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用語

AWS Elemental MediaLive とは何か
AWS Elemental MediaLive はリアルタイムの動画サービスで、ブロードキャストおよびストリーミング配
信用のライブ出力を簡単に作成できます。

MediaLive を使用して、ライブ動画コンテンツを 1 つの形式とパッケージから別の形式とパッケージに変
換します。通常、再生デバイスで処理できる形式とパッケージを提供するためには、コンテンツを変換す
る必要があります。再生デバイスには、スマートフォンやテレビに接続されたセットトップボックスが含
まれます。

トピック
• AWS Elemental MediaLive の用語集 (p. 1)
• 関連 サービス (p. 2)
• AWS Elemental へのアクセス MediaLive (p. 3)

AWS Elemental MediaLive の用語集
CDN

コンテンツ配信ネットワーク (CDN) は、オリジンサーバーまたはパッケージャのダウンストリームに
あるサーバーのネットワークです。CDN は、コンテンツをオリジンサーバーから数十または数百の
ネットワークサーバーに配信し、視聴ユーザーにコンテンツを提供します。この分散ネットワークに
より、コンテンツを数千人または数百万人の視聴ユーザーに同時に配信できます。

チャンネル

MediaLive チャンネルは、そのチャンネルにアタッチされた入力からソースコンテンツを取り込み、
トランスコード (デコードおよびエンコード) し、新しいコンテンツを出力にパッケージ化します。

チャンネルクラス

各チャンネルは、次のいずれかのクラスに属します。
• 標準クラス - 2 つの処理パイプラインがあるチャンネル
• 単一パイプラインクラス - 1 つの処理パイプラインがあるチャンネル

チャンネル設定

MediaLive チャンネル設定には、チャンネルがコンテンツを取り込み、変換して出力にパッケージ化
する方法についての情報が含まれています。

ダウンストリームシステム

ダウンストリームシステムは、 MediaLive ワークフローの後に配置される 1 つ以上のサーバーのセッ
トです。ダウンストリームシステムは、 MediaLive から出力されるコンテンツを処理します。

エンコード

エンコードは、出力内に存在します。エンコードには、動画、オーディオ、字幕の 3 種類がありま
す。各エンコードには、変換プロセスで作成される 1 つの動画ストリーム、1 つのオーディオスト
リーム、または 1 つの字幕トラックの指示が含まれています。エンコードによってその特徴は異なり
ます。例えば、入力から生成されるビデオエンコードは高解像度のものもあれば、低解像度のものも
あります。

入力

MediaLive 入力は、 MediaLiveアップストリームシステムとチャンネルの接続方法を記述する情報を
保持します。入力は、アップストリームシステムからプルするプッシュ入力の場合 MediaLive)、また
はアップストリームシステムのソース IP アドレス ( MediaLive アップストリームシステムからプルす
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関連 サービス

るプッシュ入力の場合) を識別します。 MediaLive MediaLive は、ソースコンテンツのフォーマットや
プロトコルの違いによって、入力タイプが異なります。例えば、HLS 入力と RTMP プッシュ入力で
す。

入力セキュリティグループ

MediaLive 入力セキュリティグループは、許可リストを定義する 1 つ以上の IP アドレスの範囲のセッ
トです。入力に対してコンテンツのプッシュが許可されている IP アドレスの範囲を識別するため
に、1 つ以上の入力セキュリティグループをプッシュ入力に関連付けます。

出力

出力は、出力グループ内に存在します。これは、1 つのセットとして処理するエンコードのコレク
ションです。

オリジンサービス

オリジンサービスは、ワークフローの MediaLive の後に配置されるダウンストリームシステムの一部
である場合があります。からの動画出力を受け入れます MediaLive。

出力グループ

出力グループは、 MediaLive チャンネル内の出力のコレクションです。
パッケージャ

パッケージャは、ダウンストリームシステムの一部である場合があります。 MediaLiveからの動画出
力を受け取り、再パッケージ化します。AWS Elemental MediaPackage はパッケージャです。

パイプライン

には MediaLive、 MediaLive MediaLive 入力とチャンネル内で処理を実行する 1 つまたは 2 つの独立
したパイプラインがあります。

再生デバイス

再生デバイスは、ダウンストリームシステムの最終コンポーネントです。これは、視聴者であるユー
ザーが動画を表示するために使用するデバイスです。

スケジュール

MediaLive 各チャンネルには、関連付けられたスケジュールがあります。スケジュールには、特定の
時間にチャンネルで実行するアクションのリストが含まれます。

ソースコンテンツ

MediaLive 変換する動画コンテンツ。コンテンツは通常、動画、オーディオ、字幕、メタデータで構
成されています。

アップストリームシステム

MediaLive ワークフローの最前線にあり、ソースコンテンツを保持するシステム。アップストリーム
システムの例としては、インターネットに直接接続されているストリーミングカメラまたはアプライ
アンス、またはスポーツイベントでスタジアムに配置されるコントリビューションエンコーダーが挙
げられます。

関連 サービス
Amazon CloudWatch は、AWS Cloud のリソースと、AWS で実行されるアプリケーションをモニタリン
グするサービスです。 CloudWatch を使用して、 MediaLive 実行中のチャンネルの進行状況に関するイベ
ントを追跡し、リソースに関するメトリクスを表示します。

AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのユーザーアクセスを安全に管理する
ウェブサービスです。IAM を使用して、どのユーザーが AWS リソースを使用できるかを制御し (認証)、
さらに、どのリソースをユーザーがどのように使用できるかを制御します (権限付与)。
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AWS Elemental へのアクセス MediaLive

AWS Elemental MediaPackage は、 just-in-time AWSクラウドで実行される動画パッケージングおよび配
信サービスです。AWS Elemental MediaPackage を使用して、 MediaLiveによってエンコードされたコン
テンツをパッケージにします。

AWS Elemental MediaConnect は、AWS Cloud で実行されるライブ動画の転送サービスです。 
MediaConnect 変換する動画のソースとして使用できます。

AWS Elemental MediaStore は、ライブでオンデマンドのメディアに必要な高パフォーマンスおよび即
時の一貫性を実現する、動画発信およびストレージサービスです。AWS Elemental MediaStore を使用し
て、 MediaLive 変換時に取得および使用するアセットを保存でき、からの出力の送信先としても使用でき
ます MediaLive。

AWS Resource Groups には、AWS リソースにメタデータを割り当てることができるタグ付けエディタが
含まれています。タグエディタを使用して、 MediaLive チャンネルや他のリソースにメタデータを割り当
てることができます。

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。Amazon S3 を使
用して、 MediaLive 変換時に取得および使用するアセットを保存でき、からの出力の送信先としても使用
できます MediaLive。

AWS Systems Managerでは、パスワードを平文として保存するのではなく、安全な方法で保存できます。 
MediaLive ユーザー認証情報を提供する外部サーバーに接続する場合は、Systems Manager の使用が必要
になる可能性があります。

Amazon 仮想プライベートクラウドでは、AWS Cloud 内に独自の仮想ネットワークをセットアップできま
す。ソースコンテンツの転送がプライベートクラウド内で完了するように、アップストリームシステムの
場所として Use Amazon VPC を使用します。

AWS Elemental へのアクセス MediaLive
MediaLive 次のいずれかの方法でにアクセスできます。

• AWS Management Console— このガイドの手順では、を使用して AWS ElementalAWS Management 
Console MediaLive のタスクを実行する方法について説明しています。

• AWSSDK — の SDKAWS を提供するプログラミング言語を使用している場合は、SDK を使用して 
AWS Elemental にアクセスできます MediaLive。SDK では、認証を簡素化し、開発環境と容易に統
合して、 MediaLive のコマンドに簡単にアクセスできます。詳細については、Tools for Amazon Web 
Services を参照してください。

• AWS Elemental MediaLive API — SDK が提供されていないプログラミング言語を使用している場
合、API アクションの情報と  MediaLive API リクエストの作成方法については、「AWS Elemental API 
リファレンス」を参照してください。

• AWS Command Line Interface - 詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」を
参照してください。

• AWSWindows 用ツール PowerShell — 詳細については、AWS Tools for Windows PowerShellユーザーガ
イドを参照してください。
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AWS Elemental MediaLive Mediaの
仕組み

AWS Elemental MediaLive から見ると MediaLive、3 MediaLive つのシステムが含まれています。

• MediaLive ソースコンテンツを取り込んで変換するチャンネル。
• にソースコンテンツ (ビデオやその他のメディア) を提供する 1 つ以上のアップストリームシステム

MediaLive。

アップストリームシステムの例としては、インターネットに直接接続されているストリーミングカメラ
またはアプライアンス、またはスポーツイベントが開催されている競技場にあるコントリビューション
エンコーダーが挙げられます。

ソースコンテンツは、特定のパッケージ形式とプロトコルです。例えば、ソースコンテンツは、スト
リーミング HLS またはストリーミング TS (トランスポートストリーム) として使用できる場合がありま
す。ソースコンテンツには、特定のコーデックまたは形式の動画、オーディオ、およびオプションの字
幕ストリームが含まれます。

• MediaLive 生成する出力の送信先となる 1 つ以上のダウンストリームシステム。

一般的なダウンストリームシステムは、接続されたオリジンサービスまたはパッケージャ、オリジ
ンサービスまたはパッケージャのダウンストリームであるコンテンツ配信ネットワーク (CDN)、
および、ユーザーがコンテンツを閲覧する再生デバイスまたはウェブサイトで構成されています。 
MediaLiveAWS Elemental MediaPackage Mediaは、オリジンサービスおよびパッケージャーの一例で
す。Amazon CloudFront は CDN の一例です。

MediaLive ワークフローを作成するには、1 つ以上の MediaLive 入力を作成します。入力には、 
MediaLive 上流システムの接続方法と接続方法に関する情報が含まれています。また、 MediaLive チャン
ネルを作成し、入力をチャンネルにアタッチします。チャンネル設定データには、 MediaLive ダウンスト
リームシステムに接続する方法に関する情報が含まれています。

この設定では、次の図に示すようにコンポーネントを接続します。

コンテンツの処理を開始するには、チャンネルを開始します。チャンネルが実行中の場合、入力によって
識別されたアップストリームシステムからソースコンテンツを取り込みます。次いで、チャンネルは、
その動画 (および関連するオーディオ、字幕、メタデータ) をトランスコードし、出力を作成します。 
MediaLive 指定されたダウンストリームシステムに出力を送信します。

トピック
• AWS Elemental MediaLive MediaLive (p. 5)
• AWS Elemental MediaLive Mediaチャンネル (p. 5)
• AWS Elemental MediaLive パイプライン (p. 6)
• AWS Elemental MediaLive MediaLive (p. 7)
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MediaLive ユーザーガイド
MediaLive 入力

AWS Elemental MediaLive MediaLive
入力には、アップストリームシステムとチャンネルが相互に接続する方法に関する情報が含まれていま
す。入力とアップストリームシステム間の接続は、プッシュ (アップストリームシステムがコンテンツを
プッシュ) またはプル (MediaLive アップストリームシステムからコンテンツをプル) のいずれかです。

プッシュ入力には、 MediaLive 入力セキュリティグループが関連付けられています。入力セキュリティグ
ループは、アップストリームシステムのソースアドレスを含む IP アドレスの範囲を識別します。この範囲
内の IP アドレスは、入力にコンテンツをプッシュできます。

AWS Elemental MediaLive Mediaチャンネル
チャンネルには複数の入力をアタッチできますが、ソースコンテンツは一度に 1 つの入力からのみ取り込
まれます。(チャンネルスケジュール (p. 7)を使用して、1 つの入力から別の入力に切り替えるように
チャンネルを設定します。)

チャンネルはソースコンテンツを取り込んで変換 (デコードおよびエンコード) し、出力グループにパッ
ケージ化します。

チャンネルには 1 つ以上の出力グループが含まれます。さまざまなダウンストリームシステムの要件を処
理するために、さまざまなタイプの出力グループがあります。

出力グループは、1 つ以上の出力で構成されます。各出力には、特定のエンコードの組み合わせが含まれ
ます。エンコードとは、1 つの動画ストリーム、1 つのオーディオストリーム、または 1 つの字幕トラッ
クです。エンコードによってその特徴は異なります。エンコードを出力に結合するルールと、出力を出力
グループに結合するルールは、出力グループのタイプによって異なります。

次の図は、ワークフローの詳細な図です。
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MediaLive パイプライン

この図は、出力グループが 1 つだけのチャンネルを示しています。

別の例として、チャンネルには 1 つの HLS 出力グループと 1 つの RTMP 出力グループが含まれている
場合があります。HLS 出力グループに 2 つの出力が含まれる場合があります。1 つの HLS 出力には、1 
つの高解像度動画、1 つのオーディオ、1 つの字幕エンコードが含まれています。もう 1 つの HLS 出力
には、1 つの低解像度動画、1 つのオーディオが含まれており、字幕は含まれていません。RTMP 出力グ
ループには、1 つの動画と 1 つのオーディオを含む 1 つの出力が含まれています。

このワークフローの設計とチャンネルの作成については、「セットアップ: アップストリームとダウンスト
リームの準備 (p. 68)」と「セットアップ: チャンネルの計画 (p. 95)」を参照してください。

AWS Elemental MediaLive パイプライン
内部処理は、1 つまたは 2 MediaLive つのパイプライン内で行われます。

チャンネルと入力が 2 つのパイプラインを持つようにワークフローを設定した場合 (推奨)、両方のパイ
プラインは互いに独立して動作しますが、同一の処理を実行します。2 つのパイプラインで設定すると、 
MediaLive内部で回復性が得られます。

2 つのパイプラインの場合、アップストリームシステムが 2 つのソースを提供し、ダウンストリームシス
テムが 2 つの出力を受け取るように設定する必要があります。
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MediaLive スケジュール

AWS Elemental MediaLive MediaLive
MediaLive チャンネルには、1 つのスケジュールが関連付けられています。要件に合わせてスケジュール
にアクションを追加します。「入力を切り替える」 (別の入力の取り込みに切り替える) や「イメージオー
バーレイを挿入する」 (指定したイメージを動画に重ねる) など、さまざまなタイプのアクションがありま
す。

これらのアクションは、チャンネルの実行中でも実行中以外でも追加できます。 MediaLive スケジュール
で特定された時刻にチャンネルにアクションを送信し、チャンネルはアクションを実行します。

スケジュールの詳細については、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」を参照してください。
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料金

価格と予約
このセクションには、AWS Elemental を使用する場合の価格設定と MediaLive、AWS Elemental 
MediaLive アクティビティの特別価格を取得するための予約の作成という 2 つの関連トピックに関する情
報が含まれています。

トピック
• 料金 (p. 8)
• AWS Elemental での予約の操作 MediaLive (p. 9)

料金
他の AWS 製品と同様、AWS Elemental を使用するための契約や最低契約金は必要ありません 
MediaLive。

このセクションでは、価格設定に関する非常に一般的な情報を提供します。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/medialive/pricing/」を参照してください。

MediaLive リソースの状態に応じて料金がかかります。アイドルチャージとランニングチャージがありま
す。

[States] (状態)

• チャネルは稼働中か実行されていないかのどちらかです。

次のいずれかの状況に当てはまる場合は実行されません。
• まだ開始されていません
• 実行中だったが失敗し、まだ自動的に再起動していません。
• 実行中だったが、メンテナンスのため停止されており、まだ自動的に再起動していない。

• 入力がアイドル状態または実行中です。

次のいずれかの状況に当てはまる場合はアイドル状態になります。
• チャンネルにアタッチされていません
• チャンネルにアタッチされていますが、チャンネルが実行されていません。

アイドルチャージ

• 稼働していない各チャンネルには、アイドル状態のチャンネル料金がかかります。実行中のチャンネル
にはチャンネル料金はかかりません。料金は、チャンネルの入力と出力に対するものです。

• チャネルに接続されていない各プッシュ入力と、動作していないチャネルに接続された各プッシュ入力
には、アイドル状態のプッシュ入力料金がかかります。

• アイドル状態のプル入力には料金はかかりません。

ランニングチャージ

• 実行中のチャンネルにはチャンネル料金はかかりません。チャンネルの入力と出力には料金がかかりま
す。
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MediaLive ユーザーガイド
予約

• 実行中のチャネルに設定された各出力には、実行中の出力料金がかかります。ユーザーまたは 
Elemental Live によって出力が一時停止された場合でも課金されます。

各出力の料金は、出力のタイプ、および出力の主要なビデオ特性（ビデオ出力コーデックやビデオフ
レームレートなど）の組み合わせに基づいています。チャンネルにある各出力の動画設定で特性を指定
します。詳細については、「the section called “セットアップビデオ” (p. 230)」を参照してください。

• 実行中のチャンネルにアタッチされている各入力には実行入力料金がかかります。チャージはプッシュ
入力とプル入力の両方に適用されます。現在アクティブでない、またはコンテンツを受信していない
チャンネルの入力にも適用されます。

入力価格は、入力のタイプと、入力コーデック、ビットレート、解像度などの入力の主要な特性の
組み合わせに基づいています。入力価格設定の基準の詳細については、を参照してくださいhttp:// 
aws.amazon.com/medialive/pricing/。チャンネルを作成するときに、これらの特性の一部を入力仕様で
指定します。詳細については、「the section called “入力仕様設定” (p. 167)」を参照してください。

• 特定の機能が有効になっているチャンネルを実行すると、追加料金がかかります。電荷はチャンネルに
適用され、チャンネル内の個々の入力、出力、その他のコンポーネントには適用されません。たとえ
ば、アドバンスドオーディオの追加料金は、1 つの出力でアドバンスドオーディオを使用するランニン
グチャンネルと、アドバンスドオーディオを使用する出力が 3 つあるランニングチャンネルの場合と
同じレートで適用されます。追加料金の一覧については、を参照してくださいhttp://aws.amazon.com/ 
medialive/pricing/。

AWS Elemental での予約の操作 MediaLive
予約とは、特定の入力設定または出力設定への 1 年間のコミットメントです。予約は割り当てられ、その
年を通して月単位で請求されます。予約が自動的に更新されるように設定できます。

入力処理、出力処理、コーデックライセンスなどのアドオンなど、請求対象となる処理リソースの予約を
購入できます。各予約で、関連するリソースの処理の料金が削減されます。

貴社のチャンネルが 1 か月に消費する分のプールに対して、時間料金を支払います。予約の料金について
は、 MediaLive 料金表をご覧ください。

Important

予約の議事録の一部または全部がその月に使われなかった場合、その分は失われます。議事録は
翌月に転送されません。

トピック
• 入力予約および出力予約 (p. 9)
• アドオン予約 (p. 12)
• 予約の購入 (p. 13)
• 購入済みの予約の表示 (p. 15)
• 期限切れの予約を削除する (p. 15)

入力予約および出力予約
MediaLive 入力と出力の予約を提供します。

トピック
• 入力予約の属性とマッチング (p. 10)
• 出力予約の属性とマッチング (p. 10)
• 入力予約または出力予約が適用される方法 (p. 11)
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MediaLive ユーザーガイド
入力予約および出力予約

入力予約の属性とマッチング
入力予約 は入力処理のコストに適用されます。入力予約には、次の属性があります。

• コーデック
• 解像度 (範囲)
• ビットレート (範囲)
• リージョン (入力が実行される場所)

一致の仕組み

予約が入力に適用されるには、入力予約の属性がチャンネルの入力仕様にあるフィールドと一致する必要
があります。チャンネルは、予約で指定された地域でも運営されている必要があります。例えば、チャン
ネルの入力仕様が [AVC]、[HD]、[Max 20 Mbps] (最大 20 Mbps) であるとします。それらの属性と一致す
る予約が、そのチャンネルの入力に適用される可能性があります。

出力予約の属性とマッチング
出力予約は、処理出力のコストに適用されます。出力予約には次の属性があります。

• コーデック
• 解像度 (範囲)
• ビットレート (範囲)
• フレームレート (範囲)
• リージョン (入力が実行される場所)

一致の仕組み

予約が出力に適用されるには、出力予約の属性がチャンネル設定の対応するフィールドと一致する必要
があります。チャンネルは、予約で指定された地域でも運営されている必要があります。AWS Elemental 
MediaLive コンソールでフィールドを見つけることができます。

• 通常の動画およびオーディオ出力では、フィールドはチャンネル設定の [Video output ] (動画出力) セク
ションにあります。フィールドの大部分を表示させるには、ページでコーデックを選択する必要があり
ます。

• オーディオのみの出力では、フィールドはチャンネル設定の [Audio output] (オーディオ出力) セクショ
ンにあります。

マッチングの例

チャンネルのすべてのフィールドが対応する予約の属性と一致する場合、既存のチャンネルと予約は一致
します。

チャンネルにあるフィールドの値が、対応する属性と同等であるか、同じ範囲内であれば、一致となりま
す。例えば、29.97 fpsチャンネル設定での、のビットレートは、予約の E ビットレート属性と同じ範
囲内に収まります。<=30fps

フレームレート属性には、以下のように一致するものがあります。

• チャンネル出力フレームレートが特定のフレームレートに設定されている場合:チャンネル設定で指定さ
れたフレームレートが予約フレームレートの範囲内であれば、一致となります。たとえば、24fps指定
したフレームレートはで、予約はです<=30fps。
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入力予約および出力予約

• チャンネル出力フレームレートがソースから初期化するように設定されている場合、予約範囲内に収ま
る場合にのみ一致となります60fps。例えば、予約フレームレートの範囲が「30-60fps」であれば、
一致となります。

注:特定の出力を対象とする予約を購入し、その出力のフレームレートがソースから初期化するように設
定されている場合は、「30-60fps指定する予約を購入してください」 「<=30fps」を指定する予約は
購入しないでください。

一致しない場合の例

フィールドの 1 つだけが対応する予約属性と一致しない場合、出力と予約は一致しません。

入力予約または出力予約が適用される方法
毎月の請求サイクルの開始時に、AWS各予約にその月の議事録を補充します。

サイクルの最後に、AWS特定の予約からの分を適用し、その予約と一致する属性がある処理済みアイテ
ム (入力または出力) のコストを削減します。その月の 1 分ごとに、1 分ごとに、1 分ごとに、1 分ごと
に、1 分ごとに、1AWS 分が実行されたかどうかが判断されます。これらの実行時間は 1 時間以内に累積
され、1 時間あたり最大 60 分になります。

その 1 時間の予約分がすべて使用されたあと、その 1AWS rate-per-minute 時間の残りには通常料金を課金
します。

実行分は項目間で割り当て可能

実行分は、複数の項目から発生する場合があります。例えば、特定の予約と一致する入力があるチャン
ネル A を開始します。この予約には 1 つのインスタンスしか購入していません。45 分後、同じく特定の
予約と一致する入力があるチャンネル B を開始します。15 分後、チャンネル A を停止します。次の図の
シェーディングで示されているように、実行分が蓄積されます。

異なる項目が実行分を消費する方法に関するもう 1 つの例をあげます。1 時間中に、特定の予約と一致す
る出力のみを実行するとします。この予約には 1 つのインスタンスしか購入していません。これら 4 つの
一致する出力をそれぞれ 15 分、同時に実行します。その 1 時間中、他の一致する出力をどれも実行しま
せん。これら 4 つの出力はすべて、60 分に寄与します。

処理バーストはサポートされていません

60 分ルールでは、予約をバーストの処理に使用することはできません。

例えば、1 時間中に、特定の予約と一致する 4 つの出力を実行します。この予約には 1 つのインスタンス
しか購入していません。これら 4 つの一致する出力を、それぞれ 60 分、同時に実行します。1 時間あた
りの 60 実行分を使い果たすには 1 つの出力で十分なため、これらの出力のうち 1 つのみが予約の対象で
す。
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アドオン予約

未使用の分

予約の議事録の一部または全部がその月に使われなかった場合、その議事録は失われます。

議事録は翌月に転送されません。

実行分は項目間で割り当て可能

チャンネルに関する制約はありません。

• 例えば、予約は、あるチャンネルのある入力と、別のチャンネルの別の入力の処理に基づいて消費され
ます。

• 特定のチャンネルのすべての入力または出力が予約の対象である必要はありません。

アドオン予約
コーデックライセンスなど、 MediaLive アドオンと見なされる価格表のアイテムは予約できます。

アドオン予約は、チャンネル全体のアドオンのコストに適用されます。予約は、アドオンがチャンネルに
適用される回数にかかわらず、アドオンのコストを削減します。例えば、同じチャンネルの 3 つの出力す
べてがアドバンストオーディオコーデックを使用する場合、アドオンのコストを削減するには 1 つの予約
のみが必要です。このチャンネルに 3 つの予約は必要ありません。

トピック
• 予約属性 (p. 12)
• アドオン予約が適用される仕組み (p. 12)

予約属性
アドオン予約には、これらの属性があります。

• アドオン (アドバンスドオーディオまたはオーディオノーマライゼーション)
• リージョン (チャンネルが実行されているリージョン)

アドオン予約が適用される仕組み
毎月の請求サイクルの開始時に、AWS各アドオン予約にその月の分を補充します。

サイクルの最後に、AWS特定の予約からの分を適用し、アドオンを使用するチャンネルのコストを削減
します。その月の 1 分ごとに、1 分ごとに、1 分ごとに、1 分ごとに、1 分ごとに、1 分ごとに実行された
チャンネルが実行されたかどうかが判断されます。アドオン機能が有効になっている場合、チャンネルは
予約と一致します。

AWSは、1 時間以内にこれらの実行時間を最大で 60 分まで累積します。その 1 時間の予約分がすべて使
用されたあと、その 1AWS rate-per-minute 時間のそれらのチャンネルの残りには通常料金を課金します。
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MediaLive ユーザーガイド
予約の購入

アドオンはチャンネル単位

アドオン機能が 1 回以上有効化された場合、チャンネルは予約と一致します。1 つのチャンネル内で、ア
ドオンを使用する出力の数は無関係です。予約はチャンネル全体で一度だけ消費されます。例えば、オー
ディオ正規化を有効にする 1 つのチャンネルに 2 つの出力がある場合、1 つの予約のみが消費されます。

実行分はチャンネル間で割り当て可能

項目が常にチャンネルであるということ以外、「入力予約と出力予約 (p. 11)」に適用されるルールはア
ドオンに適用されます。例えば、アドバンストオーディオ予約と一致する 2 つの出力でチャンネル A を開
始します。この予約には 1 つのインスタンスしか購入していません。45 分後、同じ予約と一致する出力が 
1 つあるチャンネル B を開始します。15 分後、チャンネル A を停止します。次の図のシェーディングで
示されているように、実行分が蓄積されます。

異なるチャンネルが実行分を消費する方法に関するもう 1 つの例をあげます。1 時間中に、アドバンスト
オーディオ予約と一致するチャンネルのみを実行するとします。この予約には 1 つのインスタンスしか購
入していません。これら 4 つの一致する出力をそれぞれ 15 分、同時に実行します。その 1 時間中、他の
一致する出力をどれも実行しません。これら 4 つの出力はすべて、60 分に寄与します。

ライセンシングバーストはサポートされていません

入力予約および出力予約に適用されるバーストルールは (p. 11)、項目が常にチャンネルであるというこ
と以外、アドオン予約にも適用されます。例えば、1 時間中に、アドバンストオーディオ予約と一致する 
4 つのチャンネルを実行します。この予約には 1 つのインスタンスしか購入していません。これら 4 つの
一致するチャンネルを、それぞれ 60 分、同時に実行します。1 時間あたりの 60 実行分を使い果たすには 
1 つのチャンネルで十分なため、これらのチャンネルのうち 1 つのみが予約の対象です。

未使用の分

サイクルの最後に、アドオン予約の分の一部または全部が使用されない場合、それらの分は失われます。
議事録は翌月に転送されません。

予約の購入
コンソールで、[Reservations] (予約) タブを使用して 1 つ以上の予約を購入します。
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MediaLive ユーザーガイド
予約の購入

予約を購入するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Reservations] (予約)、[Reserve offerings] (サービスの予約) の順に選択し

ます。[Offerings] (サービス) ページで、[Filter offerings] (サービスのフィルタリング) セクションを完
了して特定のサービスをフィルタリングします。詳細については、「サービスページでのフィルタリ
ング」 (p. 14)を参照してください。

3. オファーを選択します。

特定の出力を対象とする予約を購入し、その出力のフレームレートがソースから初期化するように設
定されている場合は、「指定する予約を購入してください30-60fps。「=30fps」を指定する予約は
購入しないでください。

4. 選択する特定のサービスの番号を選択し、「数」フィールドに入力します。たとえば、HD AVC 出力
を 5 つ予約する場合は、「Count」5 フィールドに入力します。

5. [Add to cart] (カートに追加) を選択します。左上ペインの [Cart] (カート) タブタイトルが増分し、現
在カートに入っているサービスの合計を示します。カートに入れたサービスを削除するには、[Cart] 
(カート) タブに切り替えます。

6. カートの内容を表示するには、[Cart] (カート) タブを選択します。オプションで、カートの中身を表
示しているときに、「自動更新を有効にする」を選択して予約を自動更新するように設定できます。
このオプションはデフォルトではオフになっています。

7. 「カート」タブに表示されているすべての商品を購入するには、「購入」を選択します。

Important

予約を購入すると、予約はキャンセルできません。

サービスページでのフィルタリング
オファリングページには、購入可能なさまざまな予約が表示されます。

次のように説明される、入力予約および出力サービス。

• 解像度 — コーデック — 入力/出力 — ビットレート — フレームレート (出力のみ) — リージョン

例:米国西部 (オレゴン) の 10 ～ 20 Mbps の UHD AVC 入力

次のように説明される、チャンネル (アドオン) サービス。

• アドオン – リージョン

例: 米国西部 (オレゴン) でのアドバンストオーディオ予約出力

次のように、左側のペインのフィルターを使用してサービスをフィルタリングできます。

• 予約タイプ (入力、出力、またはチャンネル (アドオン用))))))))))) をフィルタリング予約タイプ)))))
• 解像度やビットレートなどの属性に基づいてサービスをフィルタリングします。
• 「既存のチャンネルと一致」フィルターを使用すると、選択したチャンネルの入力と出力に一致する番

組のみが表示されます。
• 特別機能フィルターを使用して、アドオンサービスのみを表示します。

フィルタリングは、カート内の項目には影響しません。
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MediaLive ユーザーガイド
購入済みの予約の表示

購入済みの予約の表示
コンソールで、購入した予約を表示できます。作成した自動更新を表示または編集することもできます。

購入した予約を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Reservations] (予約) を選択します。

各予約について表示される情報には、有効期限列に有効期限または自動更新日が含まれます。

自動更新を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Reservations] (予約) を選択します。既存の自動更新は [有効期限] 列に表

示されます。
3. 詳細を表示するには、名前をクリックして予約を選択してください。
4. その他の詳細に加えて、自動更新ステータスは自動更新セクションに表示されます。

自動更新を編集するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Reservations] (予約) を選択します。
3. 名前をクリックして、編集する予約を選択します。
4. 「自動更新」セクションで、「自動更新を編集」を選択します。
5. 「予約自動更新の編集」ウィンドウで、自動更新をオンまたはオフにできます。更新回数を変更する

こともできます。
6. [保存] を選択して変更を確定するか、[キャンセル] を選択して変更を破棄します。

期限切れの予約を削除する
予約の期限が切れた場合、リストから予約を削除できます。

有効期限が切れていない予約はキャンセルできません。

期限切れの予約を削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Reservations] (予約) を選択します。
3. 1 つまたは複数の項目を選択し、[Delete ] (削除) を選択します。
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MediaLive ユーザーガイド
クォータ引き上げのリクエスト

AWS Elemental のクォータ 
MediaLive

AWS Elemental のリソースとオペレーションに適用されるクォータ (以前は制限と呼ばれていました) 
MediaLive があります。クォータは、増やすことができるリソースまたはオペレーションの上限です。

クォータ引き上げのリクエスト
サービスクォータコンソールを使用して、クォータの増額をリクエストしたり、現在のクォータに関する
情報を表示したりできます。

クォータと制約
MediaLive クォータがあります。制約 (変更できない) が伴います。制約の詳細については、「機能ルール
と制限 (p. 18)」を参照してください。

Note

チャンネルスケジュールに含めることができるアクションの数には制限があります。この制限
は、変更できるクォータではないため、ここに挙げていません。この制限については、に記載さ
れています機能ルールと制限 (p. 18)。

MediaLive クォータの説明
次の表では、 MediaLive クォータと現在のデフォルトについて説明します。

Important

クォータの増加をService Quotas コンソールを使用してリクエストできます。

リソースまたはオペレー
ション

デフォルトのクォータ コメント

チャンネル 5 このアカウントで現在のリージョンに作成できるチャンネルの最大
数。

HEVC 出力のチャンネル 5 このアカウントで現在のリージョンに作成できる HEVC チャンネル 
(1 つ以上の HEVC 出力を含むチャンネル) の最大数。

UHD 出力のチャンネル 1 現在のリージョンで、このアカウントで作成できる UHD チャンネ
ル (UHD 出力を含むチャンネル) の最大数。

これらのチャンネルの UHD 出力の最大数については、「機能ルー
ルと制限 (p. 18)」を参照してください。

CDI 入力のチャンネル 2 このアカウントで現在のリージョンに作成できる CDI チャンネル (1 
つ以上の CDI 入力を含むチャンネル) の最大数。
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MediaLive ユーザーガイド
MediaLive クォータの説明

リソースまたはオペレー
ション

デフォルトのクォータ コメント

プッシュタイプの入力 
(VPC プッシュ入力を除く)

5 このアカウントで現在のリージョンに作成できるプッシュ入力 
(VPC プッシュ入力を除く) の最大数。

プルタイプの入力 100 このアカウントで現在のリージョンに作成できるプル入力の最大
数。

VPC プッシュタイプの入力 50 このアカウントで現在のリージョンに作成できる VPC プッシュ入
力の最大数。

Elemental Link タイプの入
力

100 現在のリージョンでこのアカウントに作成できる VPC プッシュ入
力の最大数。

入力セキュリティグループ 5 このアカウントで現在のリージョンに作成できる入力セキュリティ
グループの最大数。

マルチプレックス 2 現在のリージョンのこのアカウントで現在のリージョンに作成でき
るチャンネルの最大数。

予約 50 このアカウントで現在のリージョンに作成できる予約の最大数。
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MediaLive ユーザーガイド
入力の制限

AWS ElementalMediaLive機能ルール
と制限

次の表に、AWS Elemental に適用される多くのルールと制約の概要を示します。MediaLiveは、します。
これらの制約は変更できません。

MediaLive にはクォータも含まれています。クォータは変更できます。クォータの詳細についてはクォー
タ (p. 16)を参照してください。

トピックス
• 入力の制限 (p. 18)
• 出力の制限 (p. 20)
• その他の機能の制限 (p. 21)

入力の制限
リソースまたは機能 制約またはルール

入力番号、プッシュ入力 チャネルに 0 ～ 2 プッシュ入力を接続できます。

入力番号、プル入力 チャネルには最大 20 の入力を接続できます。プッ
シュ入力をカウントした後、残りはプル入力にな
ります。

入力番号、CDI 入力 チャネルに 0 または 1 つの通常の CDI 入力を接続
できます。この入力はプッシュ入力であるため、
チャネル内のプッシュ入力の最大数にカウントさ
れます。

チャネルに 1 つのパートナー CDI 入力を接続で
きます。このセットを接続すると、チャンネル内
のプッシュ入力の最大数が使用されます。これら
の入力の詳細については、「」を参照してくださ
い。the section called “パートナー入力としての 
CDI 入力” (p. 426)。

入力番号、Elemental Link 入力 チャネルには最大 2 つのElemental Link 入力を接
続できます。Elemental Link 入力はプッシュ入力で
あるため、各入力はチャンネル内のプッシュ入力
の最大数にカウントされます。

入力番号、Elemental Link 入力MediaLive端末 各 AWS Elemental Link ハードウェアデバイスから
最大 4 つの入力（リンク入力）を作成できます。
その後、各入力を別のチャンネルにアタッチでき
ます。

入力タイプ — 自動入力フェイルオーバー 2 つのプッシュ入力を、自動入力フェイルオーバー
ペア (p. 392)。フェイルオーバーペアとしてプル
入力を設定することはできません。

フェールオーバーペアは、プッシュ入力の最大数
を使い切ります。

18



MediaLive ユーザーガイド
入力の制限

リソースまたは機能 制約またはルール

入力タイプ — 動的入力用 MP4 とトランスポートストリーム (TS)Amazon S3 
または AWS Elemental に保存されるファイル入力
MediaStore動的入力として設定します。

入力スイッチングを実装するために、チャネルに
複数の入力を接続できます。

VOD アセットである HLS 入力を含めることはで
きません。VOD アセットの定義については、「」
を参照してください。the section called “ライブ入
力とファイル入力のサポート” (p. 361)。

入力タイプ — 複数入力チャネル

入力スイッチングを実装するためにアタッチする
入力には、入力タイプとアベイラビリティーゾー
ンに関連する制限があります。

• 複数の機能を使用できます。MediaConnect入
力は 1 つのチャネルに接続されていますが、
それらの入力はすべて同じ 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンにある必要があります。

• 1 つのチャネルに複数の VPC 入力をアタッチ
できますが、これらの入力はすべて同じ 2 つ
のアベイラビリティーゾーンにある必要があり
ます。VPC 入力には、CDI 入力、RTP VPC 入
力、RTMP VPC 入力が含まれます。

• チャンネルに両方がある場合MediaConnect入力
と VPC 入力、これらの入力はすべて同じ 2 つの
アベイラビリティーゾーンにある必要がありま
す。

Input — オーディオおよびキャプションセレクター 1 つのチャンネルに最大 32 のオーディオおよび
キャプションセレクター（任意の組み合わせ）。

Input — OCR 変換のキャプションセレクタ 入力ごとに OCR 変換を使用するキャプションセレ
クタは最大 3 つです。

指定されたフォーマットが DVB-SUB または 
SCTE-27 の場合、セレクタは OCR 変換を使用
し、セレクタを使用する少なくとも 1 つの出力エ
ンコードがWebVTT エンコード (p. 415)。
セレクタが複数の WebVTT エンコード（2 つの出
力グループなど）で使用されている場合、セレク
タは制限に対して一度だけカウントされます。

入力料金 AWS Elemental Link UHD デバイスからの入力
は、1 つのレートで課金されます。コンテンツ内の
解像度ごとに個別のレートはありません。
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MediaLive ユーザーガイド
出力の制限

出力の制限

リソースまたは機能 制約またはルール

出力、タイプ 1 つのチャネルで最大 1 つのアーカイブ出力グ
ループ。

出力タイプの詳細については、the section called 
“サポートされているコンテナとダウンストリーム
システム” (p. 365) を参照してください。

出力エンコード、フレームキャプチャ フレームキャプチャエンコードの場合:

• 1 つのチャネルで最大 3 つのフレームキャプ
チャエンコード。フレームキャプチャ出力グ
ループ内の単一のエンコード、および各エン
コード（オプション）フレームキャプチャエン
コード (p. 18)HLS 出力グループでは、両方が
この制限にカウントされます。

• 各 HLS 出力グループ内の最大 3 つのフレーム
キャプチャ出力。

出力タイプの詳細については、the section called 
“サポートされているコンテナとダウンストリーム
システム” (p. 365) を参照してください。

出力ビデオエンコード、UHD 解像度と入力タイプ CDI 入力を持つチャネルでは、1 つの UHD 出力エ
ンコード (最大) が可能です。

の最大数チャンネルUHD では、変更できるクォー
タです。詳細については、「」を参照してくださ
い。クォータ (p. 16)。CDI 入力を使用している場
合は、 tの最大数UHD 出力は制限事項です。これ
を変更することはできません。

標準解像度 (SD) ビデオは、すべてのコーデックで
サポートされています。サポートされている出力
コーデックについては、the section called “出力で
サポートされているコーデック” (p. 368) を参照
してください。

高解像度 (HD) ビデオは、H.264 および H.265 でサ
ポートされています。

出力ビデオエンコード、解像度、コーデック

H.264 および H.265 では、超高解像度（UHD また
は 4K）ビデオがサポートされています。

出力ビデオ解像度については、「the section 
called “出力でサポートされているコーデッ
ク” (p. 368)」を参照してください。

出力 — オーディオエンコード 1 つのチャンネルに最大 33 のオーディオエンコー
ド。
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MediaLive ユーザーガイド
その他の機能の制限

その他の機能の制限
リソースまたは機能 制約またはルール

イメージオーバーレイ チャネルで一度に最大 8 つの異なるオーバーレイ
（レイヤー）をアクティブにします。つまり、ビ
デオは同時に最大 8 つの異なるオーバーレイを表
示できます。

イメージオーバーレイの詳細については、「the 
section called “イメージオーバーレイ” (p. 435)」
を参照してください。

モーショングラフィックオーバーレイ チャネルで一度に最大 1 つのモーショングラ
フィックオーバーレイをアクティブにします。

モーショングラフィックオーバーレイの詳細に
ついては、「」を参照してください。the section 
called “モーショングラフィックスオーバーレ
イ” (p. 479)。

