力のミリ秒数。
有効なディメンション: キュー
単位: ミリ秒

SDOutputDuration

キューの標準画質 (SD) 出力のミリ秒数。
ビデオ解像度のカテゴリ別の定義については、AWS
Elemental Alemental MediaConvert 価格設定ページ。
有効なディメンション: キュー
単位: ミリ秒

HDOutputDuration

キューの高精細画質 (HD) 出力のミリ秒数。
ビデオ解像度のカテゴリ別の定義については、AWS
Elemental Alemental MediaConvert 価格設定ページ。
有効なディメンション: キュー
単位: ミリ秒

UHDOutputDuration

のミリ秒数 ultra-high-definition (UHD) キューの出力。
ビデオ解像度のカテゴリ別の定義については、AWS
Elemental Alemental MediaConvert価格設定ページ。
有効なディメンション: キュー
単位: ミリ秒

8KOutputDuration

キューの 8K 出力のミリ秒数。
ビデオ解像度のカテゴリ別の定義については、AWS
Elemental Alemental MediaConvert 価格設定ページ。
有効なディメンション: キュー
単位: ミリ秒

JobsCompletedCount

このキューで完了したジョブの数。
有効なディメンション: キュー
単位: [Count] (カウント)

JobsErroredCount

指定した入力バケットにないファイルの変換リクエスト
など、無効な入力のために失敗したジョブの数。
有効なディメンション: キュー
単位: [Count] (カウント)

StandbyTime

AWS Elemental ルの前のミリ秒数 MediaConvert でジョ
ブの変換が開始された。
有効なディメンション: キュー
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メトリクス

説明
単位: ミリ秒

TranscodingTime

AWS Elemental ルのミリ秒数 MediaConvert でトランス
コードが完了します。
有効なディメンション: キュー
単位: ミリ秒

AWS Elemental MediaConvertメトリックス
AWS Elemental Alemental MediaConvert メトリクスの使用MediaConvert名前空間で、以下のディメン
ションのメトリクスを提供しています。
ディメンション

説明

Queue

CloudWatch は、指定したキューの情報を表示します。

Job

CloudWatch は、1 つのジョブに関する情報のみ表示し
ます。

Operation

CloudWatch は、1 つのオペレーションパラメータ (ジョ
ブ ID など) に関する情報のみ表示します。
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AWS Elemental Elemental タグ付け
MediaConvert リソース
タグとは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるラベルです。各タグは、キーと値から構
成されます。ユーザーが割り当てるタグでは、ユーザーがキーと値を定義します。たとえば、「stage」と
いうキーと「test」という値を定義できます。タグを使用すると、AWS リソースの識別や整理に役立ちま
す。AWS Elemental に割り当てるタグ MediaConvert ジョブ、ジョブテンプレート、キュー、およびプリ
セットは、全体のタグと統合されていますAWSのサービス。
これらのタグの一般的なユースケースは次のとおりです。
• AWS Billing and Cost Management ダッシュボードでこれらのタグを有効にしてから、毎月のコスト割
り当てレポートを設定することができます。詳細については、「タグ付けによるコスト配分のためのリ
ソースの設定 (p. 250)」を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、リソースへのリソースレベルのアクセスを
許可または拒否できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「リソースタグを使用した AWS リ
ソースへのアクセスの制御」を参照してください。
トピック
• AWS Elemental Elemental のセットアップ MediaConvert タグ付けによるコスト配分のためのリソー
ス (p. 250)
• AWS Elemental Elemental Elemental の作成時にタグを追加する MediaConvert資源 (p. 251)
• 既存の AWS Elemental Elemental へのタグの追加 MediaConvert資源 (p. 252)
• AWS Elemental Elemental でのタグの表示 MediaConvert資源 (p. 253)
• AWS Elemental Elemental でのタグの編集 MediaConvert資源 (p. 253)
• AWS Elemental Elemental からタグを削除する MediaConvert資源 (p. 253)
• AWS Elemental Elemental でのタグに関する制限事項 MediaConvert リソース (p. 254)
• AWS Elemental でのメタデータタグの使用 MediaConvert ジョブ (p. 254)

AWS Elemental Elemental のセットアップ
MediaConvert タグ付けによるコスト配分のための
リソース
オンデマンドキューを使用して生成するすべての出力について、AWS Billing and Cost Management ダッ
シュボードを使用して、毎月のコスト配分レポートを設定できます。このレポートには、トランスコー
ディングの AWS 料金がリソース別にソートされて表示されます。ジョブに付けたタグや、ジョブの作成
に使用したリソースに付けたタグでジョブ出力がソートされるように、ジョブを設定できます。つまり、
ジョブに付けたタグ、ジョブの送信先のキューに付けたタグ、ジョブの作成元のジョブテンプレートに付
けたタグ、ジョブの個々の出力を設定するために使用した出力プリセットに付けたタグによって、請求書
をソートできます。

AWS Elemental Elemental Elemental Elemental のタグ付けによるコスト配分の設定
MediaConvert料金
1.

請求書のソートの手段とするリソースにタグを付けます。手順については、この章の他のトピックを
参照してください。
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2.

コストの割り当て方法を指定して、以下のようにトランスコードジョブを作成します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側にある [Job] (ジョブ) ペインの [Job settings] (Job 設定)
で、[Settings] (設定) を選択します。

b.

右側の [Job settings (ジョブ設定)] セクションの [Billing tag source (請求タグソース)] で、ジョブ
の出力のソートに使用するタグを選択します。ジョブテンプレート、出力プリセット、キューな
ど、ジョブの作成に使用したリソースに付けたタグでソートすることも選択できます。または、
[Job (ジョブ)] を選択し、ジョブ自体に付けたタグでソートすることもできます。

Note
ジョブとそのタグは 90 日間のみ保持されます。ワークフローがそれよりも長い期間にわ
たってタグを参照する場合は、ジョブのタグではなく、キュー、ジョブテンプレート、
または出力プリセットのタグを使用します。
3.

AWS Billing and Cost Management ダッシュボードでこれらのタグを有効化します。詳細について
は、「Billing and Cost Management User Guide」(請求とコスト管理ユーザーガイド) の「Activating
user-defined cost allocation tags」(ユーザー定義のコスト配分タグをアクティベートする) を参照して
ください。

4.

レポートをセットアップします。詳細については、「Billing and Cost Management User Guide」(請
求とコスト管理ユーザーガイド) の「Monthly cost allocation report」(毎月のコスト配分レポート) を参
照してください。

AWS Elemental Elemental Elemental の作成時にタ
グを追加する MediaConvert資源
次の手順は、にタグを追加する方法を示しています MediaConvert ユーザーがキュー、ジョブテンプレー
ト、および出力プリセットを作成するときにプリセット。
トピック

リソースの作成時のタグの追加 (コンソール)
キュー、ジョブテンプレート、または出力プリセットの作成時にタグを追加できます。

キュー、ジョブテンプレート、または出力プリセットの作成時にタグを追加するには (コンソー
ル)
1.

以下のいずれかの手順に示しているステップに従って、リソースの作成を開始しますが、そのリソー
スを保存しないでください。
• ジョブの設定 (p. 9)
• オンデマンドキューの作成 (p. 72)
• カスタムテンプレートをゼロから作成する (p. 62)
• カスタムプリセットをゼロから作成する (p. 54)
• システムプリセットからカスタムプリセットを作成する (p. 56)

2.

該当する場所で [タグ] セクションを見つけます。
• ジョブの場合 — [Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで [Settings] (設
定) を選択した後
• キューの場合 - [Create queue] (キューの作成) ページの下部
• 出力プリセットの場合 - [Create preset] (プリセットの作成) ページの下部
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• ジョブテンプレートの場合 - 左側の [Job] (ジョブ) セクションから [Settings] (設定) を選択した後
の、[Create job template] (ジョブテンプレートの作成) ページの下部
3.
4.
5.

[Tタグ] セクションで [追加] を選択します。
[Tag Key (タブキー)] に、タグキーの名前を入力します。[Tag Value (タグの値)] に、タグの値を入力
します。
[Create] (作成) を選択すると、新しいリソースがタグ付きで保存されます。

リソースの作成時のタグの追加 (API および AWS CLI)
AWS Elemental Elemental Elemental Elemental を使用してジョブ、ジョブテンプレート、出力プリセッ
ト、またはキューを作成する場合 MediaConvert API またはAWS CLIで、そのリソースの JSON 仕様を通
常どおりに送信します。tags の JSON の例に示しているように、リソースタグを含めます。
{

"name": "Job Template Test with Resource Tags",
"description": "Job Template Test",
"tags":{
"Company": "Banana",
"Stage": "Production"
},
"settings":{

既存の AWS Elemental Elemental へのタグの追加
MediaConvert資源
次の手順では、AWS Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental
Elemental を使用してタグを追加する方法を示します MediaConvert console. コンソールを使用して既存の
ジョブにタグを追加します。
API を使用したタグの追加については、「」を参照してください。POSTでの方法タグの [エンドポイント]
セクションMediaConvert API リファレンス。

Note
のタグ MediaConvert リソースが JSON レスポンスには表示されませんGETリソースに対する要
求。代わりに、Tags エンドポイントに GET リクエストを送信します。SDK を使用する代わり
に、リクエストを API に直接送信する場合は、リソース ARN を URL エンコードする必要があり
ます。

ジョブテンプレート、出力プリセット、キューにタグを追加するには (コンソール)
1.
2.
3.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。
[出力プリセット]、[ジョブテンプレート]、または [キュー] を選択します。

4.
5.

タグを追加する特定のリソースの名前を選択します。
右上の [更新]、[Edit queue (キューの編集)]、または [Update preset (プリセットの更新)] ボタンを選択
します。
ページ下部の [タグ] セクションで、[追加] を選択します。
[Tag Key (タブキー)] に、タグキーの名前を入力します。[Tag Value (タグの値)] に、タグの値を入力
します。
[Save] (保存) を選択します。

6.
7.
8.
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AWS Elemental Elemental でのタグの表示
MediaConvert資源
次の手順では、AWS Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental
Elemental を使用してタグを表示する方法を示します MediaConvert console.
API を使用した方法については、「」を参照してくださいGETでの方法タグ arnの [エンドポイント] セク
ションMediaConvert API リファレンス。SDK を使用する代わりに、リクエストを API に直接送信する場
合は、リソース ARN を URL エンコードする必要があります。

既存のキュー、ジョブテンプレート、および出力プリセットのタグを表示するには (コンソール)
1.
2.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

3.
4.

[Job templates (ジョブテンプレート)]、[Output presets (出力プリセット)]、または [Queues (キュー)]
を選択します。
表示するタグを持つ特定のリソースの名前を選択します。

5.

ページの下部にある [タグ] セクションで、リソースのタグを表示します。

AWS Elemental Elemental でのタグの編集
MediaConvert資源
次の手順では、AWS Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental
Elemental を使用して既存のジョブテンプレート、出力プリセット MediaConvert console. 既存のジョブの
タグを編集することはできません。
API を使用した方法については、「」を参照してくださいPOSTでの方法タグの [エンドポイント] セクショ
ンMediaConvert API リファレンス。

ジョブテンプレート、出力プリセット、キューのタグを編集するには (コンソール)
1.
2.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。
左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

3.

[Job templates (ジョブテンプレート)]、[Output presets (出力プリセット)]、または [Queues (キュー)]
を選択します。

4.
5.

変更するタグを持つ特定のリソースの名前を選択します。
右上の [更新]、[Edit queue (キューの編集)]、または [Update preset (プリセットの更新)] ボタンを選択
します。
ページの下部にある [タグ] セクションで、変更する [タグキー] と [Tag values (タグの値)] の値を編集
します。
[Save] (保存) を選択します。

6.
7.

AWS Elemental Elemental からタグを削除する
MediaConvert資源
次の手順では、AWS Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental Elemental
Elemental を使用して既存のジョブテンプレート、出力プリセット MediaConvert console.
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API を使用した方法については、「」を参照してくださいPUTでの方法タグの [エンドポイント] セクショ
ンMediaConvert API リファレンス。

ジョブテンプレート、出力プリセット、またはキューからタグを削除するには (コンソール)
1.

を開く MediaConvert コンソールhttps://console.aws.amazon.com/mediaconvert。

2.

左側の 3 本線のアイコンを選択して、左のナビゲーションペインにアクセスします。

3.

[Job templates (ジョブテンプレート)]、[Output presets (出力プリセット)]、または [Queues (キュー)]
を選択します。

4.

変更するタグを持つ特定のリソースの名前を選択します。

5.

右上の [更新]、[Edit queue (キューの編集)]、または [Update preset (プリセットの更新)] ボタンを選択
します。

6.

UTF-8 文字削除するタグの横にある [Remove (削除)] を選択します。

7.

[Save] (保存) を選択します。

AWS Elemental Elemental でのタグに関する制限事
項 MediaConvert リソース
タグには以下のベーシックな制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数 – 50。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode)
• キーと値に使用できる文字: アルファベットの大文字と小文字 (UTF-8 文字セット)、数字、スペース、お
よび以下の記号文字 (_ . : / = + - @) です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• キーや値には aws: プレフィックスは使用しないでください。AWS の利用のために予約されています。

AWS Elemental でのメタデータタグの使用
MediaConvert ジョブ
メタデータ (userMetadata) タグに依存する既存の統合やワークフローがある場合を除いて、AWS の
サービスとの自動統合とカスタム統合/ワークフローの両方に標準の AWS タグを使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS Elemental Elemental タグ付け MediaConvert リソース (p. 250)」を参照
してください。
タグとは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるラベルです。各タグは、キーと値から構
成されます。ユーザーが割り当てるタグでは、ユーザーがキーと値を定義します。たとえば、「stage」と
いうキーと「test」という値を定義できます。タグを使用すると、AWS リソースの識別や整理に役立ちま
す。AWS Elemental に割り当てるメタデータタグ MediaConvertAmazonに求人が表示される CloudWatch
イベント通知。
ジョブにメタデータタグを追加するには、次のいずれかの方法を使用します。
• を介して: MediaConvert コンソールのJob 設定[] ページで次の操作を行いますメタデータペイン。
• を介して: MediaConvert ジョブ設定 JSON ペイロードの API。userMetadata の JSON スニペットに
示しているように、リソースタグを含めます。詳細については、「」を参照してください。ジョブの [エ
ンドポイント] セクションMediaConvert API リファレンス。
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{

"name": "Job Template Test with Resource Tags",
"description": "Job Template Test",
"userMetadata":{
"Company": "Banana",
"Stage": "Production"
},
"settings":{

AWS Elemental MediaConvert ジョブのタグ制限
ジョブのタグには以下のような基本制限があります。
• ジョブあたりのタグの最大数 - 10.
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode)
• キーと値に使用できる文字 - アルファベットの大文字と小文字 (Unicode 文字セット)、数字、スペー
ス、以下の特殊文字 (_ . : / = + - @)。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• キーや値には aws: プレフィックスは使用しないでください。AWS の利用のために予約されています。
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MediaConvert による AWS
CloudTrail API 呼び出しのログ記録
MediaConvert は AWS CloudTrail という、MediaConvert の ユーザーやロール、または AWS のサービ
スによって実行されたアクションを記録するサービスと統合しています。CloudTrail は、MediaConvert
コンソールからのコールや、MediaConvert API へのコード呼び出しを含む、MediaConvert 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。証跡を作成すると、の継続的デリバリーが可能になり
ますCloudTrailAmazon S3 バケットへのイベント (次のイベントを含む)MediaConvert。証跡を設定し
ない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できま
す。CloudTrail によって収集された情報を使用して、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実
行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、MediaConvert に対してどのようなリクエストが行われ
たかを判断できます。
CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

MediaConvert内の 情報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。MediaConvert でアクティビティ
が発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベント
とともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダウ
ンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してくださ
い。
AWS のイベントなど、MediaConvert アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。トレイルは可能にするCloudTrailAmazon S3 バケットにログファイルを配信します。デフォルトで
は、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての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 Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、より詳細な分析と CloudTrail 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 AWS サービスを設定できます。詳細については、以下を参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
すべてMediaConvertアクションがによってログに記録されますCloudTrailと記載されている。AWS
ElementalMediaConvertAPI リファレンス。たとえば、DeleteQueue、CreateQueue、TagResource
のオペレーションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。このアイデンティ
ティ情報は以下のことを確認するのに役立ちます。
• 要求が、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• 要求が、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらのテンポラリセキュリティ認証情報を使用して
送信されたか.
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
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詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

MediaConvert ログファイルエントリの理解
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するように設定できるもので
す。CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。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 呼び出しの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
以下の例は、DeleteQueue、CreateQueue、および TagResource のアクションの CloudTrail ログエン
トリを示しています。
ログエントリの例:DeleteQueue

}

{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"userName": "testuser",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-07-10T15:36:29Z",
"eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteQueue",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0.186",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"name": "8"
},
"responseElements": null,
"requestID": "03691738-8457-11e8-a138-2b67258eef82",
"eventID": "e7d85e26-6c96-4242-80f8-6c8074c26253",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

ログエントリの例:CreateQueue

{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/jeremyj",
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"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"userName": "testUser",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"

}

},
"eventTime": "2018-07-10T16:49:13Z",
"eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
"eventName": "CreateQueue",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "54.240.197.6",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"name": "TestTag2",
"description": "",
"tags": {}
},
"responseElements": {
"queue": {
"arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/TestTag2",
"createdAt": 1531241353,
"lastUpdated": 1531241353,
"type": "CUSTOM",
"status": "ACTIVE",
"description": "",
"name": "TestTag2",
"submittedJobsCount": 0,
"progressingJobsCount": 0
}
},
"requestID": "2ccb3914-8461-11e8-bcb3-8578a1397527",
"eventID": "a0ff791e-e676-4070-a296-67ecdaa662b1",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

ログエントリの例:TagResource
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"userName": "testuser"
},
"eventTime": "2018-07-10T18:44:27Z",
"eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0.186",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/1",
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"Tags": {
"CostCenter": "BU-Test"
}

}
}

},
"responseElements": null,
"requestID": "462fd283-8471-11e8-b353-03144533ee8a",
"eventID": "3364cb1b-79c8-4081-9aa0-1b0677349d5e",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
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AWS ElementalMediaConvertエラー
コード
MediaConvert では、トランスコードジョブに問題が発生するとエラーコードが返されます。次を使用でき
ます。CloudWatchサービスから返されるエラーコードを追跡するイベント。
この表には、MediaConvert エンコードエンジンから返されるエラーコードとメッセージに関する詳細情報
と、考えられる解決法を示しています。

Note
MediaConvertジョブが COMPLETED ステータスに達したときにのみ、アカウントに課金されま
す。ERROR ステータスで終了したジョブには課金されません。
エラーコード

メッセージ

詳細

1010

入力エラー

このサービスで 1 つまたは複数
の入力ファイルを開くことがで
きません。考えられる原因は以
下のとおりです。
• ファイルが破損している。
• IAM アクセス許可に問題が
ある。以下を確認してくださ
い。
のパーミッションサービスが
引き受けるIAM ロール (p. 4)
ジョブを作成するサービスに
ログインしているユーザーの
IAM アクセス許可
• 入力ファイルタイプがサポー
トされていない。「サポート
される入力コーデックおよび
コンテナ (p. 190)」を参照して
ください。
• Amazon S3 入力ファイルへ
の指定したパスに間違いが
ある。ファイルパスが正し
いことを確認する最も簡単
な方法は、ブラウズボタン
で、Amazon S3 バケットから
ファイルを選択します。

1020

ビデオエラー
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サービスで入力ストリーム内に
ビデオが見つかりませんでし
た。サービスで入力ファイルを
開いて読み込めましたが、ビデ
オエレメンタリーストリームは
見つかりませんでした。考えら
れる原因は以下のとおりです。
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• 入力ファイルに問題がある。
• 間違った入力ファイルが指定
された。

1021

オーディオエラー

サービスで入力ストリーム内に
オーディオが見つかりません
でした。サービスで入力ファイ
ルを開いて読み込めましたが、
オーディオエレメンタリース
トリームは見つかりませんでし
た。考えられる原因は以下のと
おりです。
• 入力ファイルに問題がある。
• 間違った入力ファイルが指定
された。

1030

サポートされていないコーデッ
ク

サービスで入力ファイルのコー
デックまたはコンテナがサポー
トされていません。「サポート
される入力コーデックおよびコ
ンテナ (p. 190)」を参照してくだ
さい。

1040

設定エラー

ジョブの 1 つ以上のエンコード
設定が、指定した組み合わせで
はサポートされていません。ま
たは、エンコード設定が入力と
互換性がありません。

1041

高速化設定エラー

お客様のジョブ設定は、高速
トランスコードと互換性があ
りません。「AWS Elemental
MediaConvert での高速トランス
コードのジョブ制限 (p. 92)」を
参照してください。

1042

ジョブでの高速トランスコード
に高い処理能力は必要ありませ
ん

このジョブでは、高速トランス
コードによるメリットを引き出
すのに高い処理能力は必要あり
ません。実行に 10 分以上かかる
ジョブには、高速トランスコー
ドの使用を検討してください。

1050

ディスクがいっぱい

書き込みエラー。ディスクが
いっぱいです。ジョブの出力数
を減らすか、出力の長さを短く
してみてください。
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エラーコード