各マルチプレックスが生成する MPTS は 1 つのみ
です。

マルチプレックスの詳細については、「the section 
called “マルチプレックスと MPTS” (p. 481)」を
参照してください。

マルチプレックス

すべてのマルチプレックスプログラムにはビデオ
が含まれている必要があります。

マルチプレックスごとに最大 20 プログラム。マルチプレックス、マルチプレックスのプログラ
ム

マルチプレックス内の各プログラムは単一使用で
す。プログラムは 1 つのマルチプレックスにのみ
アタッチされ、そのマルチプレックスでのみ使用
できます。

各チャネルには、マルチプレックスタイプの出力
グループが 1 つのみ含まれます。他のタイプの出
力グループを含めることはできません。

マルチプレックス、マルチプレックスのチャネル

各チャネルは単一使用です。マルチプレックス内
の 1 つのプログラムにのみアタッチできます。そ
のマルチプレックスにのみ使用できます。

出力ロック機能 出力ロックは、HLS および Microsoft Smooth での
みサポートされています。この機能はグローバル
に（チャンネル全体で）有効にしますが、HLS 出
力グループと Microsoft Smooth 出力グループでの
み機能します。

での回復性、自動入力フェイルオーバー (p. 392) 自動入力フェイルオーバーは、チャネル全体では
なく、入力に適用されます。

フェールオーバーを設定できるのは、ペアの 2 つ
の入力のみです。入力はプッシュ入力でなければ
なりません。
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その他の機能の制限

リソースまたは機能 制約またはルール

での回復性、パイプライン冗長性 (p. 497) パイプライン冗長機能 (チャネルクラス) は、チャ
ネルとそのすべての入力に適用されます。チャネ
ルと入力には、以下のルールが適用されます。

• 標準チャンネル — 標準クラスの入力のみをア
タッチできます。

• 単一パイプラインチャネル — 単一クラスの入力 
(パイプラインの冗長性のサポートを省略するた
め) または標準クラスの入力 (後日チャネルを簡
単にアップグレードできるように) をアタッチで
きます。

スケジュール、アクションの最大数 スケジュールには最大 1500 個のアクションを含め
ることができます。この最大は変更できません。

この最大値には、古いアクション、進行中のアク
ション、まだアクティブでないアクションが含ま
れます。この最大値に近い場合は、古いアクショ
ンを削除する必要があります。

スケジュールには、スケジュールされた入力切り
替えアクションをいくつでも含めることができま
す。

入力スイッチングの詳細については、「the section 
called “入力切り替え” (p. 448)」を参照してくだ
さい。

スケジュールおよび入力スイッチ

特定の入力に何度でも切り替えることができま
す。

5 つの定常状態の TPS (1 秒あたりのトランザク
ション)

API リクエストの頻度

30 バースト TPS

その他の機能の制限

リソースまたは機能 制約またはルール

5 つの定常状態の TPS (1 秒あたりのトランザク
ション)

API リクエストの頻度

30 バースト TPS
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MediaLive ユーザーガイド
セットアップセットアップセットアップ
セットアップセットアップセットアップ
セットアップセットアップセットアップ

はじめに:の IAM 権限 MediaLive
このセクションでは、AWS Elemental を使用するように組織を設定する手順について説明します 
MediaLive。また、ユーザーやその他のAWS ID が必要とする IAM 権限の決定に関する情報も提供しま
す。これらの権限により、組織のセキュリティポリシーと手順に従って、ユーザーやその他のAWS ID を
制限的に制御できます。

トピック
• セットアップの予備手順 (p. 23)
• ユーザーの IAM アクセス許可を設定する (p. 25)
• MediaLive 信頼されたエンティティとしての IAM アクセス (p. 46)

セットアップの予備手順
このトピックは、アカウントの作成など、 MediaLive使用セットアップセットアップセットアップセット
アップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセッ
トアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップ
セットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアッ
プセットアップセットアップセットアップ これらの暫定項目は請求されません。料金が発生するのは、実
際に使用した AWS のサービスに対してのみです。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 23)
• 管理ユーザーを作成する (p. 23)
• ツールをダウンロード (p. 24)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント 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 アカウントのルートユーザー 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
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。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。
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ツールをダウンロード

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

ツールをダウンロード
AWS Management Consoleには AWS Elemental のコンソールが含まれていますが MediaLive、サービス
にプログラム的にアクセスする場合は、以下を参照してください。

• API ガイドには、サービスがサポートする操作が記載されており、関連する SDK および CLI のドキュメ
ントへのリンクも確認できます。
• AWS Elemental MediaLive API リファレンス

• 生の HTTP リクエストの組み立てなど、低レベルの詳細を処理せずに API を呼び出すには、AWS SDK 
を使用できます。AWS SDK は、AWS サービスの機能性をカプセル化する機能とデータタイプを提供し
ます。AWS SDK をダウンロードしてインストール手順をアクセスするには、該当するページを参照し
てください。
• Go
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• Python
• Ruby

AWS SDK の完全なリストについては、「Tools for Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サービス
用のツール) を参照してください。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して複数の AWS サービスをコマンドラインから制
御できます。スクリプトを使用してコマンドを自動化することもできます。詳細については、「AWS 
Command Line Interface」を参照してください。
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ユーザーの IAM アクセス許可の取得

• AWS Tools for Windows PowerShell はこれらの AWS サービスをサポートします。詳細については、
「AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference」(Cmdlet リファレンス) を参照してください。

ユーザーの IAM アクセス許可を設定する
このセクションでは、ワークフローが使用する AWS ElementalAWS やその他のサービスと連携できるよ
うに、 MediaLive ユーザーやその他のAWS ID に割り当てる必要があるアクセス権限について説明しま
す。必要な権限を特定したら、関連するポリシーを設計および作成し、それらのポリシーをユーザーグ
ループまたはロールにアタッチできます。

このセクションでは、次のタスクが既に実行されていることを前提としています。

• the section called “セットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセッ
トアップセットアップセットアップ” (p. 23)に説明されている初期設定を実行して、 MediaLive 管理
者へのサインアップと作成を完了しました。

• 管理者、ユーザー、その他のAWS IDthe section called “Identity and Access Management” (p. 600) の
作成方法に関する推奨事項を読みました。

トピック
• リファレンス: 管理者以外のユーザーアクセス要件の概要 (p. 25)
• AWS Elemental MediaLive 機能の要件 (p. 31)
• AWS CloudFormation の要件 (p. 34)
• アマゾンの要件 CloudFront (p. 34)
• AWS CloudTrail の要件 (p. 35)
• Amazon の要件 CloudWatch — チャンネルヘルスのモニタリング (p. 35)
• CloudWatchおよび Amazon SNS の要件 (p. 35)
• Amazon CloudWatch Logs の要件-チャンネルログの設定 (p. 36)
• Amazon Elastic Compute Cloud の要件 — VPC 入力 (p. 36)
• Amazon Elastic Compute Cloud の要件 — VPC 経由での配信 (p. 37)
• IAM の要件 — 信頼されたエンティティロール (p. 37)
• AWS Elemental の要件 MediaConnect (p. 41)
• AWS Elemental の要件 MediaPackage (p. 42)
• AWS Elemental の要件 MediaStore (p. 42)
• AWS Resource Groups の要件 — タグ付け (p. 43)
• Amazon S3 の要件 (p. 43)
• AWS Systems Manager の要件 — パラメータストアでのパスワードパラメータの作成  (p. 43)

リファレンス: 管理者以外のユーザーアクセス要件の
概要
次の表に、ユーザーに割り当てることが必要な場合があるすべてのタイプのアクセス許可を示します。列
の各行には、ユーザーが実行できるようにするアクティビティまたは関連するアクティビティのセットが
示されます。最後の列には、これらのアクティビティへのアクセスを制御する IAM アクションが一覧表示
されます。

この表でユーザーに割り当てる権限を決定するのに十分な情報が得られない場合は、このセクションに続
くサービスのアルファベット順リストを参照してください。
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MediaLive ユーザーガイド
リファレンス: ユーザーアクセスの概要

ユーザーが実行できる
一般的なアクティビ
ティ

対応する IAM のサービ
ス

ユーザーが実行できる
特定のアクティビティ

ポリシーに含めるアク
ション

MediaLive チャンネル、デバイ
ス、入力、入力セキュ
リティグループを作
成、変更、削除する

CreateChannel

CreateInput

CreateInputSecurityGroup

DeleteChannel

DeleteInput

DeleteInputSecurityGroup

UpdateChannel

UpdateInput

UpdateInputDevice

UpdateInputSecurityGroup

MediaLive チャンネル、デバイ
ス、入力、入力セキュ
リティグループを表示
する

ListChannels

ListInputDevices

ListInputs

ListInputSecurityGroups

DescribeChannel

DescribeInput

DescribeInputDevice

DescribeInputDeviceThumbnail

DescribeInputSecurityGroup

MediaLive 複数のチャンネル、入
力、マルチプレック
ス、または入力セキュ
リティグループでバッ
チ操作を実行する

BatchDelete
BatchStart

BatchStop

MediaLive 発信デバイス移管を作
成またはキャンセルす
る、または着信デバイ
ス移管を承諾または拒
否し、保留中のデバイ
ス移管を表示する

AcceptInputDeviceTransfer

CancelInputDeviceTransfer

ListInputDeviceTransfers

RejectInputDeviceTransfer

TransferInputDevice

の機能を使う MediaLive

MediaLive スケジュールの使用 DescribeSchedule
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MediaLive ユーザーガイド
リファレンス: ユーザーアクセスの概要

ユーザーが実行できる
一般的なアクティビ
ティ

対応する IAM のサービ
ス

ユーザーが実行できる
特定のアクティビティ

ポリシーに含めるアク
ション

BatchUpdateSchedule

MediaLive CreateMultiplex

DescribeMultiplex

ListMultiplexes

UpdateMultiplex

Amazon EC2

マルチプレックスの作
成または変更

DescribeAvailabilityZones

このオペレーション
は、 MediaLive コン
ソールでアベイラビリ
ティーゾーンのリスト
を表示するには、マル
チプレックスに 2 つの
ゾーンを選択できるよ
うにするために必要で
す。

MediaLive マルチプレックスの削
除

DeleteMultiplex

DescribeMultiplex

ListMultiplexes

MediaLive マルチプレックスの表
示

DescribeMultiplex

ListMultiplexes

MediaLive チャンネルのクラスを
変更する

UpdateChannelClass

MediaLive チャンネルの実行 StartChannel

StopChannel

MediaLive チャンネルの一時停止 一時停止 (Pause) は、
この表で前述したスケ
ジュール機能内のアク
ティビティです。

MediaLive マルチプレックスの実
行

StartMultiplex

StopMultiplex

MediaLive これらのリソースの作
成時にチャンネル、入
力、入力セキュリティ
グループにタグをア
タッチする

CreateTag

DeleteTags

ListTagsForResources
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リファレンス: ユーザーアクセスの概要

ユーザーが実行できる
一般的なアクティビ
ティ

対応する IAM のサービ
ス

ユーザーが実行できる
特定のアクティビティ

ポリシーに含めるアク
ション

MediaLive 予約とサービスの作
成、変更、削除、およ
び表示

DeleteReservation

DescribeOffering

DescribeReservation

ListOfferings

ListReservations

PurchaseOffering

AWS CloudFormation AWS CloudFormation 
スタックを作成およ
び削除します。これら
のアクセス許可は、常
に必要です。例えば、
ユーザーがワークフ
ローウィザードを使用
しいて、CreateStack
MediaLive アクセス権
限がないと、ワークフ
ローの作成に失敗しま
す。

ListStacks

DescribeStacks

DescribeStackResources

CreateStack

DeleteStack

CloudFront 組織が MediaPackage 
出力先としてサポー
トしている場合は、 
CloudFront ディストリ
ビューションを作成お
よび削除します。

ワークフローウィザー
ドが実際にディスト
リビューションを作成
するため、ここで必要
なアクセス許可がアク
セス許可と大きく異な
る点に注意してくださ
い。

ListDistributions

DescribeDistribution

CreateDistribution

DeleteDistribution

Amazon EC2 VPC 入力の作成 — 
MediaLive コンソールで 
VPC サブネットと VPC 
セキュリティグループ
を表示する

DescribeSubnets

DescribeSecurityGroups

Amazon EC2 VPC 経由で出力を
配信するためのチャ
ンネルを設定する — 
MediaLive コンソールで 
VPC サブネットと VPC 
セキュリティグループ
を表示します。

DescribeSubnets

DescribeSecurityGroups
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MediaLive ユーザーガイド
リファレンス: ユーザーアクセスの概要

ユーザーが実行できる
一般的なアクティビ
ティ

対応する IAM のサービ
ス

ユーザーが実行できる
特定のアクティビティ

ポリシーに含めるアク
ション

Amazon EC2 VPC 経由で出力を配
信するためのチャンネ
ルを設定する — コン
ソールで Elastic IP ア
ドレスを表示します。
コンソールには、AWS 
アカウントで使用する
ために割り当てられた 
Elastic IP アドレスが表
示されます。

DescribeAddresses

MediaConnect 組織が MediaLive を
サポートしている場
合は、 MediaConnect 
ワークフローウィ
ザードを使用してフ
ローを作成します 
MediaConnect。

ワークフローウィ
ザードを使用して、
ソースを含むワーク
フローを削除します 
MediaConnect。

List*

Describe*

Create*

Delete*

MediaLive 
MediaPackage コンソー
ルのチャンネルのド
ロップダウンリストで 
MediaLive チャンネルを
表示します。

Describe*MediaPackage

組織が MediaPackage 
出力先としてサポー
トしている場合は、 
MediaPackage ワークフ
ローウィザードを使用
してチャンネルを作成
します。

ワークフローウィ
ザードを使用して、 
MediaPackage出力を含
むワークフローを削除
します。

List*

Describe*

Create*

Delete*
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MediaLive ユーザーガイド
リファレンス: ユーザーアクセスの概要

ユーザーが実行できる
一般的なアクティビ
ティ

対応する IAM のサービ
ス

ユーザーが実行できる
特定のアクティビティ

ポリシーに含めるアク
ション

MediaStore 組織が MediaStore 
出力先としてサポー
トしている場合は、 
MediaStore ワークフ
ローウィザードを使用
してコンテナを作成し
ます。

ワークフローウィ
ザードを使用して、 
MediaStore出力を含む
ワークフローを削除し
ます。

List*

Describe*

Create*

Delete*

チャンネルヘルスのモ
ニタリング

CloudWatch   ListMetrics

GetMetricData

GetMetricStatistics

イベントの設定 CloudWatch イベント   すべてのアクション

CloudWatchEventsFullAccess
マネージドポリシーに
は、これらのアクセス
許可が含まれています

ログの表示 FilterLogEvents

GetLogEvents

チャンネルログのセッ
トアップ

CloudWatch アマゾンロ
グ

保持ポリシーの設定 DeleteRetentionPolicy

PutRetentionPolicy

MediaLiveAccessRole
の作成

CreateRole

PutRolePolicy

AttachRolePolicy

MediaLiveAccessRole ListRole

PassRole

信頼されたエンティ
ティロールのシンプル
なオプション

IAM

MediaLiveAccessRole
の更新

GetRolePolicy

PutRolePolicy

AttachRolePolicy

トラステッドエンティ
ティロール用の複雑な
オプション

IAM 信頼済みエンティティ
のロールを入力してく
ださい

PassRole
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MediaLive

ユーザーが実行できる
一般的なアクティビ
ティ

対応する IAM のサービ
ス

ユーザーが実行できる
特定のアクティビティ

ポリシーに含めるアク
ション

E メール通知の設定 Amazon SNS   すべてのアクション

AmazonSNSFullAccess
マネージドポリシーに
は、これらのアクセス
許可が含まれています

Systems Manager MediaLive コンソール
またはコンソールを使
用してパスワードパラ
メータを作成するAWS 
Systems Manager

DeleteParameter

DeleteParameters

DescribeParameters

GetParameter

GetParameterHistory

GetParameters

GetParametersByPath

PutParameter

AWS Systems Manager

Systems Manager MediaLive コンソール
のドロップダウンリス
トからパスワードパラ
メータを選択する

DescribeParameters

AWS Elemental MediaLive 機能の要件
AWS Elemental MediaLive 機能へのアクセス許可をユーザーに付与する必要があります。のカテゴリは 3 
MediaLive つのカテゴリに分類できます。

• 作成のアクセス許可
• 表示するアクセス許可
• 実行する許可

異なる種類のユーザーに異なるアクセス権限を付与することもできます。例えば、「ベーシックオペレー
ター」が作成のためのアクセス許可を持たないように決定できます。

特に、予約を操作する機能を制限するかどうかを決定する必要があります。このアクセス権限を管理者ま
たはアドバンストユーザーにのみ付与することもできます。予約の詳細については、「the section called 
“予約” (p. 9)」を参照してください。

次の表は、へのアクセス許可に関連する IAM のオペレーションを示しています MediaLive。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

チャンネル、デバイス、入力、
入力セキュリティグループを作
成、変更、削除する

MediaLive CreateChannel

CreateInput
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アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション
CreateInputSecurityGroup

DeleteChannel

DeleteInput

DeleteInputSecurityGroup

UpdateChannel

UpdateInput

UpdateInputDevice

UpdateInputSecurityGroup

チャンネル、デバイス、入力、
入力セキュリティグループを表
示する

MediaLive ListChannels

ListInputDevices

ListInputs

ListInputSecurityGroups

DescribeChannel

DescribeInput

DescribeInputDevice

DescribeInputDeviceThumbnail

DescribeInputSecurityGroup

実行中のチャンネルのアラート
を表示する

このアクションは IAM コン
ソールのポリシーウィザード
に表示されないことに注意し
てください。このアクション
を含めるには、ポリシーを作
成し、ポリシーを編集して
"medialive:ListAlerts",
の行を JSON に直接入力しま
す。これらの手順はすべて IAM 
コンソールで実行できます。

MediaLive ListAlerts

複数のチャンネル、入力、マル
チプレックス、または入力セ
キュリティグループでバッチ操
作を実行する

MediaLive BatchDelete
BatchStart

BatchStop

発信デバイス移管を作成または
キャンセルする、または着信
デバイス移管を承諾または拒否
し、保留中のデバイス移管を表
示する

MediaLive AcceptInputDeviceTransfer
CancelInputDeviceTransfer
ListInputDeviceTransfers
RejectInputDeviceTransfer
TransferInputDevice
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アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

スケジュールの使用 MediaLive DescribeSchedule

BatchUpdateSchedule

MediaLive CreateMultiplex

DescribeMultiplex

ListMultiplexes

UpdateMultiplex

マルチプレックスの作成または
変更

EC2 DescribeAvailabilityZones

このオペレーションは、 
MediaLive コンソールでアベイラ
ビリティーゾーンのリストを表
示するには、マルチプレックス
に 2 つのゾーンを選択できるよ
うにするために必要です。

マルチプレックスの削除 MediaLive DeleteMultiplex

DescribeMultiplex

ListMultiplexes

マルチプレックスの表示 MediaLive DescribeMultiplex

ListMultiplexes

チャンネルのクラスを変更する MediaLive UpdateChannelClass

チャンネルの実行 MediaLive StartChannel

StopChannel

チャンネルの一時停止 MediaLive 一時停止は、上記のスケジュー
ル機能の一部です。

マルチプレックスの実行 MediaLive StartMultiplex

StopMultiplex

これらのリソースの作成時に
チャンネル、入力、入力セキュ
リティグループにタグをアタッ
チする

MediaLive CreateTag

DeleteTags

ListTagsForResources
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アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

予約とサービスの作成、変更、
削除、および表示

MediaLive DeleteReservation

DescribeOffering

DescribeReservation

ListOfferings

ListReservations

PurchaseOffering

AWS CloudFormation の要件
MediaLive ワークフローウィザードがあります。ワークフローの作成には、常に AWS CloudFormation 
スタックの自動作成が含まれます。したがって、ワークフローウィザードを使用するには、AWS 
CloudFormation でのアクセス許可が必要です。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

ワークフローウィザードの操作 AWS CloudFormation ListStacks

DescribeStacks

DescribeStackResources

CreateStack

DeleteStack

アマゾンの要件 CloudFront
MediaLive ワークフローウィザードがあります。ウィザードのオプションの 1 つは、AWS Elemental 
MediaPackage に出力を配信し、そこからアマゾンに出力を配信することです CloudFront。したがっ
て、ユーザーが配信を含むワークフローを作成するには MediaPackage、アクセス許可が必要です 
CloudFront。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

組織が MediaPackage 出力
先としてサポートしている場
合は、ワークフローウィザー
ドを使用して、 CloudFront 
MediaPackage チャンネルに関
連付けられたディストリビュー
ションを作成します。

ワークフローウィザードを使
用して、 CloudFront ディスト
リビューションを含むワークフ
ローを削除します。

CloudFront ListDistributions

DescribeDistribution

CreateDistribution

DeleteDistribution
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CloudFrontCreate 組織が MediaPackage 出力先としてサポートしている場合は、 CloudFront ディストリ
ビューションを削除します。

ワークフローウィザードが実際にディストリビューションを作成するため、ここで必要なアクセス許可が
アクセス許可と大きく異なる点に注意してください。

AWS CloudTrail の要件
MediaLive は、のユーザーAWS CloudTrail、ロール、またはAWSのサービスによって実行されたアクショ
ンを記録するサービスであると統合されています MediaLive。

ユーザーには、AWS CloudTrail の特別なアクセス許可は必要ありません。

Amazon の要件 CloudWatch — チャンネルヘルスのモ
ニタリング
AWS Elemental MediaLive コンソールには、 CloudWatch チャンネルのヘルスに関するメトリクスを収集
し、 MediaLive コンソールに直接表示するページ (チャンネルの詳細) があります。

コンソールでメトリクスを表示するアクセス許可の一部またはすべてのユーザーに付与するかどうかを決
定する必要があります。

MediaLive コンソールでこの情報を表示するユーザーの場合、そのユーザーは Amazon でのメトリクスオ
ペレーションの表示アクセス許可を持っている必要があります CloudWatch。ユーザーがこれらのアクセ
ス許可を持っている場合、 CloudWatch コンソール、AWS CLI、または REST API を通じて情報を表示す
ることもできます。

次の表は、チャンネルヘルスをモニタリングするためのアクセスに関連する IAM のアクションを示してい
ます。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

メトリクスの表示 CloudWatch ListMetrics

GetMetricData

GetMetricStatistics

CloudWatchおよび Amazon SNS の要件
MediaLive 実行中のチャンネルに関する情報を提供します。 CloudWatch この情報をイベントとして 
Amazon に送信します。これらのイベントの詳細は、オプションで 1 人以上のユーザーに配布できます。
誰かがこのディストリビューションをセットアップする必要があります。(セットアップ手順については、
「the section called “ CloudWatch イベントを使用したモニタリング” (p. 303)」を参照してください。)

これらのアクセス許可を一部またはすべてのユーザーに付与するかどうかを決定する必要があります。各
ユーザーに独自のディストリビューション設定を実行することを許可することもできます。または、管理
者が、該当するユーザーの起動時にセットアップを実行し、新しいユーザーが追加されるたびに再度実行
する必要があると判断する場合があります。

次の表は、E メール通知をセットアップするためのアクセスに関連する IAM のアクションを示していま
す。
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アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

書き込み CloudWatch イベント すべてのアクション

書き込み SNS すべてのアクション

Amazon CloudWatch Logs の要件-チャンネルログの
設定
MediaLive チャンネルログを生成し CloudWatch 、ユーザーがそれらを表示できるようにします。チャン
ネルログの詳細については、「the section called “ CloudWatch ログを使用したモニタリング” (p. 328)」
を参照してください。

一部またはすべてのユーザーに Logs CloudWatch でログを表示するアクセス許可を付与するアクセス許可
を付与するかどうかを決定する必要があります。

また、一部またはすべてのユーザーにログの保持ポリシーを設定するアクセス許可を与えるかどうかも決
定する必要があります。このアクセス権限をユーザーに付与しない場合は、管理者がポリシーを設定する
必要があります。

ユーザーには、 MediaLive 内からのログ記録を有効にするための特別なアクセス許可は必要ありません。

次の表は、チャンネルログをセットアップするためのアクセスに関連する IAM のアクションを示していま
す。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

ログを表示する CloudWatch ログ FilterLogEvents

GetLogEvents

保持ポリシーの設定 CloudWatch ログ DeleteRetentionPolicy

PutRetentionPolicy

Amazon Elastic Compute Cloud の要件 — VPC 入力
デプロイには、Amazon VPC で作成した VPC MediaLive から接続するプッシュ入力が含まれている場合
があります。

MediaLive ユーザーがこのタイプの入力をコンソールで作成すると、ドロップダウンリストからサブネッ
トとセキュリティグループを選択できます。ドロップダウンリストに Amazon VPC のリソースが入力さ
れるようにするには、ユーザーに適切なアクセス許可が必要です。Amazon VPC 入力の詳細については、
「the section called “入力の作成” (p. 588)」を参照してください。

次の表は、ドロップダウンに入力するためのアクセスに関連する IAM のアクションを示しています。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

MediaLive コンソールで VPC サ
ブネットと VPC セキュリティグ
ループを表示する

EC2 DescribeSubnets

DescribeSecurityGroups
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Amazon Elastic Compute Cloud の要件 — VPC 経由で
の配信
デプロイには、Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) の出力エンドポイントへの配信用にい
くつかのチャンネルのセットアップが含まれる場合があります。

MediaLive ユーザーがコンソールでこの機能を設定すると、ドロップダウンリストからサブネット、セ
キュリティグループ、および EIP を選択できます。ドロップダウンリストに Amazon VPC のリソース
が入力されるようにするには、ユーザーに適切なアクセス許可が必要です。この機能については、「the 
section called “VPC 配信” (p. 568)」を参照してください。

次の表は、ドロップダウンに入力するためのアクセスに関連する IAM のアクションを示しています。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

MediaLiveコンソールで VPC サ
ブネットと VPC セキュリティグ
ループを表示する

EC2 DescribeSubnets

DescribeSecurityGroups

Elastic IP アドレスをコンソー
ルに表示します。コンソールに
は、AWS アカウントで使用する
ために割り当てられた Elastic IP 
アドレスが表示されます。

EC2 DescribeAddresses

IAM の要件 — 信頼されたエンティティロール
ユーザーが信頼されたエンティティロールで作業できるように、制限された一連の IAM 機能へのアクセス
をユーザーに許可する必要があります。このロールを使用すると MediaLive 、AWS組織のアカウントに属
するリソースに対してオペレーションを実行できます。 MediaLive チャンネルが実行されているときにこ
の機能が必要です。

Important

このセクションを読む前に、を読んで信頼されたエンティティの仕組みを理解し、組織で単純
なオプションと複雑なオプションのどちらを使用しているかを理解してください。the section 
called “信頼されたエンティティの IAM 権限” (p. 46)

シンプルなオプションのアクセス許可の提供
信頼できるエンティティ向けのシンプルなオプションが導入に適していると判断した場合は (p. 47)、こ
のセクションをお読みください。このオプションでは、 MediaLiveAccessRole ユーザーはロールのみを使
用して信頼できるエンティティを操作します。

このセクションを読む前に、を読んで信頼されたエンティティの仕組みを理解し、組織で単純なオプショ
ンと複雑なオプションのどちらを使用しているかを理解してください。the section called “信頼されたエン
ティティの IAM 権限” (p. 46)

ユーザーが [チャネルと入力の詳細] ペインの [IAM Role] セクションで作業するには、このペインでオプ
ションを選択できる必要があります。次のスクリーンショットは、チャンネルを作成すると表示される
IAM Role セクションを示しています。
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次の表に示すアクセス権をユーザーに付与する必要があります。すべてのアクションは IAM サービスにあ
ります。

コンソールのフィールド 説明 アクション

「既存のロールを使用」を選択
します

ユーザーは「既存のロールを使
用」MediaLiveAccessRole
フィールドに付いている選択
フィールドから選択できる必要
があります。

ListRole

PassRole

「テンプレートからロールを作
成」オプションを選択します

ユーザーは「テンプレートから
ロールを作成」フィールドを選
択できる必要があります。

ロールは 1 回のみ作成する必
要があります。最初のユーザー

CreateRole

PutRolePolicy

AttachRolePolicy
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コンソールのフィールド 説明 アクション
がチャンネルを作成するときに 
1 回のみ作成する必要がありま
す。 ただし、これらの権限をす
べてのユーザーに付与するのが
最も簡単です。）

「カスタムロール ARN を指定」
を選択します。

ユーザーはこのフィール
ドを選択できる必要はあ
りません。ユーザーは
MediaLiveAccessRole を使用
します。カスタムロールを使用
することはありません。

なし

「更新」を選択します MediaLive
MediaLiveAccessRoleを新
しい権限で更新するには、ユー
ザーがこのボタンを選択できる
必要があります。新しい機能を
追加するときに、権限をロール
に追加しなければならない場合
があります MediaLive。

GetRolePolicy

PutRolePolicy

AttachRolePolicy

複合オプションへのユーザーアクセス
信頼できるエンティティ向けの複雑なオプションが導入に適していると判断した場合は (p. 47)、このセ
クションをお読みください。このオプションでは、ユーザーは作成したカスタムロールを使用して信頼で
きるエンティティを操作します。

このセクションを読む前に、を読み、手順に従って複合オプション用の信頼できるエンティティロールを
作成してください。the section called “信頼されたエンティティの IAM 権限” (p. 46)

トピック
• ユーザーが必要とする権限 (p. 39)
• ユーザーが必要とする情報 (p. 41)

ユーザーが必要とする権限

ユーザーが [チャネルと入力の詳細] ペインの [IAM Role] セクションで作業するには、このペインでオプ
ションを選択できる必要があります。次のスクリーンショットは、チャンネルを作成すると表示される
IAM Role セクションを示しています。
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次の表に示すアクセス権をユーザーに付与する必要があります。すべてのアクションは IAM サービスにあ
ります。

コンソールのフィールド 説明 アクション

「既存のロールを使用」を選択
します

ユーザーは [既存のロールを使
用] フィールドに付いている選
択フィールドのリストを表示で
きないようにする必要がありま
す。

このリストには、AWSアカウン
トで作成されたすべてのロール
が表示されます。ユーザーはこ
のリストから選択できないよう
にする必要があります。

なし
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MediaConnect

コンソールのフィールド 説明 アクション

「テンプレートからロールを作
成」オプションを選択します

ユーザーは「テンプレートから
ロールを作成」フィールドを選
択できないようにする必要があ
ります。

ユーザーはロールを作成しませ
ん。管理者だけがロールを作成
します。

なし

「カスタムロール ARN を指定」
を選択します。

ユーザーは、「カスタムロール
の指定 ARN」フィールドに付い
ている入力フィールドにロール
を入力できる必要があります。
そうすれば、その役割を引き継
ぐことができなければなりませ
ん MediaLive。

iam:PassRole

「更新」を選択します このボタンはを使用する実
装でのみ表示されるため、
ユーザーは [更新] ボタンを
選択できなくてもかまいませ
んMediaLiveAccessRole。複
雑なオプションはこのロールを
使用しないため、このボタンは
表示されません。

なし

ユーザーが必要とする情報

ユーザーがチャンネルを作成すると、 MediaLive MediaLive 適切な信頼できるポリシーを設定するための
ロールがユーザーに渡されます。これらのポリシーは、信頼済みエンティティを設定したときに作成しま
した (p. 48)。具体的には、信頼関係を変更するステップで (p. 52)、作成したすべてのロールの ARN 
をメモしました。

各ユーザーには、作業する各ワークフロー (チャネル) で使用する必要があるロールのリスト (ARN で識別
されます) を提供する必要があります。

• 各ユーザーに、担当するワークフローに適した役割を与えるようにしてください。各ロールは、 
MediaLive 特定のワークフローに適用されるリソースへのアクセスを許可します。

• 各ユーザーには、それぞれ異なるロールリストがあります。

ユーザーが [カスタムロール ARN を指定] を選択すると、ユーザーはリストを参照して、チャンネルが適
用されるワークフローと、適用されるロール ARN を探します。

AWS Elemental の要件 MediaConnect
デプロイには、AWS Elemental からのフローを、AWS Elemental MediaConnect への入力として使用する
ことが含まれる場合があります MediaLive。

MediaConnect MediaLive ワークフローウィザードを使用するときに、アクセス許可が必要です。 
MediaLive MediaConnect 通常のコンソールを使用して入力またはチャンネルでフローを指定する場合、
ユーザーは特別なアクセス許可を必要としません。
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アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

組織が MediaLive をサポートし
ている場合は、 MediaConnect 
ワークフローウィザードを使
用してフローを作成します 
MediaConnect。

ワークフローウィザード
を使用して、ソースを含む
ワークフローを削除します 
MediaConnect。

MediaConnect List*

Describe*

Create*

Delete*

AWS Elemental の要件 MediaPackage
HLS 出力グループまたは出力グループを作成することで MediaPackage、デプロイによって AWS 
Elemental MediaPackage に出力を送信できます (p. 70)。( MediaLive MediaPackage との両方に「チャ
ンネル」がありますが、それらは異なるオブジェクトであることに注意してください。)

ユーザーには、 MediaPackage MediaLive コンソールを使用するときに、 MediaLive およびワークフロー
ウィザードを使用するときに、アクションを実行するためのアクセス許可が必要です。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

MediaLive MediaPackage コン
ソールのチャンネルのドロップ
ダウンリストで MediaLive チャ
ンネルを表示します。

MediaPackage Describe*

組織が MediaPackage 出力先と
してサポートしている場合は、 
MediaPackage ワークフローウィ
ザードを使用してチャンネルを
作成します。

ワークフローウィザードを使用
して、 MediaPackage出力を含む
ワークフローを削除します。

MediaPackage List*

Describe*

Create*

Delete*

AWS Elemental の要件 MediaStore
デプロイには AWS Elemental MediaStore コンテナ内のファイルをデプロイで使用する場合があります。
例えば、デプロイでは次の方法でファイルを使用できます。

• HLS 入力のソースとして
• HLS 出力グループの送信先として

MediaStore MediaLive ワークフローウィザードを使用するときに、アクセス許可が必要です。 MediaLive 
MediaStore 通常のコンソールを使用してチャンネル内のコンテナを指定する場合、ユーザーは特別なアク
セス許可を必要としません。
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アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

組織が MediaStore 出力先とし
てサポートしている場合は、 
MediaStore ワークフローウィ
ザードを使用してコンテナを作
成します。

ワークフローウィザードを使用
して、 MediaStore出力を含む
ワークフローを削除します。

MediaStore List*

Describe*

Create*

Delete*

AWS Resource Groups の要件 — タグ付け
ユーザーがチャンネル、入力、または入力セキュリティグループを作成するときに、作成時にオプション
でタグをリソースにアタッチできます。通常、組織にはタグ付け、またはタグの省略のポリシーがありま
す。2 つの異なるシナリオで、タグ付けのアクセス許可を制御する 2 つのサービスがあります。

• チャンネルの作成中にタグを付ける機能は、AWS Elemental 内のアクションによって制御されます 
MediaLive。the section called “MediaLive” (p. 31) を参照してください。

• 既存のリソースのタグを変更する機能は、リソースグループのタグ付けのアクションによって制御され
ます。詳細については、AWS Management Console の開始方法の「タグエディタの使用」を参照してく
ださい。

Amazon S3 の要件
Amazon S3 バケット内のファイルをデプロイで使用する場合があります。例えば、デプロイでは次の方法
でファイルを使用できます。

• HLS 入力のソースとして
• アーカイブ出力グループの送信先として
• HLS 出力グループの送信先として

MediaLive コンソールのフィールドで Amazon S3 バケットを指定するための特別なアクセス許可は必要あ
りません。

AWS Systems Manager の要件 — パラメータストア
でのパスワードパラメータの作成
AWS Elemental MediaLive コンソールには、ユーザーがパラメータストアでパスワードパラメータを作成
できる機能が含まれています。AWS Systems Managerこの機能は、[Create Channel] (チャンネルの作成) 
ページの一部です。この機能は AWS CLI または REST API には存在しません。

一部またはすべてのユーザーに、この機能を使用するアクセス許可を付与するかどうかを決定する必要が
あります。(このアクセス権限をユーザーに付与しない場合、パラメータの作成は管理者が行う必要があり
ます。)

パスワードパラメータを作成する機能について
AWS Systems Managerパラメータストアは AWS Elemental で広く使用されています MediaLive。このス
トアを各ユーザーが使用する確率は高いと言えます。外部でファイルを取得して保存できるように、スト
アは MediaLive に必要なパスワードを保持しています。

43

https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/tag-editor.html


MediaLive ユーザーガイド
AWS Systems Manager Parameter Store

MediaLive このストアを使用してパスワードを保持する機能の一部を次に示します。

• RTMP Pull タイプ、または HLS Pull タイプの入力 (接続が安全な場合)。
• 外部ファイルの URL を保持するチャンネルのフィールド (接続が安全な場合)。このタイプのフィールド

の例は、[Avail blanking image] (表示のブランキングイメージ) です。
• HLS 出力グループまたは Microsoft Smooth 出力グループのターゲット (接続がセキュアである場合)。

これらのいずれの場合も、 MediaLive ユーザー名とパスワードが必要です。パスワードは常にパラメー
タに保存されます。したがって、コンソールには [Username] (ユーザー名) フィールドと [Password 
parameter] (パスワードパラメータ) フィールドが含まれます。関連フィールドの例については、 
MediaLive コンソールを開いて [チャンネルを作成]、[一般設定]、[Availブランキング]、[Availブランク画
像] を選択し、[認証情報] を選択します。

パスワードパラメータの仕組み
パスワードパラメータ機能を使用すると、ユーザーがチャンネルを作成するときに、AWS Elemental 
MediaLive はパスワードをプレーンテキストで保存しません。このプロセスは、次のように機能します。

• まず、ユーザーまたは管理者が AWS Systems Manager パラメータストアでパスワードパラメータを作
成します。パラメータは名前と値のペアであり、名前は corporateStorageImagesPassword のよう
になります。値は実際のパスワードです。

• 次いで、 MediaLive ユーザーがチャンネルまたは入力を作成していて、パスワードを入力する必要があ
る場合、ユーザーはパスワードの代わりにパスワードパラメータ名を指定します。その名前はに保存さ
れています MediaLive。実際のパスワードは保存されません MediaLive。

• 最後に、チャンネルを実行しているときに、(外部の場所に対して読み取りまたは書き込みを行うため
に) MediaLive パスワードが必要になると、パスワードパラメータ名をパラメータストアに送信し、実際
のパスワードをレスポンスで取得します。

AWS Elemental に組み込まれている機能を作成する MediaLive
コンソールにパスワードフィールドが表示されると、AWS Elemental MediaLive の機能を使用して、ユー
ザーは次のいずれかの操作を行うことができます。

• 既存のパスワードパラメータの名前を入力します。
• 名前と値のペア (パラメータ名と実際のパスワード) を入力して、パスワードパラメータを作成します。

必要なアクセス許可
ユーザーは、パスワードパラメータの名前を入力するか、ドロップダウンリストから名前を選択する必要
があります。一部のユーザーには、AWS Elemental 内でパスワードパラメータを作成するアクセス許可が
必要な場合があります MediaLive。

名前を入力するためのアクセス許可

AWS Elemental MediaLive コンソールで既存のパスワードパラメータの名前を入力するために、特別なア
クセス許可は必要ありません。

名前を選択するためのアクセス許可

ユーザーがドロップダウンリストから名前を選択するには、ユーザーには AWS Systems Manager の
GetParameters アクセス許可が必要です。
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作成するためのアクセス許可

AWS Elemental MediaLive コンソールでパスワードパラメータを作成するユーザーには、AWS Systems 
Managerパラメータストアでの特定のオペレーションに対するアクセス許可が必要です。(このアクセス許
可により、ユーザーは AWS Systems Manager コンソールでこれらのパスワードパラメータを事前に作成
することもできます。)

一部またはすべてのユーザーに、これらのパスワードパラメータを作成するアクセス権限を付与できま
す。通常、このアクセス権限は、機密性の高いパスワードを持つ信頼されているユーザーにのみ付与され
ます。これらのユーザーは、アドバンストユーザーとして識別されたユーザーである場合があります。

• 上級ユーザーのみにアクセス権限を付与する場合、これらのユーザーには、該当するアセットの起動
時、および MediaLive によって新しいアセットが必要となるたびに、パラメータを作成する責任があり
ます。これらのユーザーは、 MediaLive コンソールまたはAWS Systems Managerコンソールでセット
アップを実行できます。

• このアクセス権限をユーザーに付与しない場合、管理者には、該当するアセットの起動時、および 
MediaLive に新しいアセットが必要となるたびに、そのパラメータを作成する責任があります。管理者
は、AWS Systems Manager コンソールでこのセットアップを実行することもできます。

変更と削除のためのアクセス許可

ユーザーがパスワードパラメータを変更および削除 (および作成) できるようにするには、変更および削除
オペレーションのアクセス権限を付与します。ユーザーは、AWS Systems Manager パラメータストアか
ら変更および削除できます。AWS Elemental MediaLive コンソールには、変更と削除のための機能はあり
ません。

このアクセス許可を、作成権限を持つユーザーに付与することもできます。または、管理者にのみ、この
アクセス権限を付与することもできます。

次の表は、パラメータストアのアクセスに関連する IAM のアクションを示しています。

アクセス許可 IAM でのサービス名 アクション

選択 Systems Manager GetParameters

作成 Systems Manager PutParameter

変更と削除 Systems Manager DeleteParameter

DeleteParameters

DescribeParameters

GetParameter

GetParameterHistory

GetParameters

GetParametersByPath
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MediaLive 信頼されたエンティティとしての IAM 
アクセス

AWS Elemental のセットアップで、チャンネルが実行されているときに、チャンネルが実行されていると
きに、 MediaLive チャンネルが組織の MediaLive AWSアカウントに属するリソースでオペレーションを実
行するためのアクセス権限を持つように設定する必要があります。つまり、 MediaLive 組織のアカウント
で信頼できるエンティティとして設定する必要があります。

このセクションでは、信頼されたエンティティに関連する 3 つのセットアップを実行する方法を説明しま
す。

• 信頼できるエンティティを実装するためのオプションを決定してください。
• MediaLive 信頼できるエンティティとして設定し、ユーザーが信頼されたエンティティで作業できるよ

うに設定します MediaLive。

信頼されたエンティティロールについて
AWS Elemental のセットアップで、チャンネルが実行されているときに、チャンネルが実行されていると
きに、 MediaLive チャンネルが組織の MediaLive AWSアカウントに属するリソースでオペレーションを実
行するためのアクセス権限を持つように設定する必要があります。例えば、デプロイでは、 MediaLive 処
理中に必要となるブラックアウトイメージなどのファイルのソースとして Amazon S3 を使用できます。 
MediaLive これらのファイルを取得するには、Amazon S3 内の一部またはすべてのバケットへの読み取り
アクセス権限が必要です。

これらのリソースで必要なオペレーションを実行するには、アカウントの信頼されたエンティティ 
MediaLive として設定されている必要があります。

MediaLive 次のように信頼されたエンティティとして設定されます。ロール (アカウントに属する) は、信
頼されたエンティティとして識別されます。ロール (アカウントに属する) は、 MediaLive ロールが信頼さ
れたエンティティとして識別されます。ロール (AWSアカウントに属する) は、ロールが信頼されたエン
ティティ ロールは 1 つ以上のポリシーにアタッチされています。各ポリシーには、許可されたオペレー
ションとリソースに関するステートメントが含まれています。信頼されたエンティティ、ロール、ポリ
シー間のチェーンは、次のステートメントを作成します。

「MediaLive は、ポリシーで指定されたリソースに対してオペレーションを実行するために、このロール
を引き受けることができます。」

このロールが作成されると、 MediaLive ユーザーはチャンネルを作成または編集するとき、ロールを指定
されたチャンネルにアタッチします。このアタッチメントにより、次のステートメントが記述されます。

「このチャンネルでは、 MediaLive ポリシーで指定されたリソースに対してオペレーションを実行するた
めに、このロールを引き受けることができます。」

アタッチメントはチャンネルレベルで行われるため、チャンネルごとに異なる役割を柔軟に作成できま
す。各ロールは、異なるオペレーション、 MediaLive 特に異なるリソースへのアクセスを許可します。
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ステップ 1: 信頼済みエンティティを実装するための
オプションを選択する
AWS Elemental MediaLive で信頼されたエンティティロールをセットアップするには、シンプルなオプ
ションと複雑なオプションの 2 つのオプションがあります。

どのオプションを使用するかは、組織で決定する必要があります。この決定は、組織のリソースへのアク
セス要件を理解している組織内の人が行う必要があります。この担当者は、他のAWSのサービスのリソー
スへの AWS Elemental MediaLive チャンネルのアクセスが制限される必要があるかどうかを理解する必要
があります。例えば、このユーザーは、指定されたチャンネルが一部のバケットにアクセスできず、他の
バケットにアクセスできないように、Amazon S3 のバケットへのアクセスを制限するかどうかを決定する
必要があります。

トピック
• シンプルなオプション (p. 47)
• 複雑なオプション (p. 47)

シンプルなオプション
シンプルなオプションは通常、次の両方の状況に当てはまる場合に適用されます。

• 組織内のユーザーは、AWS Elemental MediaLive を使用して組織自身の資産 (顧客の資産ではない) をエ
ンコードしています。

• 組織には、アセットへのアクセスに関する厳密なルールはありません。たとえば、特定のユーザーや部
署だけが扱える動画アセットはありません。

シンプルなオプションでは、ロールは MediaLiveAccessRole の 1 つだけです。すべてのチャンネル
がこのロールを使用し、組織内のすべてのユーザーが操作するチャンネルにこのロールをアタッチできま
す。

MediaLiveAccessRole ロールは、オペレーションへの広範なアクセスと、すべてのリソースへの完全
なアクセスを付与します。 MediaLive チャンネルの実行時にアクセスする必要があるすべてのサービスへ
の読み取り専用アクセスまたは読み取り/書き込みアクセスのいずれかを許可します。また、最も重要な点
として、これらのサービスに関連付けられているすべてのリソースへのフルアクセスが許可されます。

シンプルなオプションが導入環境に適している場合は、の手順に従ってくださいthe section called “ステッ
プ 2: 簡単なオプションでセットアップする” (p. 48)。

複雑なオプション
複雑なオプションは、オペレーションへの広範なアクセスと、すべてのリソースへの完全なアクセスを許
可するため、MediaLiveAccessRole ロールの使用範囲が広すぎる場合に適用されます。

例えば、次のような要件があるとします。

• 特定のチャンネルに特定の異なるリソースのみへのアクセスを許可し、別のチャンネルに特定の異なる
リソースのみへのアクセスを許可するという要件。このような状況では、複数のアクセスロールを作成
する必要があります。各ロールは、権限を異なるリソースセットに絞り込みます。

• ユーザーが知るべきでないロールを表示できないようにする、またはユーザーが間違ったロールを選択
することを防ぐために、各ユーザーがコンソールに特定のロールのみを表示できるようにする必要があ
る要件。たとえば、ユーザー A だけがワークフロー X を操作できるように設定し、さらにユーザー A 
だけがワークフロー X について知っているように設定することもできます。
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複雑なオプションが導入環境に当てはまる場合は、の手順に従ってくださいthe section called “ステップ 2: 
複雑なオプションでセットアップする” (p. 48)。

ステップ 2: 信頼エンティティを作成する — 簡単なオ
プション
トラステッドエンティティの設定にシンプルなオプションを使用することに決めた場合は (p. 47)、この
セクションをお読みください。

このオプションでは、 MediaLive MediaLive ユーザーの1人がコンソールのウィザードを使用して信頼済
みエンティティを作成します。ウィザードには、信頼できるエンティティを作成するメカニズムが用意
されています。また、信頼されたエンティティを新しい権限で更新するメカニズムも含まれています。新
しい機能を追加するときに、信頼できるエンティティに権限を追加しなければならない場合があります 
MediaLive。

実行すべきタスク

したがって、このオプションでは、実行するタスクは 1 つだけです。 MediaLive これらのユーザーがウィ
ザードを使用して次の 2 種類のアクティビティを実行できるように、すべてのユーザーに権限を設定する
必要があります。

• ユーザーは信頼済みエンティティを作成および更新できます。
• ユーザーはウィザードを使用して、特定の信頼できるエンティティをチャンネルに接続できます。

この設定の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “シンプルなオプションのアクセス
許可の提供” (p. 37)。

ステップ 2: 信頼されたエンティティを作成する — 複
雑なオプション
トラステッドエンティティの設定に複雑なオプションを使用することに決めた場合は (p. 47)、このセク
ションをお読みください。

MediaLive デプロイでやり取りするサービスを特定する必要があります。次いで、各サービス内で、 
MediaLive アクセスする必要があるオペレーションとリソースを識別する必要があります。次に、必要な
アクセスを説明するポリシーを作成し、ロールを作成し MediaLive、そのポリシーをロールにアタッチす
る信頼関係 (信頼できるエンティティ) を作成する必要があります。ポリシー、ロール、および信頼できる
エンティティがどのように連携するかの図については、を参照してくださいthe section called “信頼された
エンティティロールについて” (p. 46)。

MediaLive 信頼済みエンティティを設定すると、のユーザーは、作成中のチャンネルに接続する信頼済み
エンティティを選択します。

実行すべきタスク

したがって、このオプションでは、次のタスクを実行する必要があります。

• ポリシーとロールを作成し、 MediaLive それらのポリシーとロールを使用して信頼できるエンティティ
として設定します。

• チャンネルを作成または編集するときに、 MediaLive 特定の信頼ポリシーをチャンネルにアタッチでき
る権限を持つすべてのユーザーを設定します。

これらのステップは、ステップ A ～ E で説明します。

トピック
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• ステップ A: アクセス要件の特定 (p. 49)
• ステップ B: ポリシーを作成する  (p. 49)
• ステップ C: ロールを作成する  (p. 51)
• ステップ D: 信頼関係を変更する (p. 52)
• ステップ E: ユーザーを設定する (p. 53)

ステップ A: アクセス要件の特定
MediaLive デプロイでやり取りするサービスを特定する必要があります。次いで、各サービス内で、 
MediaLive アクセスする必要があるオペレーションとリソースを識別する必要があります。最後に、これ
らの要件に対応する IAM ポリシーを設計する必要があります。

この要件分析は、リソースへのアクセスに関する組織の要件を理解している組織内のユーザーが実行する
必要があります。この担当者は、他の AWS のサービスのリソースへの MediaLive チャネルのアクセスが
制限される必要があるかどうかを理解する必要があります。例えば、このユーザーは、指定されたチャン
ネルが一部のバケットにアクセスできず、他のバケットにアクセスできないように、Amazon S3 のバケッ
トへのアクセスを制限するかどうかを決定する必要があります。

のアクセス要件を確認するには MediaLive

1. the section called “リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53) MediaLive 通常
アクセスする必要があるサービスについては、「」の表を参照してください。デプロイで使用する
サービスと、必要なオペレーションを特定します。

2. サービス内で、作成する必要があるポリシーの数を決定します。ワークフローごとにオブジェクトと
オペレーションの複数の異なる組み合わせが必要ですか? また、セキュリティ上の理由から、これら
の組み合わせをそれぞれ分離しておく必要がありますか?

具体的には、ワークフローごとに異なるリソースにアクセスする必要があるかどうか、および特定の
リソースへのアクセスを制限することが重要かどうかを判断します。例えば、AWS Systems Manager 
パラメータストアに、異なるワークフローに属するパスワードがあり、特定のユーザーのみに特定の
ワークフローのパスワードへのアクセスを許可する場合があります。

ワークフローごとにオブジェクト、オペレーション、リソースの要件が異なる場合、そのサービスで
は、ワークフローごとに個別のポリシーが必要です。

3. 各ポリシーを設計する。ポリシーで許可されている (または許可されていない) オブジェクト、オペ
レーション、および許可されている (または許可されていない) リソースを識別します。

4. 識別したポリシーのいずれかがマネージドポリシーの対象かどうかを調べます。
5. ワークフローごとに、ワークフローで使用されるすべてのサービスに必要なポリシーを特定します。

ポリシーを作成すると、ポリシーに複数のサービスを含めることができます。個別のサービスごとに
ポリシーを作成する必要はありません。

6. 必要なロールの数を特定します。ポリシーの一意の組み合わせごとに 1 つのロールが必要です。
7. 識別したすべてのポリシーとロールに名前を割り当てます。これらの名前には、機密性の高い識別情

報 (顧客のアカウント名など) を含めないように注意してください。

ステップ B: ポリシーを作成する
必要なポリシーを特定したら、IAM コンソールで作成します。

ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
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初めて [ポリシー] を選択する場合には、[管理ポリシーにようこそ] ページが表示されます。[Get 
Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで、[Choose a service] (サービスを選択) をクリックしま

す。次に、AWS のサービスポリシーに追加するを選択します。上部の検索ボックスを使用して、サー
ビスのリストの結果を制限することができます。ビジュアルエディタのアクセス許可ブロック内で選
択できるサービスは 1 つだけです。複数のサービスにアクセス許可を付与するには、[Add additional 
permissions (さらにアクセス許可を追加する)] を選択して、複数のアクセス許可ブロックを追加しま
す。

5. [アクションの選択] を選択し、ポリシーに追加するアクションを選択します。ビジュアルエディター
には、前のステップで選択したサービスで実行できるアクションが表示されます。

アクションは次の方法で選択できます。

• チェックボックスを使用して、サービスのすべてのアクション、または事前定義されたいずれかの 
[アクセスレベル] グループのすべてのアクションを選択します。

• それぞれの [アクセスレベル] グループを展開して、個々のアクションを選択します。
• [Add actions] (アクションの追加) をクリックして特定のアクションを入力、またはワイルドカード 

(*) を使用して複数のアクションを指定します。

デフォルトでは、作成しているポリシーが選択するアクションを許可します。その代わりに選択した
アクションを拒否するには、[Switch to deny permissions (アクセス許可の拒否に切り替え)] を選択し
ます。IAM はデフォルトでは拒否されるため、ユーザーが必要とするアクションとリソースのみに対
してアクセス許可を許可することを、セキュリティのベストプラクティスとしてお勧めします。これ
は「出品を許可」と呼ばれることもあります。別のステートメントまたはポリシーによって個別に許
可されるアクセス許可を上書きする場合のみ、アクセス許可を拒否する JSON ステートメントを作成
します。これにより、アクセス許可のトラブルシューティングがより困難になる可能性があるため、
拒否ステートメントの数は最小限に制限することをお勧めします。

6. 前のステップで選択したアクションが特定のリソースの選択をサポートしていない場合は、[All 
resources] (すべてのリソース) が選択されます。その場合、このセクションを編集することはできま
せん。

リソースレベルのアクセス許可をサポートする 1 つ以上のアクションを選択した場合、ビジュアルエ
ディタでそれらのリソースが一覧表示されます。[Resources] (リソース) を選択して、ポリシーのポリ
シーに該当するリソースを指定できます。

リソースは次の方法で選択できます。

• [Add ARN (ARN の追加)] を選択して、リソースの詳細を提供することができます。値を入力する代
わりに、[Any (任意)] を選択して、指定した設定の任意の値に対するアクセス許可を付与することも
できます。たとえば、Amazon EC2 の [Read (読み取り)] アクセスレベルグループを選択した場合、
ポリシーのアクションは instance リソースタイプをサポートします。リソースのリージョン、ア
カウント、InstanceId値を入力する必要があります。アカウント ID を指定するが、リージョンとイ
ンスタンス ID に [Any (任意)] を選択する場合、ポリシーでアカウントの任意のインスタンスにアク
セス許可が付与されます。

• [Add ARN (ARN の追加)] を選択して、それらの Amazon リソースネーム (ARN) 別にリソースを指
定します。ワイルドカード (*) を ARN の任意のフィールドに含めることができます (コロンの各ペ
アの間)。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Resource」を参照し
てください。

• 特定のタイプのリソースにアクセス権限を付与するには、リソースセクションの右端から [任意] を
選択します。

• [All resources (すべてのリソース)] を選択し、そのサービスのすべてのリソースを選択します。
7. (オプション) [リクエスト条件の指定 (オプション)] を選択して、作成するポリシーに条件を追加しま

す。条件によって JSON ポリシーステートメントの効果が制限されます。例えば、特定の時間範囲内
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でユーザーのリクエストが発生した場合にのみ、ユーザーがリソースに対してアクションを実行でき
るように指定できます。一般的に使用される条件を使用して、Multi-Factor Authentication (MFA) デバ
イスを使用してユーザーを認証する必要があるかどうか、または特定の IP アドレス範囲内でリクエス
トを送信する必要があるかどうかを制限することもできます。ポリシー条件で使用できるすべてのコ
ンテキストキーのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「アクション、リソース、お
よび条件キー」を参照してください。AWS のサービス

条件は次の方法で選択できます。

• 一般的に使用される条件を選択するには､チェックボックスを使用します。
• 他の条件を指定するには、[条件の追加] を選択します。条件「キー」、「修飾子」、「演算子」を

選択し、「値」を入力します。複数の値を追加するには、[新しい値を追加] を選択します。値は、
論理 "OR" 演算子によって接続されていると見なすことができます。完了したら、[追加] を選択しま
す。

複数の条件を追加するには、[条件の追加] を選択します。必要に応じて操作を繰り返します。各条件
は、この 1 つのビジュアルエディタのアクセス許可ブロックにのみ適用されます。アクセス許可ブ
ロックが一致すると見なされるためには、すべての条件が満たされている必要があります。つまり、
論理 "AND" 演算子によって接続される条件を考慮してください。

条件要素の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素:条件」を参照してくだ
さい。

8. 権限ブロックをさらに追加するには、[権限を追加] を選択します。各ブロックに対して、ステップ 2 
から 5 を繰り返します。

9. 完了したら、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

10. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシー概要を確認し
て、目的のアクセス許可を付与していることを確認し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択して新
しいポリシーを保存します。

ステップ C: ロールを作成する
管理者であるユーザーは、ロールを作成し、そのロールにポリシーをアタッチする手順を実行できます。

the section called “A: 要件の特定” (p. 49) では、組織内のユーザーが作成する必要のあるロールを特定
しました。IAM を使用してこれらのロールを作成します。

ロールを作成してポリシーをアタッチするには

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

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。[Role] (ロール) ページで、[Create role] (ロー
ルの作成) を選択します。[ロールの作成] ページの [信頼できるエンティティの選択] セクションで、
[AWS サービス] (デフォルト) を選択します。

3. [Common use cases] (一般的なユースケース) で [EC2] を選択します。続いて、[Next] (次へ) を選択し
ます。
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EC2 を選択した理由は MediaLive 、現在リストに含まれていないためです。EC2 を選択すると、ロー
ルを作成できます。あとのステップで、このロールを変更し、EC2 を permissions MediaLive に変更
します。

4. 「アクセス許可ポリシーをアタッチする」セクションで、このロールに適用されるすべてのポリシー
を選択します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

5. 「名前、レビュー、作成」セクションに次のように入力します。

• 「役割の詳細」セクション:
• ロール名:名前を入力します。MediaLiveAccessRole という名前はシンプルなオプショ

ン (p. 47) に予約されているので、使用しないことをお勧めします。代わりに、medialive を
含み、このロールの目的を説明する名前を使用します。

• 説明: MediaLiveデフォルトの説明をメンションに変更します。
• ステップ 1: 信頼できるエンティティを選択する:このセクションは今のところスキップしてくださ

い。次のステップで ec2 への参照を修正します。
• ステップ 2: 権限を追加します。リストを確認します。このリストには、「権限ポリシー」で選択し

たポリシーが表示されます。
• タグ:組織にリソース用のタグを作成するポリシーがある場合は、タグを追加します。詳細について

は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。
6. [Create role] (ロールの作成) を選択します。ロールが作成されたら、[View ロールを選択します。

ステップ D: 信頼関係を変更する
管理者であれば誰でもこの手順を実行できます。

ロールを作成して信頼関係を確立するときに、サービスとして EC2 を選択しました。ここでロールを変更
し、信頼関係を AWS アカウントと MediaLive の間に設定する必要があります。

信頼関係を変更するには MediaLive

1. そのロールの [Summary (概要)] ページで、[Trust relationship (信頼関係)] を選択します。次に、[信頼
ポリシーの編集] を選択します。

2. サービスラインで、ec2.amazonaws.commedialive.amazonaws.comをに変更します。

ポリシードキュメントは次のようになります。

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

3. [ポリシーの更新] を選択します。
4. [Summary] (概要) ページで、[Role ARN] (ロール ARN) の値をメモします。以下のように表示されま

す。

arn:aws:iam::111122223333:role/medialiveWorkflow15
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この例では、111122223333 が AWS のアカウント番号です。
5. すべてのロール ARN のリストを作成します。各項目には次の情報を含めてください。

• ロールの ARN
• ARN が適用されるワークフローの説明。
• このワークフローで作業できるユーザーは、作成および編集するチャンネルにこの信頼ポリシーを

アタッチできる必要があります。

このリストは、ユーザーに信頼できるエンティティアクセスを設定するときに必要になりま
す (p. 39)。

ステップ E: ユーザーを設定する
組織が必要とする信頼ポリシーをすべて設定したら、 MediaLive 各ユーザー (またはユーザーグループ) に
アクセス許可を設定する必要があります。これらの権限により、各ユーザーは特定の信頼ポリシーをチャ
ンネルにアタッチできます。詳細については、「the section called “複合オプションへのユーザーアクセ
ス” (p. 39)」を参照してください。

リファレンス: MediaLive 信頼されたエンティティの
要件の概要
次の表に、 MediaLive信頼されたエンティティが必要とする可能性のあるすべてのタイプのアクセ
ス許可を示します。このテーブルは、 MediaLive 信頼されたエンティティのアクセス要件を判断す
る (p. 49)ときに参照してください。

列の各行には、 MediaLive 信頼されたエンティティがユーザーに対して実行する必要のあるタスクまたは
一連の関連タスクが示されます。3 列目は、信頼されたエンティティがそのタスクを実行するために必要
なアクセスのタイプを示します。1 列目には、そのアクセスを制御する IAM アクションまたはポリシーが
一覧表示されます。

サービス タスク 必要なアクセスのタイ
プ

推奨されるアクション
またはポリシー

AWS Elemental 
MediaLive

MediaLive 機能の使用。 MediaLive それ自体にア
クセス権は必要ありま
せん。ユーザーのみが
アクセスする必要があ
ります。

 

AWS CloudTrail MediaLive アクティビ
ティのキャプチャ。

MediaLive このタスクに 
IAM アクセスは必要あ
りません。

 

CloudWatch CloudWatch コンソール
にメトリクス情報を表
示して、チャンネルの
ヘルスをモニタリング
します。

MediaLive このタスクに 
IAM アクセスは必要あ
りません。ユーザーの
みがアクセスする必要
があります。

 

CloudWatch イベントと
Amazon SNS

CloudWatch Events 
MediaLive に送信された
アラートについてユー
ザーに通知できるよう

MediaLive このタスクに
アクセス権は必要あり
ません。ユーザーのみ
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サービス タスク 必要なアクセスのタイ
プ

推奨されるアクション
またはポリシー

に、E メール通知をセッ
トアップします。

がアクセスする必要が
あります。

CloudWatch ログ チャンネルの実行中に 
CloudWatch Logs に
チャンネルログ情報を
送信します。

チャンネルが実行され
ている場合、 MediaLive 
ログメッセージをログ
に送信できる必要があ
ります。 CloudWatch

CreateLogGroup

CreateLogStream

PutLogEvents

PutMetricFilter

PutRetentionPolicy

DescribeLogStreams

DescribeLogGroups

また、これらのリソー
スは次のとおりです。

arn:aws:logs:*

arn:aws:log-
group:*

CDI VPC、RTP VPC 入
力、RTMP VPC プッ
シュ入力の作成。

ユーザーが VPC 入力
を作成する場合、入
力のネットワークイン
ターフェイスを作成す
るには、Amazon EC2 
MediaLive への書き込み
アクセス権限を持って
いる必要があります。

CreateNetworkInterface

CreateNetwork 
InterfacePermission

DescribeNetworkInterfaces

DescribeSecurityGroups

DescribeSubnets

CDI VPC、RTP VPC 入
力、RTMP VPC プッ
シュ入力の削除。

ユーザーが VPC 入力
を削除するとき、入
力のネットワークイ
ンターフェイスを削
除するには、Amazon 
Elastic Compute Cloud 
MediaLive への書き込み
アクセス権限を持って
いる必要があります。

DeleteNetworkInterface

DeleteNetworkInterfacePermission

DescribeNetworkInterfaces

DescribeSubnets

Amazon EC2

VPC 経由で出力を配信
するためのチャンネル
を設定する

VPC で Elastic ネット
ワークインターフェイ
スを作成および削除し
ます。 MediaLiveチャン
ネルパイプラインエン
ドポイントのサブネッ
トにこれらのネット
ワークインターフェイ
スを作成します。

CreateNetworkInterface

CreateNetworkInterfacePermission

DeleteNetworkInterface

DescribeSubnets

DescribeSecurityGroups

DescribeAddresses
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サービス タスク 必要なアクセスのタイ
プ

推奨されるアクション
またはポリシー

MediaLive 作成する 
Elastic ネットワーク
インターフェイスに 
Elastic IP アドレスを
関連付けます。Elastic 
IP アドレスの関連
付けはオプションで
す。DisassociateAddress
へのアクセスを許可す
る必要はありません。 
MediaLiveが不必要な
ネットワークインター
フェイスを削除する
と、Elastic IP アドレ
スはネットワークイン
ターフェイスから自動
的に関連付け解除され
ます。

AssociateAddress

DescribeAddresses

MediaConnect 入力の作
成。

MediaConnect ユー
ザーが入力を作成
するときに、そのフ
ローに出力を追加す
るには、 MediaLive 
MediaConnect フローへ
の読み取り/書き込みア
クセス権限を持ってい
る必要があります。

ManagedDescribeFlow

ManagedAddOutput

ポリシーに
「Managed」で始まる
これらのアクションを
含めるには、[JSON]
タブでポリシーを表示
し、アクションの名前
を入力する必要があり
ます。[visual editor] (ビ
ジュアルエディタ) を
使用してこれらのアク
ションを選択すること
はできません。

MediaConnect

MediaConnect 入力を削
除する。

MediaConnect ユーザー
が入力を削除すると
き、 MediaConnect 出
力は不要になったフ
ローの出力を削除する
ために、 MediaLive フ
ローへの読み取り/書き
込みアクセスを許可さ
れている必要がありま
す。

ManagedDescribeFlow

ManagedRemoveOutput

ポリシーに
「Managed」で始まる
これらのアクションを
含めるには、[JSON]
タブでポリシーを表示
し、アクションの名前
を入力する必要があり
ます。[visual editor] (ビ
ジュアルエディタ) を
使用してこれらのアク
ションを選択すること
はできません。
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リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要

サービス タスク 必要なアクセスのタイ
プ

推奨されるアクション
またはポリシー

MediaConnect エン
タイトルメントの作
成。ユーザーがマル
チプレックスを作成す
ると、 MediaLive は 
MPTS の宛先としてエ
ンタイトルメントを自
動的に作成します。

MediaLive このタスクに
アクセス権は必要あり
ません。

 

AWS Elemental 
MediaPackage

デプロイでこのサー
ビスを使用している
場合、チャンネルの
実行中にチャンネル
出力を送信します。 
MediaPackage

MediaPackage ユー
ザーが出力グループ
を作成するとき、そ
の AWS Elemental 
MediaPackage チャン
ネルに送信するために
必要な認証情報を取得
するには、その AWS 
Elemental MediaLive 
チャンネルへの読み取
りアクセス権限を持っ
ている必要がありま
す。

DescribeChannel

AWS Elemental 
MediaStore

チャンネル実行時の、 
MediaStore コンテナか
らのアセット送信と取
得 (デプロイでこのサー
ビスを使用する場合)。

チャンネルが実行され
ている場合、読み取り
アクセス (送信先) ま
たは読み取り書き込
み書き込み書き込み/
書き込み書き込み書き
込みアクセス (送信先) 
MediaLive が必要です。

ListContainers

DescribeObject

PutObject

GetObject

DeleteObject

リソースグループのタ
グ付け

チャンネル、入力、入
力セキュリティグルー
プなどのリソースを作
成するときのタグのア
タッチおよび既存のリ
ソースのタグの修正。

MediaLive このタスクに 
IAM アクセスは必要あ
りません。ユーザーの
みがアクセスする必要
があります。

 

Amazon S3 チャンネル実行時の 
Amazon S3 バケットか
らのアセット送信と取
得 (デプロイでこのサー
ビスを使用する場合)。

チャンネルが実行され
ている場合、バケット
への読み取りアクセス 
(送信元) または読み取
り/書き込みアクセス (送
信先) MediaLive が必要
です。

ListBucket

PutObject

GetObject

DeleteObject

AWS Systems Manager MediaLive コンソールで
パスワードパラメータ
を作成します。

MediaLive このタスクに 
IAM アクセスは必要あ
りません。ユーザーの
みがアクセスする必要
があります。
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リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要

サービス タスク 必要なアクセスのタイ
プ

推奨されるアクション
またはポリシー

チャンネル設定でパス
ワードパラメータを
使用する。the section 
called “AWS Systems 
Manager Parameter 
Store” (p. 43) を参照
してください。

チャンネルが実行され
ている場合、 MediaLive 
AWS Systems Manager
パラメータストアへの
読み取りアクセス権限
が必要です。

AmazonSSMRead 
OnlyAccess マネージ
ドポリシー
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ワークフローウィザードの使用

AWS Elemental での作業方法 
MediaLive

AWS Elemental の使用を開始する方法について 3 つの提案を以下に示します MediaLive。

• ワークフローウィザードを使用して、機能するチャンネルをすばやく作成します。the section called 
“ワークフローウィザードの使用” (p. 58) を参照してください。

ウィザードはコンパクトなユーザーエクスペリエンスを提供し、簡単で一般的な入力 (ソース) タイプと
出力タイプをサポートしています。

ビデオエンコーディングを初めて使用する場合は、ウィザードを使い始めることができ、必要なものだ
けかもしれません。

ビデオエンコーディングの経験を既にお持ちの場合は、ウィザードを使用して、 MediaLive 通常のコン
ソールを使用して拡張できます。

• チュートリアルに従ってください (p. 61)。

ウィザードに従ってワークフローを作成し、ワークフローにさらに機能を追加する必要があると判断で
きます。このチュートリアルでは、 MediaLive コンソールの基本的な動作について紹介しています。

• ワークフローの設計を開始する際には、ゼロから設計することも、ワークフローウィザードで拡張する
ことも可能です。この場合、Setup のセクションからガイドを読み始めてください。これらのセクショ
ンでは、ワークフローの設計とそのワークフロー内のチャンネルの設計に関する詳細な手順について
説明しています。これらのセクションには、ガイド内の残りのセクションへの相互参照が含まれていま
す。

トピック
• MediaLive ワークフローウィザードの使用 (p. 58)
• AWS Elemental MediaLive チュートリアル (p. 61)

MediaLive ワークフローウィザードの使用
AWS Elemental MediaLive ワークフローウィザードを使用すると、 MediaLive チャンネルをすばやく起動
して実行できます。ウィザードでは、チャンネルと入力を作成します (まだ存在しない場合)。ただし、他
のサービス (AWS Elemental のチャンネルなど MediaPackage) にも関連リソースが作成されます。そのた
め、 MediaLive ワークフローの一部だけでなく、ワークフロー全体に役立ちます。

トピック
• ワークフローウィザードについて (p. 58)
• ワークフローウィザードの使用 (p. 59)
• 次のステップ - 初心者ユーザー (p. 60)
• 次のステップ - 経験豊富なビデオユーザー (p. 61)

ワークフローウィザードについて
サポートされる入力
ワークフローウィザードを使用するには、次のいずれかから 1 つのソースを取り込む必要があります。
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ワークフローウィザードの使用

• AWS Elemental におけるフロー MediaConnect。
• AWS Elemental Link ハードウェアデバイスからのコンテンツ。
• 携帯電話またはウェブカメラのコンテンツ。ソースは RTMP プロトコルを使用して配信されます。
• Amazon S3 または HTTP サーバーに保存されている MP4 ファイル。

サポートされる出力
ワークフローウィザードでは、ソースから 1 つのビデオアセットと 1 つのオーディオアセットを抽出し、
次の 1 つ以上の出力タイプに変換できます。

• Amazon に配信するために AWS Elemental MediaPackage チャンネルに送信する出力 CloudFront。 
CloudFrontコンテンツをエンドユーザーに配信します。

• AWS Elemental MediaStore コンテナに送信する出力 CloudFront。 CloudFrontコンテンツをエンドユー
ザーに配信します。

• Facebook、Twitch または YouTube. に出力します。

ロータッチ設定
ワークフローウィザードは、アップストリームシステムで可能な限り多くの設定を自動的に実行します。
例えば、 MediaConnect ソースは存在しているが、フローを作成していない可能性があります。この場
合、ワークフローウィザードによって自動的にフローが作成されます。

ワークフローウィザードは、ダウンストリームシステムで、できるだけ多くのセットアップを自動的に実
行します。例えば、に送信しているが MediaPackage、 MediaPackage チャンネルを作成しておらず、設
定していない可能性があります CloudFront。この場合、ワークフローウィザードはこれらのサービスで設
定を実行します。

ワークフローウィザードは、既存のリソースを使用するよりも、このウィザードを使用してこれらのリ
ソースを作成する場合に最適です。

ワークフローウィザードの使用
ワークフローの作成
1. 必要な出力のタイプを決定します。

Facebook、Twitch、またはに送信しない場合 YouTube、 MediaPackage MediaStoreまたはを使用す
るかが主な決定事項となります。出力を再パッケージ化する場合は、を選択しますMediaPackage。再
パッケージについて知らず、必要ないと思われる場合は、選択できますMediaStore。間違った判断をし
たと気付いた場合は、後でいつでもワークフローを変更できます。

2. 使用しているソースのタイプを特定します。必要に応じて、ソースの提供者に話してください。
3. ソースが RTMP プロトコルを使用している場合は、 MediaLive 通常のコンソールを使用して入

力セキュリティグループを設定する必要があります。the section called “入力セキュリティグルー
プ” (p. 590) を参照してください。

4. ユーザーがワークフローを作成して実行できるように、ユーザーが持つ必要のある IAM アクセス許可を
設定していることを確認します。「the section called “ユーザーの IAM アクセス許可の取得” (p. 25)」、
特に「the section called “リファレンス: ユーザーアクセスの概要” (p. 25)」を参照してください。

5. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコ
ンソールを開きます。

6. ナビゲーションパネルから Workflow wizard (ワークフローウィザード) を選択します。ワークフロー
ウィザードの指示に従って操作します。
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MediaLive ユーザーガイド
次のステップ - 初心者ユーザー

7. [Create] (作成) ページを選択すると、ワークフローの詳細が表示されます。ワークフローウィザードが
関与するリソースごとにカードが表示されます。

ワークフローウィザードは、AWS CloudFormation スタックを作成します。AWS CloudFormation はそ
のスタックを実行して、他のすべてのリソースを作成します。
• 1 MediaLive つの入力。
• 1 MediaLive チャンネル。
• 作成したワークフローに関連するすべての AWS サービス内のすべてのリソース。ワークフローには 

MediaPackage、 MediaStore、およびが含まれる場合があります CloudFront。
8. リソースがすべて作成されたら、ワークフローの詳細ページで [Start workflow] (ワークフローの開始) を

選択します。ウィザードがチャンネルを開始します。 MediaConnect フローがある場合は、ウィザード
によっても開始されます。

ワークフローの変更
ワークフローウィザードを使用して既存のワークフローを変更することはできません。変更のしかたに
関する提案については、「the section called “次のステップ - 初心者ユーザー” (p. 60)」と「the section 
called “次のステップ - 経験豊富なビデオユーザー” (p. 61)」を参照してください。

ワークフローの削除
ワークフローは削除できます。 MediaLive ワークフローに属するリソースを次のように処理します。

• チャンネルは常に削除されます。
• AWS CloudFormation スタックは常に削除されます。
• ワークフローウィザードによって入力が作成された場合、その入力が削除されます。入力が既に存在す

る場合、入力は削除されません。

• ワークフローウィザードでフローが作成された場合、 MediaConnect その入力 (存在する場合) が削除さ
れます。

• MediaPackage チャンネル (存在する場合) とそのエンドポイントを削除します。
• MediaStore コンテナが存在する場合、およびワークフローウィザードによって作成された場合は、その

コンテナを削除しようとします。コンテナ内にオブジェクト (このワークフローに関連付けられていな
いオブジェクトを含む) がある場合、削除は失敗します。

• ワークフローウィザードによって作成された場合、 CloudFront ディストリビューションが削除されま
す。

次のステップ - 初心者ユーザー
ビデオストリーミングの世界に入ったばかりで、必要な機能がかなり限られている場合、ワークフロー
ウィザードで必要な機能をすべて実装し、[Workflow Details] (ワークフローの詳細) ページで必要なモニタ
リングの詳細や実行時の制御が可能になることに気付く可能性があります。

ただし、必要に応じて、 MediaLive 通常のコンソールを使用して、チャンネルにさらに多くの機能を追加
できます。例えば、ソースに字幕が含まれていると仮定して、出力に字幕を追加できます。チャンネルを
変更する方法については、「the section called “チャンネルの編集と削除” (p. 580)」を参照してくださ
い。

MediaStore、 MediaPackageおよびを含むワークフローを作成した場合は CloudFront、それらのサービス
のユーザーガイドを読み、サービスの役割を理解し、追加できるサービスの機能に関する情報を参照する
必要があります。
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次のステップ - 経験豊富なビデオユーザー

また MediaLive、ワークフローで発生する料金を理解できるように、AWSAWSおよびその他のサービスの
料金に関する情報もお読みください。 MediaLive 料金については、を参照してくださいthe section called 
“料金” (p. 8)。

次のステップ - 経験豊富なビデオユーザー
AWSビデオストリーミングやその他のサービスの使用経験がある場合は、 MediaLive AWS他のサービス
のリソースやリソースを追加できます。ワークフローを修正できるいくつかの方法を示します。

• AWS コンソールまたは AWS SDK を使用して、各サービスを操作できます。例えば、 MediaLive コ
ンソールを使用して、 MediaLive チャンネルにさらに多くの入力を追加できます。または、AWS CLI 
MediaStore MediaLive を使用してコンテナを作成してからそのコンテナを送信先とするチャンネルに新
しい出力を作成できます。

• AWS CloudFormation を使用して AWS CloudFormation スタックを修正すると、作成する AWS 
CloudFormation により多くのリソースを含めることができます。例えば、 MediaLive さらに多くの入力
を作成してアタッチできます。または、AWS Lambda 関数をワークフローに適用します。詳細について
は、 MediaLive コンソールでワークフローの詳細ページを表示し、適切なリンクを選択してください。

• メディアサービスアプリケーションマッパー (MSAM) を使用して、リソースをモニタリングできます。
詳細については、 MediaLive コンソールでワークフローの詳細ページを表示し、適切なリンクを選択し
てください。

MediaStore、 MediaPackageおよびを含むワークフローを作成した場合は CloudFront、それらのサービス
のユーザーガイドを読み、サービスの役割を理解し、追加できるサービスの機能に関する情報を参照する
必要があります。

また MediaLive、ワークフローで発生する料金を理解できるように、AWSAWSおよびその他のサービスの
料金に関する情報もお読みください。 MediaLive 料金については、を参照してくださいthe section called 
“料金” (p. 8)。

AWS Elemental MediaLive チュートリアル
このチュートリアルでは、RTP ソースから動画ソースを取り込み、1 つの H.264 ビデオエンコードと 1 つ
のオーディオエンコードを含む 1 つの HLS 出力を生成する方法について説明します。 MediaLive 出力を 
AWS Elemental に送信します MediaPackage。出力は以下で構成されます。

• 1 つの親マニフェスト: channel.m3u8
• 1 つのレンディションマニフェスト: channel-1.m3u8
• 出力ごとの TS ファイル: channel-1.00001.ts、channel-1.00002.ts、channel-1.00003.ts など

このチュートリアルでは、チャンネルのほとんどの設定フィールドでデフォルト値を使用します。

Note

このチュートリアルで示す各テキスト例は、一般的な表示例に過ぎません。状況に応じて、各例
を有効な情報に置き換えてください。

トピック
• 前提条件 (p. 62)
• ステップ 1: アップストリームシステムを設定する (p. 62)
• ステップ 2: ダウンストリームシステムを設定する (p. 62)
• ステップ 3: 入力を作成する (p. 63)
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前提条件

• ステップ 4: 主要な情報を設定する (p. 63)
• ステップ 5: 入力をアタッチする (p. 64)
• ステップ 6: 入力の動画、オーディオ、字幕を設定する (p. 64)
• ステップ 7: HLS 出力グループを作成する (p. 65)
• ステップ 8: 出力とエンコードを設定する (p. 66)
• ステップ 9: チャンネルを作成する (p. 66)
• ステップ 10: アップストリームシステムとチャンネルを開始する (p. 66)
• ステップ 11: クリーンアップ  (p. 67)

前提条件
を使用する前に MediaLive、AWSアカウントが必要です。また、 MediaLive コンポーネントにアクセス
し、作成や表示を行うための適切なアクセス許可が必要です。「the section called “セットアップセッ
トアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップセットアッ
プ” (p. 23)」の手順を完了してから、このチュートリアルに戻ってください。この手順を実行するまでは 
MediaLive、フルアクセスを持つ管理者でも、を使用できません。

ステップ 1: アップストリームシステムを設定する
アップストリームシステムは、動画を MediaLive にストリーミングするシステムです。アップストリーム
システムは、"コントリビューションエンコーダー" として機能するオンプレミスアプライアンスから、ス
マートフォン上で稼働するアプリケーションに至るまで、さまざまです。で作業を開始する前に、アップ
ストリームシステムの設定を行う必要があります MediaLive。