メッセージ

詳細

1056

ファイルオープンエラー

サービスで入力または出力ファ
イルを開くことができません。
考えられる原因は以下のとおり
です。
• ファイルが破損している。
• IAM アクセス許可に問題が
ある。以下を確認してくださ
い。
のパーミッションサービスが
引き受けるIAM ロール (p. 4)
ジョブを作成するサービスに
ログインしているユーザーの
IAM アクセス許可
• 入力または出力ファイル
タイプがサポートされてい
ない。「サポートされる入
力コーデックおよびコンテ
ナ (p. 190)」を参照してくださ
い。
• Amazon S3 入力ファイルへ
の指定したパスに間違いが
ある。ファイルパスが正し
いことを確認する最も簡単
な方法は、ブラウズボタン
で、Amazon S3 バケットから
ファイルを選択します。

1060

クリッピングエラー

入力クリップに指定した開始お
よび終了タイムコードが、関
連付けられた入力ストリーム
に存在しません。考えられる原
因は、入力クリッピングタイム
コードが 0 から始まって指定さ
れているが、埋め込まれたタイ
ムコードは 00:00:00:00 以外の
時刻から開始されることです。
これを解決する最も簡単な方法
は、両方の入力を設定すること
ですタイムコードソースとタイ
ムコードの設定 送信元下Job 設
定に[Start at 0]。

1075

デマルチプレクサ解析エラー

トランスコーダは、デマルチプ
レクシング時に問題のあるファ
イルから回復できませんでし
た。サポートされている入力
を指定していることを確認し
ます (p. 190)。AWS Elemental
ならMediaConvertでサポート
されている入力です。AWS
Support。
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1076

ソース読み取りエラー

トランスコーダがいずれかの入
力ファイルから読み取ることが
できませんでした。ファイルに
予期しない EOF (End Of File)
が含まれている可能性がありま
す。入力ファイルが有効で、適
切に切り捨てられていることを
確認してください。

1080

MXF 出力エラー

ジョブで MXF 出力設定を指定
する方法に問題があります。こ
れらの設定が、仕様ごとに正し
く、有効であることを確認しま
す。

1091

暗号化エラー

1 つ以上のジョブ出力を暗号化
するときにエラーが発生しまし
た。AWS Elemental で選択した
IAM ロールがあることを確認し
ます。MediaConvertジョブ設定
では、API Gateway を呼び出す
アクセス許可が提供されます。
この IAM ロールの設定の詳細に
ついては、このガイドの「IAM
アクセス許可の設定 (p. 4)」を参
照してください。

1092年

デコードオーディオ初期化エ
ラー

MediaConvert1 つまたは
複数の入力オーディオスト
リームをデコードできませ
ん。MediaConvertはコーデッ
クとコンテナをサポートしてい
ますが、トランスコーダが読み
取ることができないオーディオ
ソースに問題があります。

1401

アクセス許可の問題

Amazon S3 はファイルまたはバ
ケットへのアクセスを拒否しま
した。入力場所と出力場所のバ
ケットポリシーを確認します。
また、ジョブに適切な IAM ロー
ルが指定され、ロールに必要な
アクセス許可があることも確認
します。
詳細については、以下を参照し
てください。
• バケットポリシーとユーザー
ポリシーの使用のAmazon S3
ユーザーガイド
• このガイドの「IAM アクセス
許可の設定 (p. 4)」
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メッセージ

詳細

1404

ファイルオープンエラー

AWS ElementalMediaConvert
でファイルまたは Amazon S3
バケットが見つかりませんでし
た。S3 バケットと入力ファイル
が存在し、ジョブで正しく指定
されていることを確認します。
また、MediaConvert にそれらに
対するアクセス許可があること
を確認します。
詳細については、以下を参照し
てください。
• Amazon S3 バケットの操
作のAmazon S3 開発者ガイド
• バケットポリシーとユーザー
ポリシーの使用のAmazon S3
ユーザーガイド
• このガイドの「IAM アクセス
許可の設定 (p. 4)」

1432

IAM ロールエラー

AWS Elemental で指定された
ロールMediaConvertジョブ設
定に必要なアクセス許可がない
か、別の問題があります。ジョ
ブに適切な IAM ロールが指定さ
れ、ロールに正しいアクセス許
可があることを確認します。
この IAM ロールの設定の詳細に
ついては、このガイドの「IAM
アクセス許可の設定 (p. 4)」を参
照してください。

1433

IAM ロールエラー

AWS Elemental で指定された
ロールMediaConvertジョブ設定
が存在しません。ジョブに適切
な IAM ロールが指定されている
ことを確認します。
この IAM ロールの設定の詳細に
ついては、このガイドの「IAM
アクセス許可の設定 (p. 4)」を参
照してください。
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エラーコード

メッセージ

詳細

1434

IAM ロールエラー

AWS Elemental で指定された
ロールMediaConvertジョブ設定
に必要なアクセス許可がありま
せん。ジョブに適切な IAM ロー
ルが指定され、ロールに AWS
Elemental があることを確認しま
す。MediaConvert信頼されたエ
ンティティとして。
この IAM ロールの設定の詳細に
ついては、このガイドの「IAM
アクセス許可の設定 (p. 4)」を参
照してください。

1507

ディスクがいっぱい

書き込みエラー。ディスクが
いっぱいです。ジョブの出力数
を減らすか、出力の長さを短く
してみてください。

1515

IAM ロールエラー

AWS Elemental で指定された
ロールMediaConvertジョブ設
定に必要なアクセス許可がない
か、形式が正しくありません。
ジョブに適切な IAM ロールが
指定され、ロールに正しいアク
セス許可があることを確認しま
す。
この IAM ロールの設定の詳細に
ついては、このガイドの「IAM
アクセス許可の設定 (p. 4)」を参
照してください。

1550

高速化エラー

このジョブの高速トランスコー
ドに関する予期しないエラーが
あります。 に連絡しますAWS
Support

1999

未知のエラー

予期しない変換エラーがありま
す。 に連絡しますAWS Support

3400

HLS 入力が要件を満たしていな
い

HLS 入力がの要件に適合して
いませんMediaConvertサポー
トされた HLS 入力。詳細に
ついては、「AWS Elemental
MediaConvert で HLS 入力を使
用する (p. 193)」を参照してくだ
さい。
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詳細

3401

HTTP ファイルのアクセス権限が 認証を必要とする入力ファイル
ありません
に HTTP (S) URL が指定されて
います。MediaConvertは HTTP
サーバーに認証情報を渡しま
せん。HTTP サーバーでのファ
イルのアクセス許可を変更する
か、Amazon S3 にファイルを
アップロードして Amazon S3 の
場所を指定してください。
詳細については、「HTTP 入力
の要件 (p. 4)」を参照してくださ
い。

3403

HTTP のアクセスが許可されてい 入力ファイルに HTTP URL が指
ません
定されていますが、HTTP サー
バーがリクエストを拒否してい
ます。正しい URL を指定してい
ることを確認してください。正
しい場合は、ファイルをホスト
する HTTP サーバーの保守を担
当するチームに問い合わせてく
ださい。

3404

HTTP ファイルが見つかりません 入力ファイルに HTTP URL が指
定されていますが、HTTP サー
バーにそのファイルがありませ
ん。正しい URL を指定している
ことを確認してください。

3408

HTTP アップロードエラー

入力ファイルに HTTP URL が
指定去れていますが、エラー
3401、3403、3404 に関連しな
い理由でアップロードが失敗
しました。 に連絡しますAWS
Support

3450

HTTP サーバーエラー

入力ファイルに HTTP URL が指
定されていますが、HTTP サー
バーがエラーを返したか、失敗
しました。ファイルをホストす
る HTTP サーバーの保守を担当
するチームに問い合わせてくだ
さい。

3451

HTTP サーバー接続エラー

入力ファイルに HTTP
URL が指定されています
が、MediaConvert が HTTP サー
バーに接続できませんでした。
正しい URL を指定していること
を確認してください。

3457

ポリシーで許可されない入力

ポリシーで許可されない入力場
所を指定しました。許可される
入力場所を指定し、ジョブを再
送信してください。
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3999

未知の HTTP エラー

HTTP サーバーからの入力ファイ
ルの取得に関連する予期しない
エラーが発生しました。HTTP ホ
ストから手動でファイルをダウ
ンロードできることを確認して
ください。できる場合は、AWS
Support。できない場合は、ファ
イルをホストする HTTP サー
バーの保守を担当するチームに
問い合わせてください。
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AWS Elemental ルのセキュリティ
MediaConvert
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS と顧客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 の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。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS Elemental Medial に適用されるコンプライアンスプログラムについては
MediaConvert、「AWSServices in scope by compliance program」(適用範囲内のコンプライアンスプロ
グラム別サービス) を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。
このドキュメントは、 MediaConvertを使用する際に共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます
以下のトピックでは、 MediaConvert 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ためにを設
定する方法を示します。また、AWS MediaConvert リソースのモニタリングや保護にの他のサービスを利
用する方法についても説明します。
トピック
• 一般的な AWS データ保護 (p. 268)
• AWS Elemental を使用し、暗号化と DRM でメディア資産の保護 MediaConvert (p. 269)
• AWS Elemental の認証とアクセスコントロール MediaConvert (p. 279)
• ポリシーを使用して、入力ロケーションタイプを許可または禁止する方法 (p. 290)
• AWS Identity and Access Management の詳細について説明します。 (p. 291)
• AWS Elemental のコンプライアンス検証 MediaConvert (p. 297)
• AWS Elemental のレジリエンス MediaConvert (p. 298)
• AWS Elemental のインフラストラクチャセキュリティ MediaConvert (p. 298)

一般的な AWS データ保護
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ AWS Elemental のデータ保護に適
用されます MediaConvert。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実
行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャ
でホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用され
る AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細につい
ては、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細について
は、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照し
てください。
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データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージド・セキュリティ・サービスを利用します。これにより、Amazon
S3 に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールド
などの自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、
MediaConvert またはAWS SDKAWS を使用して他のサービスを操作する場合も含まれます。AWS CLI
タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を
URL に含めないことを強くお勧めします。

AWS Elemental を使用し、暗号化と DRM でメディ
ア資産の保護 MediaConvert
暗号化を使用して、コンテンツを不正アクセスから保護します。以下の暗号化オプションを任意に組み合
わせて AWS Elemental で使用できます MediaConvert。
• クライアント側の暗号化: 入力ファイルを Amazon S3 にアップロードする前に暗号化して、転送中の入
力ファイルを保護します。
• サーバー側の暗号化:AWS Elemental Medial MediaConvert が読み書きする Amazon S3 バケットに出力
ファイルを安全に保管します。
• デジタル著作権管理 (DRM): コンテンツの配信後、承認された視聴者だけがそのコンテンツを視聴でき
るようにします。
以下の図では、これらの暗号化オプションを示しています。
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トピック
• クライアント側の暗号化の実装 (p. 270)
• サーバー側の暗号化の実装 (p. 273)
• デジタル著作権管理 (DRM) の実装 (p. 275)

クライアント側の暗号化の実装
クライアント側の暗号化は、AWS Elemental Medial で使用できる 3 つの暗号化オプションの 1
MediaConvert つです。クライアント側の暗号化では、入力ファイルを Amazon S3 にアップロードする前
に暗号化します。
クライアント側の暗号化は他の 2 つのオプションと組み合わせて使用できます。以下の図では、3 つのオ
プションを示しています。

クライアント側の暗号化を設定するときは、以下の図に示すように、複数の AWS のサービスを使用しま
す。
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AWS Elemental でクライアント側の暗号化を使用するには MediaConvert
1.

AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して KMS キーを作成します。詳細について
は、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「Creating keys」(キーの作成) を参照
してください。概要については、同じガイドの「AWS Key Management Serviceconcepts」(コンセプ
ト) を参照してください。

2.

コンテンツの暗号化に使用するデータキーを作成します。AWS KMS Encrypt オペレーションを使用
して、カスタマー管理キーでデータキーを暗号化します。この暗号化コンテキストを使用する必要が
あります。
"{\"service\" : \"mediaconvert.amazonaws.com\" }"

次のいずれかの方法でデータキーを作成および暗号化できます。
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• KMS を呼び出してAWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してデータキーを作成し
ますGenerateDataKey。KeyId パラメータでは、この手順の最初のステップで作成した KMS の
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。このオペレーションから、データキーのプレーンテ
キストのコピーと KMS キーで暗号化されたコピーが返されます。
• OpenSSL などの暗号化ライブラリを使用して Advanced Encryption Standard (AES) キーを作成し
ます。次に、AWS KMS Encrypt を呼び出してキーを暗号化します。この呼び出しを行うときは、
この手順の最初のステップで作成した KMS キーを KeyId として含めます。
OpenSSL を使用して AES キーを作成する方法の詳細については、OpenSSL のドキュメントを参
照してください。
詳細については、AWS Key Management ServiceAWS Key Management Service開発者ガイドの概念
トピックにあるデータキーを参照してください。
3.

前のステップで作成したプレーンテキストのデータキーを使用して、コンテンツを以下のように暗号
化します。
• AES 暗号化モードとして CTR、CBC、または GCM のいずれかを使用します。
• いずれの暗号化モードでも 16 バイトの初期化ベクトルを使用します。または、GCM または CTR
では 12 バイトの初期化ベクトルを使用します。
OpenSSL の使用の詳細については、OpenSSL のドキュメントを参照してください。

Note
AWS Elemental は、Amazon S3 MediaConvert 暗号化クライアントを使用して暗号化された
ファイルをサポートしていません。
4.

以下のように、暗号化された入力ごとに AWS Elemental MediaConvert 復号設定を指定します。
a.

[Create job] (ジョブの作成) ページの左側の [Job] (ジョブ) ペインで、[input] (入力) を選択しま
す。

b.

右側の [入力] セクションで、[Decryption settings (復号設定)] を選択します。

c.

[Decryption mode (復号モード)] で、この手順の前のステップでコンテンツの暗号化に使用した
AES 暗号化モードを選択します。

d.

暗号化されたデータキー では、AWS KMS GeneratedDataKey または Encrypt オペレーショ
ンが返されたデータキーの 暗号化された バージョンを入力します。
暗号化バージョンのデータキーを指定していることを確認してください。プレーンテキストの
データキーを指定すると、システムとの間で転送される際に公開され MediaConvert、コンテン
ツが脆弱になります。また、プレーンテキストのデータキーを指定した場合、ジョブは失敗しま
す。

e.

[Initialization vector (初期化ベクトル)] で、この手順の前のステップでコンテンツの暗号化に使用
した 16 バイトまたは 12 バイトの初期化ベクトルを指定します。

Note
base64 でエンコードされた初期化ベクトルを指定する必要があります。オンライン変換
ツールを使用するか、Linux コマンドラインで echo -n "string-to-be-encodedhere" | base64 コマンドを使用して、base64 エンコードを行うことができます。-n
フラグで渡す文字列の末尾からは改行文字が除外されます。
f.

AWS KMSデータキーを生成したときに AWS ElementalAWS に使用したリージョンが、
MediaConvertジョブの実行に現在使用しているリージョンと異なる場合は、そのリージョンを
[Region for decryption key (復号キーの AWSAWS リージョン)] に指定します。
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5.

AWS Elemental MediaConvert AWS Identity and Access Management (IAM)kms:Decrypt ロールに
アクセス権限を付与します。IAM インラインポリシーを使用します。詳細については、以下のトピッ
クを参照してください。
• AWS Elemental MediaConvert Medial が引き受ける IAM ロールの設定の詳細については、ステップ
5: IAM アクセス許可の設定 (p. 4)このガイドの開始方法の章で「」を参照してください。
• インラインポリシーを使用した IAM アクセス権限の付与の詳細については、「IAM User Guide」
(IAMアイデンティティ権限の追加 (コンソール) の「To embed an inline policy for a inline policy for
a inline policy for a inline policy for a inline policy for a inline policy for a inline policy for a inline policy
for a inline policy for a inline policy for a inline policy
• 暗号化されたコンテンツの復号化を含むコンテンツを含む、AWS KMS を許可する IAM ポリシーの
例については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」 の「Customer managed
policy examples」(お客様が管理するポリシーの例) を参照してください。

サーバー側の暗号化の実装
Amazon S3 でのサーバー側の暗号化は、AWS Elemental Medial で使用できる 3 つの暗号化オプションの
1 MediaConvert つです。サーバー側の暗号化は他の 2 つのオプションと組み合わせて使用できます。以下
の図では、3 つのオプションを示しています。

Amazon S3 でサーバー側の暗号化を使用することで、保管時の入力および出力ファイルを保護できます。
• 入力ファイルを保護するには、Amazon S3 バケット内のオブジェクトと同様にサーバー側の暗号化を設
定します。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「サーバー側の暗
号化を使用したデータの保護」を参照してください。
• 出力ファイルを保護するには、AWS Elemental Medial MediaConvert ジョブで、Amazon S3
MediaConvert がそれらのファイルをアップロードするときに Amazon S3 がそれらのファイルを暗号化
するように指定します。デフォルトでは、出力ファイルは暗号化されません。このトピックの残りの部
分では、出力ファイルを暗号化するためのジョブの設定について詳しく説明します。
サーバー側の暗号化用に AWS Elemental Medial MediaConvert ジョブの出力を設定すると、Amazon S3
によってその出力はデータキーで暗号化されます。追加のセキュリティ対策として、データキー自体がマ
スターキーで暗号化されます。
Amazon S3 でのデータキーの暗号化にデフォルトの S3 マスターキーを使用するか、AWS Key
Management Service (AWS KMS) で管理される KMS キーを使用するかを選択します。デフォルトの S3
マスターキーを使用するほうが設定は簡単です。キーのより細かいコントロールが必要な場合は、AWS
KMS キーを使用します。で管理される各種の KMS キーの詳細についてはAWS KMS、「What isAWS Key
Management Service?」を参照してください。 『AWS Key Management Service開発者ガイド』にありま
す。
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AWS KMS キーを使用することを選択した場合は、AWS アカウントにカスタマー管理のキーを指定できま
す。それ以外の場合は、エイリアスのある Amazon S3AWS KMSAWS の管理キーを使用しますaws/s3。

サーバー側の暗号化用にジョブの出力を設定するには
1.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert MediaConvert でコンソールを開きます。

2.

[Create job (ジョブの作成)] を選択します。

3.

ビデオとオーディオの入力、出力グループ、および出力を設定します。方法については、「AWS
Elemental でジョブを設定する MediaConvert (p. 9)」と「AWS Elemental で出力を作成する
MediaConvert (p. 38)」を参照してください。

4.

暗号化する出力がある出力グループごとに、サーバー側の暗号化を設定します。
a.

左側の [Job (ジョブ)] ペインで、出力グループを選択します。

b.

右側のグループ設定セクションで、[Server-side encryptionサーバー側の暗号化] を選択しま
す。API または SDK を使用する場合は、この設定はジョブの JSON ファイルにあります。設定
名は S3EncryptionSettings です。

c.

[Encryption key management] (暗号化キー管理) で、データキーを保護する AWS のサービスを
選択します。API または SDK を使用する場合は、この設定はジョブの JSON ファイルにありま
す。設定名は S3ServerSideEncryptionType です。
[Amazon S3] を選択した場合は、Amazon S3 は、Amazon S3 が保管しているカスタマー管理の
キーを使用してデータキーを暗号化します。AWS KMS を選択した場合、Amazon S3 は AWS
Key Management Service (AWS KMS) が保管して管理している KMS をキー使用してデータキー
を暗号化します。

d.

AWS KMS前のステップでを選択した場合、オプションで [What is?] (とはAWS Key Management
Service?) の1つのARNを指定します。 。この場合は、AWS KMS はその KMS キーを使用して、
メディアファイルの暗号化に Amazon S3 が使用するデータキーを暗号化します。
AWS KMS のキーを指定しない場合は、Amazon S3 は Amazon S3 に独占的に使用される AWS
アカウントの AWS 管理キーを使用します。

e.

AWS KMS暗号化キー管理を選択した場合は、AWS Elemental MediaConvert AWS Identity and
Access Management (IAM)kms:Encryptkms:GenerateDataKey ロールに権限を付与してくだ
さい。これにより MediaConvert 、出力ファイルを暗号化できます。 MediaConvert これらの出力
を別のジョブへの入力としても使用できるようにする場合は、kms:Decryptパーミッションも付
与します。詳細については、以下のトピックを参照してください。
• AWS Elemental MediaConvert Medial が引き受ける IAM ロールの設定の詳細については、ス
テップ 5: IAM アクセス許可の設定 (p. 4)このガイドの開始方法の章で「」を参照してくださ
い。
• インラインポリシーを使用したIAM権限の付与の詳細については、「IAM User Guide」(IAM
ユーザーガイド) の「Adding IAM identity permissions (Console)」(IAMアイデンティティ権限の
追加 (コンソール)) の「To embed an inline policy for a user or role」(ユーザーまたはロールに
インラインポリシーを埋め込むには) の手順を参照してください。
• 暗号化されたコンテンツの復号化を含むコンテンツを含む、AWS KMS を許可する IAM ポリ
シーの例については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」 の「Customer
managed policy examples」(お客様が管理するポリシーの例) を参照してください。

5.

AWS Elemental MediaConvert ジョブを通常どおりに実行します。暗号化キーの管理に AWS KMS を
選択した場合は、出力にアクセスするユーザーまたはロールに kms:Decrypt 許可を与えることを忘
れないでください。
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デジタル著作権管理 (DRM) の実装
DRM は、AWS Elemental で使用できる 3 つの暗号化オプションの 1 MediaConvert つです。サーバー側の
暗号化は他の 2 つのオプションと組み合わせて使用できます。以下の図では、3 つのオプションを示して
います。

暗号化によりコンテンツを不正使用から保護します。デジタル著作権管理 (DRM) システムから、AWS
Elemental MediaConvert にコンテンツ暗号化用のキーが提供され、サポートされているプレーヤーおよび
他のコンシューマーに復号用のライセンスが供与されます。

Note
コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要です。
• 概要については、https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/what-is-speke .html
#services-アーキテクチャを参照してください。
• セットアップについては、「https://docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/
customer-onboarding.html」を参照してください。
この要件の唯一の例外は、Apple HLS ストリーミングプロトコルです。このプロトコルの場合
は、独自の静的キーを定義するか、DRM プロバイダーを使用することを選択できます。
トピック
• コンテンツの暗号化 (p. 275)
• DRM での暗号化されたコンテンツキーの使用 (p. 277)
• DRM 暗号化のトラブルシューティング (p. 278)

コンテンツの暗号化
次の手順を使用して、CMAF、DASH ISO、Apple HLS、および MS Smooth 出力グループでコンテンツの
暗号化を有効にします。
AWS Elemental MediaConvert Medial は、SPEKE v1.0 の出力グループと DRM システムの、以下の組み合
わせをサポートしています。
出力グループ

マイクロソフト
PlayReady

Google Widevine

DASH

√

√
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アップル FairPlay
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出力グループ

マイクロソフト
PlayReady

Google Widevine

Apple HLS

アップル FairPlay
√

Microsoft Smooth

√

CMAF

√

√

√

この手順を使用するには、出力グループの使い方をよく理解している必要があります。詳細については、
「the section called “ステップ 3: 出力グループの作成” (p. 15)」を参照してください。

コンテンツを暗号化するには
1.

通常どおりにトランスコードジョブを設定します。詳細については、「ジョブの設定 (p. 9)」を参照し
てください。

2.

[Create job] (ジョブの作成) ページ左側の [Job] (ジョブ) ペインの [出力グループ] (Output groups) で、
暗号化を有効にする出力グループを選択します。

3.

[DRM 暗号化] をオンにします。

4.

[CMAF] および [Apple HLS] 出力グループで、暗号化方法を選択します。使用する DRM システムで機
能する暗号化方式を選択してください。
DASH ISO および MS Smooth 出力グループでは、暗号化方法を指定しません。 MediaConvert これら
の出力グループでは、常に AES-CTR (AES-128) 暗号化を使用します。

5.

[CMAF] および [Apple HLS] 出力グループで、コンテンツ暗号化キーのソースを選択します。[Key
provider type (キープロバイダーのタイプ)] で、[SPEKE] を選択して DRM ソリューションプロバイ
ダーから提供されたキーを使用して暗号化するか、[Static key (静的キー)] を選択して独自のキーを入
力します。
[DASH ISO] および [MS Smooth] 出力グループでは、コンテンツ暗号化キーのソースを指定しませ
ん。これらの出力グループの場合、 MediaConvert は SPEKE 準拠のキープロバイダーでのみ DRM を
実行します。
• [SPEKE] に、暗号化パラメータフィールドに入力します。詳細については、「the section called
“SPEKE 暗号化パラメータ” (p. 276)」を参照してください。
• [Static Key] (静的キー) の場合は、「the section called “静的キーの暗号化パラメータ” (p. 277)」を
参照してください。

Note
MediaConvert は、AV1、VP8、VP9 の出力ビデオコーデックの DRM コンテンツ暗号化をサポー
トしていません。

SPEKE 暗号化パラメータ
暗号化をリクエストするときに、入力パラメータを指定します。サービスでは、これらのパラメータに
従って DRM ソリューションプロバイダーのキーサーバーを見つけ、ユーザーを認証して、適切なエン
コードキーをリクエストします。一部のオプションは特定の出力グループにおいてのみ使用できます。
SPEKE 暗号化パラメータを以下のように入力します。
• [Resource ID] (リソース ID) で、コンテンツの識別子を入力します。この ID は、現在のエンドポイント
を特定するために、サービスよりキーサーバーに送信されます。この設定を、どの程度特有なものにす
るかは、どの程度詳細なアクセス制御を求めるかによって異なります。このサービスでは、同時に実行
される 2 つの暗号化プロセスで、同じ ID を使用することはできません。リソース ID は、コンテンツ ID
とも呼ばれます。
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次に、リソース ID の例を示します。
MovieNight20171126093045

• [システム ID] に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力します。指定でき
るシステム ID の数は、出力グループのタイプによって異なります。
• CMAF – [System IDs signaled in DASH] (DASH で通知されるシステム ID) で、1～3 つの ID を指定し
ます。[System ID signaled in HLS (HLS で通知されるシステム ID)] で、1 つの ID を指定します。
• DASH - [System ID] (システム ID) で、1～2 つの ID を指定します。
• Apple HLS - [System ID] (システム ID) で、1 つの ID を指定します。
1 つのフィールドに複数のシステム ID を指定する場合は、別々の行に入力します。カンマなどの句読点
で区切らないでください。
一般的なシステム ID のリストについては、「DASH-IF システム ID」を参照してください。ID がわから
ない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお尋ねください。
• [URL] にキーサーバーと通信するためにセットアップした API ゲートウェイプロキシの URL を入力しま
す。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります MediaConvert。
次は、その URL の例です。
https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

• [Certificate ARN] (証明書 ARN) (オプション) コンテンツキーの暗号化に使用する 2048 RSA 証明書 ARN
を入力します。このオプションは、DRM キープロバイダーがコンテンツキーの暗号化をサポートしてい
る場合にのみ使用してください。この暗号化を使用しても、キープロバイダーがサポートしていない場
合、リクエストは失敗します。
ここに証明書の ARN を入力するには、対応する証明書をにインポートしAWS Certificate
Manager、ACM から証明書の ARN を Certificates ( MediaConvert証明書) ペインに入力して、関連付け
ている必要があります MediaConvert。詳細については、「the section called “DRM での暗号化されたコ
ンテンツキーの使用” (p. 277)」を参照してください。
以下の例では、証明書 ARN を示しています。
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/97b4deb6-8983-4e39-918e-ef1378924e1e

Apple HLS および CMAF 用の追加の設定オプション
• (オプション) [Constant initialization vector] (定数初期化ベクトル) に、コンテンツを暗号化するための
キーで使用される、128 ビット (16 バイト) の 16 進値を 32 文字の文字列により入力します。

静的キーの暗号化パラメータ
以下のオプションは、静的キーの暗号化用です。
• [Static key value] (静的キーバリュー) – コンテンツを暗号化するための有効な文字列。
• URL – プレーヤーデバイスがコンテンツを復号できるように、マニフェストに含める URL。

DRM での暗号化されたコンテンツキーの使用
最も安全な DRM 暗号化ソリューションでは、暗号化されたコンテンツに加えて暗号化されたコンテン
ツキーを使用します。暗号化されたコンテンツキーを使用するには、適切な証明書をAWS Certificate
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Manager (ACM) にインポートしてから、それらの証明書を AWS Elemental Medial で使用するための準備
をする必要があります MediaConvert。ACM の詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイ
ドを参照してください。
AWS ElementalAWS Certificate Manager を実行するのと同じリージョンでを実行します MediaConvert。

DRM コンテンツキー暗号化の証明書を準備するには
1.

2048 RSA、SHA-512 署名証明書を取得します。

2.

ACM コンソール (https://console.aws.amazon.com/acm/) を開きます。

3.

「Importing into」(に証明書をインポートする) の手順に従って、証明書を ACMAWS Certificate
Manager にインポートします。後で必要になるので、その結果の証明書 ARN を書き留めておきま
す。
DRM 暗号化で使用する証明書では、ACM でのステータスが [Issued] (発行済み) となっている必要が
あります

4.

https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/ MediaConvert でコンソールを開きます。

5.

ナビゲーションペインの [証明書] で、証明書の ARN を入力し、[Associate certificate (証明書の関連付
け)] を選択します。

AWS Elemental に関連付けられた証明書を見つけるには MediaConvert
ACM コンソールで、証明書を一覧表示して、 MediaConvert関連付けられている証明書を見つけます。証
明書の説明の [Details] (詳細) セクションで、 MediaConvert 関連付けを確認し、証明書の ARN を取得でき
ます。詳細については、「List ACM–managed certificates」(ACM 管理の証明書の一覧表示) と「Describe
ACM certificates」(ACM 証明書の説明) を参照してください。
AWS Elemental で証明書を使用するには MediaConvert
DRM 暗号化を使用するときは、SPEKE 暗号化パラメータで、関連付けられたいずれかの証明書の ARN
を指定します。これにより、コンテンツキーを暗号化します。複数のジョブに対して同じ証明書 ARN を
使用できます。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化” (p. 275)」を参照してくださ
い。
証明書を更新するには
AWS Elemental Medial に関連付けた証明書を更新するには MediaConvert、に再インポートを行います
AWS Certificate Manager。証明書は、 MediaConvert での使用を中断することなく更新されます。
証明書を削除するには
証明書を AWS Certificate Manager から削除するには、まず他のサービスから証明書の関連付けを解除す
る必要があります。AWS Elemental から証明書の関連付けを解除するには MediaConvert、まず、からそ
の証明書の ARN をコピーします。次に、 MediaConvert Certificates ペインに移動し、証明書の ARN を入
力して、[Dissociate certificate] (証明書の ARN を入力して、証明書の ARN を入力して、証明書の ARN を
入力して、[Dissociate certificate] (証明書の ARN を入力して、

DRM 暗号化のトラブルシューティング
AWS Elemental MediaConvert がキーをリクエストしたときに DRM システムキーサーバーがない場合は、
コンソールに「Key Server Unavailable (キーサーバーが使用できません) というメッセージが表示されま
す。
コンテンツキーの暗号化により、ジョブはさらに複雑になります。コンテンツキーの暗号化が有効になっ
ているジョブで問題が発生した場合は、ジョブ設定から証明書の ARN を削除し、クリアキーの配信を使
用してジョブのトラブルシューティングを行います。問題が解決されたら、証明書の ARN を再入力し、
ジョブを再試行します。
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トラブルシューティングを AWS Support センター に依頼する場合は、以下の情報を用意してください。
• ジョブを実行したリージョン
• ジョブ ID
• アカウント ID
• DRM ソリューションプロバイダーの名前
• その他問題のトラブルシューティングに役立つと思われる詳細情報

AWS Elemental の認証とアクセスコントロール
MediaConvert
AWS Identity and Access Management(IAM) は、管理者が AWS Elemental Medial MediaConvert リソース
へのアクセスを安全にコントロールするために役立つAWSサービスです。管理者は、IAM を使用して、誰
を認証 (サインイン) し、 MediaConvert 誰にリソースの使用を承認するか (アクセス権限を持たせるか) を
制御します。IAM は追加料金なしで提供される AWS アカウントの機能です。
AWS Elemental を使用するときは MediaConvert、通常、2 つの異なる種類のリソースを操作します。
• メディアファイル — AWS Elemental MediaConvert Mediaに対する入力と出力であるメディアファイル
は Amazon S3 リソースであり、 MediaConvert リソースではありません。 MediaConvert サービスには
これらのファイルに対するアクセス許可が必要ですが、ジョブを送信するユーザーにはそれらのファイ
ルに対するアクセス許可は不要です。
• MediaConvert リソース — AWS Elemental MediaConvert サービスは、ジョブ、キュー、出力プリセッ
ト、ジョブテンプレートなどのリソースを使用して、メディアファイルをトランスコードします。
MediaConvert は、これらのリソースに対するアクセス許可を暗黙的に持っています。ジョブを作成およ
び送信するユーザーには、 MediaConvert それらのジョブに対する明示的なアクセス許可が必要です。
AWS Elemental MediaConvert を使用するには最低 2 つの IAM エンティティを設定する必要があります。
• ユーザー — ジョブを設定して送信する人は、IAM MediaConvert ユーザーとして AWS Elemental にサ
インオンします。 MediaConvert リソースにアクセスするには、ユーザーはAWSアカウントに属してい
る必要があります。
アカウントルートユーザーまたは管理権限を持つユーザーとして IAM にサインオンするときに、この
ユーザーアイデンティティを設定し、アクセス許可を付与します。 MediaConvert このユーザーに付与
する必要のあるアクセス許可の詳細については、を参照してくださいAWS Elemental MediaConvert コ
ンソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 281)。
• サービスロール — AWS Elemental MediaConvert サービスは、入力メディアファイルにアクセス
し、出力メディアファイルを書き込むために、IAM ロールを引き受けます。使用方法によっては
MediaConvert、Amazon API Gateway とAWS Key Management Service (AWS KMS) リソースに対する
アクセス許可の付与が必要になる場合があります。アカウントのルートユーザーとして、または管理権
限を持つユーザーとして IAM にサインオンしている間に、AWS アカウントでこのサービスロールを作
成します。このロールは、 MediaConvert ユーザーとしてサインオンするときに、選択します。
サービスロールの作成の詳細については、このガイドの「Getting Started」(開始方法) の章の「ステッ
プ 5: IAM アクセス許可の設定 (p. 4)」を参照してください。
サービスロールの一般情報については、「IAM User Guide」(IAMユーザーガイド) の「権限を委任する
ロールの作成を参照してください。AWS
トピック
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• 認証とアクセスコントロールの概要 (p. 280)
• 必要な許可 (p. 281)
• AWS Elemental が IAM MediaConvert と連携する仕組みを理解する (p. 283)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 285)
• 認証とアクセスコントロールのトラブルシューティング (p. 286)
• ポリシーの例 (p. 287)

認証とアクセスコントロールの概要
AWS のサービスとリソースを使用するには、認証とアクセスコントロールの両方が必要です。
認証 – AWS にサインインするには、IAM ユーザー認証情報、IAM ロールを用いた一時認証情報、または
ルートユーザー認証情報 (推奨しません) のいずれかを使用する必要があります。これらのエンティティの
詳細については、「認証とは (p. 291)」を参照してください。
アクセスコントロール —AWS 管理者は、ポリシーを使用して、AWS Elemental Medial MediaConvert
ジョブなどのAWSリソースへのアクセスを制御します。詳細については、「アクセスコントロールと
は (p. 292)」と「ポリシーとは (p. 295)」を参照してください。

Important
アカウントのすべてのリソースは、その作成者を問わず、アカウントが所有します。ユーザー
は、リソースを作成するには、そのためのアクセス許可が必要です。ただし、リソースを作成
したユーザーが、そのリソースへのフルアクセスを自動的に許可されるわけではありません。各
ユーザーは実行するアクションごとに、管理者から明示的にアクセス許可を付与されている必要
があります。管理者は、これらのアクセス許可を随時取り消すこともできます。
メディアファイおよび AWS Elemental MediaConvert ジョブの所有権
AWSアカウントを使用して AWS Elemental MediaConvert ジョブを作成し、入力ファイルと出力ファイル
用に Amazon S3 バケットを作成する場合は、AWSアカウントはジョブの所有者であり、ジョブによって
作成される出力ファイルの所有者でもあります。これにより、以下の影響があります。
• お客様のアカウントで Amazon S3 オブジェクトに対するアクセス許可を受けたユーザーはすべて、お
客様のジョブの出力ファイルにアクセスできます。
• アカウントの管理者のみが、これらの出力ファイルに対するアクセス許可を付与できます。
• アカウントのユーザーのみが、ジョブオブジェクトに対するアクセス許可を受けることができます。
ジョブの出力が別のアカウント (例えば 1 人の顧客のアカウントなど) によって所有されるようにワーク
フローを設定する場合は、他のアカウントの管理者が Amazon S3 バケットに書き込むクロスアカウン
トアクセス権限を付与する必要があります。この設定では、AWS アカウントはジョブリソースを所有し
ていますが、ジョブの出力を所有していません。詳細については、 「IAM ユーザーガイド」の「Access
management」(アクセス管理) を参照してください。
IAM の基礎
IAM の基本的な仕組みを理解するために、以下の用語に精通しておいてください。
• リソース — AWS Elemental Medial MediaConvert、Amazon S3、IAMAWS などのサービスは、リソー
スと呼ばれるオブジェクトで構成されています。これらのリソースはサービスでは、作成、管理、およ
び削除できます。IAM リソースは、ユーザー、グループ、ロール、ポリシーを含まれます｡
• ユーザー – ユーザーは、認証情報を使用して AWS を操作する人またはアプリケーションです。ユー
ザーは、AWS Management Console にサインインするための名前とパスワード、さらに AWS CLI ま
たは AWS API で使用できる 2 つまでのアクセスキーで構成されます。
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• グループ – IAM グループは IAM ユーザーの集合です。グループを使用して、そのメンバーユーザーの
アクセス許可を指定できます。これにより、複数のユーザーのアクセス許可を簡単に管理できます。
• ロール – IAM ロールに長期の認証情報 (パスワードやアクセスキー) を関連付けることはできません。
ロールを引き受けるユーザーはすべて、そのための適切なアクセス許可が必要です。IAM ユーザー
は、ロールを引き受けることで、一時的に特定のタスクに対して異なるアクセス許可を取得すること
ができます。フェデレーティッドユーザーは、ロールにマッピングされている外部の ID プロバイダー
を使用してロールを引き受けることができます。AWS の一部のサービスは、サービスロールを引き受
けることで、ユーザーの代わりに AWS リソースにアクセスできます。
• Policies – ポリシーは、そのアタッチ先のオブジェクトのアクセス許可を定義する JSON ポリシード
キュメントです。AWS は、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチする
アイデンティティベースのポリシー をサポートしています。AWS の一部のサービスでは、リソース
にリソースベースのポリシーをアタッチして、プリンシパル (人またはアプリケーション) がそのリ
ソースと何ができるかをコントロールできます。AWS Elemental MediaConvert では、リソースベー
スのポリシーはサポートされていません。
• アイデンティティ – アクセス許可を定義する対象の IAM リソースです。ユーザー、グループ、および
ロールなどがあります。
• エンティティ – 認証に使用する IAM リソースです。これらには、 ユーザーおよびロールが含まれま
す。
• プリンシパル – AWS は、エンティティを通じて AWS にサインインしてリクエストを行う人またはア
プリケーションです。プリンシパルは、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使
用してオペレーション (ジョブの削除など) を実行できます。これに伴って、そのオペレーションに対
するリクエストが作成されます。リクエストでは、アクション、リソース、プリンシパル、プリンシパ
ルアカウント、その他リクエストに関する情報を指定します。AWS はこのすべての情報からリクエス
トのコンテキストを把握します。AWS はリクエストのコンテキストに適用されるすべてのポリシーを
チェックします。AWS は、リクエストの各部分がポリシーで許可されている場合のみ、リクエストを承
認します。
認証とアクセス管理プロセスの図を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「Understanding how IAM
works」(IAM の仕組みについて)を参照してください。AWS がリクエストの許可の有無を見極める方法の
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Policy evaluation logic」(ポリシーの評価論理) を参照して
ください。

必要な許可
AWS Elemental Medial MediaConvert を使用したり、自分や他のユーザーの認証とアクセスコントロール
を管理したりするには、適切なアクセス許可を持っている必要があります。

AWS Elemental MediaConvert コンソールを使用するために必要
なアクセス許可
AWS Elemental MediaConvert コンソールにアクセスするには、AWSアカウントの AWS Elemental
MediaConvert リソースに関する詳細を表示して確認するための最小限のアクセス許可が必要です。最小限
必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースのアクセス許可ポリシーを作成すると、そ
のポリシーをアタッチしたエンティティに対してはコンソールが意図したとおりに機能しません。
次のサンプルポリシーは、 MediaConvert すべてのリソース (ジョブ、キュー、および出力プリセットな
どListJobs) に対するすべての AWS Elemental MediaConvert アクション (など) に対する権限を IAM
ユーザーに付与しています。CreateJobまた、ジョブを実行するために割り当てるサービスロールを指
定するために、 MediaConvert ユーザーに必要になる IAM アクションも許可します。また、Amazon S3
アクションを付与して、ユーザーが ブラウズ ボタンを利用することを可能として、入力位置と出力位
置を選択します。ジョブを実行するために、Amazon S3 のアクセス許可は不要です。それらのアクセス
許可がなくても、ユーザーは代わりにバケットの URL を指定できます。この例では、アカウント番号
は 111122223333 で、ロール名はですMediaConvertRole。「IAM ユーザーガイド」 の 「Creating

281

MediaConvert ユーザーガイド
必要な許可

policies on the JSON tab」(JSON タブでのポリシーの作成) トピックで説明されているように、このポリ
シーをユーザーにアタッチできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "mediaconvertActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "mediaconvert:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamListRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole"
},
{
"Sid": "s3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
}
]

認証管理に必要なアクセス許可
自分の認証情報 (パスワード、アクセスキー、多要素認証 (MFA) デバイスなど) を管理するには、管理者か
ら必要なアクセス許可を取得する必要があります。
AWS 管理者は、IAMでユーザー、グループ、ロール、ポリシーを作成して管理するために IAM へのフル
アクセスが必要です。AdministratorAccessAWSすべてへのフルアクセスを含む管理ポリシーを使用してく
ださいAWS。このポリシーは、AWS Billing and Cost Management コンソールへのアクセスを提供しませ
ん。また、ルートユーザー認証情報を必要とするタスクを許可しません。詳細については、『AWSジェネ
ラルリファレンス』の「AWSAWS アカウントルートユーザーの認証情報を必要とするタスク」を参照し
てください。

Warning
AWS へのフルアクセスを持つのは、管理者ユーザーに限ります。このポリシーをアタッチされ
たユーザーはすべて、認証とアクセスコントロールを完全に管理するアクセス許可と、お客様の
AWS アカウントのすべてのリソースを変更するアクセス許可を付与されます。