このチュートリアルでは、アップストリームシステムで RTP のプッシュを介して動画ストリームを送信す
る必要があります。

「プッシュ」配信では、アップストリームシステムは、アップストリームシステム上の 
2 つの IP アドレスから (例えば、203.0.113.111 から、および 203.0.113.112 から) 
ストリームをプッシュしています。アップストリームシステムは、 MediaLive（たとえ
ば、rtp://198.51.100.10:5000とrtp://192.0.2.131:5000）の 2 つの IP アドレスにプッシュし
ます。以下の手順では、2 つの送信元 IP MediaLive アドレスをホワイトリストに入るように設定します。
さらに、 MediaLive は 2 つのプッシュ先 IP アドレスを生成します。これらのアドレスをプッシュするよ
うにアップストリームシステムを設定します。

アップストリームシステムを設定するには

1. 2 つの異なる IP アドレスから RTP プッシュを行うように、アップストリームシステムを設定しま
す。 MediaLive は常に冗長な入力を期待するため、2 つのアドレスからプッシュする必要がありま
す。

2. IP アドレスをメモします。例えば、203.0.113.111、および 203.0.113.112 から、とメモしま
す。後述の手順で入力セキュリティグループを設定するときに、これらのアドレスが必要になりま
す。

ステップ 2: ダウンストリームシステムを設定する
このチュートリアルでは、ダウンストリームシステム (からの出力の送信先 MediaLive) は AWS Elemental 
です MediaPackage。

AWS Elemental 内でチャンネルを設定する必要があります。AWS Elemental MediaPackage 
MediaPackage によって生成される 2 つの入力 URL が必要となるので、今すぐに設定する必要がありま
す。これらの入力 URL MediaLive をに入力します。
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ステップ 3: 入力を作成する

ダウンストリームシステムを設定するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ 
MediaPackage  でコンソールを開きます。

2. ウェブブラウザの新しいタブまたはウィンドウで「AWS Elemental の使用開始」 MediaPackage を表
示し、ステップ 1〜3 に従って、1 つのチャンネルとそのエンドポイントを作成します。

3. AWS Elemental MediaPackage が生成したデータ、つまり 2 つの入力 URL とそれに関連する名前と
パスワードを書き留めておきます。例えば、1 つの入力 URL のデータは次のようになります。

• https://39fuo4.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/in/v1/88dpie/channel
• ue739wuty
• due484u

リージョンが異なる場合、上の例とは異なるチャンネルになります。
4. ウェブブラウザを開いたままにします。まだ閉じないでください。

ステップ 3: 入力を作成する
入力を作成する必要があります。入力は、アップストリームがソースビデオストリームを提供する方法を
定義します MediaLive。このチュートリアルでは、rtp 入力を作成します。

また、入力に対して入力セキュリティグループを作成する必要があります。この入力セキュリティグルー
プは、「この特定の IP アドレス (所有する IP アドレス) だけが、この入力にプッシュできる」 MediaLive 
というルールを適用します。このルールで保護されていないと、 MediaLive入力の IP アドレスとポートを
知っていれば、誰でも、コンテンツをプッシュできてしまいます。

入力と入力セキュリティグループを作成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  で
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
3. [Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の作成) を選択します。
4. [Input details] (入力の詳細) セクションの [Input name] (入力名) に「my rtp push」と入力します。
5. [Input type] (入力タイプ) で [ RTP] を選択します。
6. [Input security group] (入力セキュリティグループ) で [Create] (作成) を選択します。
7. テキストボックスに、このチュートリアルの「the section called “ステップ 1: アップストリームシス

テムを設定する” (p. 62)」でメモした IP アドレスを入力します。アドレスは CIDR ブロックとして
入力します。例えば、203.0.113.111/32 と 203.0.113.112/32。

8. [Create input security group] (入力セキュリティグループの作成) を選択します。
9. [Create] (作成) を選択して入力を作成します。

MediaLive リストに追加され、2 つのターゲット (1 つはプライマリ、もう 1 つは冗長) が自動
的に作成されますrtp://192.0.2.131:5000。これらの送信先にはポート 5000 が含まれま
す。rtp://198.51.100.10:5000

10. これらの 2 つのアドレスは、「the section called “ステップ 10: アップストリームシステムとチャンネ
ルを開始する” (p. 66)」で必要となるため、メモしておきます。

ステップ 4: 主要な情報を設定する
ゼロからチャンネルを作成するための最初のステップでは、チャンネルの実行中 ( MediaLive 開始後) に
チャンネルにアクセスするために使用する IAM ロールを選択し、入力の主要な特性を指定します。次に
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ステップ 5: 入力をアタッチする

チャンネルの作成を開始します。まずは、入力を特定します。チャンネルには、入力をトランスコード 
(デコードおよびエンコード) MediaLive して特定の出力にパッケージングする方法に関する情報を参照し
ます。

ゼロからチャンネルを作成するための最初のステップでは、チャンネルの実行中 ( MediaLive 開始後) に
チャンネルにアクセスするために使用する IAM ロールを選択し、入力の主要な特性を指定します。

チャンネルの主要な情報を指定するには

1. MediaLive コンソールのナビゲーションペインで、[チャンネル] を選択します。
2. [Channels] (チャンネル) セクションで [Create channel] (チャンネルの作成) を選択します。
3. [Channel and input details (チャンネルと入力の詳細)] ペインで、[General info] (全般情報) の [Channel 

name] (チャンネル名) に「Test channel」と入力します。
4. IAM ロールの場合は、[Create role from template] (テンプレートからロールを作成) を選択し、[Create 

IAM role] (IAM ロールの作成) を選択します。[Use existing role] (既存のロールの使用) リストに、ロー
ル MediaLiveAccessRole が表示されます。

5. [Remember role] (ロールを記憶) を選択します。

ステップ 5: 入力をアタッチする
これで、チャンネルが取り込む入力を特定する準備が整いました。

入力をチャンネルにアタッチするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページのナビゲーションペインで、[Input attachments] (入力ア
タッチ) の [Add] (追加) を選択します。

2. [Attach input] (アタッチ入力) の [Input] (入力) で、以前に入力として作成した My RTP push を選択し
ます。

[Attachment name] (アタッチ名) フィールドには、自動的に入力そのものの名前が入力されます。この
名前は変更しなくてもかまいません。

3. [Confirm] (確認) を選択します。[Input attachment] (入力アタッチ) セクションが閉じ、[General input 
settings] (入力全般設定) セクションが表示されます。

ステップ 6: 入力の動画、オーディオ、字幕を設定す
る
入力から抽出する特定の動画、オーディオ、および字幕を特定するための「セレクタ」を作成できます。

このチュートリアルでは、動画セレクタは作成しません。代わりに、チャンネルの開始時に、入力で動
画 (または最初の動画) MediaLive が自動的に選択されます。また、字幕セレクタも作成しません。通常、
チャンネル設定に字幕を含めますが、このチュートリアルでは省略します。

オーディオセレクタを作成します。

抽出するコンテンツを特定するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Input settings] (入力設定) ペインで、[Audio] (オーディ
オ) セレクタの [Add audio selectors] (オーディオセレクタの追加) を選択します。

2. [Audio selector name] (オーディオセレクタ名) に「My audio source」と入力します。

[Selector settings] (セレクタ設定) フィールドを無視します。PID や言語を指定する必要はありませ
ん。チャネルの開始時に、 MediaLive が自動的に最初のオーディオを選択します。このオーディオ
は、このチュートリアルでは受け入れ可能です。
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3. このペインの他のすべてのフィールドについては、デフォルト値をそのまま使用します。

ステップ 7: HLS 出力グループを作成する
入力を設定したら、出力グループを作成してチャンネルの作成を続けます。このチュートリアルで
は、HLS 出力グループを設定します。

出力グループを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで [Add] (追
加) を選択します。

2. [Add output group] (出力グループの追加) セクションで [HLS] を選択し、[Confirm] (確認) を選択しま
す。

3. HLS グループの宛先 A セクションの [URL] に、AWS Elemental MediaPackage が作成した最
初の入力 URL を入力しますthe section called “ステップ 2: ダウンストリームシステムを設定す
る” (p. 62)。例えば、https://39fuo4.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/in/
v1/88dpie/channel。

4. [Credentials] (認証情報) には以下のように入力します。

• [Username] (ユーザー名) に、この URL に対応するユーザー名を入力します。例え
ば、ue739wuty。

• [Password] (パスワード) で、[Create parameter] (パラメータの作成) を選択します。[名前] 
にDestinationA-MyHLSと入力します。[Password] (パスワード) に、URL に対応するパスワード
を入力します。例えば、due484u。

5. [Create parameter] (パラメータの作成) を選択します。

パスワード「due484u」を保持する「DestinationA-MyHLS」という名前のパラメータを作成しま
した。パラメータは AWS Systems Manager パラメータストアに保存されます。詳細については、
「the section called “パスワードパラメータを作成する機能について” (p. 43)」を参照してください。

6. HLS グループの宛先 B の URL には、AWS Elemental MediaPackage が作成した 2 番目の入力 URL 
を入力しますthe section called “ステップ 2: ダウンストリームシステムを設定する” (p. 62)。例え
ば、https://mgu654.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/in/v1/xmm9s/channel。

7. [Credentials] (認証情報) には以下のように入力します。

• [Username] (ユーザー名) に、この URL に対応するユーザー名を入力します。例えば、883hdux。
• [Password] (パスワード) で、[Create parameter] (パラメータの作成) を選択します。[名前] 

にDestinationB-MyHLSと入力します。[Password] (パスワード) に、URL に対応するパスワード
を入力します。例えば、634hjik。

8. [Create parameter] (パラメータの作成) を選択します。

パスワード「634hjik」を保持する「DestinationB-MyHLS」という名前のパラメータを作成しま
した。パラメータは AWS Systems Manager パラメータストアに保存されます。

9. [HLS settings] (HLS 設定) セクションで [Name] (名前) に「MyHLS」と入力します。
10. [CDN settings] (CDN 設定) で [Hls webdav] を選択します。これは、AWS Elemental MediaPackage 

(チャンネル出力のダウンストリームシステム) で使用する接続です。

[CDN settings] (CDN 設定) の他のすべてのフィールドはデフォルト値のままにします。
11. このペインの他のすべてのフィールドについては、デフォルト値をそのまま使用します。
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ステップ 8: 出力とエンコードを設定する

ステップ 8: 出力とエンコードを設定する
チャンネルに 1 つの出力グループを定義したので、次は、その出力グループに出力を設定し、動画出力と
オーディオ出力のエンコード方法を指定します。

出力を設定するには

1. 「出力グループ」セクションで、「Output 1」を選択します。 MediaLive 出力グループの作成時に自
動的に追加されています。さらに、ストリーム設定セクションに示されているように、 MediaLive 1
つのビデオと1つのオーディオで出力を自動的に設定します。

2. [Stream settings] (ストリーム設定) で [Video] (ビデオ) を選択します。
3. [Video description name] (ビデオ説明の名前) で、デフォルト名を「H264 video」に変更します。
4. [Codec settings] (コーデック設定) で [H264] を選択します。

残りのフィールドはデフォルト値のままにします。特に、[Width] (幅) と [Height] (高さ) は空のままに
して、入力と同じ幅を使用します。

5. [Stream settings] (ストリーム設定) で [Audio 1] (オーディオ 1) を選択します。
6. [Audio description name] (オーディオ説明の名前) で、デフォルト名を「AAC audio」に変更しま

す。
7. [Audio selector name] (オーディオセレクタ名) に「My audio source」と入力します。これは、

「the section called “ステップ 6: 入力の動画、オーディオ、字幕を設定する” (p. 64)」で作成した
オーディオセレクタです。

8. [Codec settings] (コーデック設定) で [AAC] を選択します。
9. 残りのフィールドはデフォルト値のままにします。

ステップ 9: チャンネルを作成する
最低限必要な情報を入力したので、これでチャンネルを作成する準備が整いました。

チャンネルを作成するには

• [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Channel] (チャンネル) セクションで [Create channel]
(チャンネルの作成) を選択します。

[Channel] (チャンネル) が再度表示され、新しく作成したチャンネル「MyHLS」が表示されます。状
態が [Creating] (作成中) に変わり、次に [Ready] (準備完了) に変わります。

ステップ 10: アップストリームシステムとチャンネル
を開始する
ストリーミングコンテンツを AWS Elemental にプッシュし、コンテンツをエンコードして MediaLive、
それを AWS Elemental に送信するために、アップストリームシステムを開始します MediaPackage。 
MediaPackage で出力をプレビューできます。

アップストリームシステムを開始するには

1. アップストリームシステムで、「the section called “ステップ 1: アップストリームシステムを設定す
る” (p. 62)」で設定した動画ソースのストリーミングを開始します。「the section called “ステッ
プ 3: 入力を作成する” (p. 63)」でメモした 2 つの送信先にプッシュするように設定します。これ
らは MediaLive の入力に含まれる 2 つのアドレスです。例えば、rtp://198.51.100.10:5000 と
rtp://192.0.2.131:5000 です。
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ステップ 11: クリーンアップ 

2. [Channels] (チャンネル) リストでチャンネルを選択します。
3. [Start] (開始) を選択します。チャンネルの状態が [Starting] (開始中) に変わり、次に [Running] (実行

中) に変わります。
4. AWS Elemental MediaPackage が表示されているウェブブラウザのタブまたはウィンドウに切り替え

ます。
5. チャンネルリンク (ラジオボタンではなく) を選択します。詳細ページで、[Endpoints] (エンドポイン

ト) の [Play] (再生) を選択します。プレビューウィンドウが表示されます。
6. 動画を開始します。AWS Elemental MediaLive からの出力が再生を開始します。

ステップ 11: クリーンアップ
不要な課金を回避するには、操作が完了したら、このチャンネルと入力を削除します。

チャンネルを削除するには

1. [Channels] (チャンネル) ページでチャンネルを選択します。
2. 必要に応じて、[Stop] (停止) を選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. [Inputs] (入力) ページで入力を選択します。
5. [Delete] (削除) をクリックします。
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MediaLive ワークフローでのアップ
ストリームおよびダウンストリーム
システムの準備

AWS Elemental から見ると MediaLive、 MediaLive ライブストリーミングワークフローには 3 つのシステ
ムが含まれています。

• に動画コンテンツを提供するアップストリームシステム MediaLive。
• MediaLiveコンテンツを取り込み、コンテンツのコードを変換します。
• MediaLive 生成される出力の送信先となるダウンストリームシステム。

チャンネルの作成を開始する前に、そのワークフローを計画する必要があります。計画の第一段階とし
て、アップストリームおよびダウンストリームシステムを設定する必要があります。第 2 段階では、チャ
ンネル自体を計画する必要があります。ソースコンテンツから抽出すべきコンテンツを特定し、生成する
出力を計画します。

この章では、アップストリームおよびダウンストリームセクションの準備について説明します。セット
アップ: チャンネルの計画 (p. 95) では、チャンネルの計画を扱います。

Important

この手順では、出力から遡ってワークフローを計画してから、入力に戻って作業する方法につい
て説明します。これは、ワークフローを計画するにあたって最も効果的な方法です。

MediaLive ワークフローを計画するには

1. ダウンストリームにあるシステムに基づいて、生成する必要がある出力グループを特定します 
MediaLive。the section called “ステップ 1: 出力グループのタイプを特定する” (p. 69) を参照してく
ださい。

2. HLS 出力グループ内で必要なビデオエンコードを指定します。the section called “ステップ 2: エン
コード要件を特定する” (p. 71) を参照してください。

3. チャンネルクラスを決定する - 冗長性をサポートする標準チャンネルを作成するか、冗長性をサポー
トしない単一パイプラインチャンネルを作成するかを指定します。the section called “ステップ 3: 回
復性要件を特定する” (p. 72) を参照してください。

4. ソースコンテンツを評価して、 MediaLive作成する必要のある出力と互換性があることを確認しま
す。例えば、ソースコンテンツに MediaLive サポートのあるビデオコーデックがあることを確認しま
す。the section called “ステップ 4: アップストリームシステムを評価する ” (p. 74) を参照してくだ
さい。

これらの 4 つのステップの実行後に、 MediaLiveコード変換リクエストを処理できるかどうかがわか
ります。

5. ソースコンテンツの識別子を収集します。例えば、コンテンツから抽出したいさまざまなオーディ
オ言語の識別子について、アップストリームシステムのオペレータに問い合わせます。the section 
called “ステップ 5: ソースコンテンツに関する情報を収集する” (p. 80) を参照してください。
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6. ダウンストリームシステムと調整を図り、生成する出力グループの送信先を用意します。 MediaLive
the section called “ステップ 6: ダウンストリームシステムとの調整” (p. 83) を参照してください。

トピック
• ステップ 1: ダウンストリームシステムの出力グループのタイプを特定する (p. 69)
• ステップ 2: 出力グループのエンコード要件を特定する (p. 71)
• ステップ 3: 回復性要件を特定する (p. 72)
• ステップ 4: アップストリームシステムを評価する  (p. 74)
• ステップ 5: ソースコンテンツに関する情報を収集する (p. 80)
• ステップ 6: ダウンストリームシステムへの配信を手配する (p. 83)
• 次のステップ (p. 93)

ステップ 1: ダウンストリームシステムの出力グ
ループのタイプを特定する

AWS Elemental MediaLive ワークフローを計画する最初のステップは、のダウンストリームにあるシステ
ムの要件と機能に基づき、どのタイプの出力グループ (p. 1) MediaLiveを作成する必要があるかを決定する
ことです。

アップストリームシステム (p. 74)を評価する前に、ダウンストリームシステムでこの作業を実行してく
ださい。ワークフローでの意思決定は、ダウンストリームシステムから始まり、アップストリームシステ
ムに戻ります。

Important

このワークフローでは、 MediaLive 出力を送信するダウンストリームシステムを既に特定してお
く必要があります。ダウンストリームシステムをまだ特定していない場合は、ワークフローの準
備を続ける前に調査を行う必要があります。このガイドでは、ダウンストリームのシステムを特
定することはできません。ダウンストリームシステムが何であるかを知ったら、このセクション
に戻ります。

出力グループを特定するには

1. ダウンストリームシステムから次の情報を取得します。

• 必要な出力形式。例えば、HLS。
• それぞれのアプリケーションプロトコル。例えば、HTTP のように指定します。

2. 出力の配信モードを決定します。

• 出力は、VPC の EC2 インスタンスにあるサーバーにある可能性があります。または、出力が 
Amazon S3 にある可能性があります。これらの状況のいずれか、または両方が当てはまる場合
は、VPC 経由での配信を設定することをお勧めします。詳細については、「the section called 
“VPC 配信” (p. 568)」を参照してください。

• これらの出力タイプがない場合は、通常の方法で配信されます。
3. MediaLive ダウンストリームシステムに必要とされる出力形式とプロトコルをサポートする出力グ

ループが、ダウンストリームシステムに必要とされることを確認します。the section called “サポート
されているコンテナとダウンストリームシステム” (p. 365) を参照してください。

4. 使用したいダウンストリームシステムが別の AWS メディアサービスである場合、サービスの選択に
ついては、こちらをお読みください (p. 70)。

5. ダウンストリームシステムが Microsoft スムーズストリーミングをサポートしている場合は、オプショ
ンに関する「the section called “Microsoft Smooth のオプション” (p. 71)」を参照してください。
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AWSメディアサービスの中から選択する

6. コンテンツのアーカイブファイルを作成するために、アーカイブ出力グループを作成するかどうかを
決定します。アーカイブファイルはストリーミングの補足であり、それ自体がストリーミング出力で
はありません。通常、アーカイブファイルは、ストリーミング出力の永続ファイルバージョンとして
作成します。

7. フレームキャプチャ出力を生成するために、フレームキャプチャ出力グループを作成するかどうかを
指定します。フレームキャプチャ出力はストリーミングの補足であり、それ自体がストリーミング出
力ではありません。このタイプの出力は、ワークフローに役立つ可能性があります。例えば、フレー
ムキャプチャ出力を使用して、コンテンツのサムネイルを作成することができます。

8. 決定した出力グループを書き留めます。この情報は、出力グループを設計 (p. 105)するときに必要に
なります。

例えば、次の手順を実行した後、次の出力グループのリストを作成できます。

• AWS Elemental MediaPackage をダウンストリームシステムとする 1 つの HLS 出力グループ。
• 1 つの RTMP 出力グループが、ソーシャルメディアサイトのダウンストリームシステムに送信され

ます。
• レコードとしての 1 つのアーカイブ出力グループ。

トピック
• AWSメディアサービスの中から選択する (p. 70)
• HLS 出力グループと MediaPackage 出力グループの選択 (p. 70)
• Microsoft Smooth 出力を処理するためのオプション (p. 71)

AWSメディアサービスの中から選択する
AWS優先するダウンストリームシステムが別のメディアサービスである場合、使用するサービスを選択す
るためのヒントを以下に示します。

• AWS Elemental MediaPackage または AWS Elemental MediaStore for HLS 出力のいずれかを選択する
必要がある場合は、次のガイドラインに従ってください。
• デジタル著作権管理 (DRM) ソリューションを使用してコンテンツを保護するかどうかを決定しま

す。DRM は、権限のないユーザーがコンテンツにアクセスするのを防ぎます。
• コンテンツに広告を挿入するかどうかを決定します。

これらの機能のいずれかまたは両方が必要な場合は、出力を再パッケージ化する必要があるため、 
MediaPackage オリジンサービスとして選択する必要があります。

これらの機能が不要な場合は、AWS Elemental MediaPackage を選択できます MediaStore。AWS 
Elemental MediaStore は、通常、オリジンサービスとしてよりシンプルなソリューションですが、の再
パッケージ機能には欠けています MediaPackage。

• AWS Elemental MediaPackage をオリジンサービスとして指定した場合は、HLS 出力グループまたは出
力グループのどちらを使用して HLS 出力を生成するかを決定します。 MediaPackage この選択に関す
るガイドラインについては、次のセクション (p. 70)を参照してください。

HLS 出力グループと MediaPackage 出力グループの
選択
AWS Elemental に HLS 出力を配信する場合は MediaPackage、HLS 出力グループまたは出力グループの
どちらを作成するかを決定する必要があります。 MediaPackage

出力グループのタイプごとに従う必要がある設定には違いがあります。
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• MediaPackage 出力に必要なセットアップは少なくなります。AWS Elemental MediaLive には、出力を
パッケージ化して、指定した AWS Elemental MediaPackage チャンネルに配信するのに必要なほとんど
の情報が既に設定されています。

• MediaPackage 出力の場合、 MediaLive チャンネルと AWS Elemental MediaPackage チャンネルは同じ
AWSリージョンに存在する必要があります。

• MediaPackage 出力では、ID3 メタデータの設定にいくつかの制限があります。詳細については、「the 
section called “ID3 メタデータ” (p. 429)」を参照してください。

Microsoft Smooth 出力を処理するためのオプション
Microsoft Smooth Streaming サーバーに配信する場合、デジタル著作権管理 (DRM) ソリューションでコン
テンツを保護するかどうかによって、セットアップが異なります。DRM は、権限のないユーザーがコンテ
ンツにアクセスするのを防ぎます。

• DRM を実装しない場合は、Microsoft Smooth 出力グループを作成します。
• DRM を実装する場合は、HLS MediaPackage または出力グループを作成して AWS Elemental に出

力を送信し MediaPackage、AWS Elemental MediaPackage を使用して DRM を追加できます。次い
で、Microsoft MediaPackage スムーズオリジンサーバーに配信するように AWS Elemental をセット
アップします。

ステップ 2: 出力グループのエンコード要件を特定
する

作成する必要がある出力グループを特定したら、各出力グループに含めるビデオおよびオーディオエン
コードの要件を特定する必要があります。ダウンストリームシステムは、これらの要件を制御します。

アップストリームシステム (p. 74)を評価する前に、ダウンストリームシステムでこの作業を実行してく
ださい。ワークフローでの意思決定は、ダウンストリームシステムから始まり、アップストリームシステ
ムに戻ります。

各出力グループ内のビデオコーデックとオーディオコーデックを識別するには

特定したすべての出力グループに対して、この手順を実行します。

1. ダウンストリームシステムから次の動画情報を取得します。

• サポートされているビデオコーデック (またはコーデック)。
• サポートできる最大ビットレートと最大解像度。

2. ダウンストリームシステムから次のオーディオ情報を取得します。

• サポートされているオーディオコーデック (複数可)。
• 各コーデックでサポートされているオーディオコーディングモード (2.0 など)。
• オーディオでサポートされる最大ビットレート。
• HLS または Microsoft Smooth 出力形式の場合、ダウンストリームシステムでオーディオがビデオに

バンドルされているか、各オーディオが独自のレンディションに表示されるかを指定します。この
情報は、この情報は、この情報は、この情報は、 MediaLiveアウトプットを整理するときに必要に
なります。

3. ダウンストリームシステムから次の字幕情報を取得します。

• サポートされている字幕形式。
4. 動画を確認します。ダウンストリームシステムが必要とするビデオコーデックと、この出力グループ

に対して Live MediaLive がサポートするビデオコーデックを比較します。「the section called “出力で
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サポートされているコーデック” (p. 368)」の表を参照してください。ダウンストリームシステムで
提供されているコーデックの少なくとも 1 つがサポートされていることを確認してください。

5. オーディオを確認します。ダウンストリームシステムが必要とするオーディオコーデックと、この出
力グループに対して Live MediaLive がサポートするビデオコーデックを比較します。「the section 
called “出力でサポートされているコーデック” (p. 368)」の表を参照してください。ダウンストリー
ムシステムで提供されているコーデックの少なくとも 1 つがサポートされていることを確認してくだ
さい。

6. 今のところ字幕形式の評価をスキップしてください。これらの要件は、後のセクション (p. 79)で評
価します。

7. 出力グループごとに生成できるビデオコーデックとオーディオコーデックを書き留めます。
8. トリックプレイトラックを実装するかどうかを決定します。詳細については、「the section called “ト

リックプレイトラック” (p. 540)」を参照してください。

このステップの結果

この手順を実行すると、作成する出力グループと、それらの出力グループがサポートできるビデオおよび
オーディオコーデックがわかります。したがって、この例のような出力情報が必要です。

例

出力グループ ダウンストリームシス
テム

ダウンストリームシス
テムでサポートされる
ビデオコーデック

ダウンストリームシス
テムでサポートされる
オーディオコーデック

HLS MediaPackage AVC AAC 2.0、Dolby Digital 
Plus

RTMP ソーシャルメディアサ
イト

AVC AAC 2.0

アーカイブ Amazon S3 ダウンストリームシス
テムはコーデックを
指示しません。必要な
コーデックを選択しま
す。

ダウンストリームシス
テムはコーデックを
指示しません。必要な
コーデックを選択しま
す。

ステップ 3: 回復性要件を特定する
レジリエンシーとは、問題が発生してもチャネルが機能し続ける能力です。MediaLive には、ここで計画
する必要がある 2 つの回復機能が含まれています。これらの機能のうち、どの機能を実装するかを決定す
る必要があります。この決定は、コンテンツに必要なソースの数に影響するため、ここで行う必要があり
ます。これは、アップストリームシステムとのディスカッションが必要なためです。

パイプラインの冗長性
2 つのパイプラインを持つチャネルを設定して、チャネル処理パイプライン内での回復性を実現できま
す。

パイプラインの冗長性は、チャネル全体と、チャネルに接続されているすべての入力に適用される機能で
す。チャネルの計画の早い段階で、パイプラインをどのように設定するかを決定する必要があります。

パイプライン冗長性を設定するには、チャネルを標準チャネル2 つのエンコーディングパイプラインを
持つようにします。両方のパイプラインは、ソースコンテンツを取り込み、出力を生成します。現在の
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パイプラインで障害が発生した場合、ダウンストリームシステムはコンテンツを受信していないことを
検出し、他の出力に切り替えることができます。ダウンストリームシステムを中断することはありませ
ん。MediaLiveは、2 番目のパイプラインを数分以内に再起動します。

パイプラインの冗長性の詳細については、「the section called “パイプラインの冗長性” (p. 497)」を参照
してください。

自動入力フェイルオーバー
自動入力フェイルオーバー用に 2 つのプッシュ入力を設定して、チャネル内の 1 つの入力に復元力を提供
できます。

自動入力フェイルオーバーは、個々の入力に適用される機能です。チャネルを計画するときに、自動入力
フェイルオーバーの実装について決定する必要はありません。新しいプッシュ入力を接続するとき、また
は既存のプッシュ入力をアップグレードして自動入力フェイルオーバーを実装する場合に、後で実装でき
ます。

自動入力フェイルオーバーを設定するには、2 つのプッシュ入力 (まったく同じソースコンテンツを持つ) 
を入力フェイルオーバーペア。このように設定すると、アップストリームシステム、またはアップスト
リームシステムとチャネル間で障害が発生した場合の回復性が得られます。

入力ペアでは、入力の1つがアクティブ入力して 1 つがオンスタンバイ。MediaLiveは、常に切り替える準
備ができているように両方の入力を取り込みますが、通常はスタンバイ入力をただちに破棄します。アク
ティブな入力に障害が発生すると、MediaLive はただちにフェイルオーバーし、スタンバイ入力から処理
を破棄するのではなく、スタンバイ入力から処理を開始します。

自動入力フェイルオーバーは、パイプラインの冗長性を設定されているチャネル (標準チャネル)、または
パイプラインの冗長性を設定されていないチャネル (単一パイプラインチャネル) に実装できます。

自動入力フェイルオーバーの詳細については、「the section called “自動入力フェイルオー
バー” (p. 392)」を参照してください。

2 つの機能の比較
次に、パイプラインの冗長性と自動入力フェイルオーバーの比較を示します。

• 各機能が扱う障害には、次のような違いがあります。

パイプラインの冗長性は、で障害が発生した場合の復元力を提供します。MediaLiveエンコーダーのパイ
プライン。

自動入力フェイルオーバは、障害発生時に回復力を提供MediaLiveで、アップストリームシステム、また
はアップストリームシステムととの間のネットワーク接続のいずれかでMediaLive入力。

• どちらのフィーチャにもコンテンツソースの 2 つのインスタンスが必要なため、どちらの場合も、上流
システムが 2 つのインスタンスを提供できる必要があります。

パイプラインの冗長性により、2 つのソースは同じエンコーダから発信できます。

自動入力フェイルオーバーでは、ソースは異なるエンコーダから発生する必要があります。そうしない
と、両方のソースが同時に故障し、入力フェイルオーバースイッチが故障します。

• パイプラインの冗長性は、チャネル全体に適用されます。したがって、チャネルを計画するときに実装
するかどうかを決定する必要があります。自動入力フェイルオーバーは、1 つの入力にのみ適用されま
す。したがって、たとえば、最も重要なプッシュ入力を接続するときにのみ、自動入力フェイルオー
バーを実装できます。

• 自動入力フェールオーバーでは、ダウンストリームシステムが出力の 2 つのインスタンスを処理し、一
方のインスタンスから（障害が発生した場合）他方のインスタンスに切り替えることができる必要があ
ります。MediaPackageたとえば、は 2 つのインスタンスを処理できます。
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ダウンストリームシステムにこのロジックが組み込まれていない場合は、自動入力フェイルオーバーを
実装できません。

ステップ 4: アップストリームシステムを評価する
MediaLive ワークフローの計画の一環として、コンテンツのソースであるアップストリームシステムを
評価して、互換性があることを確認する必要があります MediaLive。次いで、ソースコンテンツを評価し
て、 MediaLive 取り込むことができる形式と、目的の出力に含められる形式が含まれていることを確認す
る必要があります。 MediaLive

ソースコンテンツは、コンテンツプロバイダーから入手可能です。ソースコンテンツは、コンテンツプロ
バイダが制御するアップストリームシステムから提供されます。通常、コンテンツプロバイダーは既に特
定されています。ソースコンテンツとアップストリームシステムの詳細については、「 MediaLive 仕組
み (p. 4)」を参照してください。

アップストリームシステムを評価するには

1. コンテンツプロバイダに連絡して、アップストリームシステムに関する情報を取得します。この情報
を使用して、 MediaLive アップストリームシステムに接続する能力を評価し、 MediaLive アップスト
リームシステムのソースコンテンツを使用する能力を評価します。

取得および評価する情報の詳細については、以下のセクションを参照してください。

• the section called “ソース形式とパッケージングを評価する” (p. 75)
• the section called “動画コンテンツの評価” (p. 77)
• the section called “オーディオコンテンツの評価” (p. 77)
• the section called “字幕の評価” (p. 79)

2. MediaLive ソースコンテンツに指定する入力タイプをメモしておきます。
3. ソースストリームの次の 3 つの特性を書き留めます。この情報は、チャンネルをセットアップすると

き (p. 167)に必要になります。

• ビデオコーデック
• 動画の解像度 — SD、HD、または UHD。
• 最大入力ビットレート

このステップの結果

この手順の最後に、 MediaLive コンテンツを取り込むことができるようになります。さらに、次の点も確
認できます。

• MediaLive ソースコンテンツを取り込むために作成する入力のタイプ。
• ソース ( MediaLive 入力) からビデオ、オーディオ、字幕の抽出に必要な情報。例:

情報 [Format] (形式) 特徴

ソース形式とパッケージング RTP FEC による

サポートされるビデオコーデッ
ク

HEVC 1920×1080

最大 5 Mbps。
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情報 [Format] (形式) 特徴

ドルビーデジタル 5.1 英語、スペイン語サポートされているオーディオ
コーデック、コーディングモー
ド、および言語 AAC 2.0 英語、スペイン語、フランス

語、ドイツ語

埋め込み 英語、スペイン語、フランス
語、ドイツ語

サポートされている字幕形式

テレテキスト 10 言語

ソース形式とパッケージングを評価する
ソース形式とパッケージングを評価する方法については、次の表を参照してください。列の各行を読みま
す。

取得する情報 以下について確認してください。

コンテンツプロバイダーが提供できるソースの
数。

回復性機能 (p. 72)を実装する予定の場合、必要
な入力をコンテンツプロバイダーが提供できるこ
とを確認します。

• 自動入力フェイルオーバーの場合、同じソース
コンテンツの 2 つの同一のインスタンスを配信
する必要があります。

• パイプラインの冗長性の場合、同じソースコン
テンツの 2 つの同一のインスタンスを配信する
必要があります。

• 両方の機能を実装する場合は、4 つのインスタン
スを提供する必要があります。

配信形式とプロトコル

MediaLive 指定した形式に適用される入力のタイプ

アップストリームシステムが配信でサポートする
形式とプロトコルを調べます。

この形式が the section called “サポートされている
入力形式とプロトコル” (p. 357) の表に載ってい
ることを確認してください。

• フォーマットがリストされている場合は、 
MediaLive そのフォーマットに適用される入力タ
イプを特定してください。

• 目的の形式が載っていない場合は、コンテンツ
プロバイダーに問い合わせて、のサポートを
追加する方法について問い合わせてください 
MediaLive。

CDI 経由で配信されたコンテンツや AWS 
Elemental Link から配信されたコンテンツについ
ては、この情報を検証する必要はありません。 
MediaLive これらの入力タイプを常に処理できま
す。
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取得する情報 以下について確認してください。

アップストリームシステムが最新の SDK を使用し
ているかどうか

コンテンツプロバイダーが、アップストリーム 
CDI ソースデバイス上で最新バージョンの AWS 
CDI SDK を使用していることを確認します。

ソースコンテンツがストリームアセットか VOD ア
セットか

ソースコンテンツがライブストリームか VOD ア
セットかを調べます。

MediaLive 指定した形式の配信をサポートしている
ことを確認します。the section called “ライブ入力
とファイル入力のサポート” (p. 361) の表を参照
してください。

コンテンツが暗号化されているかどうか MediaLive 暗号化されたコンテンツを HLS コンテ
ンツからのみ取り込むことができます。

ソースコンテンツが HLS で暗号化されている場合
は、 MediaLive サポートされている形式で暗号化
されていることを確認してください。the section 
called “暗号化された HLS コンテンツ” (p. 76)
を参照してください。 MediaLive 利用可能な暗号
化形式をサポートしていない場合は、暗号化され
ていない形式でコンテンツを取得できるかどうか
を調べます。

ソースコンテンツが RTP の場合のみ、FEC が含ま
れているかどうかです。

ソースコンテンツに FEC が含めることをお勧めし
ます。その方が出力結果で視覚的な乱れが発生す
る可能性が減ります。

HLS ソースにおける暗号化されたソースコンテンツの
処理
MediaLive HTTP ライブストリーミングの仕様に従って暗号化された HLS ソースを取り込むことができま
す。

サポートされている暗号化形式

MediaLive 暗号化された HLS ソースに対して次の形式をサポートしています。

• ソースコンテンツは AES-128 で暗号化されます。 MediaLive AES-SAMPLE をサポートしていません。
• ソースコンテンツは、静的キーまたは回転キーを使用して暗号化されます。
• マニフェストには、以下の属性を持つ #EXT-X-KEY  タグが含まれます。

• METHOD 属性は AES-128 を指定します。
• URI は、暗号化キーのライセンスサーバーを指定します。
• IV は空白か、または使用する初期化ベクトル (IV) を指定します。IV が空白の場合は、 MediaLive
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCEタグ内の値を IV として使用します。

• アップストリームシステムとライセンスサーバーの両方で認証情報 (ユーザー名とパスワード) が必要な
場合は、両方のサーバーで同じ認証情報が使用されていることを確認します。 MediaLive これら 2 つの
サーバーについて異なる認証情報の設定をサポートしていません。

復号化の仕組み
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コンテンツ所有者は、メインマニフェストを設定して、#EXT-X-KEY とメソッド (AES-128)、ライセンス
サーバーの URL、初期化ベクトル (IV) を含めるようにします。コンテンツ所有者は、ライセンスサーバー
に暗号化キーを配置します。 MediaLive このソースを使用するチャンネルが起動すると、 MediaLive メイ
ンマニフェストを取得し、ライセンスサーバーの URL#EXT-X-KEY  のタグを読み取ります。

MediaLive ライセンスサーバーに接続し、暗号化キーを取得します。 MediaLive アップストリームシステ
ムからコンテンツのプルを開始し、暗号化キーと IV を使用してコンテンツを復号化します。

動画コンテンツの評価
ビデオソースを評価する方法については、次の表を参照してください。列の各行を読みます。

Note

CDI または AWS Elemental Link デバイスから配信される動画については評価を実行する必要はあ
りません。これらのソースは Mediaに常に受け入れられます MediaLive。

取得する情報 以下について確認してください。

使用可能なビデオコーデックまたは形式。 パッケージ形式のビデオコーデックのリストに、
少なくとも 1 つのビデオコーデックが含まれてい
ることを確認します。the section called “入力でサ
ポートされているコーデック” (p. 363) を参照し
てください。

サポートされている複数のコーデックでコンテン
ツが使用可能な場合は、使用する単一のビデオ
コーデックを決定します。ソースコンテンツから
抽出できる動画アセットは 1 つだけです。

使用可能な解像度。 MediaLive ランドスケープモードのみをサポートし
ています。

最大予想ビットレート。 ソースコンテンツの予想される最大ビットレート
を処理するには、アップストリームシステムと 
MediaLive MediaLive の間の帯域幅が十分であるこ
とを確認します。

標準チャンネルを設定 (パイプラインの冗長
性 (p. 72)を実装) しようとする場合、パイプラ
インが 2 つになるので、帯域幅が予測される最大
ビットレートの 2 倍であることを確認してくださ
い。

ストリームの途中でビデオの特性が変化するかど
うか。

最良の結果を得るには、ビデオソースのビデオ特
性がストリームの途中で変化しないことを確認し
ます。例えば、コーデックを変更しないでくださ
い。フレームレートを変更しないでください。

オーディオコンテンツの評価
音源を評価する方法については、次の表を参照してください。列の各行を読みます。

Note

CDI または AWS Elemental Link デバイスから配信されるオーディオの評価を実行する必要はあり
ません。これらのソースは Mediaに常に受け入れられます MediaLive。
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取得する情報 以下について確認してください。

使用可能なオーディオコーデックまたは形式。 the section called “入力でサポートされているコー
デック” (p. 363) のオーディオコーデックのリス
トに、少なくとも 1 つのオーディオコーデックが
含まれていることを確認します。

各コーデックで使用可能な言語。例えば、英語、
フランス語。

提供したい言語を特定します。コンテンツプロバ
イダが提供できる言語を決定します。

各コーデックで使用可能なコーディングモード 
(2.0 と 5.1 など)。

各オーディオ言語に適したオーディオコーディ
ングモードを特定します。コンテンツプロバ
イダが提供できるコーディングモードを決定し
ます。詳細については、表の後にあるセクショ
ン (p. 78)を参照してください。

ストリームの途中でオーディオの特性が変化する
かどうか。

最良の結果を得るには、ソースコンテンツのオー
ディオ特性がストリームの途中で変化しないこと
を確認します。例えば、ソースのコーデックを変
更しないでください。コーディングモードは変更
しないでください。言語が消えてはいけません。