アクセスコントロールに必要なアクセス許可
管理者から IAM ユーザー認証情報が提供されている場合は、アクセスできるリソースをコントロールする
ためのポリシーが IAM ユーザーアイデンティティにアタッチされています。ユーザーアイデンティティに
アタッチされているポリシーを AWS Management Console で表示するには、以下のアクセス許可が必要
です。
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{

}

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

追加のアクセス許可が必要な場合は、管理者に依頼し、ポリシーを更新して必要なアクションへのアクセ
スを許可してもらいます。

AWS Elemental が IAM MediaConvert と連携する仕組
みを理解する
AWS サービスではいくつかの方法で IAM を使用できます。AWS Elemental は、 MediaConvert 次の方法
をサポートしています。
• アクション — AWS Elemental MediaConvert はポリシーでのアクションの使用をサポートしてい
ます。これにより、管理者は、 MediaConvert でオペレーションを実行することをエンティティ
に許可するかどうかをコントロールできます。たとえば、ジョブテンプレートを更新するために
UpdateJobTemplate AWS API オペレーションを実行することをエンティティに許可する場合、管理
者は iam:UpdateJobTemplate アクションを許可するポリシーをアタッチする必要があります。
• リソースレベルの許可 — AWS Elemental MediaConvert Medial では、リソースレベルの許可がサポート
されています。リソースレベルのアクセス許可では、ポリシーで個々のリソースを指定できます。たと
えば、特定のキューにのみジョブを投入したり、名前に特定の ID を含むジョブテンプレートのみを使用
したりするためのアクセス許可をユーザーに付与できます。
リソースレベルのアクセス許可を付与する IAM ポリシーの例については、「ポリシーの例: リソースレ
ベルのアクセスコントロール (p. 288)」を参照してください。
リソースレベルでアクセスを制限する詳細については、「IAM ユーザーガイド」 の「Controlling access
to resources」(リソースへのアクセス制御) を参照してください。
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• タグに基づく承認 — AWS Elemental MediaConvert Medial では、タグに基づく承認がサポートされてい
ます。この機能により、ポリシーの条件でリソースタグを使用できます。
たとえば、 MediaConvert リソースにタグキーがリソースに付けられたタグでキーaccess、値または文
字列で始まっていない限り、deniedアカウント内のすべてのリソースに対するすべてのアクションへ
のアクセスをユーザーに許可するポリシーを作成できますdeny。これは、aws:RequestTag/<tagkey> 条件キーを使用して行います。
これらのアクセス許可を付与する IAM ポリシーの例については、「ポリシーの例: リソースタグを使用
したタグベースのアクセスコントロール (p. 289)」を参照してください。
AWS Elemental MediaConvert リソースにタグを付ける方法については、「」を参照してくださいAWS
Elemental Elemental タグ付け MediaConvert リソース (p. 250)。
リソースへのアクセスを制御するタグの使用の詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Controlling access using tags」(タグを利用したアクセス制御) を参照してください。
• 一時認証情報 — AWS Elemental MediaConvert は一時的な認証情報をサポートしています。この機
能により、フェデレーションを使用してサインインし、IAM ロールまたはクロスアカウントロールを
引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS STSAssumeRoleやなどの API
GetFederationToken操作を呼び出すことで取得します。
• サービスロール — AWS Elemental MediaConvert はサービスロールをサポートしています。この機能
により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。このロール
により、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了する
ことが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有されま
す。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これにより、サー
ビスの機能が損なわれる場合があります。このロールの作成の詳細については、このガイドの「Getting
Started」 (開始方法) の章の「ステップ 5: IAM アクセス許可の設定 (p. 4)」を参照してください。
AWS Elemental は、IAM MediaConvert を操作するための以下の方法をサポートしていません。
• リソースベースのポリシー — AWS Elemental Medial では、 MediaConvertリソースベースのポリシー
はサポートされていません。リソースベースのポリシーでは、サービス内のリソースにポリシーを
アタッチできます。リソースベースのポリシーには、リソースにアクセスできる IAM ID を指定する
Principal 要素が含まれます。
• サービスにリンクされたロール — AWS Elemental MediaConvert では、サービスにリンクされたロール
をサポートしていません。この機能では、サービスリンクロールをユーザーに代わって引き受けること
をサービスに許可します。このロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソース
にアクセスし、アクションを完了することが許可されます。サービスリンクロールは、IAM アカウント
内に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可
を表示できますが、編集することはできません。

AWS Elemental MediaConvert リソースおよびオペレーション
AWS Elemental では MediaConvert、プライマリリソースはジョブです。ポリシーで Amazon リソース
ネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。
以下の表のリソースには一意の ARN が関連付けられています。
MediaConvert コンソール内
の名前

ARN 形式

ジョブ

arn:partition:mediaconvert:region:account:jobs/JobId

キュー

arn:partition:mediaconvert:region:account:queues/
QueueName
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MediaConvert コンソール内
の名前

ARN 形式

出力プリセット

arn:partition:mediaconvert:region:account:presets/
PresetName

ジョブテンプレート

arn:partition:mediaconvert:region:account:jobTemplates/
JobTemplateName

AWS Elemental MediaConvert では、 MediaConvert リソースを操作する一連のオペレーションが用意さ
れています。各リソースで使用可能なオペレーションのリストについては、上記の表で「AWS Elemental
Meference」(AWS Elemental MediaConvert Meference) へのリンクをたどってください。
AWS Elemental Medial MediaConvert リソースのサブセットへのアクセスを許可または拒否するに
は、Resourceポリシー要素にリソースの ARN を含めます。 MediaConvert の ARN の形式は以下のとお
りです。
arn:partition:mediaconvert:account:resource/ID

partition、account、resource、ID 変数を有効な値に置き換えます。有効な値は次のとおりです。
• partition: AWS リージョンのパーティション。ほとんどのリージョンでは、パーティションは
「aws」です。
• account: AWS アカウントの ID。これは、AWS Elemental Medial にサインオンするための IAM ユー
ザーの作成に使用したものと同じアカウントであることが必要です MediaConvert。
• ####:AWS Elemental MediaConvert リソースタイプ。
• ID: AWS Elemental MediaConvert Resource の ID。
これらの変数のいずれでも、オプションでワイルドカード (*) を使用して、指定したタイプのすべてのリ
ソースを示すことができます。たとえば、以下の ARN はアカウント 111122223333 のすべての出力プリ
セットを示します。
arn:aws:mediaconvert::111122223333:presets/*

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可
能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でそ
の許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。
AWS Elemental MediaConvert が別のサービスにリソースに与えるアクセス権限を制限するに
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountリソースポリシーでおよびグローバル条件コンテキスト
キーを使用することをお勧めします。aws:SourceArn値にアカウント ID が含まれていない場合は、
両方のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。同じ
ポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID
にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中の
アカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを
1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、ア
カウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。
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MediaConvert の値はキューの ARNaws:SourceArn でなければなりません。
混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:* です。
次の例では、aws:SourceAccountでグローバル条件コンテキストキーを使用して、
「aws:SourceArnConfused Deputy Problem (混乱した使節の問題)」 MediaConvert を回避する方法を示
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "mediaconvert.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:queues/Default"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
}

認証とアクセスコントロールのトラブルシューティン
グ
次の情報は、IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。
トピック
• AWS Elemental でアクションを実行する権限がない MediaConvert (p. 286)
• 管理者として AWS Elemental へのアクセスを他のユーザーに許可したい MediaConvert (p. 287)
• IAM について専門的な内容ではなく、一般的な概要を知りたい (p. 287)

AWS Elemental でアクションを実行する権限がない
MediaConvert
アクションを実行する権限がないというエラーが AWS Management Console に表示された場合は、ユー
ザー名とパスワードの提供元の管理者に問い合わせる必要があります。
以下の例のエラーは、という IAMmy-user-name GetJob ユーザーがコンソールを使用してアクションを
実行しようするが、アクセス許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/my-user-name is not authorized to
perform: MediaConvert:GetJob on resource: my-example-job-arn

このエラーの場合は、MediaConvert:GetJob アクションを使用して my-example-job-arn リソース
へのアクセスを許可するように、管理者にポリシーの更新を依頼します。
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管理者として AWS Elemental へのアクセスを他のユーザーに許
可したい MediaConvert
AWS Elemental Medial へのアクセスを他のユーザーに許可するには MediaConvert、アクセスする必要が
あるユーザーまたはアプリケーション用の IMA エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があ
ります。ユーザーまたはアプリケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセス
します。次に、 MediaConvert の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッ
チする必要があります。

IAM について専門的な内容ではなく、一般的な概要を知りたい
IAM の用語、概念、および手順の詳細については、以下のページを参照してください。
• 認証とは (p. 291)
• アクセスコントロールとは (p. 292)
• ポリシーとは (p. 295)

ポリシーの例
これらの IAM ポリシーの例で、リソースへのアクセスを許可したり、ユースケースに合わせて変更を加
えたりします。ポリシーを IAM ユーザーにアタッチする方法の詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Creating policies on the JSON tab」(JSON タブでのポリシーの作成) を参照してください。

ポリシーの例:基本的な MediaConvert UI ポリシー
以下のポリシーの例では、ユーザーが AWS Elemental Medial MediaConvert を操作するために必要な基
本的なアクセス許可を付与します。この例では、アカウント番号は 111122223333 で、ロール名はで
すMediaConvertRole。暗号化を使用している場合は、または Amazon S3 バケットでデフォルトの暗号
化が有効になっている場合は、追加のアクセス許可が必要です。詳細については、「AWS Elemental を使
用し、暗号化と DRM でメディア資産の保護 MediaConvert (p. 269)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "mediaconvertActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "mediaconvert:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamListRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole"
},
{
"Sid": "s3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets"

}

]

}

],
"Resource": "*"

ポリシーの例: リソースレベルのアクセスコントロール
以下のポリシーの例では、アカウントで特定の AWS Elemental Medial MediaConvert リソースに対するア
クセス許可を付与します。この例では、アカウント番号は 012345678910 です。また、任意のパーティ
ションとリージョンで以下のアクションを許可します。
• アカウントですべてのキューの詳細を一度に表示する。
• キュー「myQueue」に一度に投入されたすべてのジョブを表示する。
• 「allow」で始まる名前のプリセットと任意のジョブテンプレートを参照するジョブを作成し、キュー
「myQueue」に投入する。
• キュー「myQueue」、および「allow」で始まる名前のプリセットを参照するジョブテンプレートを作
成する。

Note
キュー、出力プリセット、ジョブなどの AWS Elemental Medial MediaConvert リソースに対する
クロスアカウントアクセス許可は付与できません。Amazon S3 に保存されている入力および出力
メディアファイルに対するクロスアカウントアクセス許可は付与できます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListQueues",
"Effect": "Allow",
"Action": "mediaconvert:ListQueues",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowListJobsInQueue",
"Effect": "Allow",
"Action": "mediaconvert:ListJobs",
"Resource": "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue"
},
{
"Sid": "AllowCreateLimitedJobs",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"mediaconvert:CreateJob",
"mediaconvert:CreateJobTemplate"
],
"Resource": [
"arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue",
"arn:*:mediaconvert:*:012345678910:presets/allow*",
"arn:*:mediaconvert:*:012345678910:jobTemplates/*"
]
}
]
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ポリシーの例: リソースタグを使用したタグベースのアクセスコ
ントロール
以下のポリシーでは、 MediaConvertDenyMediaConvertWithResourceTag下にリスト化されたアク
ションがリソースに付けられたタグでキーaccessで、denied値が、文字列「deny」で始まっていない
限り、アカウント内のすべてのリソースに対するすべてのアクションへのアクセスをユーザーに許可しま
す。

Note
このポリシーは、ユーザーポリシーがリソースに対するアクションを許可も拒否も両方している
場合に拒否が優先されるという、IAM の原則を示しています。したがって、このポリシーがア
タッチされたユーザーは、 MediaConvert すべてのリソースに対する管理アクセス許可を許可す
る別のポリシーを持ってたとしても、拒否されたアクションを実行できません

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowMediaConvert",
"Effect": "Allow",
"Action": "mediaconvert:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenyMediaConvertWithResourceTag",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"mediaconvert:DeleteJobTemplate",
"mediaconvert:GetQueue",
"mediaconvert:UpdateQueue",
"mediaconvert:DeleteQueue",
"mediaconvert:GetPreset",
"mediaconvert:ListTagsForResource",
"mediaconvert:GetJobTemplate",
"mediaconvert:UntagResource",
"mediaconvert:UpdateJobTemplate",
"mediaconvert:DeletePreset",
"mediaconvert:TagResource",
"mediaconvert:UpdatePreset"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:ResourceTag/access": [
"deny*",
"denied"
]
}
}
}
]
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ポリシーを使用して、入力ロケーションタイプを許
可または禁止する方法
AWS Elemental MediaConvert Mediaは、入力メディアとファイルの Amazon S3、HTTPS、および HTTP
入力ロケーションをサポートしています。 MediaConvert ポリシーを使用して、これらの入力位置の 1 つ
または複数へのアクセスを許可または禁止できます。
デフォルトでは、AWSアカウント内の各リージョンにはポリシーがないため、 MediaConvertサポートさ
れているすべての入力位置を許可します。
ポリシーを作成する必要があるのは、これらの入力位置の 1 つ以上へのアクセスを許可しない場合だけで
す。ポリシーは、AWS アカウント内の個々のリージョンに適用されることに注意してください。
ポリシーの作成または変更
ポリシーを作成または変更するには、API、SDK、または CLI を使用して put-policy コマンドを送信し、ポ
リシーを JSON で含めます。サポートされているポリシーコマンドと期待される応答コードの詳細につい
ては、MediaConvert API Reference を参照してください。
次に CLI を使用してポリシーを送信する方法の例を示します。この例では、Amazon S3 および HTTPS 入
力のジョブを許可し、HTTP 入力を使用したジョブを許可しません。特定のエンドポイント URL を入力
し、以下を実行します。
aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
put-policy --policy '{"S3Inputs":"ALLOWED", "HttpsInputs":"ALLOWED",
"HttpInputs":"DISALLOWED"}'

ポリシー JSON で入力位置を指定しない場合は、 MediaConvert は入力位置を ALLOWD として扱いま
す。これは、Amazon S3 および HTTPS 入力のジョブを許可し、HTTP 入力を使用したジョブを禁止する
別の例です。特定のエンドポイント URL を入力し、以下を実行します。
aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com putpolicy --policy '{"HttpInputs":"DISALLOWED"}'

put-policy コマンドは、リージョン内の既存のポリシーを上書きすることを注意してください。
現在のポリシーを取得する
現在のポリシーを JSON で取得する場合は、get-policy コマンドを送信してください。例えば、特定のエ
ンドポイント URL を入力した後、以下を実行します。
aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com getpolicy

現在のポリシーの削除
現在のポリシーを削除して、すべての入力を許可する (デフォルトの動作に戻す) には、delete-policy コマ
ンドを送信します。例えば、特定のエンドポイント URL を入力した後に以下を実行します。
aws mediaconvert --endpoint https://abc123def.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com deletepolicy

許可されていない入力位置でジョブを送信しようとするとどうなるでしょうか？
MediaConvert ポリシーで許可されない入力位置を指定するジョブを送信しようとすると、代わりに HTTP
400 (BadRequestException) エラーが返されます。このエラーメッセージは、次の通りです：ポリシーで
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許可されない入力位置を指定しました。許可される入力位置を指定してジョブを再送信します。これらの
ジョブは送信されないためジョブ履歴には表示されません。 MediaConvert
許可される入力位置を指定するジョブを送信しても、そのジョブが許可されていない別の入力位置にアク
セスする必要がある場合、ジョブは失敗します。例えば、許可されていない HTTP ロケーションにある他
の入力セグメントファイルを参照する許可された Amazon S3 ロケーションで Apple HLS マニフェストを
指定すると、この問題が発生することがあります。ジョブ失敗エラーコードは 3457 となり、メッセージ
は次のようになります。ポリシーで許可されない入力位置を指定しました。許可される入力位置を指定し
て、ジョブを再送信します。

AWS Identity and Access Management の詳細につ
いて説明します。
AWS Elemental の認証とアクセスコントロール MediaConvert (p. 279)は、AWS Elemental Medial に関
連するアイデンティティとアクセス権の管理に関する情報を提供します MediaConvert。これらのトピック
では、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスに関する一般的な詳細情報を提供します。
トピック
• 認証とは (p. 291)
• アクセスコントロールとは (p. 292)
• ポリシーとは (p. 295)

認証とは
認証は、認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。
プリンシパルとして、AWS にリクエストを送信するには、エンティティ (ルートユーザー、IAM ユーザー
または IAM ロール) を使用して認証されている (AWS にサインインしている) 必要があります。IAM ユー
ザーは、ユーザー名とパスワード、アクセスキーのセットなど、長期的な認証情報を持つことができま
す。IAM ロールを引き受けると、一時的なセキュリティ認証情報が付与されます。
ユーザーとして AWS Management Console から認証するには、ユーザー名とパスワードを使用してサイ
ンインする必要があります。AWS CLI または AWS API から認証するには、アクセスキーとシークレット
キーを指定するか、一時的な認証情報を指定する必要があります。AWS は、認証情報を使用してリクエス
トを暗号で署名するための SDK および CLI ツールを提供しています。AWS ツールを使用しない場合は、
リクエストに自分で署名する必要があります。使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提
供を要求される場合もあります。例えば、AWS では多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリ
ティを高めることを推奨しています。
プリンシパルとして、以下のエンティティ (ユーザーまたはロール) を使用して AWS にサインインできま
す。
• AWS アカウント ルートユーザー - AWS アカウント を作成する際は、アカウント内のすべての AWS
のサービス とリソースに対する完全なアクセス権を持つ 1 つのサインイン ID を使用して開始します。
この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレス
とパスワードでサインインすることによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザー
を使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルート
ユーザーのみが実行できるタスクを実行します。root ユーザーとしてサインインする必要があるタスク
の完全なリストについては、AWS Account Managementリファレンスガイドの「root ユーザー認証情報
が必要なタスクを参照してください。
• IAM ユーザー — IAM ユーザーは、AWS特定の権限を持つアカウント内のエンティティです。
MediaConvert は、署名バージョン 4 をサポートしています。これは、インバウンド API リクエストを
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認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、「AWS全般のリファレンス」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。
• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であるという
点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認
証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、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。IAM ロールと一時的な認証情報
は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイ
デンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細につ
いては、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセ
ス許可セット」を参照してください。
• 一時的なユーザーアクセス許可 – ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なるアクセス許可を一
時的にロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス – IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスするこ
とを別のアカウントの信頼済みプリンシパルに許可できます。クロスアカウントアクセスを許可する
主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部のAWSのサービスでは、(ロールをプロキシ
として使用する代わりに) リソースにポリシーを直接アタッチできます。 MediaConvert は、リソー
スベースのポリシーをサポートしません。ロールとリソースベースのポリシーのいずれを使用してク
ロスアカウントアクセスを許可するかの詳細については、「別のアカウント内のプリンシパルに対す
る、アクセスコントロール (p. 294)」を参照してください。
• AWS のサービスアクセス - サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行す
るために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除
できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービス に許可を委任するロールの作
成」を参照してください。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプ
リケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

アクセスコントロールとは
AWS にサインイン (認証) した後では、AWS リソースおよびオペレーションへのアクセスはポリシーを使
用してコントロールされます。アクセスコントロールは承認とも呼ばれます。
承認の際に、AWS はリクエストコンテキストの値を使用して該当するポリシーを確認します。次に、ポリ
シーを使用してリクエストの許可または拒否を決定します。大半のポリシーは、JSON ドキュメントとし
て AWS に保存され、プリンシパルに対して許可または拒否するアクセス許可を指定します。JSON ポリ
シードキュメントの構造と内容の詳細については、「ポリシーとは (p. 295)」を参照してください。
ポリシーにより、管理者は AWS リソースへのアクセスを許可するユーザーと、これらのリソースに対し
てユーザーが実行できるアクションを指定できます。すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)
は、許可のない状態からスタートします。言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、
そのユーザーのアクセスキーを参照することすらできません。何かを実行する許可をユーザーに付与す
るには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。または、必要なアクセス許可がア
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タッチ済みであるグループにユーザーを追加できます。次に、管理者がグループにアクセス許可を付与す
ると、このアクセス許可はグループ内のすべてのユーザーに付与されます。
リクエストを認証できる有効な認証情報がある場合でも、管理者からアクセス許可が付与されない限
り、AWS Elemental MediaConvert リソースを作成したり、これらのリソースにアクセスしたりすること
はできません。例えば、AWS Elemental MediaConvert ジョブを作成するには、明示的なアクセス許可が
必要です。
管理者は、以下へのアクセスをコントロールするポリシーを作成できます。
• AWSfor Principals (p. 293) — リクエストを行うユーザー、アカウント、またはサービス (プリンシパ
ル) に許可される操作を制御します。
• IAM ID (p. 293) – どの IAM ID (グループ、ユーザー、ロール) にどのようにアクセスできるかを制御し
ます。
• IAM ポリシー (p. 293) – だれがカスタマー管理ポリシーを作成、編集、削除でき、だれがすべての管
理ポリシーをアタッチおよびデタッチできるかを制御します。
• AWS リソース (p. 294) – アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを使用
して、リソースにアクセスできるユーザーを制御します。
• AWS アカウント (p. 294) – リクエストを特定のアカウントのメンバーのみに許可するかどうか制御し
ます。