ソースコンテンツが HLS の場合、オーディオア
セットがオーディオレンディショングループ内に
あるか、ビデオと多重化されているか。

MediaLive 個別のレンディショングループにある
オーディオアセットを取り込みますが、ビデオを
含む単一のストリームに多重化することもできま
す。

コーディングモードを決定するには

同じ言語で複数のコーディングモードが使用可能な場合は、使用するモードを決定します。次のガイドラ
インに従ってください。

• あるコーデックおよびコーディングモードで一部の言語を抽出し、別のコーデックおよびコーディン
グモードで他の言語を抽出できます。例えば、1 つまたは 2 つの言語を 5.1 コーディングモードで使用
し、2.0 コーディングモードで他の言語を使用したい場合があります。

• 同じ言語を複数回抽出できます。例えば、5.1 コーディングモードとコーディングモード 2.0 の両方で 1 
つの言語が必要な場合があります。

• 特定の言語で抽出するコーデックとコーディングモードを決定するときは、出力でその言語に必要な
コーディングモードを検討してください。言語ごとに、ソースコンテンツのコーディングモードが出力
のコーディングモードと一致する場合、コーディングモードを変換するためにオーディオをリミックス
する必要がないため、常に最も簡単です。 MediaLiveリミックスに対応していますが、リミックスはア
ドバンスト機能なのでオーディオの知識が必要です。

例えば、出力では、1 つの言語をコーディングモード 5.1 にしたい場合があります。コーディングモード 
2.0 で他の言語を使用できるようにしたい場合があります。

例えば、以下のように抽出する選択が考えられます。

• ドルビーデジタル 5.1、スペイン語
• AAC 2.0 でフランス語と英語。
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字幕の評価
出力グループに字幕を含める場合は、ソース内の字幕形式を使用して、 MediaLive 出力に必要な字幕形式
を生成できるかどうかを判断する必要があります。

字幕ソースに関する次の情報を取得します。

取得する情報 以下について確認してください。

使用可能な字幕形式。

各形式で使用可能な言語。

この表の後にある手順を参照してください。

字幕要件を評価するには

ワークフローについて特定した出力グループ (p. 69)ごとの手順に従います。

1. the section called “字幕: サポートされる形式” (p. 343) に移動し、出力グループに関するセクション
を見つけます。例えば、「the section called “HLS MediaPackage または出力” (p. 350)」を見つけま
す。そのセクションの表で、最初の列を読んで、コンテンツプロバイダが提供している形式 (コンテ
ナ) を見つけます。

2. [ソース字幕入力] 列の各行を読み、 MediaLive そのソース形式でサポートされている字幕形式を見つ
けます。

3. 次いで、[サポートされている出力字幕] 列の各行を読み、 MediaLive ソース形式から変換できる字幕
形式を見つけます。

「HLS 出力を生成し、ソースコンテンツが RTMP である場合、埋め込み字幕をバーンイン、埋め込
み、または WebVTT に変換できます」というような意味の文が表示されます。

4. コンテンツプロバイダーからのソースコンテンツが、表の [サポートされている字幕入力] 列にある形
式のいずれかに一致することを確認します。例えば、ソースコンテンツに字幕が埋め込まれているこ
とを確認します。

5. ダウンストリームシステムがサポートする字幕形式のリストを見つけます。このリストは、特定した
出力グループのエンコード要件を特定 (p. 71)したときに入手したものです。これらの出力形式の少
なくとも 1 つが表の [サポートされている出力字幕] 列に表示されていることを確認します。

ソースコンテンツに一致するものがない場合、または出力にマッチしない場合、出力に字幕を含める
ことはできません。

例えば、HLS 出力グループを生成する必要があるとします。コンテンツプロバイダーが、字幕が埋め込ま
れた RTP 形式のコンテンツを提供できると仮定します。ダウンストリームシステムでは、HLS 出力の場
合、出力に WebVTT 字幕を含める必要があると仮定します。

上記の手順に従って、HLS 出力の表を読みます。表のコンテナ列には、RTP 形式の行があります。ソー
ス列を読み、埋め込み字幕がサポートされているソース形式であることを特定します。次いで、出力列の
各行を読むと、埋め込み字幕を焼き付け、埋め込み、または WebVTT 字幕に変換できることがわかりま
す。WebVTT 字幕は、ダウンストリームシステムが必要とする形式です。したがって、HLS 出力に字幕を
含めることができるという結論になります。
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ステップ 5: ソースコンテンツに関する情報を収集
する

ソースコンテンツを評価し、そのコンテンツ内の適切なビデオ、オーディオ、および字幕のアセットを特
定したら、それらのアセットに関する情報を取得する必要があります。必要な情報は、ソースの種類ごと
に異なります。

入力を作成するために (p. 119)、この情報は必要ありません MediaLive。ただし、入力をチャンネルにア
タッチするときに (p. 168)、この情報が必要になります MediaLive。

このステップの結果

このステップの実行後には、この例に示すようなソースコンテンツ情報が必要になります。

例

情報 [Format] (形式) 特徴 ID

アップストリームシス
テム

RTP FEC による  

選択した動画 HEVC 1920×1080

最大 5 Mbps

PID 600

ドルビーデジタル 5.1   PID 720 でスペイン語

AAC 2.0   PID 746 でスペイン語

AAC 2.0   PID 747 でフランス語

選択したオーディオ

AAC 2.0   PID 759 で英語

C1 = スペイン語

C2 = フランス語

埋め込み  

C4 = 英語

選択した字幕

テレテキスト 10 言語 PID 815

トピック
• CDI ソース内のコンテンツの識別 (p. 80)
• AWS Elemental Link ソース内のコンテンツの識別 (p. 81)
• HLS ソース内のコンテンツの識別 (p. 81)
• MediaConnect ソース内のコンテンツの識別 (p. 82)
• MP4 ソース内のコンテンツの識別 (p. 82)
• RTMP ソース内のコンテンツの識別 (p. 83)
• RTP ソース内のコンテンツの識別 (p. 83)

CDI ソース内のコンテンツの識別
CDI ソースのコンテンツは、常に非圧縮ビデオ、非圧縮オーディオ、および字幕で構成されます。
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コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• 動画の場合 — 識別情報は必要ありません。 MediaLive 最初に見つかったビデオを常に抽出します。
• オーディオの場合 — ソースには複数のオーディオトラック (通常は言語ごとに 1 つ) を含めることがで

きます。抽出する各オーディオアセットのトラック番号を取得します。
• 字幕の場合 — ソースには、補助データに字幕が含まれている場合があります。サポートされている字幕

タイプは、ARIB、埋め込み (EIA-608 または CEA-708)、およびテレテキスト (OP47) です。
• ARIB 字幕 — 情報は必要ありません。ARIB 字幕を使用すると、 MediaLive すべての言語を抽出しま

す。
• 埋め込み字幕の場合は、チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフランス

語」です。
• テレテキスト字幕について、字幕の計画 (p. 79)で異なる形式の字幕を変換する予定がある場合、変

換する言語のページ番号を取得する必要があります。出力で字幕をテレテキストとしてパススルーす
る予定である場合、識別子は必要ありません。

AWS Elemental Link ソース内のコンテンツの識別
AWS Elemental Link ソースのコンテンツは、常に 1 つのビデオアセットと 1 つのオーディオペアを含むト
ランスポートストリーム (TS) です。埋め込みスタイルまたはオブジェクトスタイルの字幕が含まれる場合
もあります。

コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• 動画の場合 — 識別情報は必要ありません。
• オーディオ用 — トラック内の言語を取得します。例えば、「トラック 1 はフランス語」などです。
• 字幕の場合 — 識別子を取得します。

• 埋め込み字幕の場合は、チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフランス
語」です。

• テレテキスト字幕について、字幕の計画 (p. 79)で異なる形式の字幕を変換する予定がある場合、変
換する言語のページ番号を取得する必要があります。出力で字幕をテレテキストとしてパススルーす
る予定である場合、識別子は必要ありません。

また、コンテンツに関する次の情報も入手してください。

• 最大ビットレート。 MediaLive でデバイスを設定するときに、このビットレートを調整できます。
詳細については、「 MediaLiveデバイスの操作」を参照してくださいthe section called “デバイ
ス” (p. 581)。

• コンテンツにタイムコードが埋め込まれているかどうか。埋め込まれている場合は、そのタイムコード
の使用を選択できます。詳細については、「タイムコード設定」the section called “タイムコードの設
定” (p. 537)を参照してください。

• コンテンツに広告表示メッセージ (SCTE-35 MediaLive メッセージに自動的に SCTE-35 メッセージに変
換する SCTE-104 メッセージ) が含まれているかどうか。広告表示メッセージの詳細については、「the 
section called “SCTE-35 メッセージの処理” (p. 505)」を参照してください。

HLS ソース内のコンテンツの識別
HLS コンテナ内のコンテンツは、常に 1 つのビデオレンディション (プログラム) のみを含むトランスポー
トストリーム (TS) です。

コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• 動画の場合 — 使用可能なビデオレンディションのビットレートを取得します。

81

https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/ug/eml-devices.html
https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/ug/timecode.html


MediaLive ユーザーガイド
MediaConnect ソース

• オーディオの場合 — 必要な言語の PID または 3 文字の言語コードを取得します。
Note

オーディオアセットの PID を取得することをお勧めします。これらは、オーディオアセットを
識別するより信頼性の高い方法です。言語は、オーディオアセットに各オーディオ言語のイン
スタンスが 1 つしかない場合にのみ使用します。

• 字幕の場合 — チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフランス語」です。字
幕は常に埋め込み形式で、それぞれ独自のチャンネル番号を持つ最大 4 つの言語が含まれています。

MediaConnect ソース内のコンテンツの識別
AWS Elemental MediaConnect ソースのコンテンツは、常にトランスポートストリーム (TS) です。TS 
は、1つのプログラム (SPTS) または複数のプログラム (MPTS) で構成されています。各プログラムには、
ビデオとオーディオを組み合わせて収録しています。埋め込みスタイルまたはオブジェクトスタイルの字
幕が含まれる場合もあります。

コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• ビデオの場合 — 目的の 1 つのビデオプログラムを選択し、その PID またはビットレートを取得しま
す。(ソースコンテンツには複数のビデオプログラムが含まれている場合があります)。

2 つのビデオプログラムが同一の場合は、各プログラムのオーディオと字幕を見てください。これらは
異なる可能性があります。その場合、必要なオーディオ形式または字幕形式を含むビデオプログラムを
選択する必要があります。

• オーディオ用 — ビデオと同じプログラムで、必要なオーディオ言語の PID または 3 文字の言語コード
を取得します。

Note

オーディオアセットの PID を取得することをお勧めします。これらは、オーディオアセットを
識別するより信頼性の高い方法です。言語は、オーディオアセットに各オーディオ言語のイン
スタンスが 1 つしかない場合にのみ使用します。

• 字幕の場合 — ビデオと同じプログラムで、識別子を取得します。
• 字幕が埋め込まれている場合は、チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフ

ランス語」です。
• 字幕がオブジェクトスタイルの字幕 (DVB-Sub など) の場合は、目的の字幕言語の PID を取得しま

す。

MP4 ソース内のコンテンツの識別
MP4 ソースのコンテンツは、常に 1 つのビデオトラックと 1つ以上のオーディオトラックで構成されてい
ます。埋め込みスタイルの字幕が含まれている場合もあります。

コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• オーディオの場合 — 必要な言語のトラック番号または 3 文字の言語コードを取得します。
Note

オーディオアセットのトラックを取得することをお勧めします。これらは、オーディオアセッ
トを識別するより信頼性の高い方法です。言語は、オーディオアセットに各オーディオ言語の
インスタンスが 1 つしかない場合にのみ使用します。

• 字幕の場合 — チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフランス語」です。字
幕は常に埋め込み形式で、それぞれ独自のチャンネル番号を持つ最大 4 つの言語が含まれています。字
幕は、ビデオトラックに埋め込まれているか、補助トラックに埋め込まれている場合があります。
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RTMP ソース内のコンテンツの識別
この手順は、インターネットからの RTMP プッシュ入力とプル入力、および Amazon 仮想プライベートク
ラウからの RTMP 入力の両方に適用されます。RTMP 入力のコンテンツは、常に 1 つのビデオと 1 つの
オーディオで構成されます。埋め込みスタイルの字幕が含まれている場合もあります。

コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• 動画の場合 — 識別情報は必要ありません。 MediaLiveは常に 1 つのビデオアセットを抽出します。
• オーディオの場合 — 識別情報は必要ありません。 MediaLive常に 1 つのオーディオセットを抽出しま

す。

• 字幕の場合 — チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフランス語」です。字
幕は常に埋め込み形式で、それぞれ独自のチャンネル番号を持つ最大 4 つの言語が含まれています。字
幕は、ビデオトラックに埋め込まれているか、補助トラックに埋め込まれている場合があります。

RTP ソース内のコンテンツの識別
この手順は、インターネットからの RTP 入力と Amazon 仮想プライベートクラウド からの入力の両方に
適用されます。RTP 入力のコンテンツは、常にトランスポートストリーム (TS) です。TS は、1つのプロ
グラム (SPTS) または複数のプログラム (MPTS) で構成されています。各プログラムには、ビデオとオー
ディオを組み合わせて収録しています。埋め込みスタイルまたはオブジェクトスタイルの字幕が含まれる
場合もあります。

コンテンツプロバイダーから識別情報を取得します。

• ビデオの場合 — 目的の 1 つのビデオレンディションを選択し、その PID またはビットレートを取得し
ます。(ソースコンテンツには、複数のビデオレンディションが含まれている場合があります)。

2 つのビデオレンディションが同じ場合は、各プログラムのオーディオと字幕を調べます。これらは異
なる可能性があります。その場合は、必要なオーディオ形式または字幕形式を含むビデオレンディショ
ンを選択する必要があります。

• オーディオ用 — ビデオと同じレンディションで、必要なオーディオ言語の PID または 3 文字の言語
コードを取得します。

Note

オーディオアセットの PID を取得することをお勧めします。これらは、オーディオアセットを
識別するより信頼性の高い方法です。言語は、オーディオアセットに各オーディオ言語のイン
スタンスが 1 つしかない場合にのみ使用します。

• 字幕の場合 — ビデオと同じレンディションに対して、識別子を取得します。
• 字幕が埋め込まれている場合は、チャンネル番号の言語を取得します。例えば、「チャンネル 1 はフ

ランス語」です。
• 字幕がオブジェクトスタイルの字幕 (DVB-Sub など) の場合は、目的の字幕言語の PID を取得しま

す。

ステップ 6: ダウンストリームシステムへの配信を
手配する

ワークフローでダウンストリームおよびアップストリームシステムの準備の最終段階として、各下流シス
テムでこのステップを実行する必要があります。
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• AWS Elemental からダウンストリームシステムまでの経路の一部について、お客様とダウンストリーム
システムのオペレータは、AWS Elemental MediaLive からダウンストリームシステムまでの経路の一部
について同意する必要があります。

• MediaLive これらのシステムに出力を正常に送信できるように、ダウンストリームシステムのオペレー
タがいくつかのセットアップを実行するように手配する必要があります。

セットアップは、出力グループおよびダウンストリームシステムのタイプごとに異なります。

MediaLive からの出力は、この下流システムへの入力と見なされます。 MediaLive チャンネルを作成する
ときに、これらの URL ロケーションが必要になるため、ダウンストリームシステムのオペレータとダウン
ストリームシステムのオペレータは、ダウンストリームシステム上の入力ロケーションについて同意する
必要があります。

このガイドでは、オリジンサーバーを設定する方法について説明します。オリジンサーバーのダウンスト
リームにある CDN の設定方法については説明していません。この設定の詳細については、選択したオリ
ジンサーバーのドキュメントを参照してください。

オプション

次の表は、次のセクションで説明する出力グループとダウンストリームシステムの組み合わせをまとめた
ものです。

出力グループ ダウンストリームシステム お読みいただきたいセクション

アーカイブ Amazon S3 the section called “アーカ
イブまたはフレームキャプ
チャ” (p. 85)

フレームキャプチャ Amazon S3 the section called “アーカ
イブまたはフレームキャプ
チャ” (p. 85)

HLS Amazon S3 the section called “Amazon S3 へ
の HLS” (p. 86)

HLS AWS Elemental MediaStore the section called “HLS から 
MediaStore” (p. 87)

HLS AWS Elemental MediaPackage the section called “HLS から 
MediaPackage” (p. 88)

HLS HTTP サーバーまたは Akamai 
CDN

the section called “HTTP への 
HLS” (p. 89)

MediaPackage AWS Elemental MediaPackage the section called “MediaPackage 
” (p. 91)

Microsoft Smooth HTTP サーバー the section called “Microsoft 
Smooth” (p. 91)

RTMP RTMP サーバー the section called 
“RTMP” (p. 92)

UDP UDP アドレス the section called 
“UDP” (p. 93)

このステップの結果
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このステップの最後に、 MediaLiveコンテンツを受信するためのダウンストリームシステムの準備がすべ
て完了します。

トピック
• アーカイブまたはフレームキャプチャ出力グループ (p. 85)
• Amazon S3 への HLS 出力グループ (p. 86)
• HLS 出力グループ MediaStore (p. 87)
• HLS 出力グループ MediaPackage (p. 88)
• HTTP への HLS 出力グループ (p. 89)
• MediaPackage 出力グループ (p. 91)
• Microsoft Smooth 出力グループ (p. 91)
• RTMP 出力グループ (p. 92)
• UDP 出力グループ (p. 93)

アーカイブまたはフレームキャプチャ出力グループ
この手順に従って、アーカイブ出力グループまたはフレームキャプチャ出力グループを作成することに決
めました (p. 69)。これらの出力グループの送信先は、常に Amazon S3 です。

この出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと同意する必要があ
ります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 180)ときに必要になります。

各出力グループについて、この手順を実行する必要があります。

送信先のセットアップを手配するには

1. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。

• 標準チャンネル (p. 72)からの出力には 2 つの送信先が必要です。
• 単一パイプラインチャンネルからの出力先は 1 つ必要です。

2. Amazon S3 ユーザーに相談し、バケットの名前を決定します。Amazon S3 ユーザーに、まだ存在し
ないバケットを作成するように依頼します。

3. Amazon S3 ユーザーと所有権について話し合います。バケットが別の AWS アカウントに属してい
る場合、通常はそのアカウントを出力の所有者にします。詳細については、この手順の後の「the 
section called “出力へのアクセスの制御” (p. 86)」を参照してください。

4. 送信先のフルパスをここで設計することも、出力グループを作成するときに設計することもできま
す。

フルパスを設計したいけれどもパスの要件に精通していない場合は、「the section called “送信先
フィールド” (p. 181)」または「the section called “送信先フィールド” (p. 187)」を参照してくださ
い。

送信先が 2 つある場合、送信先のパスは何らかの方法で互いに異なっていなければなりません。1 つ
のパスの少なくとも 1 つの部分が、もう一方のパスと異なっていなければなりません。すべての部分
が異なっていても許容されます。

5. バケットまたは送信先のフルパスを書き留めておきます。

S3 バケットに送信するためにユーザー認証情報が必要になります。 MediaLive 信頼されたエンティティ
を介してバケットに書き込むアクセス許可を持っています。これらのアクセス権限が組織内の誰かによっ
て既に設定されている必要があります。詳細については、「the section called “リファレンス: 信頼された
エンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してください。
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出力へのアクセスの制御
別の AWSア カウントによって所有されている Amazon S3 バケットに出力ファイルを送信したい場合があ
ります。このような場合、通常、もう一方のアカウントが出力ファイル (バケットに入れられるオブジェ
クト) の所有者になることが望まれます。バケット所有者がオブジェクトの所有者にならない場合、ファ
イルが不要になったときにファイルを削除できる唯一のエージェントは My (MediaLive) だけになります。

したがって、Amazon S3 バケット内の出力ファイルの所有権を転送することは、すべての人に関わってき
ます。

オブジェクトの所有権を転送するには、次の設定が必要です。

• バケット所有者は、 MediaLive バケットに出力ファイルを配信するときに Amazon S3 の定型のアクセ
スコントロールリスト (ACL) を追加するアクセス許可を付与するバケットアクセスポリシーを追加する
必要があります。バケット所有者は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「ACL に
よるアクセス管理」の説明をお読みください。バケット所有者は、オブジェクトではなく、バケットの 
ACL アクセス許可を設定する必要があります。

• バケット所有者はオブジェクトの所有権も設定してください。この機能により、送信者 () にとってバ
ケット所有者のフルコントロール ACL が (オプションではなくMediaLive) 必須になります。バケット所
有者は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「オブジェクト所有者の管理」の説明
をお読みください。

バケット所有者がこの機能を実装している場合は、ACL MediaLive を含めるようにする必要がありま
す。重複してしまうと、Amazon S3 バケットへの配信は失敗します。

• バケットの配信時に、バケット所有者のフルコントロール ACL MediaLive を含めるようにする必要があ
ります。この設定は、チャンネルの作成 (p. 181)時に実行します。

S3 の既定 ACL 機能は、バケット所有者のフルコントロール以外の ACL をサポートします。しかし、これ
らの他の ACL は、通常、からビデオを配信するユースケースには適用されません MediaLive。

Amazon S3 への HLS 出力グループ
この手順に従って、Amazon S3 を送信先とする HLS 出力グループを作成することに決めまし
た (p. 69)。

HLS 出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと合意する必要があ
ります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 190)ときに必要になります。

各 HLS 出力グループの手順に従う必要があります。

送信先のセットアップを手配するには

1. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。

• 標準チャンネル (p. 72)からの出力には 2 つの送信先が必要です。
• 単一パイプラインチャンネルからの出力先は 1 つ必要です。

2. Amazon S3 ユーザーに相談し、バケットの名前を決定します。Amazon S3 ユーザーに、まだ存在し
ないバケットを作成するように依頼します。

3. Amazon S3 ユーザーと所有権について話し合います。バケットが別の AWS アカウントに属してい
る場合、通常はそのアカウントを出力の所有者にします。詳細については、この手順の後の「the 
section called “出力へのアクセスの制御” (p. 87)」を参照してください。

4. 送信先のフルパスをここで設計することも、出力グループを作成するときに設計することもできま
す。

フルパスを設計したいが、パスの要件に精通していない場合は、「the section called “ステップ 1: パ
スの設計” (p. 205)」を参照してください。
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送信先が 2 つある場合、送信先のパスは何らかの方法で互いに異なっていなければなりません。1 つ
のパスの少なくとも 1 つの部分が、もう一方のパスと異なっていなければなりません。すべての部分
が異なっていても許容されます。

5. バケットまたは完全な送信先パスを書き留めておきます。

S3 バケットに送信するためにユーザー認証情報が必要になります。 MediaLive 信頼されたエンティティ
を介して S3 バケットに書き込むアクセス許可を持っています。これらのアクセス権限が組織内の誰かに
よって既に設定されている必要があります。詳細については、「the section called “リファレンス: 信頼さ
れたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してください。

出力へのアクセスの制御
別の AWSア カウントによって所有されている Amazon S3 バケットに出力ファイルを送信したい場合があ
ります。このような場合、通常、もう一方のアカウントが出力ファイル (バケットに入れられるオブジェ
クト) の所有者になることが望まれます。バケット所有者がオブジェクトの所有者にならない場合、ファ
イルが不要になったときにファイルを削除できる唯一のエージェントは My (MediaLive) だけになります。

したがって、Amazon S3 バケット内の出力ファイルの所有権を転送することは、すべての人に関わってき
ます。

オブジェクトの所有権を転送するには、次の設定が必要です。

• バケット所有者は、 MediaLive バケットに出力ファイルを配信するときに Amazon S3 の定型のアクセ
スコントロールリスト (ACL) を追加するアクセス許可を付与するバケットアクセスポリシーを追加する
必要があります。バケット所有者は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「ACL に
よるアクセス管理」の説明をお読みください。バケット所有者は、オブジェクトではなく、バケットの 
ACL アクセス許可を設定する必要があります。

• バケット所有者はオブジェクトの所有権も設定してください。この機能により、送信者 () にとってバ
ケット所有者のフルコントロール ACL が (オプションではなくMediaLive) 必須になります。バケット所
有者は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「オブジェクト所有者の管理」の説明
をお読みください。

バケット所有者がこの機能を実装している場合は、ACL MediaLive を含めるようにする必要がありま
す。重複してしまうと、Amazon S3 バケットへの配信は失敗します。

• バケットの配信時に、バケット所有者のフルコントロール ACL MediaLive を含めるようにする必要があ
ります。この設定は、チャンネルの作成 (p. 195)時に実行します。

S3 の既定 ACL 機能は、バケット所有者のフルコントロール以外の ACL 以外の ACL をサポートします
が、これらの他の ACL は通常バケット所有者のフルコントロール以外の ACL をサポートしますが、これ
らの他の ACL は通常バケット所有者のフルコントロール以外の ACL をサポートしますが、これらの他の 
ACL は通常バケット所有者のフルコントロール MediaLive以外の ACL をサポートしますが、これらの

HLS 出力グループ MediaStore
この手順に従って、AWS Elemental MediaStore を送信先として HLS 出力グループを作成することに決め
ました (p. 69)。

HLS 出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと合意する必要があ
ります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 190)ときに必要になります。

各 HLS 出力グループの手順に従う必要があります。

送信先のセットアップを手配するには

1. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。
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• 標準チャンネル (p. 72)からの出力には 2 つの送信先が必要です。
• 単一パイプラインチャンネルからの出力先は 1 つ必要です。

2. 送信先が 2 つある場合、送信先のパスは何らかの方法で互いに異なっていなければなりません。1 つ
のパスの少なくとも 1 つの部分が、もう一方のパスと異なっていなければなりません。すべての部分
が異なっていても許容されます。

ここで送信先のフルパスを設計することも、コンテナ名またはコンテナ名のみを決定することもでき
ます。

• フルパスを設計したいけれどもパスの要件に精通していない場合は、「the section called “ステップ 
1: パスの設計” (p. 205)」を参照してください。使用するコンテナについては、 MediaStore ユー
ザーと合意する必要があります。

• コンテナだけを決めたい場合は、どのコンテナを使うか、 MediaStore ユーザーと合意する必要が
あります。

3. MediaStore ユーザーに、コンテナの作成を依頼します。
4. 1 つ以上のコンテナのデータエンドポイントを取得します。例:

https://a23f.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com

https://fe30.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com

データエンドポイントが必要です。コンテナ名は不要です。

MediaStoreコンテナに送信するためにユーザー認証情報は必要ありません。 MediaLive MediaStore 信頼
されたエンティティを介してコンテナに書き込むアクセス許可を持っています。これらのアクセス権限が
組織内の誰かによって既に設定されている必要があります。詳細については、「the section called “リファ
レンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してください。

HLS 出力グループ MediaPackage
この手順に従って、HLS 出力グループを作成し、HTTPS MediaPackage 経由で AWS Elemental に送信す
ることに決めました (p. 69)。

HLS 出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと合意する必要があ
ります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 190)ときに必要になります。

出力グループを作成するか、HLS MediaPackage MediaPackage 出力グループを作成して AWS Elemental 
に送信できることに注意してください。相違点の説明については、「the section called “HLS と 
MediaPackage” (p. 70)」を参照してください。このセクションでは 2 つ目のオプションについて説明し
ます。

各 HLS 出力グループについては、このガイドに従います。

送信先のセットアップを手配するには

1. MediaPackage ユーザーに 1 MediaPackage つのチャンネルを作成するよう依頼します。 MediaLive 
チャンネルが標準チャンネル (p. 72) (パイプラインが 2 つ) でも、 MediaPackage 必要なチャンネ
ルは 1 つのみです。

2. ユーザーとともに HTTPS MediaPackage ユーザーの認証情報をセットアップするように手配しま
す。 MediaPackage への送信は、安全な接続で行う必要があります。

3. 以下の情報を提供します。

• チャンネルの 2 つの URL ( MediaPackage入力エンドポイントは用語) です。チャンネルの 2 つの 
URL は次のようになります。
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https://6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/in/v2/9dj8/9dj8/channel

https://6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/in/v2/9dj8/e333/channel

2 つの URL は、channel の直前のフォルダを除いて、常に同一です。

チャンネル名ではなく、URL を取得していることを確認してください。
• ダウンストリームシステムが認証リクエストを必要とする場合、ダウンストリームシステムにアク

セスするためのユーザー名とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなく
ユーザー認証に関連することに注意してください。ユーザー認証は、ダウンストリームシステムが
リクエストを受け入れるかどうかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を
介して送信されるかどうかに関するものです。

HTTP への HLS 出力グループ
この手順に従って、次のダウンストリームシステムのいずれかを送信先とする HLS 出力グループを作成す
ることに決めました (p. 69)。

• HTTP または HTTPS PUT サーバー。
• HTTP または HTTPS WebDAV サーバー。
• Akamai オリジンサーバー。

HLS 出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと合意する必要があ
ります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 190)ときに必要になります。

HTTP 経由で HLS を配信する場合、多くの場合、オリジンサーバーに配信されます。通常、オリジンサー
バーには、メインマニフェスト (.M3U8 ファイル) のファイル名など、送信先パスのルールに関する明確な
ガイドラインがあります。

各 HLS 出力グループの手順に従う必要があります。

送信先のセットアップを手配するには

設定を調整するには、ダウンストリームシステムでオペレータに相談する必要があります。

1. ダウンストリームシステムが Akamai サーバーでない場合は、PUT または WebDAV を使用している
かどうかを調べます。

2. ダウンストリームシステムに特別な接続要件がないか、調べます。これらの接続フィールドは、コン
ソールの HLS 出力グループ [CDN settings] (CDN 設定) セクションにあります。 MediaLiveこのペー
ジをコンソールに表示するには、「チャンネルの作成」ページの「出力グループ」セクションで「追
加」を選択し、次に「HLS」を選択します。グループを選択してから [HLS settings] (HLS 設定) で
[CDN settings] (CDN 設定) を開きます。

3. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。

• 標準チャンネル (p. 72)からの出力には 2 つの送信先が必要です。
• 単一パイプラインチャンネルからの出力先は 1 つ必要です。

4. ダウンストリームシステムがセキュア接続を使用しているかどうかを調べます。その場合は、オペ
レータにユーザー認証情報を設定するように配置します。

5. そのダウンストリームシステムで、メインマニフェストと子マニフェスト内にカスタムパスが必要か
どうかを調べます。詳細については、「the section called “マニフェスト — カスタム HLS マニフェス
トパス” (p. 469)」を参照してください。

6. 標準チャンネル (p. 72)を設定しようとする場合、ダウンストリームシステムが冗長マニフェスト
をサポートしているかどうかを確認してください。サポートしている場合は、この機能を実装するか
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どうかを決定します。詳細については「the section called “マニフェスト — 冗長な HLS マニフェス
ト” (p. 473)」を参照し、具体的な手順については、特に「the section called “ほとんどのシステムの
ルール” (p. 476)」と「the section called “Akamai のルール” (p. 477)」を参照してください。

7. ダウンストリームシステムのオペレータに相談して、HLS ファイルの 3 つのカテゴリ (メインマニ
フェスト、子マニフェスト、メディアファイル) の完全な送信先パスについて合意します。 MediaLive 
送信先ごとに 3 つのファイルカテゴリを常にこの場所に置きます。 MediaLive 一部のファイルを別の
場所に置くように設定することはできません。

送信先が 2 つある場合、送信先のパスは何らかの方法で互いに異なっていなければなりません。1 つ
のパスの少なくとも 1 つの部分が、もう一方のパスと異なっていなければなりません。すべての部分
が異なっていても許容されます。この要件は、ダウンストリームシステムのオペレータと話し合いま
す。ダウンストリームシステムには、一意性に関する特定のルールがある場合があります。

8. HLS ファイルの 3 つのカテゴリの名前に関する特別な要件については、ダウンストリームシステムの
オペレータに相談してください。通常、ダウンストリームシステムには特別な要件はありません。

9. 子マニフェストとメディアファイルの名前に関する修飾子の特別な要件については、ダウンストリー
ムシステムのオペレータに相談してください。

子マニフェストとメディアファイルでは、ファイル名にこの修飾子が常に含まれています。この修飾
子は、個々の出力を区別できるように各出力で一意である必要があります。例えば、高解像度出力の
ファイルは、低解像度出力のファイルとは異なる名前である必要があります。例えば、1 つの出力の
ファイルに、ファイル名と修飾子 curling_high を指定し、一方、他の出力に curling_low を含
めることができます。

通常、ダウンストリームシステムには特別な要件はありません。
10. メディアファイルを専用のサブディレクトリに設定すべきかは、ダウンストリームシステムのオペ

レータに問い合わせてください。例えば、最初の 1000 個のセグメント用に 1 つのサブディレクト
リ、次の 1000 個用に別のサブディレクトリ、というように続きます。

ほとんどのダウンストリームシステムでは、個別のサブディレクトリは必要ありません。
11. ダウンストリームシステムに特別な要件がある送信先パスの部分について合意します。

• 例えば、ダウンストリームシステムでは、特定のホストへの送信のみが必要になる場合がありま
す。

例えば、名前を付けた 2 つのフォルダに送信しますが、https://203.0.113.55 のホスト上で
す。

または、ホスト上にある https://203.0.113.55 および https://203.0.113.82 という 2 つ
のフォルダに送信します。

• または、ダウンストリームシステムでは、選択したファイル名を持つ特定のホストとフォルダが必
要になる場合があります。例えば、次のホストとフォルダは次のようになります。

https://203.0.113.55/sports/delivery/

https://203.0.113.55/sports/backup/
12. 収集した情報を書き留めておきます。

• ダウンストリームシステムの接続タイプ — Akamai、PUT、または WebDAV。
• ダウンストリームシステムに特別な要件がある場合は、接続フィールドの設定。
• 配信用のプロトコル — HTTP または HTTPS。
• ダウンストリームシステムが認証リクエストを必要とする場合、ダウンストリームシステムにアク

セスするためのユーザー名とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなく
ユーザー認証に関連することに注意してください。ユーザー認証は、ダウンストリームシステムが
リクエストを受け入れるかどうかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を
介して送信されるかどうかに関するものです。

• ファイル名を含む送信先パスの全部または一部。
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• 個別のサブディレクトリを設定する必要があるかどうか。

MediaPackage 出力グループ
この手順に従って、 MediaPackage 出力グループを作成することに決めました (p. 69)。

ユーザーとダウンストリームシステムのオペレータは、 MediaPackage 出力グループの出力先について
同意する必要があります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 216)ときに必要になりま
す。

出力グループを作成するか、HLS MediaPackage MediaPackage 出力グループを作成して AWS Elemental 
に送信できることに注意してください。相違点の説明については、「the section called “HLS と 
MediaPackage” (p. 70)」を参照してください。このセクションでは 1 つ目のオプションについて説明し
ます。

MediaPackage 出力グループごとに、このガイドに従います。

送信先のセットアップを手配するには

1. MediaPackage ユーザーに 1 つのチャンネルを作成するよう依頼します。 MediaLive チャンネルが標
準チャンネル (p. 72) (パイプラインが 2 つ) でも、 MediaPackage 必要なチャンネルは 1 つのみで
す。

2. MediaPackage チャンネルの ID を取得します。チャンネル ID では大文字と小文字が区別されます。

MediaPackage出力をに送信するためにユーザー認証情報は必要ありません MediaPackage。 MediaLive 
MediaPackage 信頼されたエンティティを介して書き込むアクセス許可を持っています。これらのアク
セス権限が組織内の誰かによって既に設定されている必要があります。詳細については、「the section 
called “リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してください。

Microsoft Smooth 出力グループ
この手順に従って、Microsoft Smooth 出力グループを作成することに決めました (p. 69)。

Microsoft Smooth 出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと合意
する必要があります。この情報は、 MediaLiveチャンネルを作成する (p. 220)ときに必要になります。

Microsoft Smooth 出力グループごとに、この手順を実行する必要があります。

送信先のセットアップを手配するには

1. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。

• 標準チャンネル (p. 72)からの出力には 2 つの送信先が必要です。
• 単一パイプラインチャンネルからの出力先は 1 つ必要です。

2. Microsoft IIS サーバーのオペレータに問い合わせて、出力のフルパスについて合意します。同意した 
URL を書き留めておきます。例:

https://203.0.113.55/sports/curling

https://203.0.113.82/sports/curling
3. プロトコルが HTTPS の場合は、オペレータでユーザーの認証情報をセットアップするように配置し

ます。
4. ダウンストリームシステムに特別な接続要件がないか、調べます。これらの接続フィールド

は、Microsoft Smooth 出力グループの [General configuration] (全般設定) セクションにグループにあ
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ります。 MediaLive このページをコンソールに表示するには、「チャンネルの作成」ページの「出力
グループ」セクションで、「追加」を選択し、次に「Microsoft Smooth」を選択します。グループを
選択してから [Microsoft Smooth settings] (Microsoft Smooth 設定) で [General configuration] (全般設
定) を開きます。

5. 収集した情報を書き留めておきます。

• URL。
• サーバーで認証リクエストが必要な場合、Microsoft IIS サーバーにアクセスするためのユーザー名

とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなくユーザー認証に関連する
ことに注意してください。ユーザー認証は、サーバーがリクエストを受け入れるかどうかにまつわ
ることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を介して送信されるかどうかに関するもので
す。

• ダウンストリームシステムに特別な要件がある場合は、接続フィールドの設定。

RTMP 出力グループ
この手順に従って、RTMP 出力グループを作成することに決めました (p. 69)。

RTMP 出力グループの出力の送信先について、ダウンストリームシステムのオペレータと合意する必要が
あります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 223)ときに必要になります。

RTMP 出力グループに複数の出力がある場合は、RTMP 出力ごとに手順を実行する必要があります。グ
ループ内の各出力には、独自の送信先があります。

送信先のセットアップを手配するには

1. RTMP サーバーがソーシャルメディアサイトの場合、サイトのホストに次の情報を補足できる指示が
ある可能性があります。以下の手順を取得します。

2. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。

• MediaLive チャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、2 つの送信先が必要です。
• MediaLive チャンネルが単一パイプラインチャンネルの場合、は 1 つの送信先を必要とします。

3. RTMP オペレータが、必要に応じて、RTMP サーバーの 1 つまたは 2 MediaLive つの入力で出力を期
待するようにセットアップされていることを確認します。

4. RTMP オペレータから次の情報を取得します。

• MediaLive 使用するプロトコル：RTMP または RTMPS。
• ダウンストリームシステムが認証リクエストを必要とする場合、ダウンストリームシステムにアク

セスするためのユーザー名とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなく
ユーザー認証に関連することに注意してください。ユーザー認証は、ダウンストリームシステムが
リクエストを受け入れるかどうかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を
介して送信されるかどうかに関するものです。

• IP アドレス。
• ポート番号。
• アプリケーション名。別名はアプリ名です。
• ストリーム名。別名は、アプリケーションインスタンスまたはアプリインスタンスまたはストリー

ムキーです。

オペレータは、アプリケーション名とストリーム名を別々のデータとして指定することがありま
す。または、string/string の形式でフルパスが提供されることもあります。この場合、最初の
文字列がアプリケーション名で、2 番目の文字列はストリーム名です。

以下に、オペレータから提供される情報の例を示します。
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rtmp://203.0.113.28:80/xyz/ywq7b

rtmp://203.0.113.17:80/xyz/ywq7b

xyz はアプリケーション名、ywq7b はストリーム名です。

この例では、2 つの URL の IP アドレスは異なりますが、アプリケーション名/ストリーム名の部分は
同じです。RTMP サーバーは別のルールに従う可能性があります。

UDP 出力グループ
UDP 出力グループを作成することが決定している (p. 69)場合は、この手順に従ってください。

ユーザーとダウンストリームシステムのオペレータは、UDP 出力グループの出力の送信先について同意す
る必要があります。この情報は、 MediaLive チャンネルを作成する (p. 227)ときに必要になります。

各 UDP 出力グループの手順に従う必要があります。

送信先のセットアップを手配するには

1. 出力に 2 つの送信先が必要かどうかを判断します。

• MediaLive チャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、2 つの送信先が必要です。
• MediaLive チャンネルが単一パイプラインチャンネルの場合、は 1 つの送信先を必要とします。

2. UDP コンテンツを受信するダウンストリームシステムを管理するオペレータに話します。オペレータ
が適切に 1 つまたは 2 MediaLive つの出力を期待するようにセットアップされていることを確認しま
す。

3. オペレータから次の情報を取得します。

• プロトコルが UDP か RTP か
• URL
• ポート番号

各 URL は、例えば次のようになります。

udp://203.0.113.28:5000

udp://203.0.113.33:5005

この例では、ポート番号は連番ではないことに注意してください。これらの連続しない数字は、出力
で FEC を有効にしようとする場合に重要です (このフィールドは UDP 出力グループの [Output] (出力) 
ペインにあります。FEC では、2 つの送信先のポート番号の間にスペースを残す必要があります。例
えば、1 つの送信先が rtp://203.0.113.28:5000 である場合は、FEC がポート 5002 と 5004 も
使用すると想定します。そして、もう 1 つの送信先の使用可能な最小ポート番号は 5005 とします。