プリンシパルへのアクセスの制御
アクセス許可ポリシーは、プリンシパルに実行することを許可する操作をコントロールします。管理者
は、アクセス許可を付与するアイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) に対して、アイ
デンティティベースのアクセス許可ポリシーをアタッチする必要があります。アクセス許可ポリシーで
は、AWS へのアクセスを許可または拒否します。管理者は、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)
のアクセス許可の境界を設定して、エンティティに付与できるアクセス許可の上限を定義することもで
きます。アクセス許可の境界は IAM のアドバンスド機能です。アクセス許可の境界の詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID のアクセス許可の境界」を参照してください。
プリンシパルの AWS アクセスの制御方法に関する詳細と事例については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Controlling access for principals」(プリンシパルのアクセスコントロール) を参照してください。

アイデンティティへのアクセスコントロール
管理者は、ポリシーを作成して IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) に対する操作
をコントロールできます。このポリシーにより、アイデンティティに対して実行できる操作や、アイデン
ティティにアクセスできるユーザーを制限します。次に、このポリシーを、アクセス許可を付与するアイ
デンティティにアタッチします。
例えば、管理者は、特定の 3 ユーザーのパスワードをリセットすることを許可できます。この場合、管理
者は IAM ユーザーにポリシーをアタッチします。このポリシーにより、ユーザー自身と特定の 3 ユーザー
の ARN を持つユーザーのパスワードに限り、リセットすることを許可します。これにより、チームメン
バーのパスワードはリセットできますが、他の IAM ユーザーのパスワードはリセットできません。
ポリシーを使用したアイデンティティへの AWS アクセスコントロールの詳細と事例については、「IAM
ユーザーガイド」の「Controlling access to identities」(アイデンティティへのアクセスコントロール) を参
照してください。

ポリシーへのアクセスの制御
管理者は、だれがカスタマー管理ポリシーを作成、編集、削除でき、だれがすべての管理ポリシー
をアタッチおよびデタッチできるかをコントロールできます。ポリシーを確認する場合、そのポ
リシー内の各サービスのアクセスレベルの要約を含むポリシー概要を表示できます。AWS は、
各サービスのアクションを、各アクションが実行する内容に基づいて、4 つのアクセスレベル
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(List、Read、Write、Permissions management) のいずれかに分類します。これらのアクセスレ
ベルを使用して、ポリシーに含めるアクションを判断できます。詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Understanding access level summaries within policy summaries」(ポリシー概要内のアクセスレベ
ルの概要について) を参照してください。

Warning
お客様のアカウントでのアクセス許可 管理レベルのアクセス許可を制限する必要があります。制
限しないと、アカウントのメンバーは各自のポリシーを作成するときに必要以上のアクセス許可
を使用できるようになります。または、AWS へのフルアクセスを使用して個別のユーザーを作成
できます。
ポリシーへの AWS アクセスのコントロール方法に関する詳細と事例については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Controlling access to policies」(ポリシーへのアクセスコントロール) を参照してください。

リソースへのアクセスの制御
管理者は、アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを使用してリソースへの
アクセスをコントロールできます。アイデンティティベースのポリシーでは、ポリシーをアイデンティ
ティにアタッチし、そのアイデンティティがアクセスできるリソースを指定します。リソースベースのポ
リシーでは、制御するリソースにポリシーをアタッチします。ポリシーでは、リソースにアクセスできる
プリンシパルを指定します。

Note
AWS Elemental MediaConvert では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Controlling access to resources」(リソースへのアクセスの
コントロール) を参照してください。

リソース作成者であっても、自動的にアクセス権限を有するわけではない
アカウントのすべてのリソースは、その作成者を問わず、アカウントが所有します。AWS アカウント
ルートユーザーはアカウント所有者です。アカウント内のリソースに対してあらゆるアクションを実行す
るアクセス許可を持ちます。

Important
日常的なタスクには、それが管理者タスクであっても、ルートユーザーを使用しないことを強く
お勧めします。代わりに、初期の 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
するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユーザーの認証情報を安全な場所に
保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行します。root
ユーザーとしてサインインする必要があるタスクを表示するには、root AWSユーザーが必要なタ
スクを参照してください。
アカウントのエンティティ (ユーザーまたはロール) には、リソースを作成するためのアクセス権を付与す
る必要があります。ただし、リソースを作成しても、そのリソースへのフルアクセスが自動的に許可され
るわけではありません。アクションごとに明示的にアクセス許可を付与する必要があります。ユーザーと
ロールのアクセス許可を管理する権限を保持する管理者は、アクセス許可をいつでも却下できます。

別のアカウント内のプリンシパルに対する、アクセスコントロー
ル
管理者は、AWS リソースベースのポリシー、 クロスアカウントロール、または AWS Organizations サー
ビスを使用して、自分のアカウント内のリソースにアクセスすることを別のアカウント内のプリンシパル
に許可できます。
一部の AWS サービスでは、リソースに対するクロスアカウントアクセス許可を付与できます。これを行
うには、プロキシとしてロールを使用する代わりに、共有するリソースに直接ポリシーをアタッチしま
す。このポリシータイプをサービスでサポートしている場合、共有するリソースもリソースベースのポリ
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シーをサポートしている必要があります。ユーザーベースのポリシーとは異なり、リソースベースのポリ
シーでは、そのリソースにアクセスできるユーザーを (AWSアカウント ID 番号のリストの形で) 指定しま
す。 MediaConvert は、リソースベースのポリシーをサポートしません。
クロスアカウントアクセスには、ロールを使うよりも、リソースベースのポリシーを使うほうがいくつか
の点で有利です。リソースベースのポリシーによってリソースにアクセスする場合、プリンシパル (人ま
たはアプリケーション) は依然として信頼されたアカウントで作業を行います。ロールのアクセス許可を
取得する代わりに自身のアクセス許可が無効になることはありません。つまり、プリンシパルは、信頼さ
れる側のアカウントおよび信頼する側のアカウントの両方で、同時にリソースへのアクセス権を保持しま
す。これは、2 つのアカウント間で情報をコピーする場合などに便利です。クロスアカウントロールの使
用の詳細については、「IAM User Guide」(IAMユーザーガイド) の「所有している別のAWSアカウントへ
のアクセス権を IAM ユーザーに提供を参照してください。
AWS Organizations は、ユーザーが所有している複数の AWS アカウントに対してポリシーベースの管
理を提供します。Organizations では、アカウントのグループを作成して、アカウントの作成を自動化し
て、これらのグループにポリシーを適用して管理することができます。Organizations は、カスタムスク
リプトや手動プロセスを必要とすることなく、複数のアカウントのポリシーを一元管理できます。AWS
Organizations では、複数の AWS アカウントをまたいで AWS のサービスの使用を一元管理するサービス
コントロールポリシー (SCP) を作成できます。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの
「AWS Organizations とは何か」を参照してください。

ポリシーとは
AWS でのアクセスは、ポリシーを作成し、それらを IAM アイデンティティまたは AWS リソースに添付
することで制御できます。
ポリシー は AWS のオブジェクトであり、エンティティやリソースに関連付けて、これらのアクセス許可
を定義します。AWS は、ユーザーなどのプリンシパルがリクエストを行ったときに、それらのポリシーを
評価します。ポリシーでの許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポ
リシーは JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。たとえ
ば、GetUserポリシーでアクションが許可されている場合、そのポリシーを持つユーザーは、AWS
Management Console、AWS CLI、またはAWS API からユーザー情報を取得できます。IAM ユーザーを作
成したら、コンソールまたはプログラムによるアクセスを許可するようにユーザーを設定できます。IAM
は、ユーザー名とパスワードを使用してコンソールにサインインできます。または、アクセスキーを使用
して CLI または API を操作できます。
以下のポリシータイプ (頻度順) は、リクエストが承認されるかどうかに影響する場合があります。詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「Policy types」(ポリシータイプ) を参照してください。
• アイデンティティベースのポリシー – 管理ポリシーとインラインポリシーを IAM アイデンティティ
(ユーザー、ユーザーの所属グループ、およびロール) にアタッチできます。
• リソースベースのポリシー – AWS の一部のサービスのリソースにインラインポリシーをアタッチできま
す。リソースベースのポリシーとして最も一般的な例は、Amazon S3 バケットポリシーと IAM ロール
の信頼ポリシーです。 MediaConvert は、リソースベースのポリシーをサポートしません。
• Organizations SCP – AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、アクセス
許可の境界を AWS Organizations 組織または組織単位 (OU) に適用できます。これらのアクセス許可
は、メンバーアカウント内のすべてのエンティティに適用されます。
• アクセスコントロールリスト (ACL) – ACL を使用して、どのプリンシパルがリソースにアクセスできる
かをコントロールできます。ACL は、リソースベースのポリシーと似ていますが、JSON ポリシード
キュメント構造を使用しない唯一のポリシータイプです。 MediaConvert は ACL をサポートしません。
これらのポリシータイプは、アクセス許可ポリシーまたはアクセス許可の境界として分類できます。
• アクセス許可ポリシー – AWS 内のリソースにアクセス許可ポリシーをアタッチし、そのリソースのアク
セス許可を定義できます。AWS では、1 つのアカウント内のすべてのアクセス許可ポリシーがまとめて
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評価されます。アクセス許可ポリシーは、最も一般的なポリシーです。アクセス許可ポリシーとして、
以下のポリシータイプを使用できます。
• アイデンティティベースのポリシー – 管理ポリシーまたはインラインポリシーを IAM ユーザー、グ
ループ、またはロールにアタッチすると、そのエンティティに対するアクセス許可がポリシーで定義
されます。
• リソースベースのポリシー – JSON ポリシードキュメントをリソースにアタッチするときに、そのリ
ソースに対するアクセス許可を定義します。サービスでリソースベースのポリシーをサポートしてい
る必要があります。
• アクセスコントロールリスト (ACL) – ACL をリソースにアタッチするときに、そのリソースに対する
アクセス許可を持つプリンシパルのリストを定義します。リソースで ACL をサポートしている必要が
あります。
• アクセス許可の境界 – ポリシーを使用してエンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可の境
界を定義できます。アクセス許可の境界では、エンティティに付与できるアクセス許可の上限をコント
ロールします。アクセス許可の境界は AWS のアドバンスド機能です。複数のアクセス許可の境界がリ
クエストに適用される場合、AWS は各アクセス許可の境界を個別に評価します。アクセス許可の境界は
以下の状況で適用できます。
• Organizations – AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、アクセス許可
の境界を AWS Organizations 組織または組織単位 (OU) に適用できます。
• IAM ユーザーまたはロール – ユーザーまたはロールのアクセス許可の境界として管理ポリシーを
使用できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」 の「Permissions boundaries for IAM
entities」(IAMエンティティの Permissions Boundaries) を参照してください。
トピック
• アイデンティティベースのポリシー (p. 296)
• リソースベースのポリシー (p. 297)
• ポリシーのアクセスレベルの分類 (p. 297)

アイデンティティベースのポリシー
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチする — ジョブなどの AWS
Elemental MediaConvert リソースを作成するアクセス許可を付与するために、ユーザーまたはユーザー
が所属するグループにアクセス許可のポリシーをアタッチできます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) - ID ベースのアクセス許可ポリ
シーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例えば、アカ
ウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS サービス
にクロスアカウントアクセス許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける権限を委任できるように
なります。これにより、アカウント B のユーザーはアカウント A のリソースの作成とアクセスがで
きます。ロールを引き受ける権限を AWS のサービスに付与すると、信頼ポリシー内のプリンシパル
も AWS のサービスのプリンシパルとなることができます。
IAM を使用したアクセス許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を
参照してください。
ユーザー、グループ、ロール、アクセス許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ID (ユー
ザー、グループ、ロール)」を参照してください。
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リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。これらのポリシー
では、指定されたプリンシパルがリソースに対して実行できるアクションと実行条件を指定できます。リ
ソースベースのポリシーとして最も広く知られているのは Amazon S3 バケットです。リソースベースの
ポリシーは、リソース固有のインラインポリシーです。マネージド型のリソースベースのポリシーはあり
ません。
リソースベースのポリシーを使用して他の AWS アカウントのメンバーにアクセス許可を付与すること
は、IAM ロールと比べて、いくつかの利点があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM
ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
MediaConvert は、リソースベースのポリシーをサポートしません。

ポリシーのアクセスレベルの分類
IAM コンソールでは、アクションが以下のアクセスレベルの分類に従ってグループ分けされます。
• リスト – サービス内のリソースを一覧表示し、オブジェクトの存否を判断するアクセス許可を提供し
ます。このレベルのアクセス権を持つアクションはオブジェクトをリストできますが、リソースのコ
ンテンツは表示されません。[リスト] アクセスレベルのほとんどのアクションは、特定のリソースに対
して実行できません。これらのアクションを使用してポリシーステートメントを作成する場合は、[All
resources] (すべてのリソース) ("*") を指定する必要があります。
• 読み取り– サービス内のリソースの内容と属性を読み取るアクセス許可を提供します。ただし、編集す
ることはできません。例えば、Amazon S3 アクション GetObject および GetBucketLocation に
は、読み取りアクセスレベルがあります。
• 書き込み – サービス内のリソースを作成、削除、または変更するアクセス許可を提供します。例え
ば、Amazon S3 アクション CreateBucket、DeleteBucket および PutObject には、書き込みアク
セスレベルがあります。
• アクセス許可管理 – サービス内のリソースに対するアクセス許可を付与または変更するアクセス許可を
提供します。例えば、大半の IAM と AWS Organizations のポリシーアクションには、アクセス許可管
理アクセスレベルがあります。

Tip
AWS アカウントのセキュリティを強化するには、Permissions management アクセスレベル分
類を含むポリシーを制限したり定期的にモニタリングしたりします。
• タグ付け – サービス内のリソースにアタッチされているタグを作成、削除、または変更するアクセス許
可を提供します。例えば、 Amazon EC2 の CreateTags アクションおよび DeleteTags アクションに
は、タグ付けアクセスレベルがあります。

AWS Elemental のコンプライアンス検証
MediaConvert
第三者監査人は、複数の MediaConvert コンプライアンスプログラムの一部として AWS
Elemental MedialAWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「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。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 を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。
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AWS Elemental MediaConvert 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
ライアンス目標、および適用される法律および規制によって決定されます。 AWSでは、コンプライアンス
に役立つ、次のリソースを提供しています。
• 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、セキュリティ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手順を示します。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスのためのアーキテクチャ設計ホワイトペーパー - 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を説明しま
す。
• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や場所
に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Elemental のレジリエンス MediaConvert
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。

AWS Elemental のインフラストラクチャセキュリ
ティ MediaConvert
マネージドサービスである AWS Elemental MediaConvert は、ホワイトペーパーAmazon Web Services:
セキュリティプロセスの概要に記載されているAWSのグローバルネットワーク上のセキュリティ手順で保
護されています。
AWSが公開した API コールを使用して、 MediaConvert ネットワーク経由で AWS Elemental にアクセ
スします。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要がありま
す。TLS 1.2 以降が推奨されています。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。
これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができます。AWS Elemental
Medial MediaConvert はリソースベースのアクセスポリシーをサポートしており、それらのポリシーに
は、ソース IP アドレスに基づく制限を含めることができます。
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AWS Elemental の例
MediaConvertJSON のジョブ設定
これらの例のジョブ設定は、実行できる最も単純な有効なジョブを表しています。彼らはサービスを試す
のにうまくいきます。より複雑なトランスコードを実行する場合や、異なる出力を作成する場合は、コン
ソールを使用してジョブを設定し、JSON ジョブ仕様を生成します。これを行うために、ジョブ左側のペ
インで、Job 設定で、ジョブ JSON を表示する。
プログラムでジョブを送信する方法の詳細については、「」の入門トピックの 1 つを参照してくださ
い。AWS ElementalMediaConvertAPI リファレンス:
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertを使用するAWSSDKAWS CLI
• AWS Elemental の開始方法MediaConvertAPI の使用

Important
を使用することをお勧めします。MediaConvert本番 JSON ジョブ仕様を生成するためのコンソー
ル。
ジョブの仕様は、トランスコーディングエンジンによる検証に準拠している必要があります。ト
ランスコーディングエンジンの検証は、設定のグループ間の複雑な依存関係と、トランスコー
ディング設定と入力ファイルのプロパティ間の依存関係を表します。-MediaConvertコンソール
は対話型ジョブビルダーとして機能し、有効なジョブ JSON 仕様を簡単に作成できます。次を使
用できます。ジョブテンプレート (p. 59)そして出力プリセット (p. 53)ですぐに使用を開始できま
す。
これらの例を使用するには、以下のプレースホルダ値を実際の値に置き換えます。
• ROLE HERE
• s3://INPUT HERE
• s3://OUTPUT HERE
例
• 例：MP4 出力 (p. 299)
• 例：ABR 出力 (p. 301)
• 例：自動 ABR (p. 307)

例：MP4 出力
{

"UserMetadata": {},
"Role": "ROLE ARN",
"Settings": {
"OutputGroups": [
{
"Name": "File Group",
"OutputGroupSettings": {
"Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
"FileGroupSettings": {
"Destination": "s3://bucket/out"
}
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},
"Outputs": [
{
"VideoDescription": {
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
"Codec": "H_264",
"H264Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"NumberReferenceFrames": 3,
"Syntax": "DEFAULT",
"Softness": 0,
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 48,
"Slices": 1,
"GopBReference": "DISABLED",
"SlowPal": "DISABLED",
"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"EntropyEncoding": "CABAC",
"Bitrate": 4500000,
"FramerateControl": "SPECIFIED",
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "HIGH",
"Telecine": "NONE",
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "HIGH",
"CodecLevel": "LEVEL_4_1",
"FieldEncoding": "PAFF",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
"RepeatPps": "DISABLED",
"HrdBufferSize": 9000000,
"HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
"FramerateNumerator": 24000,
"FramerateDenominator": 1001
}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 1920,
"Height": 1080
},
"AudioDescriptions": [
{
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"CodecSettings": {
"Codec": "AAC",
"AacSettings": {
"AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
"Bitrate": 96000,
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"RawFormat": "NONE",
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"SampleRate": 48000,
"Specification": "MPEG4"

}
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"

]

}

}

}

}
],
"ContainerSettings": {
"Container": "MP4",
"Mp4Settings": {
"CslgAtom": "INCLUDE",
"FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
"MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
}
}

}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
"AudioSelectors": {
"Audio Selector 1": {
"Tracks": [
1
],
"Offset": 0,
"DefaultSelection": "DEFAULT",
"SelectorType": "TRACK",
"ProgramSelection": 1
},
"Audio Selector 2": {
"Tracks": [
2
],
"Offset": 0,
"DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
"SelectorType": "TRACK",
"ProgramSelection": 1
}
},
"VideoSelector": {
"ColorSpace": "FOLLOW"
},
"FilterEnable": "AUTO",
"PsiControl": "USE_PSI",
"FilterStrength": 0,
"DeblockFilter": "DISABLED",
"DenoiseFilter": "DISABLED",
"TimecodeSource": "EMBEDDED",
"FileInput": "s3://input"
}
]

例：ABR 出力
{

"UserMetadata": {},
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"Role": "ROLE ARN",
"Settings": {
"OutputGroups": [
{
"Name": "Apple HLS",
"Outputs": [
{
"ContainerSettings": {
"Container": "M3U8",
"M3u8Settings": {
"AudioFramesPerPes": 2,
"PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
"PmtPid": 480,
"PrivateMetadataPid": 503,
"ProgramNumber": 1,
"PatInterval": 100,
"PmtInterval": 100,
"VideoPid": 481,
"AudioPids": [
482,
483,
484,
485,
486,
487,
488,
489,
490,
491,
492
]
}
},
"VideoDescription": {
"Width": 1920,
"Height": 1080,
"VideoPreprocessors": {
"Deinterlacer": {
"Algorithm": "INTERPOLATE",
"Mode": "DEINTERLACE"
}
},
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 100,
"CodecSettings": {
"Codec": "H_264",
"H264Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"ParNumerator": 1,
"NumberReferenceFrames": 3,
"Softness": 0,
"FramerateDenominator": 1001,
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 90,
"Slices": 1,
"HrdBufferSize": 12500000,
"ParDenominator": 1,
"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"EntropyEncoding": "CABAC",
"Bitrate": 8500000,
"FramerateControl": "SPECIFIED",
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "HIGH",
"Telecine": "NONE",
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"FramerateNumerator": 30000,
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "MEDIUM",
"CodecLevel": "LEVEL_4",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "SPECIFIED",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
"HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
"Syntax": "DEFAULT"

}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
{
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"AudioSourceName": "Audio Selector 1",
"CodecSettings": {
"Codec": "AAC",
"AacSettings": {
"Bitrate": 128000,
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"SampleRate": 48000
}
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"NameModifier": "_high"

},
{

"VideoDescription": {
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
"Codec": "H_264",
"H264Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"NumberReferenceFrames": 3,
"Syntax": "DEFAULT",
"Softness": 0,
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 90,
"Slices": 1,
"GopBReference": "DISABLED",
"SlowPal": "DISABLED",
"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"EntropyEncoding": "CABAC",
"Bitrate": 7500000,
"FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "MAIN",
"Telecine": "NONE",
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "HIGH",
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"CodecLevel": "AUTO",
"FieldEncoding": "PAFF",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
"RepeatPps": "DISABLED"