次のステップ
これでチャンネルの計画が立ちました、ワークフローを計画しました、ワークフローを計画しました。

• まず、必要な出力を特定しました。
• その後、ソースに戻りました。上流システムを評価し、ソースに関する情報を入手しました。

• MediaLive 作成する入力のタイプを特定しました。
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• その後、出力側に戻り、ワークフローの出力を配信するためにダウンストリームシステムと調整しま
す。 MediaLive

これで、次の手順を実行するために必要な情報が揃いました。

• ワークフローの主要リソースであるチャンネルを設計する準備が整いました。セットアップ: チャンネル
の計画 (p. 95) を参照してください。

• の説明に従って、 MediaLive 適切な入力を作成します設定:入力の作成 (p. 119)。
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MediaLive ワークフローでのチャン
ネルの計画

トランスコードワークフローの計画の第 2 段階として AWS Elemental MediaLive チャンネルを計画してく
ださい。アップストリームとダウンストリームのシステムを設定する第 1セットアップ: アップストリーム
とダウンストリームの準備 (p. 68) 段階は既に実行済みのはずです。

チャンネルには、さまざまな特性の出力、および幅広い動画機能を含めて構成する機能があります。しか
し、これらの詳細を計画する前に、チャンネルの基本機能を計画してください。

この章では、これらの基本機能を計画する方法について説明します。少し時間をかけてチャンネルのこれ
らの機能を慎重に計画することで、チャンネル作成のジョブがスムーズに進みます。

Note

出力側では、動画、オーディオ、字幕のストリーム、トラック、またはプログラムのそれぞれ
をエンコードとして参照します。

トピック
• ステップ 1: 出力エンコードの識別 (p. 95)
• ステップ 2: 出力エンコードをソースにマッピングする (p. 100)
• ステップ 3: 出力グループの設計 (p. 105)
• ステップ 4: エンコードの設計 (p. 111)
• 次のステップ (p. 118)

ステップ 1: 出力エンコードの識別
下流システムを準備したら、出力グループの識別 (p. 69)必要なこと。ここで、チャネルの計画の一環とし
て、作成を決定した各出力グループに含めるエンコードを特定する必要があります。Anエンコードしま
す出力内のオーディオ、ビデオ、またはキャプションストリームを参照します。

トピックス
• ビデオエンコードの識別 (p. 95)
• オーディオエンコード (p. 96)
• キャプションエンコードの識別 (p. 97)
• 出力グループのエンコードルールの概要 (p. 98)
• 出力エンコードの計画の例 (p. 99)

ビデオエンコードの識別
ビデオエンコードとそのコーデックの数を決定する必要があります。出力グループごとに、以下の手順に
従います。

1. 出力グループで許可されるエンコードの最大数を決定します。出力グループのタイプごとに、次の
ルールが適用されます。
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オーディオを特定する

出力グループのタイプ ビデオエンコードのルール

アーカイブ 1 つの動画エンコード。

フレームキャプチャ 1 つの動画エンコード。

HLS またはMediaPackage 1 つ以上のビデオエンコード。通常、複数のビデ
オエンコードがあります。

Microsoft Smooth 1 つ以上のビデオエンコード。通常、複数のビデ
オエンコードがあります。

RTMP 1 つの動画エンコード。

ユーザーデータグラムプロトコル 1 つの動画エンコード。

2. 出力グループで複数のビデオエンコードが許可されている場合は、必要な数のビデオを決定します。
単一のビデオソースから複数の出力エンコードを作成できることに注意してください。MediaLive取り
込み。

3. ビデオエンコードのコーデックを特定します。

• ほとんどのタイプの出力グループでは、ダウンストリームシステムが各ビデオエンコードのコー
デックを指示するため、この情報は出力エンコードの識別 (p. 95)。

• アーカイブ出力グループでは、目的に合ったコーデックを決定します。
4. 各ビデオエンコードの解像度とビットレートを特定します。次の場合、ダウンストリームシステムか

ら要件または推奨事項を取得している可能性があります。出力エンコードの識別 (p. 95)。
5. 各ビデオエンコードのフレームレートを特定します。複数のビデオエンコードを使用している場合

は、使用する最低フレームレートの倍数である出力フレームレートを選択することで、互換性を確保
できます。

例:

• 29.97 および 59.94 フレーム/秒は互換性のあるフレームレートです。
• 15、30、60 フレーム/秒は、互換性のあるフレームレートです。
• 29.97と30フレーム/秒はじゃない互換性のあるフレームレート。
• 毎秒30フレームと59.94フレームはじゃない互換性のあるフレームレート。

オーディオエンコード
オーディオエンコードの個数を決定する必要があります。出力グループごとに、以下の手順に従います。

1. 出力グループで許可されるエンコードの最大数を決定します。出力グループのタイプごとに、次の
ルールが適用されます。

出力グループのタイプ オーディオエンコード

アーカイブ 0 つ以上のオーディオエンコード。

フレームキャプチャ ゼロオーディオエンコード。

HLS またはMediaPackage 0 つ以上のオーディオエンコード。通常、複数の
オーディオエンコードがあります。
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出力グループのタイプ オーディオエンコード

Microsoft Smooth 0 つ以上のオーディオエンコード。通常、複数の
オーディオエンコードがあります。

RTMP ゼロまたは 1 つのオーディオエンコード。

ユーザーデータグラムプロトコル 1 つ以上のオーディオエンコード。

2. 出力グループで複数のオーディオエンコードが許可されている場合は、必要な数を指定します。次の
ガイドラインが適用されます。

• 出力コーデック、コーディングモード、および言語のそれぞれ異なる組み合わせが 1 つのエンコー
ドです。

MediaLiveは、ソースにそのコーディングモードまたは上位モードが含まれている場合にのみ、特定
のコーディングモードを生成できます。たとえば、MediaLive1.0 または 2.0 のソースから 1.0 を作
成できます。2.0 ソースから 5.1 を作成することはできません。

• MediaLiveソースにその言語が含まれている場合にのみ、特定の言語を生成できます。
• MediaLiveは、特定の言語に対して複数のエンコードを生成できます。

たとえば、ドルビー 5.1 と AAC 2.0 にスペイン語を含めるように選択できます。

• すべての言語でエンコード数を同じにする必要はありません。たとえば、スペイン語には 2 つのエ
ンコードを作成し、他の言語にはエンコードを 1 つだけ作成できます。

3. 各オーディオエンコードのビットレートを特定します。次の場合、ダウンストリームシステムから要
件または推奨事項を取得している可能性があります。出力エンコードの識別 (p. 96)。

キャプションエンコードの識別
キャプションエンコードの個数を決定する必要があります。出力グループごとに、以下の手順に従いま
す。

1. 出力グループで許可されるキャプションエンコードの最大数を決定します。出力グループのタイプご
とに、次のルールが適用されます。

出力グループのタイプ キャプションエンコードのルール

アーカイブ ゼロ以上のキャプションがエンコードされま
す。キャプションは、埋め込みキャプション
またはオブジェクトスタイルのキャプションで
す。

フレームキャプチャ ゼロキャプションがエンコードされます。

HLS またはMediaPackage ゼロ以上のキャプションがエンコードされま
す。通常、オーディオ言語に一致するキャプ
ション言語があります。キャプションは、埋め
込みキャプションまたはサイドカーキャプショ
ンのいずれかです。

Microsoft Smooth ゼロ以上のキャプションがエンコードされま
す。通常、オーディオ言語に一致するキャプ
ション言語があります。キャプションは常にサ
イドカーキャプションです。
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出力グループのタイプ キャプションエンコードのルール

RTMP ゼロまたは 1 つのキャプションがエンコードさ
れます。キャプションは、埋め込みキャプショ
ンまたはオブジェクトスタイルのキャプション
です。

ユーザーデータグラムプロトコル 1 つ以上のキャプションがエンコードされます。
キャプションは、埋め込みキャプションまたは
オブジェクトスタイルのキャプションです。

2. 各キャプションフォーマットが属するカテゴリを特定します。のリストを参照してください。the 
section called “字幕カテゴリ” (p. 346)。たとえば、WebVTT キャプションはサイドカーキャプショ
ンです。

3. このカテゴリを使用して、出力グループで必要なキャプションエンコーディングの数を特定します。

• 埋め込みキャプションの場合は、常に 1 つのキャプションエンコードを作成します。
• オブジェクトスタイルのキャプションとサイドカーキャプションの場合、含める形式と言語ごとに 

1 つのキャプションエンコードを作成します。

出力グループのエンコードルールの概要
この表は、各出力グループのエンコードのルールをまとめたものです。最初の列で、必要な出力を検索
し、行全体を読み込みます。

出力グループのタイプ ビデオエンコードの
ルール

オーディオエンコード キャプションエンコー
ドのルール

アーカイブ 1 つの動画エンコード。 0 つ以上のオーディオエ
ンコード。

ゼロ以上のキャプショ
ンがエンコードされま
す。キャプションは、
埋め込みキャプション
またはオブジェクトス
タイルのキャプション
です。

フレームキャプチャ 1 つの動画エンコード。 ゼロオーディオエン
コード。

ゼロキャプションがエ
ンコードされます。

HLS または
MediaPackage

1 つ以上のビデオエン
コード。通常、複数の
ビデオエンコードがあ
ります。

0 つ以上のオーディオエ
ンコード。通常、複数
のオーディオエンコー
ドがあります。

ゼロ以上のキャプショ
ンがエンコードされ
ます。通常、オーディ
オ言語に一致するキャ
プション言語がありま
す。キャプションは、
埋め込みキャプション
またはサイドカーキャ
プションのいずれかで
す。

Microsoft Smooth 1 つ以上のビデオエン
コード。通常、複数の
ビデオエンコードがあ
ります。

0 つ以上のオーディオエ
ンコード。通常、複数
のオーディオエンコー
ドがあります。

ゼロ以上のキャプショ
ンがエンコードされ
ます。通常、オーディ
オ言語に一致するキャ
プション言語があり
ます。キャプションは
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出力グループのタイプ ビデオエンコードの
ルール

オーディオエンコード キャプションエンコー
ドのルール
常にサイドカーキャプ
ションです。

RTMP 1 つの動画エンコード。 ゼロまたは 1 つのオー
ディオエンコード。

ゼロまたは 1 つのキャ
プションがエンコード
されます。キャプショ
ンは、埋め込みキャプ
ションまたはオブジェ
クトスタイルのキャプ
ションです。

ユーザーデータグラム
プロトコル

1 つの動画エンコード。 1 つ以上のオーディオエ
ンコード。

1 つ以上のキャプショ
ンがエンコードされま
す。キャプションは、
埋め込みキャプション
またはオブジェクトス
タイルのキャプション
です。

一部の出力グループでは、オーディオのみの出力もサポートします。「the section called “出力グループと
出力” (p. 374)」を参照してください。

一部の出力グループでは、Roku 仕様に従ってトリックプレイをサポートするために、JPEG ファイルを含
む出力もサポートしています。「the section called “イメージメディアプレイリスト仕様によるトリックプ
レイトラック” (p. 542)」を参照してください。

出力エンコードの計画の例
この手順を実行したら、この例のような情報が必要になります。

例

出力グループ エンコードタイプ エンコードニックネー
ム

エンコードの特徴

VideoA AVC 
1920x1080、5Mbps

VideoB AVC 1280x720、3 
Mbps

動画

VideoC AVC 
320x240、750Kbps

AudioA 192000bpsで英語で
AAC 2.0

音声

AudioB 192000bpsでフランス語
でAAC 2.0

captionSA WebVTT (オブジェクト
スタイル) が組み込みか
ら変換された、英語で

HLS

キャプション

captionsB WebVTT (オブジェクト
スタイル) が組み込みか
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ステップ 2: 出力をソースにマッピングする

出力グループ エンコードタイプ エンコードニックネー
ム

エンコードの特徴

ら変換された、フラン
ス語で

動画 VideoD AVC 
1920x1080、5Mbps

音声 AudioC スペイン語のドルビー
デジタル 5.1

RTMP

キャプション captionsC RTMPCaptionInfoスペイ
ン語で (組み込みから変
換)

動画 VideoE AVC、1920x1080、8.5Mbps

audioD スペイン語のドルビー
デジタル2.0

audioE フランス語のドルビー
デジタル2.0

音声

audiOF ドルビーデジタル
2.0（英語）

アーカイブ

キャプション captionSD DVB-Sub (オブジェクト
スタイル) をテレテキス
トから変換し、6 つの言
語で

ステップ 2: 出力エンコードをソースにマッピング
する

チャンネルを計画する最初のステップで、各出力グループに必要なエンコードの数を特定しました。ここ
で、これらのエンコードの生成に使用できるソースのアセットを判断する必要があります。

この手順の結果

この手順を実行した後、チャンネル内で作成する次の主要コンポーネントを特定します。

• ビデオ入力セレクタ
• オーディオ入力セレクタ

• 字幕入力セレクタ

これらのコンポーネントを特定することが、チャンネルの入力側を計画する際の最終ステップです。

出力をソースにマップするには

1. 生成したい出力エンコードのリストを入手します。このリストは前のステップ (p. 95)で作成したも
のです。このリストを整理して表にすると便利です。例:
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例

出力グループ エンコードのタイプ ニックネームのエン
コード

エンコードの特徴

VideoA AVC 1920×1080、5 
Mbps

VideoB AVC 1280×720、3 
Mbps

動画

VideoC AVC 320×240、750 
Kbps

AudioA 192000 bps 英語 AAC 
2.0

オーディオ

AudioB 192000 bps フランス
語 AAC 2.0

CaptionsA WebVTT (オブジェク
トスタイル) を埋め込
みから変換、英語

HLS

字幕

CaptionsB WebVTT (オブジェク
トスタイル) を埋め込
みから変換、フランス
語

動画 VideoD AVC 1920×1080、5 
Mbps

オーディオ AudioC ドルビーデジタル 
5.1、スペイン語

RTMP

字幕 CaptionsC RTMP CaptionInfo 
CanInro (埋め込みから
変換)、スペイン語

動画 VideoE AVC 1920×1080、8.5 
Mbps

AudioD ドルビーデジタル 
2.0、スペイン語

AudioE ドルビーデジタル 
2.0、フランス語

オーディオ

AudioF ドルビーデジタル 
2.0、英語

アーカイブ

字幕 CaptionsD DVB-Sub (オブジェク
トスタイル) をテレテ
キストから変換、6 言
語。

2. ソースコンテンツを評価して識別子を収集したときに作成したソースのリストを入手します。このよ
うなリストの例については、「the section called “ステップ 4: アップストリームシステムを評価する 
” (p. 74)」を参照してください。

3. 出力エンコードのテーブルに Source と Identifier in source というラベルを付けて 2 列を追加します。
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4. エンコード (列 2) ごとに、そのエンコードを生成できるソースの一覧が見つかります。ソースコー
デックとそのソースコーデックの識別子を追加します。この例は、完成したテーブルを示していま
す。

例

出力グループ エンコードの
タイプ

ニックネーム
のエンコード

エンコードの
特徴

ソース ソース内の識
別子

VideoA AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC PID 600

VideoB AVC 
1280×720、3 
Mbps

HEVC PID 600

動画

VideoC AVC 
320×240、750 
Kbps

HEVC PID 600

AudioA 192000 bps 英
語 AAC 2.0

AAC 2.0 PID 759オーディオ

AudioB 192000 bps フ
ランス語 AAC 
2.0

AAC 2.0 PID 747

CaptionsA WebVTT (オブ
ジェクトスタ
イル) を埋め込
みから変換、
英語

埋め込み チャンネル 4

HLS

字幕

CaptionsB WebVTT (オブ
ジェクトスタ
イル) を埋め込
みから変換、
フランス語

埋め込み チャンネル 2

動画 VideoD AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC PID 600

オーディオ AudioC ドルビーデジ
タル 5.1、スペ
イン語

ドルビーデジ
タル 5.1

PID 720

RTMP

字幕 CaptionsC RTMP 
CaptionInfo 
CanInro (埋
め込みから変
換)、スペイン
語

埋め込み チャンネル 3

アーカイブ 動画 VideoE AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC PID 600
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出力グループ エンコードの
タイプ

ニックネーム
のエンコード

エンコードの
特徴

ソース ソース内の識
別子

AudioD ドルビーデジ
タル 2.0、スペ
イン語

AAC 2.0 PID 746

AudioE ドルビーデジ
タル 2.0、フラ
ンス語

AAC 2.0 PID 747

オーディオ

AudioF ドルビーデジ
タル 2.0、英語

AAC 2.0 PID 759

字幕 CaptionsD DVB-Sub (オ
ブジェクトス
タイル) をテ
レテキストか
ら変換、6 言
語。

テレテキスト PID 815

チャンルを作成する際にこの情報を使用することになります。

• ソース識別子とソース識別子情報は、入力セレクタを作成 (p. 173)するときに使用することになり
ます。

• その特性情報は、出力におけるエンコードを作成 (p. 230)するときに表示されます。
5. ソースアセットを特定したら、複数回使用されているアセットをグループ化し、重複を削除します。
6. 各アセットをタイプ別 (ビデオ、オーディオ、字幕) にラベル付けします。

例

入力アセット アセットニック
ネーム

ソース 特徴 ソース内の識別子

ビデオ 1 Video1 動画 HEVC PID 600

オーディオ 1 Audio1 オーディオ AAC 2.0 スペイン
語

PID 746

オーディオ 2 Audio2   AAC 2.0 フランス
語

PID 747

オーディオ 3 Audio3   AAC 2.0 英語 PID 759

オーディオ 4 Audio4   ドルビーデジタル 
5.1、スペイン語

PID 720

字幕 1 Captions1 字幕 埋め込みフランス
語

チャンネル 2

字幕 2 Captions2   埋め込みスペイン
語

チャンネル 3

字幕 3 Captions3   埋め込み、英語 チャンネル 4

字幕 4 Captions4   テレテキスト、す
べての言語

PID 815
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マッピングの例
以下の図は、ソースアセットへの出力エンコードのマッピングを示しています。最初の図は、出力 (上部) 
とソース (下部) を示しています。他の 3 つの図は、同じ出力とソースをビデオ、オーディオ、字幕のマッ
ピングで示したものです。

エンコードとアセット

ビデオエンコードをアセットにマッピングする

オーディオエンコードをアセットにマッピングする
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字幕エンコーディングをアセットにマッピングする

ステップ 3: 出力グループの設計
チャンネルの計画を立てる最初のステップで、各出力グループに含める動画、オーディオ、字幕のエン
コードを特定しました (p. 95)。

ここで、これらの動画、オーディオ、および字幕エンコードを整理して各出力グループ内の出力にする必
要があります。これらのエンコードは、各タイプの出力グループによって規定されるルールに従うように
整理する必要があります。

この手順の結果

この手順を実行すると、次の設計が得られます。

• 各出力グループ内の出力の編成。
• 各出力の動画、オーディオ、字幕の編成がエンコードされます。

これで出力チャンネル側の計画が立ちました。

AWS Elemental Live と AWS Elemental Live MediaLive の比較

AWS Elemental Live に精通している方は、AWS Elemental Live が出力ストリームを参照する一方で、エ
ンコード MediaLive を参照することに注目してください。それとは別に、概念は同じです。 MediaLive 
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アーカイブ出力グループ

チャンネルは、ビデオ、オーディオ、字幕のエンコードを出力に結合し、出力は出力グループに配置され
ます。

トピック
• アーカイブ出力グループ内のエンコードを整理する (p. 106)
• フレームキャプチャ出力グループ内のエンコードを整理する (p. 106)
• HLS または MediaPackage Output グループでエンコードを整理する (p. 106)
• Microsoft Smooth 出力グループ内のエンコードを整理する (p. 108)
• RTMP 出力グループ内のエンコードを整理する (p. 109)
• UDP 出力グループ内のエンコードを整理する (p. 109)
• 例 (p. 110)

アーカイブ出力グループ内のエンコードを整理する
アーカイブ出力グループには、1 つのビデオエンコード、1 つ以上のオーディオエンコード、および 1 つ
以上の字幕エンコード (埋め込みまたはオブジェクトタイプのいずれか (p. 346)) を含めることができま
す。

出力グループに、すべてのエンコードを含む出力を 1 つ含めるように計画します。

この図は、字幕が埋め込まれた 1 つのビデオエンコード、および 2 つのオーディオエンコードを保持する 
1 つの出力を含むアーカイブ出力グループを示しています。

この図は、1 つのビデオエンコード、2 つのオーディオエンコード、および 2 つのオブジェクトスタイル
の字幕エンコードを保持する 1 つの出力を含むアーカイブ出力グループを示しています。

フレームキャプチャ出力グループ内のエンコードを整
理する
フレームキャプチャ出力グループには、1 つの動画 JPEG エンコードのみを含めることができます。その
単一のエンコードを 1 つの出力に入れます。

HLS または MediaPackage Output グループでエン
コードを整理する
HLS または MediaPackage Live Live は、通常、ビデオ ABR スタックとして設定されます。ABR は
Adaptive Bit Rate の略です。動画 ABR スタックは、次の内容を含む出力グループです。

• ビデオの複数のバージョン (レンディション)。各レンディションの解像度は異なります。
• 1 つ以上のオーディオエンコード。
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HLS または MediaPackage Live グループ

• 1 つ以上の字幕がエンコード。

エンコードを編成するには、オーディオエンコードをバンドルする必要があるか、それぞれのレンディ
ションにバンドルする必要があるかによって、2 つの方法があります。既にダウンストリームシステムか
らこの情報を取得 (p. 71)したはずです。

バンドルされたオーディオが必要なダウンストリームプレイヤー

出力グループに次のものが含まれるように計画します。

• ビデオエンコードごとに 1 つの出力。この出力には、1 つのビデオエンコード、すべてのオーディオエ
ンコード、およびすべての字幕エンコード (字幕が埋め込まれている場合) が格納されます。

同じオーディオエンコーディングが各出力に表示されます。例えば、英語とフランス語のエンコードが
高解像度出力に表示され、同じ英語とフランス語のエンコードが低解像度出力に表示されます。

• 字幕がサイドカーの場合、字幕ごとに1つの出力がエンコードされます。

この図は、字幕エンコーディングが埋め込まれた場合の HLS 出力グループを示しています。

この図は、字幕エンコーディングがサイドカーの場合の HLS 出力グループを示しています。

個別のオーディオが必要なダウンストリームプレイヤー

出力グループに次のものが含まれるように計画します。

• ビデオエンコードごとに 1 つの出力。この出力には、1 つのビデオ、およびすべての字幕エンコード (字
幕が埋め込まれている場合) が格納されます。

• オーディオエンコードごとに 1 つの出力。

オーディオエンコードは言語が異なる場合もあれば、ビットレートが異なる場合もあれば、言語やビッ
トレートが異なる場合があります。

• 字幕がサイドカーの場合、字幕ごとに1つの出力がエンコードされます。

この出力グループ内のオーディオエンコードの配置は、オーディオレンディショングループと呼ばれま
す。

この図は、オーディオレンディショングループと埋め込み字幕エンコードを使用した HLS 出力グループを
示しています。
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この図は、オーディオレンディショングループとサイドカー字幕エンコードを使用した ABR スタックの 
HLS 出力グループを示しています。

Microsoft Smooth 出力グループ内のエンコードを整理
する
Microsoft Smooth 出力グループは通常、ビデオ ABR スタックとして設定されます。ABR は Adaptive Bit 
Rate の略です。動画 ABR スタックは、次の内容を含む出力グループです。

• ビデオの複数のバージョン (レンディション)。各レンディションの解像度は異なります。
• 1 つ以上のオーディオエンコード。
• 1 つ以上の字幕がエンコード。

エンコードを編成するには、オーディオエンコードをバンドルする必要があるか、それぞれのレンディ
ションにバンドルする必要があるかによって、2 つの方法があります。既にダウンストリームシステムか
らこの情報を取得 (p. 71)したはずです。

バンドルされたオーディオが必要なダウンストリームプレイヤー

出力グループに次のものが含まれるように計画します。

• ビデオエンコードごとに 1 つの出力。この出力には、1 つのビデオエンコードとすべてのオーディオエ
ンコードが格納されます。

同じオーディオエンコーディングが各出力に表示されます。例えば、英語とフランス語のエンコードが
高解像度出力に表示され、同じ英語とフランス語のエンコードが低解像度出力に表示されます。

• 字幕ごとに 1 つの出力がエンコードされます。Microsoft Smooth 出力グループ内の字幕は、常にサイド
カー字幕になります。

この図は、オーディオを持つ Microsoft Smooth 出力グループを示しています。

個別のオーディオが必要なダウンストリームプレイヤー

出力グループに次のものが含まれるように計画します。

• ビデオエンコードごとに 1 つの出力。
• オーディオエンコードごとに 1 つの出力。

オーディオエンコードは言語が異なる場合もあれば、ビットレートが異なる場合もあれば、言語やビッ
トレートが異なる場合があります。

• 字幕ごとに 1 つの出力がエンコードされます。Microsoft Smooth 出力グループ内の字幕は、常にサイド
カー字幕になります。
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この出力グループ内のオーディオエンコードの配置は、オーディオレンディショングループと呼ばれま
す。

この図は、オーディオレンディショングループを持つ Microsoft Smooth 出力グループを示しています。

RTMP 出力グループ内のエンコードを整理する
RTMP 出力グループの出力は、1 つのビデオエンコード、1 つのオーディオエンコード、および 1 つの字
幕エンコードを含めることができます。

出力グループに、すべてのエンコードを保持する出力を 1 つ含めるように計画します。

この図は、ビデオエンコードに字幕が埋め込まれている RTMP 出力グループを示しています。

この図は、オブジェクトスタイルの字幕を持つ RTMP 出力グループを示しています。

UDP 出力グループ内のエンコードを整理する
UDP 出力グループには、1 つのビデオエンコード、1 つ以上のオーディオエンコード、および 1 つ以上の
字幕エンコード (埋め込みまたはオブジェクトタイプのいずれか) を含めることができます。

出力グループに、単一のビデオエンコード、すべてのオーディオエンコード、およびすべての字幕エン
コーディングを保持する出力を 1 つ含めるように計画します。

この図は、ビデオエンコードに字幕が埋め込まれている UDP 出力グループを示しています。

この図は、オブジェクトスタイルの字幕を持つ UDP 出力グループを示しています。
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例
the section called “プランの例” (p. 99) に、3 つの出力グループを含むワークフローの例を示します。こ
のセクションの表は、各出力グループに含める可能性のあるエンコードを示しています。

このセクションでは、これらの出力グループでエンコードを整理した結果を示します。

HLS 出力グループ
HLS 出力グループの例には、それぞれ異なる解像度を持つ 3 つのビデオが含まれています。オーディオエ
ンコーディングはそれぞれ独自の出力に含まれます。つまり、出力グループにはオーディオレンディショ
ングループが含まれます。字幕は WebVTT で、字幕のサイドカースタイルです。したがって、各字幕は独
自の出力になります。

RTMP 出力グループ
RTMP 出力グループの例には、1 つのビデオ、1 つのオーディオ、1 つの字幕エンコードが含まれていま
す。

アーカイブ出力グループ
アーカイブ出力グループの例には、1 つのビデオエンコード、3 つのオーディオエンコード、および 1 つ
の字幕エンコードが含まれています。アーカイブ出力では、動画とオーディオのエンコードを常に独自の
出力に配置します。この例では、字幕は WebVTT で、字幕のサイドカースタイルです。したがって、各字
幕は独自の出力になります。
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ステップ 4: エンコードの設計
チャンネルの計画を立てる最初のステップで、各出力グループに含める動画、オーディオ、字幕のエン
コードを特定しました (p. 95)。3 番目のステップでは、これらのエンコードを各出力グループの出力に
編成しました。

次いで、各エンコードの設定パラメータを計画する必要があります。この計画の一環として、チャンネル
内の同じ出力グループの出力と、チャンネル内の異なる出力グループの出力間でエンコードを共有する機
会を特定します。

この手順の結果

この手順を実行すると、作成する動画、オーディオ、字幕のエンコードのリストが表示されます。

トピック
• エンコードの計画 (p. 111)
• エンコードの共有の機会を特定する (p. 114)

エンコードの計画
the section called “ステップ 2: 出力をソースにマッピングする” (p. 100) では、各出力グループで作成す
るエンコードの概略計画を立てました。以下は、そのステップからの計画の例で、出力とエンコード、お
よびそれらのエンコードのソースを示しています。

ある時点で、この表の 2 列目と 3 列目に識別されるエンコードの詳細を入力する必要があります。次の選
択肢があります。

• これらの詳細を今すぐ決定できます。

• 実際にチャンネルを作成する際には、詳細は後で決定できます。これを行う場合は、テーブルの後の手
順を読んで、エンコードの定義に何が含まれているかを理解することをお勧めします。
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例

出力グループ エンコードのタ
イプ

ニックネームの
エンコード

エンコードの特
徴

ソース ソース内の識別
子

VideoA AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC PID 600

VideoB AVC 
1280×720、3 
Mbps

HEVC PID 600

動画

VideoC AVC 
320×240、750 
Kbps

HEVC PID 600

AudioA 192000 bps 英
語 AAC 2.0

AAC 2.0 PID 759オーディオ

AudioB 192000 bps フ
ランス語 AAC 
2.0

AAC 2.0 PID 747

CaptionsA WebVTT (オブ
ジェクトスタイ
ル) を埋め込み
から変換、英語

埋め込み チャンネル 4

HLS

字幕

CaptionsB WebVTT (オブ
ジェクトスタイ
ル) を埋め込み
から変換、フラ
ンス語

埋め込み チャンネル 2

動画 VideoD AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC PID 600

オーディオ AudioC ドルビーデジタ
ル 5.1、スペイ
ン語

ドルビーデジタ
ル 5.1

PID 720

RTMP

字幕 CaptionsC RTMP 
CaptionInfo (埋
め込みから変
換)、スペイン
語

埋め込み チャンネル 2

動画 VideoE AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC PID 600

AudioD ドルビーデジタ
ル 2.0、スペイ
ン語

AAC 2.0 PID 746

アーカイブ

オーディオ

AudioE ドルビーデジタ
ル 2.0、フラン
ス語

AAC 2.0 PID 747
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出力グループ エンコードのタ
イプ

ニックネームの
エンコード

エンコードの特
徴

ソース ソース内の識別
子

AudioF ドルビーデジタ
ル 2.0、英語

AAC 2.0 PID 759

字幕 CaptionsD DVB-Sub (オブ
ジェクトスタ
イル) をテレテ
キストから変
換、6 言語。

テレテキスト PID 815

各ビデオエンコードの詳細を設計する

テーブル内の各ビデオエンコードについて、ソースアセット、コーデック、解像度、およびビットレート
が既に特定されています。ここで、設定する必要がある他のすべてのエンコーディングパラメータを特定
する必要があります。

個々のビデオエンコードごとに、以下の手順に従います。

1. 各出力のビデオエンコードセクションのフィールドを見てください。これらのフィールドを表示する
には、次の手順を実行します。すべてのセクションを完了しない心配はありません。ビデオエンコー
ドのフィールドのみを表示して、チャンネルをキャンセルします。

• MediaLive ホームページで [チャンネルを作成] を選択し、ナビゲーションペインで [チャンネル] を
選択します。

以前にチャンネルを作成したことがある場合、ホームページは表示されません。その場合は、 
MediaLive ナビゲーションペインで [チャネル] を選択し、[チャネルの作成] を選択します。

• [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) で [Add] (追加) を選
択します。

チャンネルに関する前のセクションの手順を完了していなくても心配いりません。ビデオエンコー
ドのフィールドをすべて表示しようとしています。

• [出力グループの追加] セクションで [HLS] を選択し、[確認] を選択します。
• [Output groups] (出力グループ) で、[出力 1] を選択します。
• [出力] セクションで、[ストリーミング設定] セクションに移動し、[動画] リンクを選択します。
• [Codec settings] (コーデック設定) フィールドで、このビデオエンコードに使用したいコーデックを

選択します。追加のフィールドが表示されます。すべてのセクションのフィールドラベルを選択し
て、すべてのフィールドを表示します。

2. 各セクションで、デフォルトを変更する必要があるかどうかを判断します。

• 多くのフィールドにはデフォルトが設定されています。つまり、フィールド値をそのまま残すこと
ができます。フィールドとそのデフォルト値の詳細については、フィールドの横にある [Info] (情報) 
リンクを選択してください。

• ダウンストリームシステムの期待に応えるために、ダウンストリームシステムの指示に従って設定
する必要があるフィールドがあります。

• 入力する値がこのチャンネルの出力料金に影響するフィールドがいくつかあります。次のようなも
のがあります。
• [Width] (幅) と [Height] (高さ) のフィールド (ビデオの解像度を定義するフィールド)。
• [Frame rate] (フレームレート) のフィールド。
• [レート制御] のフィールド。

料金については、「 MediaLive 料金表」を参照してください。
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• 次のセクションでは、いくつかのフィールドについて読むことができます。
• [色空間] フィールドの詳細については、「the section called “ビデオ – 色空間” (p. 543)」を参照

してください。
• 追加のエンコード設定のフィールドについては、「the section called “動画 – 拡張 

VQ” (p. 563)」を参照してください。
• [Rate Control (レート制御)] フィールドについては、「the section called “ビデオ — レート制御

モード” (p. 565)」を参照してください。このセクションには、このチャンネルの出力料金に影
響を与えるフィールドがあります。料金の詳細については、「 MediaLive 料金表」を参照してく
ださい。

• [Timecode] フィールドの詳細については、「the section called “タイムコードの設定” (p. 537)」
を参照してください。

3. 変更する予定のすべてのフィールドの値について詳細にメモしておきます。これは、特定したすべて
のビデオエンコードに対して行います。

各オーディオエンコードの詳細を設計する

テーブル内の各オーディオエンコードについて、ソースアセット、コーデック、解像度、およびビット
レートが既に特定されています。ここで、設定する必要がある他のすべてのエンコーディングパラメータ
を特定する必要があります。

個々のオーディオエンコードごとに、以下の手順に従います。

1. 各出力のオーディオエンコードセクションのフィールドを見てください。これらのフィールドを表示
するには、ビデオエンコードの場合と同じ手順を踏みますが、[オーディオ 1] リンクを選択します。

オーディオエンコードでは、コードごとのフィールドは多くありません。しかし、コーデックの
フィールドは互いに非常に異なります。

2. フィールドを調べて書き留めます。

各字幕エンコードの詳細を設計する

テーブル内の各字幕エンコードについて、ソース字幕、形式、言語が既に特定されています。ここで、設
定する必要がある他のすべてのエンコーディングパラメータを特定する必要があります。

個々の字幕エンコードごとに、以下の手順に従います。

1. 各出力の字幕エンコードセクションのフィールドを見てください。これらのフィールドを表示するに
は、ビデオエンコードと同じ手順を実行しますが、デフォルトで字幕セクションがないため、[字幕を
追加] を選択して字幕セクションを追加します。

字幕エンコードでは、字幕形式ごとにフィールドの数が多くありません。しかし、フォーマットの
フィールドは互いに非常に異なっています。

2. フィールドを調べて書き留めます。

エンコードの共有の機会を特定する
すべての出力エンコーディングの詳細を既に特定している場合は、エンコードの共有の機会を特定できる
ようになりました。

後で詳細を特定する場合は、このセクションに戻って機会を特定することをお勧めします。

the section called “エンコードの共有とクローン作成” (p. 532) にて、エンコードの共有とエンコードのク
ローン作成についてお読みください。
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チャンネルでエンコードを作成する際には、the section called “セットアップビデオ” (p. 230) で始めて、
エンコード共有とエンコードのクローンを使用します。

• 詳細なリストが表示されたら、エンコードの値を比較します。

• 同じ値を持つ 2 つ (またはそれ以上) のエンコードがある場合は、そのエンコードを共有できます。
チャンネルを作成するときに、このエンコードを 1 回の出力で作成できます。その後、そのエン
コードを他の出力で再利用できます。エンコードを作成する手順では、再利用に関する詳細な手順
について説明します。

2 つのエンコードは、同じビデオソースの共有を含め、すべてのフィールドで同一である場合にの
み同一であることに注意してください。例えば、このセクションの前のサンプル表では、HLS の最
初のビデオエンコードと RTMP のビデオエンコードが同じビデオソースを共有しています。

• ほぼ同じ値を持つ 2 つ (またはそれ以上) のエンコードがある場合は、エンコードをクローン化して 
2 番目のエンコードを作成し、2 番目のエンコードの特定のフィールドを変更できます。エンコー
ドを作成する手順では、クローン作成に関する詳細な手順について説明します。

次いで、ビデオエンコードの場合と同じ方法で、共有の機会を特定します。2 つのエンコードは、同
じ音源の共有を含め、すべてのフィールドで同一である場合にのみ同一であることに注意してくださ
い。

それぞれが属する出力グループおよび出力グループに注意して、共有するビデオエンコードを慎重に
特定します。

次いで、ビデオエンコードの場合と同じ方法で、共有の機会を特定します。2 つのエンコードは、同じ字
幕ソースの共有を含め、すべてのフィールドで同一である場合にのみ同一であることに注意してくださ
い。

例

チャンネル計画に関するこのセクションの前の手順の例に従って、これらの商談をこの表の最後の 2 つの
列に表示すると判断できます。

ニックネームのエ
ンコード

エンコードの特徴 ソース 機会 アクション

VideoA AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC   このエンコードを
最初から作成しま
す。

VideoB AVC 1280×720、3 
Mbps

HEVC クローン VideoA のクローン
を作成し、ビット
レートを変更しま
す。おそらく他の
フィールドもあり
ます。

VideoC AVC 
320×240、750 
Kbps

HEVC クローン VideoA をクローン
して、ビットレー
トと他のフィール
ドを変更します。

AudioA 192000 bps 英語 
AAC 2.0

AAC 2.0   このエンコードを
最初から作成しま
す。
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ニックネームのエ
ンコード

エンコードの特徴 ソース 機会 アクション

AudioB 192000 bps フラン
ス語 AAC 2.0

AAC 2.0 クローン AudioA のクロー
ンを作成し、オー
ディオセレクタ 
(ソースへの参照) 
をフランス語用の
セレクタに変更し
ます。他のフィー
ルドも変更する可
能性があります。

CaptionsA WebVTT (オブジェ
クトスタイル) を
埋め込みから変
換、英語

埋め込み   このエンコードを
最初から作成しま
す。

CaptionsB WebVTT (オブジェ
クトスタイル) を
埋め込みから変
換、フランス語

埋め込み クローン CaptionsC のク
ローンを作成し、
字幕セレクタ 
(ソースへの参照) 
をフランス語用の
セレクタに変更し
ます。他のフィー
ルドも変更する可
能性があります。

VideoD AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC 共有 動画を共有する 
OA

AudioC ドルビーデジタル 
5.1、スペイン語

ドルビーデジタル 
5.1

  このエンコードを
最初から作成しま
す。

CaptionsC RTMP CaptionInfo 
(埋め込みから変
換)、スペイン語

埋め込み クローン CaptionsA のク
ローンを作成し、
字幕セレクタ 
(ソースへの参照) 
をフランス語用の
セレクタに変更し
ます。他のフィー
ルドも変更する可
能性があります。

VideoE AVC 
1920×1080、5 
Mbps

HEVC 共有 動画を共有する 
OA
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ニックネームのエ
ンコード

エンコードの特徴 ソース 機会 アクション

AudioD ドルビーデジタル 
2.0、スペイン語

AAC 2.0   このエンコードを
ゼロから作成しま
す。ソースは Aa 
と同じですが出力
コーデックは異な
り、つまり、すべ
ての設定フィール
ドが異なります。
したがって、ク
ローンを作成する
メリットはありま
せん。

AudioE ドルビーデジタル 
2.0、フランス語

AAC 2.0 クローン AudioD のクロー
ンを作成し、オー
ディオセレクタ 
(ソースへの参照) 
をフランス語用の
セレクタに変更し
ます。他のフィー
ルドも変更する可
能性があります。

AudioB と AudioA 
の出力コーデッ
クは異なるの
で、AuduioB のク
ローンを作成しな
いでください。し
たがって、クロー
ンを作成するメ
リットはありませ
ん。

117



MediaLive ユーザーガイド
次のステップ

ニックネームのエ
ンコード

エンコードの特徴 ソース 機会 アクション

AudioF ドルビーデジタル 
2.0、英語

AAC 2.0 クローン AudioD のクロー
ンを作成し、オー
ディオセレクタ 
(ソースへの参照) 
をスペイン語語
用のセレクタに
変更します。他の
フィールドも変更
する可能性があり
ます。

AudioB と AudioF 
の出力コーデッ
クは異なるの
で、AuduioB のク
ローンを作成しな
いでください。し
たがって、クロー
ンを作成するメ
リットはありませ
ん。

CaptionsD DVB-Sub (オブ
ジェクトスタイル) 
をテレテキストか
ら変換、6 言語。

テレテキスト   このエンコードを
最初から作成しま
す。

次のステップ
これでチャンネルの計画が立ました。

• ソースを出力にマッピングしました。出力側では、使用したい動画、オーディオ、および字幕のエン
コードを特定しました。ソース側では、エンコードを生成できる具体的な動画、オーディオ、および字
幕のアセットを特定しました。

• 次いで、これらのエンコードを整理して、ワークフローの計画 (p. 69)時に特定した出力グループ内の出
力に含めました。

• また、出力グループ内の異なるアウトプット間または異なるアウトプットグループ間でアセットを共有
する機会を特定しました。

これで、ソースフォーマットを評価したときに特定した入力を作成する準備が整いました (p. 75)。入力を
作成するには、を参照してください設定:入力の作成 (p. 119)。

118



MediaLive ユーザーガイド
Getting Ready

設定:入力の作成
このセクションでは、のコンテンツソースの入力を作成する方法について説明します MediaLivechannel。
チャンネルの作成を開始する前に、これらの入力を作成する必要があります。

入力を作成するには、次の手順を実行する必要があります。

• アップストリームシステムのオペレータがセットアップを実行するように手配する必要があります。
• 入力はで作成する必要があります MediaLive。

これら 2 つのステップでは、アップストリームシステムのアドレスと AWS Elemental のアドレス間の接
続を作成します MediaLive。ソースコンテンツは、アップストリームシステムによるプッシュまたはプ
ルバイによって、 MediaLive アップストリームシステム上の指定されたアドレスから、指定されたアドレ
スオンに移動します MediaLive。接続情報は、作成した入力に含まれています。

実行するセットアップは、アップストリームシステム (形式と配信プロトコル) と入力タイプの組み合わ
せごとに異なります。まだをインストールして設定する必要があります。the section called “ステップ 4: 
アップストリームシステムを評価する ” (p. 74) を参照してください。

トピック
• Getting Ready (p. 119)
• CDI 入力のセットアップ (p. 120)
• Amazon VPC でパートナー CDI プッシュ入力を作成する (p. 125)
• AWS Elemental Link 入力のセットアップ (p. 126)
• HLS 入力のセットアップ (p. 128)
• MediaConnect入力のセットアップ (p. 131)
• MP4 入力のセットアップ (p. 135)
• RTMP プル入力のセットアップ (p. 139)
• RTMP プッシュ入力のセットアップ (p. 142)
• RTMP VPC 入力のセットアップ (p. 146)
• RTP プッシュ入力のセットアップ (p. 152)
• RTP VPC 入力のセットアップ (p. 156)
• トランスポートストリーム (TS) ファイル入力の作成 (p. 162)
• 次のステップ (p. 163)

Getting Ready
入力を作成する前に、ワークフローを計画する必要があります。以下のセクションを追加しました。

• セットアップ: アップストリームとダウンストリームの準備 (p. 68) — アップストリームシステムからの
配信をセットアップする必要があります。入力を作成するタスクは、その送信設定の一部です。入力を
作成する前に、アップストリームシステムおよびコンテンツプロバイダーと調整する必要があります。

• the section called “パイプラインの冗長性” (p. 497) — パイプラインの冗長性を実装するかどうか、標
準チャンネルと単一パイプラインチャンネルのどちらを設定するかを決定する必要があります。パイプ
ラインの冗長性を実装すると、チャンネル処理パイプラインに復元力が提供されます。

• the section called “自動入力フェイルオーバー” (p. 392) - 自動入力フェイルオーバーを実装するかどう
かを決定する必要があります。自動入力フェイルオーバーを実装すると、チャンネルの入力の 1 つに対
して、チャンネルのアップストリームの復元性が得られます。
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CDI 入力のセットアップ
このセクションでは、CDI プッシュ入力の作成方法を説明します。入力を取り込むチャンネルを作成する
前に、入力を作成します。

Note

コンテンツプロバイダーが CDI ソースデバイス上で最新バージョンの AWS CDISDK を使用して
いることを確認します。

CDI ソースでは、アップストリームシステムがコンテンツをにプッシュ MediaLiveします。

この設定を実行するには、Amazon VPC ユーザーと、アップストリームシステムのオペレータと協力する
必要があります。また、アップストリームシステムのオペレータと協力する必要があります MediaLive。

トピック
• ステップ 1: VPC でセットアップをリクエストする (p. 120)
• ステップ 2: CDI 入力を作成する (p. 121)
• ステップ 3: アップストリームシステムでの正しい設定を確保 (p. 123)
• この手順の結果 (p. 124)

ステップ 1: VPC でセットアップをリクエストする
Amazon VPC ユーザーは VPC を設定し、 MediaLive アップストリームシステムと今後使用する予定の両
方が使用するサブネットとセキュリティグループを特定する必要があります。

VPC をセットアップするには

1. Amazon VPC ユーザーに次のガイドラインを提供してください。

• サブネットのガイドライン — 2 つのサブネットをリクエストします。チャンネルが単一パイプラ
インチャンネルであっても、CDI 入力は常に標準クラスの入力 (p. 428)なので、2 つのチャンネ
ルが必要になります。入力クラスについては、「the section called “チャンネルクラスと入力クラ
ス” (p. 428)」を参照してください。

次のルールが適用されます。
• 2 つのサブネットは、異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。
• 各サブネットにはプライベート CIDR ブロック (IP アドレスの範囲) が必要です。
• 各サブネットには、そのブロック内に少なくとも 2 つの未使用のアドレスが必要です。1 つは

アップストリームシステム用、もう 1 つは CDI 入力用です。
• この CDI ソース (ソース A) と同じチャンネルで使用するために作成するその他の VPC ベースの

ソース (ソース B) は、ソース A と同じアベイラビリティーゾーンにあるサブネット内に存在する
必要があります。ソース B の 2 つのサブネットはソース A と異なる場合がありますが、これらの 
2 つのサブネットのアベイラビリティーゾーンは、ソース A のアベイラビリティーゾーンと同じ

• セキュリティグループのガイドライン — 各サブネットのセキュリティグループは次のルールに従う
必要があります。
• セキュリティグループの結合インバウンドルールでは、そのサブネットのアップストリームシス

テムの IP アドレスからのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。
• サブネットには EFA 対応のセキュリティグループが必要です。このタイプのセキュリティグルー

プ方法作成とそのルールについては、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドを参照して
ください。

2. Amazon VPC ユーザーがセットアップを実行した後、次の情報を取得します。
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• VPC の ID。例: vpc-3f139646。
• 2 つのサブネットの ID。例えば、1 つのサブネットに次の ID があるとします: subnet-1122aabb

• 1 つ以上のサブネットのセキュリティグループの ID。例: sg-51530134。

ステップ 2: CDI 入力を作成する
Amazon VPC ユーザーが VPC 上でセットアップしたら、ででででででででででででででででででででで
でででででででででででででででで MediaLive

このセクションでは、通常の CDI 入力の作成方法を説明します。チャンネルにアタッチされた CDI ソース
の自動入力フェイルオーバーをサポートする予定がない場合は、このタイプの入力を作成する必要があり
ます。(導入を計画している場合は、代わりに CDI パートナー入力を作成してください (p. 125)。)

CDI プッシュ入力を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
3. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — AWS CDI を選択します。

4. [VPC settings] (VPC の設定) セクションの入力を完了します。

• [Select subnets and security groups] (サブネットとセキュリティグループの選択) を選択します。
• [Subnets] (サブネット) で、取得したサブネットの 1 つを選択します。ドロップダウンリストには、

次のように識別された、すべての VPC のサブネットが表示されます。

<subnet ID> <Availability Zone of subnet> <IPv4 CIDR block of subnet> <VPC 
ID> <Subnet tag called "Name", if it exists>

例:

subnet-1122aabb us-west-2a 10.30.30.30.0/24 vpc-3f139646 Subnet for mLive プッシュ入力のサブ
ネット

サブネットのリストが空の場合は、[Specify custom VPC] (カスタム VPC を指定する) を選択し、
フィールドにサブネット ID を入力します。(サブネット ID のみを入力する必要があります。例:
subnet-1122aabb。)

• [Subnets] (サブネット) で、2 番目のサブネットを選択します。この 2 回目では、最初のサブネット
と同じ VPC 内のサブネットのみがドロップダウンリストに表示されます。

• [Security groups] (セキュリティグループ) で、サブネットと同じプロセスに従って、取得した 1 つ
以上のセキュリティグループを選択します。ドロップダウンリストには、選択した VPC に属するセ
キュリティグループが次のように表示されます。

<security group ID> <description attached to this security group> <VPC ID>

例:

sg-51530134 Security group for MLive push inputs vpc-3f139646
5. [ロールの ARN] セクションで、 MediaLive この入力で使用するロールを選択します。詳細について

は、「the section called “IAM ロールと ARN” (p. 122)」を参照してください。
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6. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

7. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。これらのエンド
ポイントは、サブネット範囲のプライベート IP アドレスを持っており、ポート 5000 を指定します。
例:

10.30.30.33:5000

10.30.30.44:5000
8. これらのエンドポイントをアップストリームシステムに渡します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合、両方のエンドポイントを指定します。
アップストリームシステムは、両方のエンドポイントにコンテンツをプッシュする必要がありま
す。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初のエンドポイントのみ
を指定します。アップストリームシステムはこの 1 つのエンドポイントにプッシュする必要があり
ます。

IAM ロールと ARN
このセクションでは、 MediaLive コンソールの「Create input」ペインの「Role ARN」セクションを完成
させる方法について説明します。

RTP プッシュ入力の作成時に引き受けるロールを選択する必要があります。 MediaLive 入力を作成する
ために、入力の 2 MediaLive つのエンドポイントのネットワークインターフェイスを取得する必要があり
ます。これらのエンドポイントは、識別したサブネットの CIDR 範囲にあります。この入力に [Create] を
選択するとすぐに、これらのネットワークインターフェイスを Amazon VPC MediaLive にリクエストしま
す。選択したロールで、そのロールで、Amazon VPC MediaLive へのリクエストを成功することを確認し
ます。

Note

コンソールのこのセクションは、( MediaLive コンソールでも) [Create channel] (チャンネルの作
成) ページにある [IAM role] (IAM ロール) セクションと同一です。 MediaLive 2 つの使用法の違い
は、[Create input] (入力の作成) ページでロールを入力にアタッチすることです。[Create channel]
(チャンネルの作成) ページで、ロールをチャンネルにアタッチしています。両方の使用法で同じ
ロール (例えば、MediaLiveAccessRole) を使用できます。

ロールを選択するための一般的なシナリオは 2 つあります。これは、組織に指定管理者がいるかどうかに
応じて異なります。

組織に指定管理者がいる

組織には、このサービスを管理する管理者がいる場合があります。その管理者が 1 つ以上のロールを設定
している可能性があります。

• どのロールを使用するかをその管理者に問い合わせます。または、[Use existing role (既存のロールの使
用)] に 1 つのロールのみが表示されている場合は、そのロールを選択します。

• ロールがだけ表示されている場合はMediaLiveAccessRole、そのロールを選択します。さらに、この
ロール名の横に [Update] (更新) ボタンが表示されている場合は、そのボタンを選択します。(このボタ
ンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつでも選択してロールを更新しま
す。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。
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組織に指定管理者がいない

組織でサービス管理者が指定されていない可能性があります。この場合、同僚が適切なロールを設定して
いない場合は、自分で作成して選択しなければならない場合があります。

• というデフォルトのロールを作成できますMediaLiveAccessRole。まず、他のだれかがこのロールを既
に作成しているかどうかを確認するには (1 人のみが AWS アカウントのすべてのユーザー用にこのロー
ルを作成する必要があります)、[Create role from template (テンプレートからのロールの作成)] を参照し
ます。
• このオプションが灰色で表示されている場合、この作業は完了しています。その場合は、[既存のロー

ルを使用] を選択し、MediaLiveAccessRoleリストから選択します。
• このオプションが灰色で表示されていない場合は、[Create role from template] (テンプレートからロー

ルを作成)、[Create IAM role] (IAM ロールの作成) の順に選択します。次に、そのロールをリストから
選択します。ロールを作成できない場合は MediaLive 、組織の IAM アクセス許可について管理者に問
い合わせてください。

• MediaLiveAccessRoleがすでに作成されていて、その横に [更新] ボタンが表示されている場合は、その
ボタンを選択します。(このボタンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつ
でも選択してロールを更新します。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

ステップ 3: アップストリームシステムでの正しい設
定を確保
CDI 入力を作成したら、アップストリームシステムのオペレータが VPC で正しくセットアップされ、コン
テンツを正しい場所にプッシュしていることを確認する必要があります MediaLive。

標準チャンネルをセットアップするには

計画したチャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、アップストリームシステムのオペレータが 2 つの
ソースを提供していることを確認する必要があります。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• Amazon VPC ユーザーがステップ 1 (p. 120) で提供した VPC、2 つのサブネット、およびセキュ
リティグループの ID。

• CDI 入力を作成したときに MediaLive 生成した 2 つのエンドポイント (URL)。これらのエンドポイ
ントは、この手順の後の図 (p. 124)に示す青色のボックスのアドレスです。これらの各 URL は、
サブネット範囲のプライベート IP アドレスを持っており、ポート 5000 を指定します。例:

10.30.30.33:5000

10.40.40.44:5000
2. オペレータが標準チャンネルに適切に設定されていることを確認します。これらは以下のように設定

されている必要があります。

• 2 つの出力インターフェイスを設定します。1 つのサブネットに 1 つの出力インターフェイスを持
つアップストリームシステムをセットアップし、もう 1 つのサブネットに出力インターフェイスを
持つもう 1 つのアップストリームシステムをセットアップします。これらのインスタンスは、この
手順の後の図 (p. 124)に示す紫色のボックスのアドレスです。

• ビデオ解像度とビットレートから 2 つのコンテンツソースが同じであることを確認します。
• 正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

10.30.30.33:5000
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10.40.40.44:5000

単一パイプラインチャンネルを設定するには

• VPC 内のサブネットの 1 つだけにコンテンツを送信するアップストリームシステムが 1 つあります。
• コンテンツは VPC から入力のエンドポイントの 1 つにフローします。もう一方のエンドポイントは決

して使用されません。
• MediaLive 単一ソースコンテンツを取り込みます。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• Amazon VPC ユーザーが提供した VPC、サブネットの 1 つ、およびすべてのセキュリティグルー
プの ID。

• CDI MediaLive 入力の作成時に生成した 2 つのエンドポイント (URL) のうち最初のもののみ。これ
らのエンドポイントは、この手順の後の図に示す青色のボックスのアドレスです (p. 124)。URL 
は、サブネット範囲のプライベート IP アドレスを持っており、ポート 5000 を指定します。

10.30.30.33:5000
2. 単一パイプラインチャンネルについて、オペレータが正しく設定されていることを確認します。次の

条件を満たす必要があります。

• アップストリームシステムを設定するには
• 1 つの出力インターフェイスを設定します。インターフェイスは、この手順の後の図 (p. 124)に示

す紫色のボックスのアドレスです。
• で正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

10.30.30.33:5000

この手順の結果
この設定の結果は、次の図に示されています。以下の 3 つの主要コンポーネントで構成されています。

• 上流システム (紫色のボックス)。
• VPC (サブネット) (緑のボックス) と VPC セキュリティグループ (黄色のボックス)。
• CDI 入力 (青いボックス)。

CDI 入力には、1 つまたは 2 つのエンドポイント URL (青いボックスのアドレス) があります。これら
は、VPC エンドポイントによって使用される Elastic Network Interface (ENI) です。 MediaLive これらの 
ENI をその入力に使用するアクセス許可を持っています。 MediaLive その入力の ENI を自動的に管理する
アクセス許可を (IAM 信頼エンティティロールを介して) 持っています。

上流システムには 2 つの出力があります。各出力には、VPC 内の指定されたサブネットの 1 つに IP ア
ドレスが割り当てられます。アップストリームシステムは、コンテンツをこれらのエンドポイントにプッ
シュするアクセス許可を (1 つ以上の Amazon VPC セキュリティグループのルールを介して) 持ちます。
アップストリームシステムは、ソースコンテンツを両方のエンドポイント (標準チャンネルを設定する場
合) または 1 つのエンドポイント (単一パイプラインチャンネルを設定する場合) にプッシュします。

アップストリームシステムの VPC サブネットには IP アドレスがあり、CDI 入力のエンドポイントは同じ 
VPC サブネットにあります。このようにして、アップストリームシステムから VPC MediaLive のセキュ
リティ内で行われます。

CDI 入力の 2 つの IP アドレスは、入力の有効期間中は固定されます。入力内の他の情報の変更、または入
力を別のチャンネルに接続するなどの変更に関係なく、これらは固定されます。
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プッシュ入力では、チャンネルを開始するときに、アップストリームシステムが動画ソースをプッシュす
る必要があることに注意してください。それまでは、アップストリームシステムをプッシュする必要はあ
りません。

チャンネルの実行時に、 MediaLive プッシュされているコンテンツに反応し、それを取り込みます。

Amazon VPC でパートナー CDI プッシュ入力を作
成する

パートナー CDI 入力は、CDI 入力の特定の構成です。チャンネルにアタッチされた CDI ソースの自動入力
フェイルオーバーをサポートしたい場合、2つの CDI 入力をパートナーとして設定する必要があります。
パートナー CDI の詳細については、「the section called “パートナー入力としての CDI 入力” (p. 426)」
を参照してください。

2 つの入力は、自動フェイルオーバーペアの 2 つの入力として、常に連携して動作します。フェイルオー
バーペアとして使用できるのは、2 つの入力の組み合わせのみです。

2 つのステップでパートナー CDI 入力のセットを作成します。

• 最初のパートナー CDI 入力を通常の方法で作成します。
• 次いで、最初の入力から 2 番目の入力を作成します。

最初のパートナー CDI 入力を作成するには

• 既に通常の CDI 入力がある場合は、それを最初のパートナーとして使用できます。この手順をスキッ
プして、以下の 2 番目のパートナーを作成する手順に進みます。

そうでない場合、通常の方法で入力を作成 (p. 121)します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。これらの各エンドポ
イントは、サブネット範囲のプライベート IP アドレスを持っており、ポート 5000 を指定します。例:
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10.30.30.33:5000

10.30.30.44:5000

2 番目のパートナーを作成するまでは、この情報をアップストリームシステムに提供しないでください。

2 番目のパートナー CDI 入力を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
3. 入力のリストで、最初のパートナー入力を選択します。入力の詳細が表示されます。

[Endpoints] (エンドポイント) セクションには、この入力に適用されるエンドポイントが表示されま
す。例:

10.30.30.33:5000

10.30.30.44:5000
4. ページの上部で、[Create partner input] (パートナー入力の作成) を選択します。
5. 確認ダイアログで、必要に応じて、最初の入力からタグ (存在する場合) のコピーを選択します。
6. [Confirm] (確認) を選択します。

この入力の [Input details] (入力の詳細) ページに新しい入力に関する情報が表示されます。

• [Details] (詳細) の [名前] に表示される入力の名前は、最初の入力と同じで「-partner」というサ
フィックスが付いています。

• [Details] (詳細) のパートナー [CDI ID] フィールドには、最初の入力の ID が表示されます。
• [Endpoints] (エンドポイント) に表示されむむ入力のエンドポイントは、ポート番号が異なることを

除いて最初の入力の 2 つのエンドポイントと同じです。例:

10.30.30.33:5001

10.30.30.44:5001

AWS Elemental Link 入力のセットアップ
このセクションでは、Elemental Link プッシュ入力の作成方法を説明します。入力を取り込むチャンネル
を作成する前に、入力を作成します。

AWS Elemental Link デバイスは、コンテンツをにプッシュ MediaLiveします。

この設定を実行するには、AWS Elemental Link デバイスのオペレータと協力する必要があります。

トピック
• 手順 1: 情報を取得する (p. 126)
• ステップ 2: Elemental Link 入力を作成する (p. 127)
• この手順の結果 (p. 128)

手順 1: 情報を取得する
AWS Elemental Link デバイスのオペレータから次の情報を取得します。

• ソースを提供する 1 つまたは複数のデバイスの名前。例:
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hd-re87jr7crey

標準クラスの入力には 2 つのデバイス名、シングルクラス入力には 1 つのデバイス名が必要です。入力
クラスとその使用方法については、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を
参照してください。

• デバイスが構成されているリージョン。これにより、 MediaLive そのリージョンに設定できます。次の
ルールが適用されます。
• 両方のデバイスが同じリージョンに存在する必要があります。
• デバイス、そのデバイスの入力、および入力を使用するチャンネルは、すべて同じリージョンに存在

する必要があります。

ステップ 2: Elemental Link 入力を作成する
AWS Elemental Link ハードウェアデバイスに関する情報を取得したら、エレメンタルリンク入力を作成で
きます。

Link 入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 126) の情報が揃っていることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. AWS MediaLive デバイスが存在するリージョンと一致するようにリージョンを設定します。
4. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
5. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) - Elemental Link を選択します。

6. [Input device] (入力デバイス) セクションの [入力クラス] で、この入力のクラスを選択します。

• STANDARD_INPUT
• SINGLE_INPUT

7. [Input device] (入力デバイス) で、この入力にソースとしてアタッチする 2 つのデバイスをソースとし
て選択します。ドロップダウンリストから、以前に取得したデバイス名を選択します。リストには、
現在のリージョンで設定されているデバイスのみが表示されます。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに値を入力して 2 つのソースデバイスを指定し
ます。

• 入力が単一クラス入力の場合は、最初のフィールドに値を入力し、2 番目のフィールドを空のまま
にします。

8. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

9. [Create] (作成) を選択します。

入力の [Details (詳細)] ペインが開き、入力とそれに使用される MediaLive デバイスに関する詳細が表
示されます。

• ID — 入力の一意の数値 ID。
• ARN — その数値 ID を含む入力 ARN。
• [Input device] (入力デバイス) - AWS Elemental Link デバイスの一意の ID。
• [Device thumbnail] (デバイスのサムネイル) – デバイスによって現在プッシュされているコンテン

ツのサムネイル (プッシュされているコンテンツがある場合)。デバイスは、約 5 秒ごとにビデオフ
レームをキャプチャしてサムネイルを生成します。
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この手順の結果
このセットアップの結果、接続されている AWS Elemental Link デバイスを識別する Elemental Link 入力 
(青いボックス) MediaLive が存在します。AWS Elemental Link デバイスはシームレスに連携するように設
計されているため、他の設定する必要があります MediaLive。

チャンネルの実行時に、AWS Elemental Link MediaLive からプッシュされたコンテンツに反応し、それを
取り込みます。

HLS 入力のセットアップ
このセクションでは、HLS 入力の作成方法を説明します。入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入
力を作成します。

HLS 入力では、 MediaLive チャンネルの開始時にアップストリームシステムに接続し、ソースをプルしま
す。

この設定を実行するには、アップストリームシステムのオペレータと協力する必要があります。

トピック
• 手順 1: 情報を取得する (p. 128)
• ステップ 2: HLS 入力を作成する (p. 130)
• ステップ 3: アップストリームサーバーで正しい設定を確保 (p. 130)
• この手順の結果 (p. 131)

手順 1: 情報を取得する
アップストリームシステムのオペレータから次の情報を取得します。

• M3U8 マニフェストファイルが格納されているアップストリームサーバー上の場所 (URL)。

標準クラス入力の場合は 2 つの URL、単一クラス入力の場合は 1 つの URL が存在します。入力クラス
とその使用方法については、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照し
てください。

URL の形式と例については、このセクションで後述する表を参照してください。

完全 URL を書き留めます。
• アップストリームシステムが認証されたリクエストを求める場合は、アップストリームサーバーにアク

セスするためのユーザー名とパスワード (認証情報)、HLS ソースは暗号化 (p. 75)されている場合は、ラ
イセンスサーバーにアクセスするためのパスワード (認証情報)。アップストリームシステム、ライセン
スサーバー、またはその両方に認証情報が必要な場合があります。

両方の認証情報が必要な場合、両方のサーバーで認証情報が同一である必要があります。暗号化要件に
ついて話し合った (p. 76)アップストリームシステムでは、ライセンスサーバーがアップストリームシス
テムと同じ認証情報を使用していることを確認する必要があります。
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これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなくユーザー認証に関連することに注意してください。
ユーザー認証は、アップストリームシステムまたはライセンスサーバーがリクエストを受け入れるかど
うかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を介して送信されるかどうかに関す
るものです。

アップストリームサーバーは HTTP または HTTPS サーバー

URL の形式 http//:<web server>[:port]/<path>/
<file>.m3u8

or
https//:<web server>[:port]/<path>/
<file>.m3u8

例 https://203.0.113.13/sports/
curling.m3u8 および

https://198.51.100.54/sports/
curling.m3u8

アップストリームサーバーは AWS Elemental Elemental サーバーです。 MediaStore

URL の形式 mediastoressl://<data endpoint for 
container>/<path>/<file>.m3u8

例 コンテンツソースのいずれかのコンテナ用のデー
タエンドポイントが次のものであるとします。

eri39n.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com.

curling.m3u8 という M3U8 ファイルが、パス
sports/canada 内のコンテナに保存されている
とします。

いずれかのコンテンツソースの URL は次のように
なります。

mediastoressl://
eri39n.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/sports/canada/
curling.m3u8.

アップストリームサーバーは Amazon S3

アップストリームサーバー URL の形式

URL の形式 s3ssl://<bucket>/<path>/<file>.m3u8

例 s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/movies/
main/mlaw.m3u8 および
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アップストリームサーバー URL の形式
s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/movies/
redundant/mlaw.m3u8

ステップ 2: HLS 入力を作成する
上流システムから情報を取得したら、HLS 入力を作成できます。

HLS プル入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 126) の情報が揃っていることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
4. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — HLS を選択します。

5. [Input class] (入力クラス) セクションで、この入力のクラスを選択します。

• STANDARD_INPUT
• SINGLE_INPUT

6. [Input sources] セクションで、以前に取得した URL を入力します。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに入力して 2 つの URL を指定します。
• 入力が単一クラス入力の場合は、取得した URL で最初のフィールドに入力し、2 番目のフィールド

を空のままにします。
7. アップストリームシステムやライセンスサーバー (HLS ソースが暗号化されている場合) でユーザー認

証情報を指定する必要がある場合は、場所にアクセスするためのユーザー名とパスワードキーも入力
する必要があります。これらの認証情報は Systems Manager パラメータストアに保存されます。詳細
については、「the section called “パスワードパラメータを作成する機能について” (p. 43)」を参照し
てください。

いずれかのサーバー (アップストリームシステムまたはライセンスサーバー) で認証情報が必要で、も
う一方が資格情報を必要としない場合、 MediaLive 両方に証明書を提示します。しかし、それらを必
要としないサーバーは単にそれらを無視します。

8. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

9. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力が作成され、入力のリストに追加されます。入力は、1 つまたは 2 つのソースを指定
します。それらはリストには表示されませんが、[Name (名前)] リンクを選択すると、詳細ページに表
示されます。

ステップ 3: アップストリームサーバーで正しい設定
を確保
アップストリームサーバーのオペレータは、アップストリームシステムのソースコンテンツをセットアッ
プする必要があります。オペレータが次のようにセットアップしていることを確認します。

• オペレータは、正しい数のソースを配信するようにセットアップします。
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• MediaLive チャンネルが標準チャンネルの場合、オペレータはコンテンツに 2 つのソースを設定する
必要があります。ビデオ解像度とビットレートから 2 つのソースが同じであることを確認する必要が
あります。

• MediaLive チャンネルが単一パイプラインチャンネルの場合、オペレータはコンテンツに 1 つのソー
スを設定する必要があります。

• オペレータは、合意された URL で M3U8 マニフェストファイルを使用できるようにセットアップしま
す。これらの URL は、ステップ 1 (p. 126) で取得した URL であり、HLS 入力に設定したことを示し
ています。これらは、この手順の後の図 (p. 131)に示す URL に対応しています。

この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのソース URL を指定する HLS 入力が存在します。これらの
ソースは、アップストリームサーバー上のソースコンテンツの URL です。 MediaLive チャンネルを開始
すると、はこのソースの場所でアップストリームシステムに接続し、HLS MediaLive マニフェストを次の
場所にプルします。

• 標準チャネルとして設定されているチャネルの場合、 MediaLive はアップストリームシステムが 2 つの
ソースを提供することを想定しているため、両方のソースの場所からのプルを試みます。

• 単一パイプラインチャネルとして設定されているチャネルの場合、 MediaLive はアップストリームシス
テムが 1 つのソースを提供することを想定しているため、1 つのソースの場所からのプルを試みます。

MediaConnect入力のセットアップ
このセクションでは、 MediaConnect 入力の作成方法を説明します。入力を取り込むチャンネルを作成す
る前に、入力を作成します。

MediaConnect 入力を使用すると、 MediaConnect サービスプロバイダーはコンテンツをにプッ
シュ MediaLiveします。(の観点から見ると MediaLive、アップストリームシステムはサービスです 
MediaConnect。) 上流のシステムはサービスプロバイダーではありません。）

この設定を実行するには、AWS Elemental MediaConnect のユーザーで作業する必要があります。

トピック
• ステップ 1: AWS Elemental の設定 MediaConnect (p. 131)
• ステップ 2: MediaConnect 入力を作成する (p. 133)
• この手順の結果 (p. 135)

ステップ 1: AWS Elemental の設定 MediaConnect
MediaConnect ユーザーは、ソースコンテンツを AWS Elemental MediaConnect に配信するには、フロー
を使用して AWS Elemental を設定する必要があります MediaLive。
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標準チャンネルのフローを設定するには

1. MediaConnect ユーザーにこの情報を提供します。

• ソースコンテンツのプロバイダーに関する情報。
• -AWS作成するチャンネルのリージョン。AWS Elemental MediaConnect MediaLive フローとチャン

ネル (と入力) は、同じリージョンにある必要があります。

MediaLive フローとチャンネルが同じリージョンにない場合、 MediaConnect オペレータは、 
MediaLiveソースコンテンツを入力と同じリージョンに移動するためのディストリビューションを設
定する必要があります。

2. 新しいフローが必要かどうかを、 MediaConnect ユーザーと話し合います。

• ソースコンテンツにフローがない場合は、新しいフローが必要です MediaConnect。
• 以下のルールに従えば、既存のフローを再利用することができます。

• 各フローが最大出力帯域を超えないようにします。
• 各フローは、そのフローからの出力数の最大値を超えないようにします。(次のステップで入力を

作成すると、MediaLive各フローに出力を自動的に作成しますthe section called “ステップ 2: 入力
を作成する” (p. 133)。

3. 新しいフローが必要だと判断した場合は、 MediaConnect ユーザーにフローを 2 つ作成するように依
頼します。

• サフィックスを除いて同一のフロー名を割り当てる必要があります。例えば、sports_event_A
と sports_event_B です。これらのサフィックスは、 MediaLive ユーザーがフローを入力パイプ
ラインに一致させるのに役立ちます MediaLive。

• それぞれのフローを異なる Availability Zone に設定する必要があります。(フローが同じアベイラビ
リティーゾーンにある場合、 MediaLive MediaLiveユーザーであるユーザーが入力を作成できませ
ん。

• 彼らは、サービスプロバイダーに次のことを話すべきです。
• 各フローのソース情報をどのように完了させるかを決定します。
• サービス提供者が 2 つのソースを配信することを確認します。
• 2 つのソースのビデオ解像度とビットレートが同じであることを確認します。

• 出力や資格を作成しません。
4. MediaConnectユーザーから次の情報を取得します。

• フローの ARN。例:

arn:aws:mediaconnect:us-west-1:111122223333:flow:1bgf67:sports_event_A

arn:aws:mediaconnect:us-west-1:111122223333:flow:9pmlk76:sports_event_B

ARN の最後の部分はフロー名であることに注意してください。

単一パイプラインチャンネルのフローをセットアップするには

1. MediaConnect ユーザーにこの情報を提供します。

• ソースコンテンツのプロバイダーに関する情報。
• 作成するチャンネルの AWS リージョン。AWS Elemental MediaConnect MediaLive フローとチャ

ンネル (と入力) は、同じリージョンにある必要があります。

MediaLive フローとチャンネルが同じリージョンにない場合、 MediaConnect オペレータは、 
MediaLiveソースコンテンツを入力と同じリージョンに移動するためのディストリビューションを設
定する必要があります。
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2. 新しいフローが必要かどうかを、 MediaConnect ユーザーと話し合います。

• ソースコンテンツにフローがない場合は、新しいフローが必要です MediaConnect。
• 次のルールに従う限り、既存のフローを再利用できます。

• フローは、最大出力帯域幅を超えません。
• フローは、フローからの出力の最大数を超えません。(次のステップで入力を作成する

と、MediaLiveフローに出力を自動的に作成しますthe section called “ステップ 2: 入力を作成す
る” (p. 133)。

3. 新しいフローが必要だと判断した場合は、 MediaConnect ユーザーにフローを 1 つ作成するように依
頼します。

• フローのソース情報の入力方法については、サービスプロバイダーに相談する必要があります。
• 出力やエンタイトルメントを作成しないでください。

4. MediaConnect ユーザーからフローの ARN を取得します。例:

arn:aws:mediaconnect:us-west-1:111122223333:flow:1bgf67:sports_event_A

ARN の最後の部分はフロー名であることに注意してください。

ステップ 2: MediaConnect 入力を作成する
を設定したら MediaConnect 、 MediaConnect 入力を作成できます。 MediaLive ユーザーはこのステップ
を実行します。

入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入力を作成します。

で入力を作成するには MediaLive

1. 手順 1 (p. 131) の情報が揃っていることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
4. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• 入力タイプ — 選択MediaConnect。

5. MediaConnect フローセクションを完成させてください。

• [Channel and input class] (チャンネルと入力クラス) — この入力のクラスを選択します。
• STANDARD_INPUT
• SINGLE_INPUT

• [ARN for flow A] (フロー A の ARN) - 最初のフローとして識別したフローの ARN を指定します。

2 番目のフローを作成した場合は、[ARN for flow B] (フロー B の ARN) で、2 番目のフローの ARN 
を指定します。

6. [ロールの ARN] セクションで、 MediaLive この入力で使用するロールを選択します。詳細について
は、「the section called “IAM ロールと ARN” (p. 134)」を参照してください。

7. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

8. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。 MediaLive 入力
に 1 つのフロー (フロー A) のみを指定した場合でも、常に 2 つのエンドポイントを作成します。
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9. 同時に、 MediaLive MediaConnect 自動的にフローに接続します。

• 入力に 2 つのフローを指定した場合、2 つの出力を作成し、最初のステージで作成した 2 つのフ
ローにそれらをアタッチするように AWS Elemental MediaLive MediaConnect に指示します。

• 入力に 1 つのフローのみを指定した場合 (単一パイプラインチャンネルをサポートするため)、AWS 
Elemental MediaConnect は、1 つの出力を作成し、それを最初のステージで作成した 1 MediaLive 
つのフローにアタッチするように指示します。

チャネルに 2 つのフローがある場合、 MediaConnect フローは異なるアベイラビリティーゾーン (フ
ロー A 用とフロー B 用の 1 つのゾーン) MediaLive で実行します。同様に、各パイプラインをそれぞ
れ別のアベイラビリティーゾーン (パイプライン A 用とパイプライン B 用の 1 つのゾーン) で実行し
ます。

MediaLive AWS Elemental MediaConnect と連携して、AWS Elemental と同じ 2 MediaLive 
MediaConnect つのアベイラビリティーゾーンでチャンネルパイプラインを実行するようにします。
この設定により、1 つのフローに障害が発生した場合に最大の回復性が確保されます。

IAM ロールと ARN
このセクションでは、 MediaLive コンソールの「Create input」ペインの「Role ARN」セクションを完成
させる方法について説明します。

MediaLive どんな入力の作成時に引き受けるロールを選択する必要があります。ロールは、 MediaLive 
MediaConnect フローに出力を作成したいというリクエストで成功することを保証します。 MediaLive こ
の入力で [作成] を選択すると、すぐにこのリクエストが送信されます。

Note

コンソールのこのセクションは、( MediaLive コンソールでも) [Create channel] (チャンネルの作
成) ページにある [IAM role] (IAM ロール) セクションと同一です。 MediaLive 2 つの使用法の違い
は、[Create input] (入力の作成) ページでロールを入力にアタッチすることです。[Create channel]
(チャンネルの作成) ページで、ロールをチャンネルにアタッチしています。両方の使用法で同じ
ロール (例えば、MediaLiveAccessRole) を使用できます。

ロールを選択するための一般的なシナリオは 2 つあります。これは、組織に指定管理者がいるかどうかに
応じて異なります。

組織に指定管理者がいる

組織には、このサービスを管理する管理者がいる場合があります。その管理者が 1 つ以上のロールを設定
している可能性があります。

• どのロールを使用するかをその管理者に問い合わせます。または、[Use existing role (既存のロールの使
用)] に 1 つのロールのみが表示されている場合は、そのロールを選択します。

• ロールがだけ表示されている場合はMediaLiveAccessRole、そのロールを選択します。さらに、この
ロール名の横に [Update] (更新) ボタンが表示されている場合は、そのボタンを選択します。(このボタ
ンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつでも選択してロールを更新しま
す。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

組織に指定管理者がいない

組織でサービス管理者が指定されていない可能性があります。この場合、同僚が適切なロールを設定して
いない場合は、自分で作成して選択しなければならない場合があります。
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• というデフォルトのロールを作成できますMediaLiveAccessRole。まず、他のだれかがこのロールを既
に作成しているかどうかを確認するには (1 人のみが AWS アカウントのすべてのユーザー用にこのロー
ルを作成する必要があります)、[Create role from template (テンプレートからのロールの作成)] を参照し
ます。
• このオプションが灰色で表示されている場合、この作業は完了しています。その場合は、[既存のロー

ルを使用] を選択し、MediaLiveAccessRoleリストから選択します。
• このオプションが灰色で表示されていない場合は、[Create role from template] (テンプレートからロー

ルを作成)、[Create IAM role] (IAM ロールの作成) の順に選択します。次に、そのロールをリストから
選択します。ロールを作成できない場合は MediaLive 、組織の IAM アクセス許可について管理者に問
い合わせてください。

• MediaLiveAccessRoleがすでに作成されていて、その横に [更新] ボタンが表示されている場合は、その
ボタンを選択します。(このボタンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつ
でも選択してロールを更新します。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

この手順の結果
この設定の結果は、次の図に示されています。以下の 3 つの主要コンポーネントで構成されています。

• 上流システム (紫色のボックス)
• 1 つまたは 2 MediaConnect つのフロー (赤いボックス)。
• 1 MediaConnect つの入力 MediaLive。

MediaConnect 各フローには、アップストリームシステムがプッシュするソースがあります。各フローに
は、を使用するための出力が 1 つあります MediaLive。

MediaConnect 入力は、これらの出力の ARN MediaLive を指定します。

アップストリームシステムは、AWS Elemental MediaConnect フローまたはフロー上のソースにソース
コンテンツをプッシュします。 MediaLiveフローはコンテンツをにプッシュします。チャンネルの実行時
に、 MediaLive プッシュされているコンテンツに反応し、それを取り込みます。

MP4 入力のセットアップ
このセクションでは、アップストリームシステムにソースコンテンツをセットアップする方法、およびコ
ンテンツソースを AWS Elemental に接続する MP4 入力を作成する方法について説明します MediaLive。
入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入力を作成します。

135



MediaLive ユーザーガイド
手順 1: 情報を取得する

MP4 入力では、 MediaLive チャンネルの開始時にアップストリームシステムに接続し、ソースをプルしま
す。

この設定を実行するには、アップストリームシステムのオペレータと協力する必要があります。

トピック
• 手順 1: 情報を取得する (p. 136)
• ステップ 2: MP4 入力を作成する (p. 137)
• ステップ 3: MP4 アップストリームシステムでの正しい設定を確保 (p. 138)
• この手順の結果 (p. 139)

手順 1: 情報を取得する
アップストリームシステムのオペレータから次の情報を取得します。

• アップストリームシステム上の ソースファイルの URL。

標準クラス入力の場合は 2 つの URL、単一クラス入力の場合は 1 つの URL が存在します。入力クラス
とその使用方法については、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照し
てください。

例については、このセクションで後述する表を参照してください。

完全 URL を書き留めます。
• アップストリームシステムが認証リクエストを必要とする場合、アップストリームシステムにアクセス

するためのユーザー名とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなくユーザー
認証に関連することに注意してください。ユーザー認証は、アップストリームシステムがリクエストを
受け入れるかどうかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を介して送信される
かどうかに関するものです。

以下の表は、MP4 MediaLive 入力をサポートする各種上流システムにおける URL のフォーマットを示し
たものです。

アップストリームサーバーは HTTP または HTTPS サーバー

URL の形式 <protocol>//:<hostname>/<filename>.mp4

例 https://203.0.113.13/filler-videos/
oceanwaves.mp4

https://198.51.100.54/filler-videos/
oceanwaves.mp4

アップストリームサーバーは AWS Elemental Elemental サーバーです。 MediaStore

URL の形式 mediastoressl://<data endpoint for 
container>/<path>/<filename>.mp4

例 コンテンツソースのいずれかのコンテナ用のデー
タエンドポイントが次のものであるとします。

f31z.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com.
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oceanwaves.mp4 というファイルが、パス
filler-video 内のコンテナに保存されていると
します。