}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 1280,
"Height": 720
},
"AudioDescriptions": [
{
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"CodecSettings": {
"Codec": "AAC",
"AacSettings": {
"AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
"Bitrate": 96000,
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"RawFormat": "NONE",
"SampleRate": 48000,
"Specification": "MPEG4"
}
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"OutputSettings": {
"HlsSettings": {
"AudioGroupId": "program_audio",
"AudioRenditionSets": "program_audio",
"IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
}
},
"ContainerSettings": {
"Container": "M3U8",
"M3u8Settings": {
"AudioFramesPerPes": 4,
"PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
"PmtPid": 480,
"PrivateMetadataPid": 503,
"ProgramNumber": 1,
"PatInterval": 0,
"PmtInterval": 0,
"Scte35Source": "NONE",
"Scte35Pid": 500,
"TimedMetadata": "NONE",
"TimedMetadataPid": 502,
"VideoPid": 481,
"AudioPids": [
482,
483,
484,
485,
486,
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487,
488,
489,
490,
491,
492

]
}
},
"NameModifier": "_med"

},
{

"VideoDescription": {
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 100,
"CodecSettings": {
"Codec": "H_264",
"H264Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"NumberReferenceFrames": 3,
"Syntax": "DEFAULT",
"Softness": 0,
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 90,
"Slices": 1,
"GopBReference": "DISABLED",
"SlowPal": "DISABLED",
"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"EntropyEncoding": "CABAC",
"Bitrate": 3500000,
"FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "MAIN",
"Telecine": "NONE",
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "HIGH",
"CodecLevel": "LEVEL_3_1",
"FieldEncoding": "PAFF",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
"RepeatPps": "DISABLED"
}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 960,
"Height": 540
},
"AudioDescriptions": [
{
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"CodecSettings": {
"Codec": "AAC",
"AacSettings": {
"AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
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"Bitrate": 96000,
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"RawFormat": "NONE",
"SampleRate": 48000,
"Specification": "MPEG4"

}
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"

}
],
"OutputSettings": {
"HlsSettings": {
"AudioGroupId": "program_audio",
"AudioRenditionSets": "program_audio",
"IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
}
},
"ContainerSettings": {
"Container": "M3U8",
"M3u8Settings": {
"AudioFramesPerPes": 4,
"PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
"PmtPid": 480,
"PrivateMetadataPid": 503,
"ProgramNumber": 1,
"PatInterval": 0,
"PmtInterval": 0,
"Scte35Source": "NONE",
"Scte35Pid": 500,
"TimedMetadata": "NONE",
"TimedMetadataPid": 502,
"VideoPid": 481,
"AudioPids": [
482,
483,
484,
485,
486,
487,
488,
489,
490,
491,
492
]
}
},
"NameModifier": "_low"

}
],
"OutputGroupSettings": {
"Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
"HlsGroupSettings": {
"ManifestDurationFormat": "INTEGER",
"SegmentLength": 10,
"TimedMetadataId3Period": 10,
"CaptionLanguageSetting": "OMIT",
"Destination": "s3://bucket/hls1/master",
"TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
"CodecSpecification": "RFC_4281",
"OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
"ProgramDateTimePeriod": 600,
"MinSegmentLength": 0,
"DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
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}

}

}

}

"ProgramDateTime": "EXCLUDE",
"SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
"ManifestCompression": "NONE",
"ClientCache": "ENABLED",
"StreamInfResolution": "INCLUDE"

}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
"AudioSelectors": {
"Audio Selector 1": {
"Tracks": [
1
],
"Offset": 0,
"DefaultSelection": "DEFAULT",
"SelectorType": "TRACK",
"ProgramSelection": 1
},
"Audio Selector 2": {
"Tracks": [
2
],
"Offset": 0,
"DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
"SelectorType": "TRACK",
"ProgramSelection": 1
}
},
"VideoSelector": {
"ColorSpace": "FOLLOW"
},
"FilterEnable": "AUTO",
"PsiControl": "USE_PSI",
"FilterStrength": 0,
"DeblockFilter": "DISABLED",
"DenoiseFilter": "DISABLED",
"TimecodeSource": "EMBEDDED",
"FileInput": "s3://INPUT"
}
]

例：自動 ABR
この JSON ジョブ仕様の例では、Apple HLS で自動 ABR スタックを指定します。自動 ABR 設定を指定す
るだけでなく、次の値を明示的に設定します。
• 高速トランスコードModeにPREFERRED
• rateControlMode ～QVBR
• qualityTuningLevel ～MULTI_PASS_HQ
自動 ABR 設定については、「」を参照してください。自動化 ABR の使用 (p. 83)。
{
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"UserMetadata": {},
"Role": "ROLE ARN",
"Settings": {
"TimecodeConfig": {
"Source": "ZEROBASED"
},
"OutputGroups": [
{
"Name": "Apple HLS",
"Outputs": [
{
"ContainerSettings": {
"Container": "M3U8",
"M3u8Settings": {
"AudioFramesPerPes": 4,
"PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
"PmtPid": 480,
"PrivateMetadataPid": 503,
"ProgramNumber": 1,
"PatInterval": 0,
"PmtInterval": 0,
"Scte35Source": "NONE",
"NielsenId3": "NONE",
"TimedMetadata": "NONE",
"VideoPid": 481,
"AudioPids": [
482,
483,
484,
485,
486,
487,
488,
489,
490,
491,
492
]
}
},
"VideoDescription": {
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
"Codec": "H_264",
"H264Settings": {
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"NumberReferenceFrames": 3,
"Syntax": "DEFAULT",
"Softness": 0,
"FramerateDenominator": 1,
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 60,
"Slices": 2,
"GopBReference": "DISABLED",
"EntropyEncoding": "CABAC",
"FramerateControl": "SPECIFIED",
"RateControlMode": "QVBR",
"CodecProfile": "MAIN",
"Telecine": "NONE",
"FramerateNumerator": 30,
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "AUTO",
"CodecLevel": "AUTO",
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"FieldEncoding": "PAFF",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "MULTI_PASS_HQ",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
"RepeatPps": "DISABLED",
"DynamicSubGop": "STATIC"

}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"OutputSettings": {
"HlsSettings": {
"AudioGroupId": "program_audio",
"AudioRenditionSets": "program_audio",
"AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
"IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
}
},
"NameModifier": "video"

},
{

"ContainerSettings": {
"Container": "M3U8",
"M3u8Settings": {
"AudioFramesPerPes": 4,
"PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
"PmtPid": 480,
"PrivateMetadataPid": 503,
"ProgramNumber": 1,
"PatInterval": 0,
"PmtInterval": 0,
"Scte35Source": "NONE",
"NielsenId3": "NONE",
"TimedMetadata": "NONE",
"TimedMetadataPid": 502,
"VideoPid": 481,
"AudioPids": [
482,
483,
484,
485,
486,
487,
488,
489,
490,
491,
492
]
}
},
"AudioDescriptions": [
{
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"AudioSourceName": "Audio Selector 1",
"CodecSettings": {
"Codec": "AAC",
"AacSettings": {
"AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
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"Bitrate": 96000,
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"RawFormat": "NONE",
"SampleRate": 48000,
"Specification": "MPEG4"

}
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"

}
],
"OutputSettings": {
"HlsSettings": {
"AudioGroupId": "program_audio",
"AudioTrackType": "ALTERNATE_AUDIO_AUTO_SELECT_DEFAULT",
"AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
"IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
}
},
"NameModifier": "audio"

}
],
"OutputGroupSettings": {
"Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
"HlsGroupSettings": {
"ManifestDurationFormat": "FLOATING_POINT",
"SegmentLength": 10,
"TimedMetadataId3Period": 10,
"CaptionLanguageSetting": "OMIT",
"Destination": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/main",
"TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
"CodecSpecification": "RFC_4281",
"OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
"ProgramDateTimePeriod": 600,
"MinSegmentLength": 0,
"MinFinalSegmentLength": 0,
"DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
"ProgramDateTime": "EXCLUDE",
"SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
"ManifestCompression": "NONE",
"ClientCache": "ENABLED",
"AudioOnlyHeader": "INCLUDE",
"StreamInfResolution": "INCLUDE"
}
},
"AutomatedEncodingSettings": {
"AbrSettings": {
"MaxRenditions": 6,
"MaxAbrBitrate": 5000000,
"MinAbrBitrate": 300000
}
}

}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
"AudioSelectors": {
"Audio Selector 1": {
"Offset": 0,
"DefaultSelection": "DEFAULT",
"ProgramSelection": 1
}
},
"VideoSelector": {
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]

}

}

"ColorSpace": "FOLLOW",
"Rotate": "DEGREE_0",
"AlphaBehavior": "DISCARD"
},
"FilterEnable": "AUTO",
"PsiControl": "USE_PSI",
"FilterStrength": 0,
"DeblockFilter": "DISABLED",
"DenoiseFilter": "DISABLED",
"InputScanType": "AUTO",
"TimecodeSource": "ZEROBASED",
"FileInput": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/test.mov"

},
"AccelerationSettings": {
"Mode": "PREFERRED"
},
"StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
"Priority": 0
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AWS ElementalMediaConvertPOST
MAN コレクションファイル
これらのコレクションを Postman で使用すると、REST API を介して MediaConvert に簡単にアクセス
できます。コレクションをコピーして JSON ファイルとして保存し、それを Postman にインポートしま
す。
トピックス
• MediaConvertリソースコレクションの一覧表示 (p. 312)
• MediaConvertリソースコレクションを作成する (p. 316)
• MediaConvertリソースへのタグコレクション (p. 324)

MediaConvertリソースコレクションの一覧表示
{

"id": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"name": "AWS Elemental MediaConvert GET Request",
"description": "AWS Elemental MediaConvert GET Request",
"order": [
"bc671df5-4a85-54b6-f137-19cb70516fd2",
"85318a0b-c490-3718-62eb-2a737de83af0",
"1fd40def-ca4b-1842-c99a-778f62269010",
"8c5ee49e-3eb0-5b9f-ae03-f6ce59763c93",
"abedbb9c-4b97-6596-ae4c-dc1ff83f1e59",
"0348eabe-0893-696e-718d-e819e699b34c"
],
"folders": [],
"folders_order": [],
"timestamp": 0,
"owner": "2332976",
"public": false,
"requests": [
{
"id": "0348eabe-0893-696e-718d-e819e699b34c",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
presets/<name-of-preset>",
"folder": null,
"queryParams": [],
"preRequestScript": null,
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "GET",
"data": null,
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"dataMode": "params",
"tests": null,
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530559387196,
"name": "List of Job Presets",
"description": "",
"collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"responses": []
},
{
"id": "1fd40def-ca4b-1842-c99a-778f62269010",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
queues",
"folder": null,
"queryParams": [],
"preRequestScript": null,
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "GET",
"data": null,
"dataMode": "params",
"tests": null,
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530558971036,
"name": "List All Queues",
"description": "",
"collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"responses": []
},
{
"id": "85318a0b-c490-3718-62eb-2a737de83af0",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
queues/<QUEUE-NAME-HERE>",
"folder": null,
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"queryParams": [],
"preRequestScript": null,
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "GET",
"data": null,
"dataMode": "params",
"tests": null,
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530558975692,
"name": "Specific Queue Details",
"description": "",
"collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"responses": []
},
{
"id": "8c5ee49e-3eb0-5b9f-ae03-f6ce59763c93",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates/<job-template-name>",
"folder": null,
"queryParams": [],
"preRequestScript": null,
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "GET",
"data": null,
"dataMode": "params",
"tests": null,
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530559427717,
"name": "Specific Job Template",
"description": "",
"collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"responses": []
},
{
"id": "abedbb9c-4b97-6596-ae4c-dc1ff83f1e59",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
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"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates",
"queryParams": [],
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"preRequestScript": null,
"method": "GET",
"collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"data": null,
"dataMode": "params",
"name": "List of Job Templates",
"description": "",
"descriptionFormat": "html",
"time": 1530559135843,
"version": 2,
"responses": [],
"tests": null,
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
}
},
{
"id": "bc671df5-4a85-54b6-f137-19cb70516fd2",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/jobs/
<job-id>",
"folder": null,
"queryParams": [],
"preRequestScript": null,
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "GET",
"data": null,
"dataMode": "params",
"tests": null,
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530558979699,
"name": "Specific Job ID",
"description": "",
"collectionId": "87fac2df-dd0f-b54a-b1f9-5b138cb4147f",
"responses": []
}
]
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}

MediaConvertリソースコレクションを作成する
{

"id": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285",
"name": "AWS Elemental MediaConvert POST Request",
"description": "",
"order": [
"18510e9e-cc88-8c19-5b28-64606a24bb03",
"b4a440ea-e235-fefa-636f-d0f5da8143f5",
"dbad1515-df7d-fbc7-84ad-bd97688ee0dd",
"37896178-5574-1b03-858f-8c3dd362c231",
"3a124a9e-e437-2a47-b8e1-eb51e121311c"
],
"folders": [],
"folders_order": [],
"timestamp": 0,
"owner": "2332976",
"public": false,
"requests": [
{
"id": "18510e9e-cc88-8c19-5b28-64606a24bb03",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobs",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
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"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530561471298,
"name": "Submit MP4 Job (No Preset)",
"description": "",
"collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n \"userMetadata\": {},\r\n \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n
\"settings\": {\r\n
\"outputGroups\": [\r\n
{\r\n
\"name\": \"File Group
\",\r\n
\"outputs\": [\r\n
{\r\n
\"containerSettings\": {\r\n
\"container\": \"MP4\",\r\n
\"mp4Settings\": {\r\n
\"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n
\"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n
\"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"videoDescription\": {\r\n
\"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\r\n
\"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\r\n
\"antiAlias\": \"ENABLED
\",\r\n
\"sharpness\": 50,\r\n
\"codecSettings\": {\r\n
\"codec\": \"H_264\",\r\n
\"h264Settings\": {\r\n
\"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\r\n
\"numberReferenceFrames\": 1,\r
\n
\"syntax\": \"DEFAULT\",\r\n
\"softness\": 0,\r\n
\"gopClosedCadence\": 1,\r\n
\"gopSize\": 90,\r\n
\"slices\": 1,\r\n
\"gopBReference\": \"DISABLED\",\r\n
\"slowPal\": \"DISABLED\",\r\n
\"spatialAdaptiveQuantization
\": \"ENABLED\",\r\n
\"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",
\r\n
\"flickerAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\r\n
\"entropyEncoding\": \"CABAC\",\r\n
\"bitrate\": 5000000,\r\n
\"framerateControl\": \"INITIALIZE_FROM_SOURCE\",\r\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",\r\n
\"codecProfile\": \"MAIN\",\r\n
\"telecine\": \"NONE\",\r\n
\"minIInterval\": 0,\r\n
\"adaptiveQuantization\": \"MEDIUM\",\r\n
\"codecLevel\": \"AUTO\",
\r\n
\"fieldEncoding\": \"PAFF\",\r\n
\"sceneChangeDetect
\": \"ENABLED\",\r\n
\"qualityTuningLevel\": \"SINGLE_PASS\",\r\n
\"framerateConversionAlgorithm\": \"DUPLICATE_DROP\",\r\n
\"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\r\n
\"gopSizeUnits\":
\"FRAMES\",\r\n
\"parControl\": \"INITIALIZE_FROM_SOURCE\",\r\n
\"numberBFramesBetweenReferenceFrames\": 2,\r\n
\"repeatPps
\": \"DISABLED\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"afdSignaling
\": \"NONE\",\r\n
\"dropFrameTimecode\": \"ENABLED\",\r\n
\"respondToAfd\": \"NONE\",\r\n
\"colorMetadata\": \"INSERT\"\r\n
},\r\n
\"audioDescriptions\": [\r\n
{\r\n
\"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\r\n
\"codecSettings\": {\r\n
\"codec\": \"AAC\",\r\n
\"aacSettings\": {\r\n
\"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\r\n
\"bitrate
\": 96000,\r\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",\r\n
\"codecProfile\": \"LC\",\r\n
\"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\r\n
\"rawFormat\": \"NONE\",\r\n
\"sampleRate\": 48000,
\r\n
\"specification\": \"MPEG4\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"languageCodeControl\": \"FOLLOW_INPUT\"\r\n
}\r
\n
]\r\n
}\r\n
],\r\n
\"outputGroupSettings\": {\r\n
\"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\r\n
\"fileGroupSettings\": {\r\n
\"destination\": \"s3://test/test\"\r\n
}\r\n
}\r\n
}\r\n
],
\r\n
\"adAvailOffset\": 0,\r\n
\"inputs\": [\r\n
{\r\n
\"audioSelectors
\": {\r\n
\"Audio Selector 1\": {\r\n
\"offset\": 0,\r\n
\"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n
\"programSelection\": 1\r\n
}\r
\n
},\r\n
\"videoSelector\": {\r\n
\"colorSpace\": \"FOLLOW\"\r\n
},\r\n
\"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n
\"psiControl\": \"USE_PSI\",
\r\n
\"filterStrength\": 0,\r\n
\"deblockFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r\n
\"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n
}\r\n
]\r\n }\r\n}"
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},
{
"id": "37896178-5574-1b03-858f-8c3dd362c231",
"headers": "Content-Type: application/json\nHost: <custom-accountid>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com\nContent-Length: 5274\nX-Amz-Date: 20180702T200725Z
\nAuthorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AccessKey/20180702/supported-region/
mediaconvert/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=345d7d88d77bb9b227f6044a64b1c9cc76f0556f0365256cb2931acfabcd413b\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
},
{
"key": "Host",
"value": "<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com",
"description": "",
"enabled": true
},
{
"key": "Content-Length",
"value": "5274",
"description": "",
"enabled": true
},
{
"key": "X-Amz-Date",
"value": "20180702T200725Z",
"description": "",
"enabled": true
},
{
"key": "Authorization",
"value": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AccessKey/20180702/supported-region/
mediaconvert/aws4_request, SignedHeaders=content-length;content-type;host;x-amz-date,
Signature=345d7d88d77bb9b227f6044a64b1c9cc76f0556f0365256cb2931acfabcd413b",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
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],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530563456504,
"name": "Create Job Template",
"description": "",
"collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285",
"responses": [],
"rawModeData": "{\n\t\"name\": \"Job Template Test\",\n\t\"description\": \"Job Template
Test\",\n\t\"settings\":{\n
\"outputGroups\": [\n
{\n
\"name\":
\"File Group\",\n
\"outputs\": [\n
{\n
\"containerSettings\": {\n
\"container\": \"MP4\",\n
\"mp4Settings\": {\n
\"cslgAtom\": \"INCLUDE\",
\n
\"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\n
\"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\n
}\n
},\n
\"videoDescription\": {\n
\"width
\": 640,\n
\"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\n
\"height\": 480,\n
\"videoPreprocessors\": {\n
\"deinterlacer\": {\n
\"algorithm\":
\"INTERPOLATE\",\n
\"mode\": \"DEINTERLACE\",\n
\"control\": \"NORMAL\"\n
}\n
},\n
\"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\n
\"antiAlias\": \"ENABLED\",\n
\"sharpness\":
50,\n
\"codecSettings\": {\n
\"codec\":
\"H_264\",\n
\"h264Settings\": {\n
\"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\n
\"parNumerator\":
1,\n
\"numberReferenceFrames\": 3,\n
\"syntax\": \"DEFAULT\",\n
\"softness\": 0,\n
\"framerateDenominator\": 1001,\n
\"gopClosedCadence\": 1,\n
\"hrdBufferInitialFillPercentage
\": 90,\n
\"gopSize\": 2,\n
\"slices\": 1,\n
\"gopBReference\": \"ENABLED\",\n
\"hrdBufferSize\": 3000000,\n
\"slowPal\": \"DISABLED\",\n
\"parDenominator\": 1,\n
\"spatialAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n
\"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n
\"flickerAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n
\"entropyEncoding\": \"CABAC\",\n
\"bitrate\":
1500000,\n
\"framerateControl\": \"SPECIFIED\",\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",\n
\"codecProfile\": \"MAIN\",\n
\"telecine\": \"NONE\",\n
\"framerateNumerator\": 24000,\n
\"minIInterval\": 0,\n
\"adaptiveQuantization\": \"HIGH\",
\n
\"codecLevel\": \"LEVEL_3\",\n
\"fieldEncoding\": \"PAFF\",\n
\"sceneChangeDetect\":
\"ENABLED\",\n
\"qualityTuningLevel\": \"MULTI_PASS_HQ\",\n
\"framerateConversionAlgorithm\": \"DUPLICATE_DROP\",\n
\"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\n
\"gopSizeUnits\": \"SECONDS\",\n
\"parControl
\": \"SPECIFIED\",\n
\"numberBFramesBetweenReferenceFrames
\": 3,\n
\"repeatPps\": \"DISABLED\"\n
}\n
},\n
\"afdSignaling\": \"NONE
\",\n
\"dropFrameTimecode\": \"ENABLED\",\n
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\"respondToAfd\": \"NONE\",\n
\"colorMetadata\": \"INSERT
},\n
\"audioDescriptions\": [\n
{\n
\"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\n
\"audioSourceName\": \"Audio Selector 1\",\n
\"codecSettings\": {\n
\"codec\": \"AAC\",\n
\"aacSettings\": {\n
\"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\n
\"bitrate\": 160000,\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",
\n
\"codecProfile\": \"LC\",\n
\"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\n
\"rawFormat\": \"NONE\",\n
\"sampleRate\": 48000,\n
\"specification\": \"MPEG4\"\n
}\n
},\n
\"languageCodeControl
\": \"FOLLOW_INPUT\",\n
\"audioType\": 0\n
}\n
],\n
\"nameModifier\": \"_settings
\"\n
},\n
{\n
\"preset\": \"SystemGeneric_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_50Hz_6Mbps\",\n
\"nameModifier
\": \"_preset\"\n
}\n
],\n
\"outputGroupSettings\":
{\n
\"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\n
\"fileGroupSettings
\": {}\n
}\n
}\n
],\n
\"adAvailOffset\": 0\n\t}\n}\t"
},
{
"id": "3a124a9e-e437-2a47-b8e1-eb51e121311c",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
presets",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
\"\n
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"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530562249778,
"name": "Create Job Preset",
"description": "",
"collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n\t\"name\": \"Test Preset\",\r\n\t\"description\": \"Test Preset
\",\r\n\t\"settings\":{\r\n \"videoDescription\": {\r\n
\"width\": 1280,\r\n
\"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\r\n
\"height\": 720,\r\n
\"videoPreprocessors
\": {\r\n
\"deinterlacer\": {\r\n
\"algorithm\": \"INTERPOLATE\",\r\n
\"mode\": \"DEINTERLACE\",\r\n
\"control\": \"NORMAL\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\r\n
\"antiAlias\": \"ENABLED\",\r
\n
\"sharpness\": 50,\r\n
\"codecSettings\": {\r\n
\"codec\": \"H_264\",\r
\n
\"h264Settings\": {\r\n
\"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\r\n
\"parNumerator\": 1,\r\n
\"numberReferenceFrames\": 3,\r\n
\"syntax\":
\"DEFAULT\",\r\n
\"softness\": 0,\r\n
\"framerateDenominator\": 1001,\r\n
\"gopClosedCadence\": 1,\r\n
\"hrdBufferInitialFillPercentage\": 90,\r\n
\"gopSize\": 2,\r\n
\"slices\": 1,\r\n
\"gopBReference\": \"ENABLED\",
\r\n
\"hrdBufferSize\": 9000000,\r\n
\"slowPal\": \"DISABLED\",\r\n
\"parDenominator\": 1,\r\n
\"spatialAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\r\n
\"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\r\n
\"flickerAdaptiveQuantization
\": \"ENABLED\",\r\n
\"entropyEncoding\": \"CABAC\",\r\n
\"bitrate\":
4500000,\r\n
\"framerateControl\": \"SPECIFIED\",\r\n
\"rateControlMode
\": \"CBR\",\r\n
\"codecProfile\": \"HIGH\",\r\n
\"telecine\": \"NONE\",
\r\n
\"framerateNumerator\": 24000,\r\n
\"minIInterval\": 0,\r\n
\"adaptiveQuantization\": \"HIGH\",\r\n
\"codecLevel\": \"LEVEL_4\",\r\n
\"fieldEncoding\": \"PAFF\",\r\n
\"sceneChangeDetect\": \"ENABLED\",\r\n
\"qualityTuningLevel\": \"MULTI_PASS_HQ\",\r\n
\"framerateConversionAlgorithm
\": \"DUPLICATE_DROP\",\r\n
\"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\r\n
\"gopSizeUnits\": \"SECONDS\",\r\n
\"parControl\": \"SPECIFIED\",\r\n
\"numberBFramesBetweenReferenceFrames\": 3,\r\n
\"repeatPps\": \"DISABLED\"\r
\n
}\r\n
},\r\n
\"afdSignaling\": \"NONE\",\r\n
\"dropFrameTimecode\":
\"ENABLED\",\r\n
\"respondToAfd\": \"NONE\",\r\n
\"colorMetadata\": \"INSERT\"\r\n
},\r\n \"audioDescriptions\": [\r\n
{\r\n
\"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT
\",\r\n
\"audioSourceName\": \"Audio Selector 1\",\r\n
\"codecSettings
\": {\r\n
\"codec\": \"AAC\",\r\n
\"aacSettings\": {\r\n
\"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\r\n
\"bitrate\": 160000,\r\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",\r\n
\"codecProfile\": \"LC\",\r\n
\"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\r\n
\"rawFormat\": \"NONE\",\r\n
\"sampleRate\": 48000,\r\n
\"specification\": \"MPEG4\"\r\n
}\r\n
},
\r\n
\"languageCodeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\r\n
\"audioType\": 0\r\n
}\r
\n ],\r\n \"containerSettings\": {\r\n
\"container\": \"MP4\",\r\n
\"mp4Settings
\": {\r\n
\"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n
\"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n
\"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n
}\r\n }\r\n}\r\n}"
},
{
"id": "b4a440ea-e235-fefa-636f-d0f5da8143f5",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobs",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
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"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530561464458,
"name": "Submit MP4 Job (Using Preset)",
"description": "",
"collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n \"userMetadata\": {},\r\n \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n
\"settings\": {\r\n
\"outputGroups\": [\r\n
{\r\n
\"name\": \"File Group
\",\r\n
\"outputs\": [\r\n
{\r\n
\"containerSettings\": {\r\n
\"container\": \"MP4\",\r\n
\"mp4Settings\": {\r\n
\"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n
\"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n
\"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"preset\": \"System-Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps
\"\r\n
}\r\n
],\r\n
\"outputGroupSettings\": {\r\n
\"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\r\n
\"fileGroupSettings\": {\r\n
\"destination\": \"s3://test/test\"\r\n
}\r\n
}\r\n
}\r\n
],\r
\n
\"adAvailOffset\": 0,\r\n
\"inputs\": [\r\n
{\r\n
\"audioSelectors
\": {\r\n
\"Audio Selector 1\": {\r\n
\"offset\": 0,\r\n
\"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n
\"programSelection\": 1\r\n
}\r
\n
},\r\n
\"videoSelector\": {\r\n
\"colorSpace\": \"FOLLOW\"\r\n
},\r\n
\"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n
\"psiControl\": \"USE_PSI\",
\r\n
\"filterStrength\": 0,\r\n
\"deblockFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r\n
\"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n
}\r\n
]\r\n }\r\n}"
},
{
"id": "dbad1515-df7d-fbc7-84ad-bd97688ee0dd",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",

322

MediaConvert ユーザーガイド
POST コレクション
"description": "",
"enabled": true

}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobs",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1530562495762,
"name": "Submit Job (Using Template)",
"description": "",
"collectionId": "7f8f50a7-df20-f8c6-0180-9fe2eab4e285",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n \"userMetadata\": {},\r\n \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n
\"jobTemplate\": \"Job Template Test\",\r\n \"settings\": {\r\n
\"outputGroups\":
[\r\n
{\r\n
\"outputGroupSettings\": {\r\n
\"fileGroupSettings\":
{\r\n
\"destination\": \"s3://test/test\"\r\n
}\r\n
}\r\n
}\r\n
],\r\n
\"adAvailOffset\": 0,\r\n
\"inputs\": [\r\n
{\r\n
\"audioSelectors\": {\r\n
\"Audio Selector 1\": {\r\n
\"offset\": 0,
\r\n
\"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n
\"programSelection\": 1\r
\n
}\r\n
},\r\n
\"videoSelector\": {\r\n
\"colorSpace\":
\"FOLLOW\"\r\n
},\r\n
\"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n
\"psiControl\":
\"USE_PSI\",\r\n
\"filterStrength\": 0,\r\n
\"deblockFilter\": \"DISABLED\",
\r\n
\"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r
\n
\"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n
}\r\n
]\r\n }\r\n}"
}
]
}
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MediaConvertリソースへのタグコレクション
{

"id": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"name": "AWS Elemental MediaConvert Resource Tagging ",
"description": "How to use resource tagging ",
"order": [
"fe9449b1-990a-749e-6335-40f469162723",
"59e4b5cd-7b62-b557-e8ed-ea369b3c08ea",
"4f203fc8-4201-e60d-1d7d-c305d5714d82",
"bc666e76-0251-ade4-97e3-21dd3bb89617",
"c0e01125-0457-8a06-3cb6-f2902dd13fad",
"8d91c8d3-fa3e-8835-e769-24224baf3334"
],
"folders": [],
"folders_order": [],
"timestamp": 1531246223825,
"owner": "2332976",
"public": false,
"requests": [
{
"id": "4f203fc8-4201-e60d-1d7d-c305d5714d82",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
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"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1531248443924,
"name": "Tag Existing Preset",
"description": "",
"collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n
\"arn\": \"arn:aws:mediaconvert:euwest-1:111122223333:presets/1080pMP4Preset\",\r\n
\"Tags\": {\r\n
\"CostCenter\": \"BU-Carrot\"\r\n
}\r\n}"
},
{
"id": "59e4b5cd-7b62-b557-e8ed-ea369b3c08ea",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
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},
"time": 1531248413882,
"name": "Tag Existing Job Template",
"description": "",
"collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n
\"arn\": \"arn:aws:mediaconvert:regionname-1:111122223333:jobTemplates/MP4-ABR-Template\",\r\n
\"Tags\": {\r\n
\"CostCenter\": \"BU-Apple\"\r\n
}\r\n}"
},
{
"id": "8d91c8d3-fa3e-8835-e769-24224baf3334",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/tags/
arn%3Aaws%3Amediaconvert%3Aregion-name-1%3A111122223333%3Aqueues%2FQueueP2",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "GET",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1531248542197,
"name": "Specific Resource ARN",
"description": "",
"collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"responses": [],
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"rawModeData": "{\r\n \"userMetadata\": {},\r\n \"role\": \"ROLE ARN HERE\",\r\n
\"settings\": {\r\n
\"outputGroups\": [\r\n
{\r\n
\"name\": \"File Group
\",\r\n
\"outputs\": [\r\n
{\r\n
\"containerSettings\": {\r\n
\"container\": \"MP4\",\r\n
\"mp4Settings\": {\r\n
\"cslgAtom\": \"INCLUDE\",\r\n
\"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\r\n
\"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"preset\": \"System-Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps
\"\r\n
}\r\n
],\r\n
\"outputGroupSettings\": {\r\n
\"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\r\n
\"fileGroupSettings\": {\r\n
\"destination\": \"s3://test/test\"\r\n
}\r\n
}\r\n
}\r\n
],\r
\n
\"adAvailOffset\": 0,\r\n
\"inputs\": [\r\n
{\r\n
\"audioSelectors
\": {\r\n
\"Audio Selector 1\": {\r\n
\"offset\": 0,\r\n
\"defaultSelection\": \"DEFAULT\",\r\n
\"programSelection\": 1\r\n
}\r
\n
},\r\n
\"videoSelector\": {\r\n
\"colorSpace\": \"FOLLOW\"\r\n
},\r\n
\"filterEnable\": \"AUTO\",\r\n
\"psiControl\": \"USE_PSI\",
\r\n
\"filterStrength\": 0,\r\n
\"deblockFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"denoiseFilter\": \"DISABLED\",\r\n
\"timecodeSource\": \"EMBEDDED\",\r\n
\"fileInput\": \"s3://bucket/file.mp4\"\r\n
}\r\n
]\r\n }\r\n}"
},
{
"id": "bc666e76-0251-ade4-97e3-21dd3bb89617",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "DELETE",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
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"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1531248490219,
"name": "Delete Tag from Resource",
"description": "",
"collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n\"arn\":\"arn:aws:mediaconvert:region-name-1:111122223333:queues/
QueueP2\" ,\r\n \"TagKeys\": [\r\n
\"CostCenter\"\r\n
]\r\n}"
},
{
"id": "c0e01125-0457-8a06-3cb6-f2902dd13fad",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
jobTemplates",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1531248762262,
"name": "Create New Resource (Job Template) with Tags",
"description": "",
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"collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"responses": [],
"rawModeData": "{\n\t\"name\": \"Job Template Test with Resource Tags\",\n\t
\"description\": \"Job Template Test\",\n\t\"tags\":{\n\t\t\"CostCenter\": \"BU-Banana
\"\n\t},\n\t\"settings\":{\n
\"outputGroups\": [\n
{\n
\"name\":
\"File Group\",\n
\"outputs\": [\n
{\n
\"containerSettings\": {\n
\"container\": \"MP4\",\n
\"mp4Settings\": {\n
\"cslgAtom\": \"INCLUDE\",
\n
\"freeSpaceBox\": \"EXCLUDE\",\n
\"moovPlacement\": \"PROGRESSIVE_DOWNLOAD\"\n
}\n
},\n
\"videoDescription\": {\n
\"width
\": 640,\n
\"scalingBehavior\": \"DEFAULT\",\n
\"height\": 480,\n
\"videoPreprocessors\": {\n
\"deinterlacer\": {\n
\"algorithm\":
\"INTERPOLATE\",\n
\"mode\": \"DEINTERLACE\",\n
\"control\": \"NORMAL\"\n
}\n
},\n
\"timecodeInsertion\": \"DISABLED\",\n
\"antiAlias\": \"ENABLED\",\n
\"sharpness\":
50,\n
\"codecSettings\": {\n
\"codec\":
\"H_264\",\n
\"h264Settings\": {\n
\"interlaceMode\": \"PROGRESSIVE\",\n
\"parNumerator\":
1,\n
\"numberReferenceFrames\": 3,\n
\"syntax\": \"DEFAULT\",\n
\"softness\": 0,\n
\"framerateDenominator\": 1001,\n
\"gopClosedCadence\": 1,\n
\"hrdBufferInitialFillPercentage
\": 90,\n
\"gopSize\": 2,\n
\"slices\": 1,\n
\"gopBReference\": \"ENABLED\",\n
\"hrdBufferSize\": 3000000,\n
\"slowPal\": \"DISABLED\",\n
\"parDenominator\": 1,\n
\"spatialAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n
\"temporalAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n
\"flickerAdaptiveQuantization\": \"ENABLED\",\n
\"entropyEncoding\": \"CABAC\",\n
\"bitrate\":
1500000,\n
\"framerateControl\": \"SPECIFIED\",\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",\n
\"codecProfile\": \"MAIN\",\n
\"telecine\": \"NONE\",\n
\"framerateNumerator\": 24000,\n
\"minIInterval\": 0,\n
\"adaptiveQuantization\": \"HIGH\",
\n
\"codecLevel\": \"LEVEL_3\",\n
\"fieldEncoding\": \"PAFF\",\n
\"sceneChangeDetect\":
\"ENABLED\",\n
\"qualityTuningLevel\": \"MULTI_PASS_HQ\",\n
\"framerateConversionAlgorithm\": \"DUPLICATE_DROP\",\n
\"unregisteredSeiTimecode\": \"DISABLED\",\n
\"gopSizeUnits\": \"SECONDS\",\n
\"parControl
\": \"SPECIFIED\",\n
\"numberBFramesBetweenReferenceFrames
\": 3,\n
\"repeatPps\": \"DISABLED\"\n
}\n
},\n
\"afdSignaling\": \"NONE
\",\n
\"dropFrameTimecode\": \"ENABLED\",\n
\"respondToAfd\": \"NONE\",\n
\"colorMetadata\": \"INSERT
\"\n
},\n
\"audioDescriptions\": [\n
{\n
\"audioTypeControl\": \"FOLLOW_INPUT\",\n
\"audioSourceName\": \"Audio Selector 1\",\n
\"codecSettings\": {\n
\"codec\": \"AAC\",\n
\"aacSettings\": {\n
\"audioDescriptionBroadcasterMix\": \"NORMAL\",\n
\"bitrate\": 160000,\n
\"rateControlMode\": \"CBR\",
\n
\"codecProfile\": \"LC\",\n
\"codingMode\": \"CODING_MODE_2_0\",\n
\"rawFormat\": \"NONE\",\n
\"sampleRate\": 48000,\n
\"specification\": \"MPEG4\"\n
}\n
},\n
\"languageCodeControl
\": \"FOLLOW_INPUT\",\n
\"audioType\": 0\n
}\n
],\n
\"nameModifier\": \"_settings
\"\n
},\n
{\n
\"preset\": \"SystemGeneric_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_50Hz_6Mbps\",\n
\"nameModifier
\": \"_preset\"\n
}\n
],\n
\"outputGroupSettings\":

329

MediaConvert ユーザーガイド
タグコレクション
{\n
\"type\": \"FILE_GROUP_SETTINGS\",\n
\"fileGroupSettings
\": {}\n
}\n
}\n
],\n
\"adAvailOffset\": 0\n\t}\n}\t"
},
{
"id": "fe9449b1-990a-749e-6335-40f469162723",
"headers": "Content-Type: application/json\n",
"headerData": [
{
"key": "Content-Type",
"value": "application/json",
"description": "",
"enabled": true
}
],
"url": "https://<custom-account-id>.mediaconvert.<region>.amazonaws.com/2017-08-29/
tags",
"queryParams": [
{
"key": "AWS_Region",
"value": "eu-west-1",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Access_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
},
{
"key": "AWS_Secret_Key",
"value": "KEY",
"equals": false,
"description": "",
"enabled": false
}
],
"preRequestScript": "",
"pathVariables": {},
"pathVariableData": [],
"method": "POST",
"data": [],
"dataMode": "raw",
"tests": "",
"currentHelper": "awsSigV4",
"helperAttributes": {
"accessKey": "AccessKey",
"secretKey": "SecretKey",
"region": "supported-region",
"service": "mediaconvert",
"saveToRequest": true
},
"time": 1531248359729,
"name": "Tag Existing Queue",
"description": "",
"collectionId": "7639779e-db69-b76f-cdbc-5ed1327fa0ca",
"responses": [],
"rawModeData": "{\r\n
\"arn\": \"arn:aws:mediaconvert:regionname-1:111122223333:queues/QueueP2\",\r\n
\"Tags\": {\r\n
\"CostCenter\":
\"BU-Tomato\"\r\n
}\r\n}"
}
]
}
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AWS Elemental MediaConvert 関連情
報
AWS Elemental Mediamental Mediamental の使用開始に役立つサンプルコード、チュートリアル、
MediaConvertおよびその他の情報へのリンクが見つかります。
AWS Elemental MediaConvert VOD ソリューションのサンプルコードとチュートリアル
ビデオオンデマンド (VOD) ワークフローを自動化するためのサンプルコードとチュートリアルが見つかり
ます。
• VOD automation toolkit (VOD automation toolkit)-での VOD (ビデオオンデマンド) GitHub ワークフロー
を自動化するためのサンプルコードとAWS CloudFormationスクリプトが 1AWS つあります。
• AWS でのビデオオンデマンド - AWS ソリューションのサンプルコード、デプロイメントガイド、AWS
CloudFormation テンプレート。このソリューションのワークフローは、ソースビデオを取り込み、さま
ざまなデバイスで再生できるようにビデオを処理し、Amazon CloudFront を通じてエンドユーザーにオ
ンデマンドで配信できるようにトランスコードされたメディアファイルを保存します。
インジェストから配信までの完全な VOD ワークフローのコードは、[Solutions] (AWSソリューション) の
[Video on demand at] (のビデオオンデマンド)AWS にあります。
AWS 学習リソース
以下の場所で AWS のサービスの使用について詳細が見つかります。
• クラスとワークショップ – AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得られる、ジョブ別の特別コースとセ
ルフペースラボへのリンクです。
• AWS デベロッパーセンター — チュートリアルを確認したり、ツールをダウンロードしたり、AWS デ
ベロッパーイベントについて学べます。
• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションの開発と管理のためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。
• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニ
ティに参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法が説明されています。
• ハンズオンチュートリアル — step-by-step チュートリアルに従って最初のアプリケーションを起動しま
すAWS。
• AWS ホワイトペーパー – アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックをカバー
し、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートによって書かれた、技術的な AWS ホ
ワイトペーパーの包括的なリストへのリンクです。
• AWS Support センター – AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技
術上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへ
のリンクも含まれています。
• AWS Support—AWS Support に関する情報のメインウェブページです one-on-one。クラウド上のアプ
リケーションの構築および実行を支援します。
• お問い合わせ – AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。
• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。

331

MediaConvert ユーザーガイド

ユーザーガイドのドキュメント履歴
次の表は、AWS Elemental への重要な追加項目をまとめたものです。 MediaConvert ドキュメント内) を
参照してください。また、お客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁
に更新しています。
変更

説明

日付

作成Dolby Visionからの出力
HDR10入力 (p. 164)

MediaConvert のサポートの追加
Dolby Visionから作成されたプロ
ファイル 5 の出力HDR10Input。

2022 年 6 月 23 日

自動化 ABR ルール (p. 85)

MediaConvert Automated ABR の 2022 年 5 月 24 日
レンディションサイズ制限ルール
を追加しました。

ビデオジェネレータ (p. 11)

MediaConvert ブラックビデオ生 2022 年 4 月 29 日
成のサポートが追加されました。

パッドビデオ (p. 113)

MediaConvert 黒いビデオフレー
ムでビデオをパディングするサ
ポートが追加されました。

2022 年 4 月 29 日

オーディオのみの出力を DASH
コンテナに作成 (p. 161)

MediaConvert オーディオのみの
DASH 出力のサポートを追加

2022 年 4 月 29 日

作成Dolby Visionプロファイル
8.1 出力 (p. 164)

MediaConvert でがサポートされ
るようになりましたDolby Vision
プロファイル8.1出力（両方に対
応）HDR10そしてDolby Visionプ
レイヤー。

2022 年 4 月 29 日

ビデオ品質のエンコード設
定 (p. 115)

AWS Elemental の作成方法につ
2021 年 11 月 15 日
いて説明します。 MediaConvert
ビデオの品質に合わせてエンコー
ド設定が自動的に最適化されてい
ます。

入力位置を許可または禁止す
る (p. 290)

ポリシーを使用して、入力位置タ 2021 年 10 月 8 日
イプを許可または禁止できるよう
になりました。

TTML スタイル形式の設
定 (p. 129)

TTML 入力キャプションのスタイ 2021 年 9 月 16 日
ル形式の設定について説明しま
す。

Kantar SNAP ウォーターマー
クのための新しいパートナー統
合 (p. 186)

AWS Elemental 使用について知
2021 年 5 月 10 日
る MediaConvert Kantar オーディ
オウォーターマークをエンコード
します。

HLS インジェストのサポートを
追加 (p. 190)

MediaConvert でがサポートされ 2021 年 3 月 31 日
るようになりましたHLS入力形式
として

MPEG-2 出力時の MXF プロファ
イル自動選択機能の強化 (p. 175)

AWS Elemental MediaConvert デ
フォルトの自動 MXF プロファ
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イル選択で、出力のエンコー
ディング設定で SMPTE-386 D10
プロファイルが選択されるよ
うになりました。それ以外の
場合、 MediaConvert XDCAM
RDDSDCAM RDDD を選択しま
す。D10 に必要なエンコード設
定の詳細はこちらをご覧くださ
い。
新しくサポートされた入力オー
ディオコンテナ: WMA (p. 191)

AWS Elemental MediaConvert
WMA オーディオ入力をサポート
するようになりました。

2021 年 2 月 9 日

ドキュメントのみの更新: HLS イ
ンジェストサポートドキュメン
トを削除する (p. 190)

この更新は、のサポートに関
するドキュメントのエラーを
修正していますHLS取り込み。
MediaConvert サポートを提供し
ますHLS今後のリリースでイン
ジェストを。

2021 年 2 月 9 日

AWS Elemental MediaConvert
HLS 入力をサポートするように
なりました (p. 193)

パッケージ要件、互換性のある
2021 年 2 月 9 日
機能、および使用する場合の機
能制限について説明します。HLS
入力としてパッケージ化する
MediaConvert。

AWS Elemental への HTTP 入
力 MediaConvert リダイレクト
を使用できるようになりまし
た。 (p. 4)

への入力を、に提供するための更 2021 年 1 月 7 日
新された要件を参照してください
MediaConvert HTTP 経由で。

AWS Elemental MediaConvert
サービス利用の際のアクセス許
可設定を簡略化 (p. 4)

これで、を使用できるようになり 2021 年 1 月 7 日
ました。 MediaConvert コンソー
ルを使用して IAM ロールを作成
し、サービスにアクセス権限を付
与します。この簡略化された設定
について説明します。

新しい自動化 ABR 機能の使用方
法について説明します。 (p. 83)

自動ABRでは、AWS Elemental
2020 年 11 月 11 日
MediaConvert 入力に基づいて適
応ビットレート (ABR) スタック
のセットアップを代行します。
このサービスでは、適切な数のレ
ンディションを、適切な解像度と
ビットレートで作成します。

追加の MXF プロファイルと自
動プロファイル選択のサポー
ト (p. 175)

AWS Elemental での MXF 出力
の作成について説明します。
MediaConvert。

2020 年 10 月 7 日

Nielsen 非線形ウォーターマー
クのための新しいパートナー統
合 (p. 181)

AWS Elemental 使用について知
る MediaConvert Nielsenのオー
ディオウォーターマークをエン
コードします。

2020 年 10 月 7 日
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ドキュメントのみの更新。フ
レームレート変換、テレシネと
インバーステレシネ、スキャン
タイプについての新しいトピッ
ク (p. 98)

AWS Elemental について説明し
2020 年 10 月 7 日
ます。 MediaConvert フレーム
レートの変換、テレシネの追加と
削除、プログレッシブとインター
レースの間のスキャンタイプの変
換の設定。

VP8 および VP9 ビデオに新し
くサポートされた出力コンテ
ナ (p. 195)

AWS Elemental MediaConvert で
がサポートされるようになりま
した。VP8そしてVP9ビデオコー
デックDASHパッケージ出力、
および既存のサポートに加えて
WebM。

Opus オーディオ用に新しく
サポートされた入力コンテ
ナ (p. 191)

AWS Elemental MediaConvert
2020 年 8 月 27 日
Matroska コンテナ内の Opus
オーディオ入力を、ビデオ出力の
サイドカーオーディオとしても、
オーディオのみの入力としてもサ
ポートしました。これは、従来の
WebM コンテナでの Opus 入力
のサポートに加えてのことです。

サポートされる新しい出力形
式 (p. 195)

新しい形式のサポートを反映し
て、出力コーデックとコンテナ
参照テーブルを更新しました。
MediaConvert でがサポートされ
るようになりましたWebM出力
コンテナとしてVP8そしてVP9
ビデオコーデックとOpusそして
Vorbisオーディオコーデック

キューホッピング (p. 69)

AWS Elemental について説明し
2020 年 4 月 8 日
ます。 MediaConvert キューホッ
ピング機能 この機能を使用する
と、最初に送信したキュー内で
指定した時間が経過した後、自動
的に別のキューに移動するように
ジョブを設定できます。

自動トーンマッピングでHDRか
らSDRに変換できるようになり
ました (p. 172)

AWS Elemental 仕組みについて
知る MediaConvert トーンマッピ
ングを使用して、HDR 形式から
SDR カラースペースに自動的に
変換します。

2020 年 8 月 27 日

2020 年 6 月 3 日

2020 年 3 月 6 日

AWS Elemental での 8k 出力のサ MediaConvert 最大 8k の出力解
2019 年 11 月 25 日
ポート MediaConvert (p. 197)
像度をサポートするようになりま
した。出力コーデック別の解像度
の最大値が示されています。
低速PALでアクセラレーテッ
ドトランスコーディングを使
う (p. 92)

低速 PAL ジョブで高速トランス 2019 年 11 月 15 日
コードを使用できるようになりま
した。
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他の向けにアクセスをセット
アップするAWSのアカウント
MediaConvert 出力 (p. 45)

AWS Elemental を記述してク
2019 年 11 月 15 日
ロスアカウントアクセスを付
与できるようになりました。
MediaConvert別の人が所有する
Amazon S3 バケットに出力す
るAWSアカウントを作成し、既
定アクセスコントロールリスト
(ACL) を出力に適用します。本章
では、Amazon S3 の出力バケッ
トへのアクセスを他のアカウント
に許可するというアクセス設定の
代替方法についても説明します。

新しくサポートされた入力形
式 (p. 190)

新しいキャプションのサポートを 2019 年 11 月 15 日
反映するように参照テーブルを更
新しました。 MediaConvertでが
サポートされるようになりました
HEVC(H.265) にQuickTime入力
ファイルとしてのコンテナ。

新しくサポートされた入力
キャプション形式: SMPTETT (p. 199)

新しいキャプションのサポート
2019 年 11 月 15 日
を反映するように、参照テーブル
を更新しました。 MediaConvert
SMPTE-TT キャプションを入力
として扱うサポートを開始しまし
た。

新しいサポートされている字幕
形式 (p. 199)

新しいキャプションのサポー
2019 年 11 月 15 日
トを反映するように参照テー
ブルを更新しました。IMSC
サイドカー出力キャプション
は、CMAF、DASH ISO、およ
び ファイルグループの各出力グ
ループで使用できるようになり
ました。これらは次の入力キャプ
ション形式から生成できます。補
助的、組み込み、IMSC、文字放
送、TTML、SCC、SCTE-20、SMI、SRT、
およびSTL。

DASH 出力での ESAM サポー
ト (p. 143)

Event Signaling and
2019 年 11 月 15 日
Management (ESAM) XML ド
キュメントを文字列として
AWS Elemental 内に含めること
で、DASH 出力での広告挿入ポ
イントを指定できるようになりま
した。 MediaConvert ジョブ設定

ドキュメントのみの更新: 入力ク
リッピングと入力スティッチン
グを使用するジョブでの、サイ
ドカーキャプションとオーディ
オの同期 (p. 29)

の使用方法について説明します。 2019 年 11 月 15 日
MediaConvert の入力タイムライ
ンと出力タイムラインを使用し
て、アセンブリワークフロージョ
ブのビデオ、オーディオ、キャプ
ション、およびオーバーレイを同
期します。
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追加のトップレベルマニフェス
トを作成する (p. 20)

AWS Elemental で ABR ストリー 2019 年 11 月 15 日
ミングパッケージを設定できるよ
うになりました MediaConvert 出
力の各サブセットを指定する追加
のトップレベルマニフェストが追
加されました。

作成Dolby Vision出力 (p. 164)

の作成方法について説明し
ます。Dolby Visionの出力
MediaConvert。

統合型を使用AWSAWS
Elemental MediaConvert リソー
ス (p. 250)

Standard がで使用できるよ
2019 年 10 月 9 日
うになりましたAWSタグ付き
MediaConvert キュー、テンプ
レート、プリセットの場合と同
じ方法でジョブをジョブします。
これらのタグを使用して、コスト
配分目的で請求レポートをソート
したり、 MediaConvert リソース
を他の AWS リソースとともにリ
ソースグループに含めたり、特定
のリソースへのアクセスをコント
ロールしたりできます。

フレームキャプチャで高速ト
ランスコーディングを使用す
る (p. 92)

フレームキャプチャ出力を含む
2019 年 10 月 9 日
ジョブで高速トランスコードを使
用できるようになりました。

AWS Elemental MediaConvert 互
換性のあるジョブに対して高速
トランスコードを自動的に選択
する (p. 91)

高速トランスコードを
2019 年 10 月 9 日
PREFERRED に設定して、入力
やジョブ設定が高速トランスコー
ドと互換性がない場合に、サービ
スを標準トランスコードにフォー
ルバックできるようになりまし
た。

ドキュメントのみの更新、[Time
delta] (タイムデルタ) のユース
ケース (p. 127)

[Time delta] (タイムデルタ) 設定 2019 年 9 月 6 日
を使用してサイドカーキャプショ
ンとビデオを同期させる方法につ
いて説明します。この設定で修正
できる一般的なキャプション同期
の問題を示すユースケースの例を
参照してください。

CMAF 出力グループの DRM の
暗号化方法を選択してくださ
い (p. 275)

CMAF 出力グループの DRM を
2019 年 9 月 6 日
有効にする際に、AES-CTR と
AES-CBC のいずれかのサブサン
プル暗号化タイプを選択できるよ
うになりました。DRM 暗号化を
セットアップする方法について説
明します。
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タイムコードソース設定を使用
した後でのサイドカーキャプ
ションとビデオのアラインメン
ト (p. 126)

入力設定の [タイムコードソース] 2019 年 9 月 6 日
を使用してサイドカーオーディオ
ファイルとビデオをアラインさせ
る場合は、サイドカーキャプショ
ンが揃っていることを確認する必
要があります。調整が必要なサイ
ドカーキャプション形式と、必要
な調整を行う方法について説明し
ます。

CMAF 用マルチシステム SPEKE
DRM (p. 276)

SPEKE 準拠 DRM パートナー
と協力して CMAF 出力で DRM
を有効にする場合、システム ID
を DASH マニフェストで最大 3
つ、HLS マニフェストで 1 つ、
シグナル送信できるようになり
ました。AWS Elemental でこの
SPEKE 暗号化パラメータを設定
する方法について説明します。
MediaConvert ジョブ。

ジョブのエクスポートとイン
ポートをします (p. 49)

エクスポート方法について説明し 2019 年 8 月 9 日
ます。 MediaConvert ジョブと、
ジョブをインポートして新しい
ジョブを作成する方法

ジョブの優先度を指定してくだ
さい (p. 68)

ジョブの作成時にジョブの相対的 2019 年 7 月 30 日
な優先度を設定する方法について
説明します。

2 つの SCC 入力ファイルを埋
め込みキャプションに変換す
る (p. 128)

デュアル SCC 入力キャプション 2019 年 7 月 30 日
を埋め込み形式に変換する方法に
ついて説明します。

オーディオのみの出力の作
成 (p. 161)

の作成方法について説明します。 2019 年 7 月 23 日
MediaConvert オーディオのみを
含む出力。ビデオなし。

AWS Elemental への HTTP 入力
MediaConvert (p. 4)

MediaConvert トランスコード
2019 年 7 月 12 日
ジョブへのプライマリ入力として
HTTP(S) URL を指定できるよう
になりました。HTTP(S) 入力の
要件について説明します。

出力ファイルのアップロードの
進行状況を監視する (p. 233)

を使用する CloudWatch
2019 年 5 月 7 日
Event、より詳細なレベルで
ジョブの進行状況をモニタ
リングできるようになりまし
た。これは AWS Elemental
MediaConvert 各フェーズ
(PROBING、UPLOADING、TRANSCODING)
の完了率 (%) がレポートされる
ようになりました。
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ドキュメントのみの更新および
形式識別子 (p. 23)

ジョブの設定で形式識別子を変
2019 年 4 月 24 日
数として使用する方法について
説明します。たとえば、フォー
マット識別子を使用してジョブ
テンプレートまたは出力プリセッ
トの入力ファイル名を表すこと
ができます。これにより、AWS
Elemental は次のようになりま
す。 MediaConvert ファイルパス
内の入力ファイル名を出力に使用
します。

進行中のジョブをキャンセルで
きます。 (p. 48)

AWS Elemental MediaConvert 既 2019 年 3 月 13 日
に進行中のジョブをキャンセルで
きます。

ジョブの進行状況の監視 (p. 233)

を使用する CloudWatch イベン
2019 年 3 月 13 日
ト、AWS Elemental の進行状況
をモニタリングできるようになり
ました MediaConvert ジョブの完
了率を表示してジョブを表示しま
す。

クライアント側とサーバー側の
暗号化の追加 (p. 269)

入力ファイルを Amazon S3 に
2019 年 3 月 13 日
アップロードする前に暗号化で
きるようになりました。AWS
Elemental MediaConvert トラン
スコードする前にそれらを復号化
します。また、次の設定もできる
ようになりました MediaConvert
ジョブ出力が Amazon S3 に保存
されるときに Amazon S3 が暗号
化するようにジョブを実行する。

新しい回転機能について説明し
ます。 (p. 140)

ほとんどの入力で、回転機能を
2019 年 2 月 19 日
使用して、サービスがビデオを
入力から出力へ渡すときに回転さ
せる方法を指定できるようになり
ました。サービスが入力の回転メ
タデータに従うかどうかを指定す
ることもできます。回転を設定す
るための情報と手順が見つかりま
す。

ESAM のサポート (p. 143)

Event Signaling and
Management (ESAM) XML ド
キュメントを文字列として AWS
Elemental 内に含めることで、広
告挿入ポイントを指定できるよ
うになりました。 MediaConvert
ジョブ設定

2019 年 2 月 13 日

コードサンプル、サンプルワー
クフロー、およびその他の関連
情報 (p. 331)

AWS Elemental の使用開始に
役立つサンプルコード、チュー
トリアル、およびその他の情報
へのリンクが見つかります。
MediaConvert。

2019 年 2 月 13 日
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新しくサポートされる字幕形
式 (p. 199)

以下のキャプション形式の新し
2018 年 11 月 19 日
いサポートを反映するためにリ
ファレンス表を更新しました。入
力時: スキム、SCTE-20。出力時:
SCTE-20 + エンベデッド、エン
ベデッド + SCTE-20、SMI

新しい画像挿入機能について説
明します。 (p. 153)

イメージインサーターを、個々
2018 年 11 月 19 日
の入力と出力の静止グラフィック
オーバーレイや、AWS Elemental
のモーショングラフィックオー
バーレイに使用できるようにな
りました。 MediaConvert。この
ガイドでは、その方法を説明しま
す。

DRM 暗号化にコンテンツキー暗
号化を追加 (p. 277)

コンテンツキーを暗号化す
2018 年 11 月 19 日
るオプションが追加されまし
た。これ以前、AWS Elemental
MediaConvertプレーンテキスト
のキーの配信のみをサポートし
ました。コンテンツキーの暗号
化を使用するには、DRM キープ
ロバイダーが暗号化されたコンテ
ンツキーをサポートしている必要
があります。この機能をコンテン
ツキーの暗号化を扱えないキープ
ロバイダーに対して有効にした場
合、このオペレーションは失敗し
ます。

予約済みのキュー (p. 65)

AWS Elemental について説明し
2018 年 9 月 27 日
ます。 MediaConvert 新しい料金
表オプション、予約済みのキュー
予約済みのキューでは、キュー
の使用量や使用量にかかわらず、
キュー全体のトランスコード容量
の料金を支払う必要があります。
トランスコードジョブを継続的ま
たは頻繁に実行する場合は、予約
されたキューでかなりのコストを
削減できます。

でに出力ファイル名とパスを見
つける CloudWatch イベントの
通知 (p. 239)

使用アイテム CloudWatch
2018 年 9 月 18 日
AWS Elemental によるイベント
MediaConvert マニフェストファ
イルとメディアファイル出力を含
む、出力ファイル名とパスを受け
取るジョブ。
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コスト配分レポートを設定して
分類するAWSAWS Elemental
に付けたタグで請求書を請求
します MediaConvert リソー
ス (p. 250)

AWS Elemental に適用するタグ
2018 年 9 月 7 日
は AWS Elemental で使用できま
す MediaConvert キュー、ジョ
ブテンプレート、およびコスト
配分タグとしての出力プリセッ
ト まず、AWS Billing and Cost
Management ダッシュボードで
それらを有効にしてから、リソー
スごとに AWS 料金を表示する請
求レポートを設定します。

品質が定義された可変ビット
レート (QVBR) モードが利用可
能になりました (p. 115)

同じファイルサイズでビデオ品質 2018 年 8 月 13 日
を工場させるため、またはビデオ
品質を維持しながら、ファイルの
サイズを削減するために、QVBR
レート制御モードを使用できるよ
うになりました。セットアップす
る方法についての情報を入手して
ください。

AWS Elemental MediaConvert タ
グ付けによるコスト配分のため
のタグ (p. 250)

AWS Elemental でタグを有効
2018 年 7 月 31 日
にできます MediaConvert の
キュー、ジョブテンプレート、お
よび出力プリセットAWS Billing
and Cost Managementダッシュ
ボードを作成し、月別コスト配分
レポートを設定します。

AWS Elemental MediaConvert コ
ンソール上のリソース (p. 250)

既存の AWS Elemental でタグ
を操作できるようになりました
MediaConvert のキュー、ジョブ
テンプレート、および出力プリ
セット MediaConvert コンソー
ル。

2018 年 7 月 31 日

CloudTrail 変更 (p. 256)

を更新しました。 MediaConvert
の変更を反映するドキュメント
AWS CloudTrail動作。

2018 年 7 月 19 日

AWS Elemental MediaConvert リ
ソース初リリース (p. 250)

タグ付けできるようになりま
した。 MediaConvert を使用
してリソースを作成する場合
MediaConvert コンソール、
MediaConvert API、またはAWS
CLI。既存のタグを一覧表示で
きます MediaConvert リソー
ス、および既存のタグの追加と
削除 MediaConvert リソース、
MediaConvert API とAWS CLI。

2018 年 7 月 16 日

ドキュメントのみの更新および
ジョブの設定 (p. 15)

追加 step-by-step 複数のデバイ
2018 年 6 月 20 日
スタイプで再生できるように、入
力メディアファイルをファイルと
パッケージにトランスコードする
ジョブを設定する手順
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ドキュメントのみの更新、「処
理」手順 (p. 48)

追加 step-by-step テンプレー
2018 年 5 月 29 日
ト、プリセット、キュー、ジョブ
の作成、一覧表示、編集、削除の
手順

CMAF のサポート (p. 38)

MediaConvert Common Media
Application Format (CMAF) 出力
のサポートを追加します。

2018 年 5 月 4 日

新規 MediaConvert サービスのリ
リース (p. 332)

の初版ドキュメント
MediaConvert のサービス。

2017 年 11 月 27 日

Note
• AWS Media Services は、サービスの非可用性、中断、または障害が、死亡、人身傷害、財産上
の損害、または環境上の損害につながる可能性がある、人命安全業務、ナビゲーションもしく
は通信システム、航空交通管制、または生命維持装置などのフェイルセーフ性能を必要とする
アプリケーションまたは状況での使用のために設計されておらず、そのような使用を目的とす
るものでもありません。
• のコンポーネント MediaConvert AVC 特許ポートフォリオライセンスに基づき、消費者の個人
的かつ非商業的な使用のために、(i) AVC 規格に準拠したビデオ (以下「AVC ビデオ」) をエン
コードすること、および/または ii) 個人的かつ非商業的な活動に従事する消費者によってエン
コードされた、および/またはAVC ビデオの提供を認可されたビデオプロバイダー その他の使
用については、ライセンスは付与されず、黙示されるものではありません。のコンポーネント
MediaConvert MPEG-4特許ポートフォリオライセンスに基づき、消費者の個人的かつ非商業的
な使用のために、(i) mpeg-4ビジュアル規格に準拠したビデオ (以下「mpeg-4ビデオ」) をエン
コードすること、および/または ii) 個人的かつ非商業活動に従事する消費者によってエンコー
ドされた mpeg-4 ビデオをデコードすること、および/またはまたは AVC ビデオの提供を許可
されたビデオプロバイダーから入手したもの。その他の使用については、ライセンスは付与さ
れず、黙示されるものではありません。追加情報については、MPEG-LA、LLC から入手できま
す。http://www.mpegla.com を参照してください。
• MediaConvert ドルビーデジタルおよびドルビーデジタルプラスが含まれることがあり、こ
れらは未発表の作品として国際著作権法および米国著作権法で保護されています。ドルビー
デジタルとドルビーデジタルプラスは機密であり、ドルビーラボラトリーズ独自のもので
す。Dolby Laboratories の明示的な許可なく、これらの全部または一部を複製または開示した
り、それらから派生した製品を制作することは禁じられています。© 著作権 2003-2015 Dolby
Laboratories。All rights reserved.
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの AWS 用語集を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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