いずれかのソースファイルの URL は次のようにな
ります。

mediastoressl://
f31z.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/filler-video/
oceanwaves.mp4

アップストリームサーバーは Amazon S3

アップストリームサーバー URL の形式

URL の形式 s3ssl://<bucket>/<path>/<filename>.mp4

例 s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-
videos/main/oceanwaves.mp4

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-
videos/redundant/oceanwaves.mp4

では MediaLive、S3 バケット名にドット表記を使
用しないでください。例えば、EXAMPLE-BUCKET
は受け入れられますが、EXAMPLE.BUCKET は受け
入れられません。

ステップ 2: MP4 入力を作成する
上流システムから情報を取得したら、MP4 入力を作成できます。

MP4 プル入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 136) の情報が揃っていることを確認してください。
2. この入力が複数入力チャンネルで使用されている場合は、静的入力と動的入力 (p. 429)のどちらとし

て設定するかを決定しておく必要があります。アップストリームシステムから取得した URL を変更す
る必要がある場合があります。

• 入力が静的入力の場合は、URL を変更しないでください。
• 入力が動的入力の場合は、URL をオプションの絶対部分と必須の可変部分 ($urlPath$) として入力

します。例えば、この手順の後にある表を参照してください。

<protocol>/$urlPath$ という形式を使用することをお勧めします。
3. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
4. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
5. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — MP4 を選択します。

6. [Input class] (入力クラス) セクションで、この入力のクラスを選択します。
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• STANDARD_INPUT
• SINGLE_INPUT

7. [Input sources] セクションで、以前に取得した URL を入力します。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに入力して 2 つの URL を指定します。
• 入力が単一クラス入力の場合は、取得した URL で最初のフィールドに入力し、2 番目のフィールド

を空のままにします。

アップストリームシステムでユーザー認証情報を指定する必要がある場合は、場所にアクセスするた
めのユーザー名とパスワードキーも入力する必要があります。これらの認証情報は Systems Manager 
パラメータストアに保存されます。詳細については、「the section called “パスワードパラメータを作
成する機能について” (p. 43)」を参照してください。

8. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

9. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力が作成され、入力のリストに追加されます。入力は、1 つまたは 2 つのソースを指定
します。それらはリストには表示されませんが、[Name (名前)] リンクを選択すると、詳細ページに表
示されます。

MediaLive チャンネルを開始すると、はこのソースの場所でアップストリームシステムに接続し、コ
ンテンツをプルします。

• 標準チャンネルの場合、アップストリームシステムが 2 MediaLive つのソースを提供することを想
定しているため、両方のソースロケーションからプルを試みます。

• 単一パイプラインチャンネルの場合、アップストリームシステムが 1 MediaLive つのソースを提供
することを想定しているため、1 つのソースロケーションからのプルを試みます。

動的入力の URL の形式
次の表は、動的入力の URL のさまざまな形式を示しています。

[Format] (形式) 説明 例 $urlPath$ の例

<protocol>/$urlPath$ URL には、絶対部分の
プロトコルのみが含ま
れます

s3ssl://$urlPath$ DOC-EXAMPLE-
BUCKET/my-movie.mp4

<protocol and path>/
$urlPath$

URL には、絶対部分の
プロトコルとパスが含
まれます

mediastoressl: //
f31z.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/
movies/$URLPath$

my-movie.mp4

$urlPath$ URL は、変数部分のみ
です

$urlPath$ s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/my-movie.mp4

ステップ 3: MP4 アップストリームシステムでの正し
い設定を確保
アップストリームサーバーのオペレータは、アップストリームシステムのソースコンテンツをセットアッ
プする必要があります。オペレータが次のようにセットアップしていることを確認します。
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• オペレータは、正しい数のソースを配信するようにセットアップします。
• MediaLive チャンネルが標準チャンネルの場合、オペレータは 2 つのファイルソースを設定する必要

があります。ビデオ解像度とビットレートから 2 つのファイルが同じであることを確認する必要があ
ります。

• MediaLive チャンネルが単一パイプラインチャンネルの場合、オペレータは 1 つのファイルソースを
設定する必要があります。

• オペレータは、合意された URL でコンテンツを利用できるようにセットアップします。これらの URL 
は、このセクションの前半 (p. 136)で取得した URL であり、MP4 入力に設定したことを示していま
す。これらは、この手順の後の図 (p. 139)に示す URL に対応しています。

この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのソース URL MediaLive を指定する入力が存在します。これら
のソースは、アップストリームサーバー上のソースコンテンツの URL です。

チャンネルの実行時に、 MediaLive は、これらの 2 つの URL (標準チャンネルの場合) または 1 つの URL 
(単一パイプラインチャンネルの場合) に接続し、ソースコンテンツを MediaLiveにプルします。

RTMP プル入力のセットアップ
このセクションでは、アップストリームシステムにソースコンテンツをセットアップする方法、および
アップストリームシステムをに接続する RTMP Pull 入力を作成する方法について説明します MediaLive。
入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入力を作成します。

RTMP 入力では、 MediaLive チャンネルの開始時にアップストリームシステムに接続し、ソースをプルし
ます。

この設定を実行するには、アップストリームシステムのオペレータと協力する必要があります。

トピック
• 手順 1: 情報を取得する (p. 139)
• RTMP プル入力を作成する (p. 140)
• RTMP アップストリームシステムでの正しい設定を確保  (p. 141)
• この手順の結果 (p. 141)

手順 1: 情報を取得する
アップストリームシステムの担当者から次の情報を取得します。

• ソースコンテンツのこのアプリケーション名とアプリケーションインスタンス。(アプリケーションイン
スタンスは、ストリームまたはストリームキーの別名でも知られています。) 標準クラスの入力には 2 
つのソースがあり、単一クラスの入力には 1 つのソースがあります。入力クラスとその使用方法につい
ては、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照してください。入力クラ
スとその使用方法については、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照
してください。
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アップストリームシステムのオペレータは、これらの名前を割り当てるルールを既に持っている場合が
あります。そうでない場合は、使用したい名前があるかもしれません。これらの名前が明確であること
をアップストリームシステムのオペレータと確認してください。

この例では、アプリケーション名とインスタンス名が同じになっています。しかし、それらは異なる可
能性があります。

アプリケーション名: live、インスタンス名 curling

アプリケーション名: live、インスタンス名 curling
• MediaLive ソースコンテンツをプルするパブリック IP アドレス。

これらのアドレスには、ポート 1935 を含める必要があります。例:

rtmp://203.0.113.13:1935

rtmp://198.51.100.54:1935

• アップストリームシステムが認証リクエストを必要とする場合、アップストリームシステムにアクセス
するためのユーザー名とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなくユーザー
認証に関連することに注意してください。ユーザー認証は、アップストリームシステムがリクエストを
受け入れるかどうかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を介して送信される
かどうかに関するものです。

RTMP プル入力を作成する
上流システムから情報を取得したら、HLS 入力を作成できます。

RTMP プル入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 139) の情報が揃っていることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
4. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — [RTMP (pull)] (RTMP (プル)) を選択します。

5. [Input class] (入力クラス) セクションで、この入力のクラスを選択します。

• STANDARD_INPUT
• SINGLE_INPUT

6. [Input sources] セクションで、以前に取得した URL を入力します。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに入力して 2 つの URL を指定します。
• 入力が単一クラス入力の場合は、取得した URL で最初のフィールドに入力し、2 番目のフィールド

を空のままにします。

例:

rtmp://203.0.113.13:1935/live/curling

アップストリームシステムでユーザー認証情報を指定する必要がある場合は、場所にアクセスするた
めのユーザー名とパスワードキーも入力する必要があります。これらの認証情報は Systems Manager 
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パラメータストアに保存されます。詳細については、「the section called “パスワードパラメータを作
成する機能について” (p. 43)」を参照してください。

7. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

8. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力が作成され、入力のリストに追加されます。入力は、1 つまたは 2 つのソースを指定
します。それらはリストには表示されませんが、[Name (名前)] リンクを選択すると、詳細ページに表
示されます。

MediaLive チャンネルを開始すると、はこのソースの場所でアップストリームシステムに接続し、コ
ンテンツをプルします。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合、アップストリームシステムが 2 
MediaLive つのソースを提供することを想定しているため、両方のソースロケーションからプルを
試みます。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、アップストリームシステム
が 1 MediaLive つのソースを提供することを想定しているため、1 つのソースロケーションからの
プルを試みます。

RTMP アップストリームシステムでの正しい設定を確
保
アップストリームサーバーのオペレータは、アップストリームシステムのソースコンテンツをセットアッ
プする必要があります。オペレータが次のようにセットアップしていることを確認します。

• オペレータは、正しい数のソースを配信するようにセットアップします。
• MediaLive チャンネルが標準チャンネルの場合は、コンテンツに 2 つのソースを設定します。ビデオ

解像度とビットレートから 2 つのソースコンテンツが同じであることを確認します。
• MediaLive チャンネルが単一パイプラインチャンネルの場合、コンテンツに 1 つのソースを設定しま

す。
• オペレータは、合意された URL でコンテンツを利用できるようにセットアップし、合意されたアプリ

ケーション名とインスタンス名を使用します。これらの URL は、このセクションの前半 (p. 136)で
取得した URL であり、RTMP 入力に設定したことを示しています。これらは、この手順の後の
図 (p. 146)に示す URL に対応しています。

この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのソース URL を指定する RTMP 入力が存在します。これらの
ソースは、アップストリームシステム上のソースコンテンツの URL です。

チャンネルの実行時に、入力は、2 つの URL (標準チャンネルの場合) または 1 つの URL (単一パイプラ
インチャンネルの場合) に接続し、アプリケーション名とインスタンス名で識別されるソースコンテンツ
を、 MediaLiveにプルします。
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RTMP プッシュ入力のセットアップ
このセクションでは、RTMP Push プロトコルを使用して、パブリックインターネットからソースコンテ
ンツを配信するアップストリームシステムのセットアップ方法を説明します。ここでは、アップストリー
ムシステムにソースコンテンツをセットアップする方法、入力セキュリティグループを作成する方法、お
よびアップストリームシステムをに接続する入力を作成する方法について説明します MediaLive。

入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入力を作成します。

RTMP プッシュ入力を使用すると、アップストリームシステムはコンテンツをにプッシュ MediaLiveしま
す。

この設定を実行するには、アップストリームシステムのオペレータと協力する必要があります。

トピック
• 手順 1: 情報を取得する (p. 142)
• ステップ 2: 入力セキュリティグループを作成する (p. 143)
• ステップ 3: RTMP プッシュ入力を作成する (p. 143)
• ステップ 4: アップストリームシステムでの正しい設定を確保 (p. 144)
• この手順の結果 (p. 146)

手順 1: 情報を取得する
アップストリームシステムの担当者から次の情報を取得します。

• ソースコンテンツのこのアプリケーション名とアプリケーションインスタンス。(アプリケーションイン
スタンスは、ストリームまたはストリームキーの別名でも知られています。) 標準クラスの入力には 2 
つのソースがあり、単一クラスの入力には 1 つのソースがあります。入力クラスとその使用方法につい
ては、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照してください。入力クラ
スとその使用方法については、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照
してください。

アップストリームシステムのオペレータは、これらの名前を割り当てるルールを既に持っている場合が
あります。そうでない場合は、使用したい名前があるかもしれません。これらの名前が明確であること
をアップストリームシステムのオペレータと確認してください。

この例では、アプリケーション名とインスタンス名が同じになっています。しかし、それらは異なる可
能性があります。

アプリケーション名: live、インスタンス名 curling

アプリケーション名: live、インスタンス名 curling
• パブリックネットワークの IP アドレス。これらは、コンテンツのソースまたはソースがパブリックネッ

トワーク上に表示される IP アドレスのセットです。この情報は、入力セキュリティグループを作成する
ために必要になります。

例:
• 1 つのソースの場合: 203.0.113.19, 203.0.113.58, 203.0.113.25
• 他のソースの場合: 198.51.100.19, 198.51.100.59, 198.51.100.21

これらのアドレスは、この手順の後の図 (p. 146)に示す赤色のボックスのアドレスです。
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ステップ 2: 入力セキュリティグループを作成する
入力セキュリティグループを作成する必要があります。セキュリティグループでは、パブリックネット
ワークの IP アドレスへのプッシュを許可する必要があります MediaLive。前の例に続いて、これらのアド
レスを許可する必要があります。

113.0.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.

入力セキュリティグループの作成の詳細については、「the section called “入力セキュリティグループの作
成” (p. 591)」を参照してください。

ステップ 3: RTMP プッシュ入力を作成する
入力セキュリティグループを作成したら、RTMP プッシュ入力を作成できます。

RTMP プッシュ入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 142) の情報が揃っていることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
4. [Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の作成) を選択します。
5. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — [RTMP (push)] (RTMP (プッシュ)) を選択します。

6. [Network mode (ネットワークモード)] セクションで、[Public (パブリック)] を選択します。
7. [入力セキュリティグループ] セクションで、このプッシュ入力にアタッチするグループを指定し

ます。既存のグループを選択するか、グループを作成することができます。セキュリティグルー
プでは、パブリックネットワークの IP アドレスがプッシュすることを許可する必要があります 
MediaLive。ステップ 1 の例に従って、これらのアドレスを許可する必要があります。

113.0.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.

セキュリティグループの詳細については、the section called “入力セキュリティグループ” (p. 590) を
参照してください。

8. [Channel and input class] セクションで、この入力のクラスを選択します。

• スタンダード
• SINGLE-PIPELINE

詳細については、「the section called “パイプラインの冗長性” (p. 497)」を参照してください。
9. [Input destinations] セクションの [Destination] セクションで、以前に取得したアプリケーション名と

アプリケーションインスタンスを入力します。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに入力して 2 つのソースを指定します。
• 入力が単一クラス入力の場合は、取得した情報で最初のフィールドに入力し、2 番目のフィールド

を空のままにします。

例:

[Application name:] (アプリケーション名:) live

[Application instance:] (アプリケーションインスタンス:) curling
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10. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

11. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。エンドポイント
には、アプリケーション名、アプリケーションインスタンス、およびポート 1935 が含まれます。例:

198.51.100.99:1935/live/curling

192.0.2.18:1935/live/curling

IP MediaLive アドレスは作成するアドレスであることに注意してください。これらは、セキュリティ
グループで使用したパブリックアドレスではありません。すべての IP アドレスのロールを示す図表
については、をRTMP プッシュソースの設定に関するセクションの「the section called “この手順の結
果” (p. 146)」を参照してください。

MediaLive 常に 2 つのエンドポイントを作成します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合は、両方のエンドポイントが使用されま
す。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初のエンドポイントの
みが使用されます。 MediaLive 2 番目のエンドポイントでコンテンツを受信することを期待しませ
ん。

12. アップストリームシステムに次の情報を提供します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合、両方の場所を指定します。アップスト
リームシステムは、動画ストリームをこれらの場所にプッシュする必要があります。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初の場所のみを指定しま
す。アップストリームシステムは、1 つのストリームをこの場所にプッシュする必要があります。

例えば、次のアドレスを指定します。

198.51.100.99:1935/live/curling

192.0.2.18:1935/live/curling

この手順の結果

このセットアップの結果、2 つの URL を指定する RTMP プッシュ入力が存在します。これらの URL は、
発生した変更 (入力内の他の情報の変更、または入力を別のチャンネルに接続するなど) に関係なく、入力
の有効期間にわたって固定されます。

アップストリームシステムは、ソースコンテンツをこれらのエンドポイントにプッシュします。

プッシュ入力では、チャンネルを開始するときに、アップストリームシステムが動画ソースをプッシュす
る必要があることに注意してください。それまでは、アップストリームシステムをプッシュする必要はあ
りません。

図表を含むこの設定については、RTMP プッシュソースの設定に関するセクションの「the section called 
“この手順の結果” (p. 146)」の説明を参照してください。

ステップ 4: アップストリームシステムでの正しい設
定を確保
アップストリームシステムが、コンテンツを正しい場所にプッシュしていることを確認する必要がありま
す MediaLive。
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標準チャンネルをセットアップするには

MediaLive チャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• RTMP 入力を作成したときに MediaLive 生成した 2 つのエンドポイント (URL)。これらのエンド
ポイントは、この手順の後の図 (p. 146)に示す青色のボックスのアドレスです。URL にはポート 
1935 が含まれます。例:

198.51.100.99:1935/live/curling

192.0.2.18:1935/live/curling

2. 単一パイプラインチャンネルまたは標準チャンネルに対して、オペレータが正しく設定されているこ
とを確認します。

チャンネルがシングルパイプラインチャンネルの場合、入力が標準 (デュアルパイプライン) 入力で
あっても、オペレータは 1 つのソースのみを配信します。オペレータは、以下を実行する必要があり
ます。

• 1 つのソースを配信します。
• ソースがパブリックネットワーク上の合意された IP アドレスに表示されていることを確認します。

例:
• ソースは、次のアドレスに表示されます: 203.0.113.19, 203.0.113.58, 203.0.113.25
• オペレータは他のアドレスを無視できます: 198.51.100.19, 198.51.100.59, 
198.51.100.21

これらのアドレスは、入力セキュリティグループを作成したときに使用しました。アップストリー
ムシステムがこれらのアドレスを使用しない場合、 MediaLive プッシュを拒否します。

• 1 つの URL にプッシュし MediaLive、合意したアプリケーション名とインスタンス名を使用しま
す。例:

この URL にプッシュ: 198.51.100.99:1935/live/curling

他の URL を無視: 192.0.2.18:1935/live/curling

チャンネルが標準チャンネルの場合、オペレータは以下を実行する必要があります。

• ビデオの解像度とビットレートから 2 つのソースを配信します。
• ソースがパブリックネットワーク上の合意された IP アドレスに表示されていることを確認します。

例:
• 1 つのソースの場合: 203.0.113.19, 203.0.113.58, 203.0.113.25
• 他のソースの場合: 198.51.100.19, 198.51.100.59, 198.51.100.21

これらのアドレスは、入力セキュリティグループを作成したときに使用しました。アップストリー
ムシステムがこれらのアドレスを使用しない場合、 MediaLive プッシュを拒否します。

• 正しい URL にプッシュし MediaLive、合意したアプリケーション名とインスタンス名を使用しま
す。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

198.51.100.99:1935/live/curling

192.0.2.18:1935/live/curling

145



MediaLive ユーザーガイド
この手順の結果

この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのエンドポイント URL を指定する RTMP プッシュ入力が存在
します。 MediaLiveこれらのエンドポイントはオンになっています。

アップストリームシステムは、2 つのエンドポイント (標準チャンネルの場合)、または 1 番目のエンドポ
イント (単一パイプラインチャンネルの場合) にソースコンテンツをプッシュするように設定されていま
す。入力セキュリティグループが入力に関連付けられています。この入力セキュリティグループには、
プッシュされたソースがパブリックネットワーク上で表示される IP アドレスをカバーする CIDR ブロック
があり、 MediaLive プッシュされたコンテンツを受け入れるようにします。

チャンネルの実行時に、 MediaLive プッシュされているコンテンツに反応し、それを取り込みます。

RTMP VPC 入力のセットアップ
このセクションでは、RTMP Push プロトコルを使用して、Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon 
VPC) から VPC にあるアップストリームシステムからソースコンテンツを配信するコンテンツをセット
アップする方法について説明します。このセクションでは、アップストリームシステムにソースコンテン
ツをセットアップする方法、およびアップストリームシステムをに接続する入力を作成する方法について
説明します MediaLive。

入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入力を作成します。

RTMP プッシュ入力を使用すると、アップストリームシステムはコンテンツをにプッシュ MediaLiveしま
す。

この設定を実行するには、Amazon VPC ユーザーと、アップストリームシステムのオペレータと協力する
必要があります。

トピック
• ステップ 1: VPC でセットアップをリクエストする (p. 147)
• ステップ 2: RTMP 入力を作成する (p. 147)
• ステップ 3: アップストリームシステムでの正しい設定を確保 (p. 150)
• この手順の結果 (p. 151)
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ステップ 1: VPC でセットアップをリクエストする
Amazon VPC ユーザーは VPC を設定し、 MediaLive アップストリームシステムが使用するサブネットと
セキュリティグループを特定する必要があります。

VPC をセットアップするには

1. Amazon VPC ユーザーに次のガイドラインを提供してください。

• サブネットのガイドライン — 2 つのサブネットをリクエストします。

次のルールが適用されます。
• 2 つのサブネットは、異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。
• 各サブネットにはプライベート CIDR ブロック (IP アドレスの範囲) が必要です。
• 各サブネットには、そのブロック内に少なくとも 2 つの未使用のアドレスが必要であり、1 つは

アップストリームシステム用、もう 1 つは RTMP 入力用です。
• この RTMP ソース (ソース A) と同じチャンネルで使用するために作成するその他の VPC ベース

のソース (ソース B) は、ソース A と同じアベイラビリティーゾーンにあるサブネット内に存在す
る必要があります。ソース B の 2 つのサブネットはソース A と異なる場合がありますが、これら
の 2 つのサブネットのアベイラビリティーゾーンは、ソース A のアベイラビリティーゾーンと同
じ

• セキュリティグループのガイドライン — 各サブネットのセキュリティグループは次のルールに従う
必要があります。
• セキュリティグループの結合ルールでは、そのサブネットのアップストリームシステムの IP アド

レスからのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。
• セキュリティグループの結合ルールでは、ポート 1935 へのアウトバウンドトラフィックを許可

する必要があります。
2. Amazon VPC ユーザーがセットアップを実行した後、次の情報を取得します。

• VPC の ID。例: vpc-3f139646。
• 2 つのサブネットの ID。例えば、1 つのサブネットに次の ID があるとします: subnet-1122aabb

• 1 つ以上のサブネットのセキュリティグループの ID。例: sg-51530134。

ステップ 2: RTMP 入力を作成する
Amazon VPC ユーザーが VPC MediaLive に設定する必要があります。

RTMP VPC プッシュ入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 147) の情報が揃っていることを確認してください。
2. また、ビデオコンテンツのプロバイダから情報を取得している必要があります。ソースコンテンツの

アプリケーション名とアプリケーションインスタンスです。(アプリケーションインスタンスは、スト
リームまたはストリームキーの別名でも知られています。) 例:

アプリケーション名: live、インスタンス名 curling
3. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
4. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
5. [Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の作成) を選択します。
6. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
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• [Input type] (入力タイプ) — [RTMP (push)] (RTMP (プッシュ)) を選択します。
7. [Network mode (ネットワークモード)] セクションで、[VPC] を選択します。
8. [VPC settings] (VPC の設定) セクションの入力を完了します。

• [Select subnets and security groups] (サブネットとセキュリティグループの選択) を選択します。
• [Subnets] (サブネット) で、取得したサブネットの 1 つを選択します。ドロップダウンリストには、

次のように識別された、すべての VPC のサブネットが表示されます。

<subnet ID> <Availability Zone of subnet> <IPv4 CIDR block of subnet> <VPC 
ID> <Subnet tag called "Name", if it exists>

例:

subnet-1122aabb us-west-2a 10.1.128.0/24 vpc-3f139646 Subnet for MLive push inputs

サブネットのリストが空の場合は、[Specify custom VPC] (カスタム VPC を指定する) を選択し、
フィールドにサブネット ID を入力します。(サブネット ID のみを入力する必要があります。例:
subnet-1122aabb。)

• [Subnets] (サブネット) で、2 番目のサブネットを選択します。この 2 回目では、最初のサブネット
と同じ VPC 内のサブネットのみがドロップダウンリストに表示されます。

• [Security groups] (セキュリティグループ) で、サブネットと同じプロセスに従って、取得した 1 つ
以上のセキュリティグループを選択します。ドロップダウンリストには、選択した VPC に属するセ
キュリティグループが次のように表示されます。

<security group ID> <description attached to this security group> <VPC ID>

例:

sg-51530134 Security group for MLive push inputs vpc-3f139646
9. [ロールの ARN] セクションで、 MediaLive この入力で使用するロールを選択します。詳細について

は、「the section called “IAM ロールと ARN” (p. 159)」を参照してください。
10. [Input class] (入力クラス) セクションで、この入力のクラスを選択します。

• スタンダード
• SINGLE-PIPELINE

11. [Input destinations] セクションの [Destination] セクションで、以前に設定したアプリケーション名と
アプリケーションインスタンスを入力します。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに入力して 2 つのソースを指定します。
• 入力が単一クラス入力の場合は、取得した情報で最初のフィールドに入力し、2 番目のフィールド

を空のままにします。

例:

[Application name:] (アプリケーション名:) live

[Application instance:] (アプリケーションインスタンス:) curling
12. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について

は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。
13. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。これらのエンド
ポイントは、サブネット範囲のプライベート IP アドレスを持っており、ポート 1935 を指定します。
例:
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10.12.30.44:1935/live/curling

10.99.39.15:1935/live/curling
14. これらのエンドポイントをアップストリームシステムに渡します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合、両方のエンドポイントを指定します。
アップストリームシステムは、両方のエンドポイントにコンテンツをプッシュする必要がありま
す。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初のエンドポイントのみ
を指定します。アップストリームシステムはこの 1 つのエンドポイントにプッシュする必要があり
ます。

例えば、次のアドレスを指定します。

10.12.30.44:1935/live/curling

10.99.39.15:1935/live/curling

これらの手順の結果

この設定の結果、アップストリームシステムの各出力には、VPC 内の指定されたサブネットの 1 つに IP 
アドレスが割り当てられます。

RTMP 入力には 2 つの IP アドレスがあります。これらのアドレスは、発生した変更 (入力内の他の情報の
変更、または入力を別のチャンネルに接続するなど) に関係なく、入力の有効期間にわたって固定されま
す。

各アドレスは、サブネットの 1 つにあります。このようにして、アップストリームシステムから VPC 
MediaLive のセキュリティ内で行われます。

図表を含むこの設定については、RTMP VPC ソースの設定に関するセクションの「the section called “こ
の手順の結果” (p. 151)」の説明を参照してください。

プッシュ入力では、チャンネルを開始するときに、アップストリームシステムが動画ソースをプッシュす
る必要があることに注意してください。それまでは、アップストリームシステムをプッシュする必要はあ
りません。

IAM ロールと ARN
このセクションでは、 MediaLive コンソールの「Create input」ペインの「Role ARN」セクションを完成
させる方法について説明します。

RTMP プッシュ入力の作成時に引き受けるロールを選択する必要があります。 MediaLive 入力を作成する
ために、入力の 2 MediaLive つのエンドポイントのネットワークインターフェイスを取得する必要があり
ます。これらのエンドポイントは、識別したサブネットの CIDR 範囲にあります。この入力に [Create] を
選択するとすぐに、これらのネットワークインターフェイスを Amazon VPC MediaLive にリクエストしま
す。選択したロールで、そのロールで、Amazon VPC MediaLive へのリクエストを成功することを確認し
ます。

Note

コンソールのこのセクションは、( MediaLive コンソールでも) [Create channel] (チャンネルの作
成) ページにある [IAM role] (IAM ロール) セクションと同一です。 MediaLive 2 つの使用法の違い
は、[Create input] (入力の作成) ページでロールを入力にアタッチすることです。[Create channel]
(チャンネルの作成) ページで、ロールをチャンネルにアタッチしています。両方の使用法で同じ
ロール (例えば、MediaLiveAccessRole) を使用できます。
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ロールを選択するための一般的なシナリオは 2 つあります。これは、組織に指定管理者がいるかどうかに
応じて異なります。

組織に指定管理者がいる
組織には、このサービスを管理する管理者がいる場合があります。その管理者が 1 つ以上のロールを設定
している可能性があります。

• どのロールを使用するかをその管理者に問い合わせます。または、[Use existing role (既存のロールの使
用)] に 1 つのロールのみが表示されている場合は、そのロールを選択します。

• ロールがだけ表示されている場合はMediaLiveAccessRole、そのロールを選択します。さらに、この
ロール名の横に [Update] (更新) ボタンが表示されている場合は、そのボタンを選択します。(このボタ
ンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつでも選択してロールを更新しま
す。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

組織に指定管理者がいない
組織でサービス管理者が指定されていない可能性があります。この場合、同僚が適切なロールを設定して
いない場合は、自分で作成して選択しなければならない場合があります。

• というデフォルトのロールを作成できますMediaLiveAccessRole。まず、他のだれかがこのロールを既
に作成しているかどうかを確認するには (1 人のみが AWS アカウントのすべてのユーザー用にこのロー
ルを作成する必要があります)、[Create role from template (テンプレートからのロールの作成)] を参照し
ます。
• このオプションが灰色で表示されている場合、この作業は完了しています。その場合は、[既存のロー

ルを使用] を選択し、MediaLiveAccessRoleリストから選択します。
• このオプションが灰色で表示されていない場合は、[Create role from template] (テンプレートからロー

ルを作成)、[Create IAM role] (IAM ロールの作成) の順に選択します。次に、そのロールをリストから
選択します。ロールを作成できない場合は MediaLive 、組織の IAM アクセス許可について管理者に問
い合わせてください。

• MediaLiveAccessRoleがすでに作成されていて、その横に [更新] ボタンが表示されている場合は、その
ボタンを選択します。(このボタンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつ
でも選択してロールを更新します。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

ステップ 3: アップストリームシステムでの正しい設
定を確保
アップストリームシステムが VPC で正しくセットアップされ、コンテンツをの正しい場所にプッシュして
いることを確認する必要があります MediaLive。

標準チャンネルをセットアップするには

MediaLive チャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• Amazon VPC ユーザーが提供した VPC、2 つのサブネット、およびセキュリティグループの ID。
• RTMP 入力を作成したときに MediaLive 生成した 2 つのエンドポイント (URL)。これらのエンド

ポイントは、この手順の後の図 (p. 151)に示す青色のボックスのアドレスです。URL にはプライ
ベート IP アドレスがあり、ポート 1935 が含まれます。例:
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10.12.30.131:1935/live/curling

10.99.39.40:1935/live/curling
2. オペレータが標準チャンネルに適切に設定されていることを確認します。これらは以下のように設定

されている必要があります。

• 2 つの個別のアップストリームシステムを設定します。 MediaLive ユーザーは、標準チャンネル (2 
つの独立したパイプラインを使用) で実現したい冗長性が失われるため、2 つの出力インターフェイ
スを持つ 1 つのアップストリームシステムを設定することはできません。

• 2 つの出力インターフェイスをセットアップする — 1 つの出力インターフェイスをもう 1 つのサブ
ネットに設定し、もう 1 つのサブネットに出力インターフェイスを持つもう 1 つのアップストリー
ムシステムをセットアップします。これらのインスタンスは、この手順の後の図 (p. 151)に示す紫
色のボックスのアドレスです。

• ビデオ解像度とビットレートから 2 つのコンテンツソースが同じであることを確認します。
• 正しい URL にプッシュし MediaLive、合意したアプリケーション名とインスタンス名を使用しま

す。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

10.12.30.131:1935/live/curling

10.99.39.40:1935/live/curling

単一パイプラインチャンネルを設定するには

チャンネルが MediaLive 単一パイプラインチャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• Amazon VPC ユーザーが提供した VPC、1 つのサブネット、およびセキュリティグループの ID。
• RTMP MediaLive 入力の作成時に生成した 2 つのエンドポイント (URL) のうち最初のもののみ。こ

れらのエンドポイントは、この手順の後の図 (p. 151)に示す青色のボックスのアドレスです。URL 
にはプライベート IP アドレスがあり、ポート 1935 が含まれます。例:

10.12.30.131:1935/live/curling
2. 単一パイプラインチャンネルについて、オペレータが正しく設定されていることを確認します。これ

らは以下のように設定されている必要があります。

• アップストリームシステムを設定するには
• 1 つの出力インターフェイスを設定します。インターフェイスは、この手順の後の図 (p. 151)に示

す紫色のボックスのアドレスです。
• で正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

10.12.30.131:1935/live/curling

この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのエンドポイント URL を指定する RTMP 入力が存在します。
これらは、VPC エンドポイントによって使用される Elastic Network Interface です。 MediaLive これらの
ネットワークインターフェイスを入力に使用するアクセス許可を持っています。 MediaLive その入力の
ネットワークインターフェイスを自動的に管理するアクセス許可を (IAM 信頼エンティティロールを介し
て) 持っています。アップストリームシステムは、Amazon VPC セキュリティグループを介して、コンテ
ンツをこれらのエンドポイントにプッシュするアクセス許可を持ちます。

アップストリームシステムは、ソースコンテンツを 2 つのエンドポイント (標準チャンネルに設定してい
る場合) または 1 つのエンドポイント (単一パイプラインチャンネルに設定している場合) にプッシュする
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ように設定されています。少なくとも 1 つの VPC セキュリティグループが各サブネットに関連付けられ
ています。各セキュリティグループの CIDR ブロックは、アップストリームシステムがプッシュする 2 つ
の URL をカバーし、 MediaLive プッシュされたコンテンツを受け入れるようにします。

アップストリームシステムの各出力には、VPC 内の指定されたサブネットの 1 つに IP アドレスが割り当
てられます。RTMP 入力には 2 つの IP アドレスがあり、各アドレスはそれらのサブネットの 1 つにあり
ます。このようにして、アップストリームシステムから VPC MediaLive のプライバシー内で行われます。

チャンネルの実行時に、 MediaLive プッシュされているコンテンツに反応し、それを取り込みます。

RTP プッシュ入力のセットアップ
このセクションでは、RTP Push プロトコルを使用して、Amazon VPC から VPC にあるアップストリー
ムシステムからソースコンテンツを配信するアップストリームシステムを設定する方法について説明し
ます。ここでは、アップストリームシステムにソースコンテンツをセットアップする方法と、アップスト
リームシステムをに接続する入力を作成する方法について説明します MediaLive。

RTP プッシュソースでは、アップストリームシステムがコンテンツをにプッシュ MediaLiveします。

この設定を実行するには、アップストリームシステムのオペレータと協力する必要があります。

トピック
• ステップ 1: 情報を取得する (p. 152)
• ステップ 2: 入力セキュリティグループを作成する (p. 153)
• ステップ 3: RTP 入力を作成する (p. 153)
• ステップ 4: アップストリームシステムでの正しい設定を確保 (p. 154)
• この手順の結果 (p. 156)

ステップ 1: 情報を取得する
アップストリームシステムの担当者から次の情報を取得します。
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• パブリックネットワークの IP アドレス。チャンネルが単一パイプラインチャンネルであっても、RTP 
入力は常に標準クラスの入力 (p. 428)なので、2 つの IP アドレスが必要になります。入力クラスにつ
いては、「the section called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照してください。

これらは、コンテンツのソースがパブリックネットワークに表示される一連の IP アドレスです。この情
報は、入力セキュリティグループを作成するために必要になります。

例:
• 1 つのソースの場合: 203.0.113.19, 203.0.113.58, 203.0.113.25
• 他のソースの場合: 198.51.100.19, 198.51.100.59, 198.51.100.21

ステップ 2: 入力セキュリティグループを作成する
入力セキュリティグループを作成する必要があります。セキュリティグループでは、パブリックネット
ワークの IP アドレスへのプッシュを許可する必要があります MediaLive。前の例に続いて、これらのアド
レスを許可する必要があります。

113.0.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.

入力セキュリティグループの作成の詳細については、「the section called “入力セキュリティグループの作
成” (p. 591)」を参照してください。

ステップ 3: RTP 入力を作成する
入力セキュリティグループを作成したら、RTP プッシュ入力を作成できます。

RTP プッシュ入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 152) の情報が揃っていることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
4. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) – RTP を選択します。

5. [Network mode (ネットワークモード)] セクションで、[Public (パブリック)] を選択します。
6. [Input security group] (入力セキュリティグループ) セクションで、この "プッシュ" 入力にアタッチす

るグループを指定します。既存のグループを選択するか、グループを作成することができます。セ
キュリティグループの詳細については、the section called “入力セキュリティグループ” (p. 590) を参
照してください。セキュリティグループでは、パブリックネットワークの IP アドレスがプッシュする
ことを許可する必要があります MediaLive。ステップ 1 の例に従って、これらのアドレスを許可する
必要があります。

113.0.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.

セキュリティグループの詳細については、the section called “入力セキュリティグループ” (p. 590) を
参照してください。

7. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

8. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。これらのエンド
ポイントには、ポート 5000 が含まれます。例:
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198.51.100.99:5000

192.0.2.18:5000

IP MediaLive アドレスは作成するアドレスであることに注意してください。これらは、セキュリティ
グループで使用したパブリックアドレスではありません。すべての IP アドレスのロールを示す図表
については、をRTP プッシュソースの設定に関するセクションの「the section called “この手順の結
果” (p. 156)」を参照してください。

MediaLive 常に 2 つのエンドポイントを作成します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合は、両方のエンドポイントが使用されま
す。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初のエンドポイントの
みが使用されます。 MediaLive 2 番目のエンドポイントでコンテンツを受信することを期待しませ
ん。

9. アップストリームシステムに次の情報を提供します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合、両方の場所を指定します。アップスト
リームシステムは、動画ストリームをこれらの場所にプッシュする必要があります。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初の場所のみを指定しま
す。アップストリームシステムは、1 つのストリームをこの場所にプッシュする必要があります。

例えば、次のアドレスを指定します。

198.51.100.99:5000

192.0.2.18:5000

この手順の結果

このセットアップの結果、2 つの URL を指定する RTP プッシュ入力が存在します。これらの URL は、発
生した変更 (入力内の他の情報の変更、または入力を別のチャンネルに接続するなど) に関係なく、入力の
有効期間にわたって固定されます。

アップストリームシステムは、ソースコンテンツをこれらのエンドポイントにプッシュします。

プッシュ入力では、チャンネルを開始するときに、アップストリームシステムが動画ソースをプッシュす
る必要があることに注意してください。それまでは、アップストリームシステムをプッシュする必要はあ
りません。

図表を含むこの設定については、RTP ソースの設定に関するセクションの「the section called “この手順の
結果” (p. 156)」の説明を参照してください。

ステップ 4: アップストリームシステムでの正しい設
定を確保
アップストリームシステムが、コンテンツを正しい場所にプッシュしていることを確認する必要がありま
す MediaLive。

標準チャンネルをセットアップするには

MediaLive チャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。
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• RTP 入力を作成したときに MediaLive 生成した 2 つのエンドポイント (URL)。これらのエンドポイ
ントは、この手順の後の図 (p. 156)に示す青色のボックスのアドレスです。URL にはポート 5000 
が含まれます。例:

198.51.100.99:5000

192.0.2.18:5000

2. オペレータが標準チャンネルに適切に設定されていることを確認します。次の条件を満たす必要があ
ります。

• ビデオの解像度とビットレートから 2 つのソースを配信します。
• ソースがパブリックネットワーク上の合意された IP アドレスに表示されていることを確認します。

例:
• 1 つのソースの場合: 203.0.113.19, 203.0.113.58, 203.0.113.25
• 他のソースの場合: 198.51.100.19, 198.51.100.59, 198.51.100.21

これらのアドレスは、入力セキュリティグループを作成したときに使用しました。アップストリー
ムシステムがこれらのアドレスを使用しない場合、 MediaLive プッシュを拒否します。

• 正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

198.51.100.99:5000

192.0.2.18:5000

• UDP ではなく RTP 経由で送信してください。UDP プロトコルはへの入力についてサポートされて
いません MediaLive。

単一パイプラインチャンネルを設定するには

チャンネルが MediaLive 単一パイプラインチャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• RTP MediaLive 入力の作成時に生成した 2 つのエンドポイント (URL) のうち最初のもののみ。この
エンドポイントは、この手順の後の図 (p. 156)に示す青色のボックスのアドレスのうちの 1 つで
す。URL にはポート 5000 が含まれます。例:

198.51.100.99:5000

2. 単一パイプラインチャンネルについて、オペレータが正しく設定されていることを確認します。次の
条件を満たす必要があります。

• ソースがパブリックネットワーク上の合意された IP アドレスに表示されていることを確認します。
例:

203.0.113.19, 203.0.113.58, 203.0.113.25

これらのアドレスは、入力セキュリティグループを作成したときに使用しました。アップストリー
ムシステムがこれらのアドレスを使用しない場合、 MediaLive プッシュを拒否します。

• で正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

198.51.100.99:5000

• UDP ではなく RTP 経由で送信してください。UDP プロトコルはへの入力についてサポートされて
いません MediaLive。
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この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのエンドポイント URL を指定する RTP 入力が存在します。 
MediaLiveこれらのエンドポイントはオンになっています。

アップストリームシステムは、2 つのエンドポイント (標準チャンネルの場合)、または 1 番目のエンドポ
イント (単一パイプラインチャンネルの場合) にソースコンテンツをプッシュするように設定されていま
す。入力セキュリティグループが入力に関連付けられています。この入力セキュリティグループには、
アップストリームシステムがプッシュする 2 つの URL をカバーする CIDR ブロックがあり、 MediaLive 
プッシュされたコンテンツを受け入れるようにします。

チャンネルの実行時に、 MediaLive プッシュされているコンテンツに反応し、それを取り込みます。

RTP VPC 入力のセットアップ
このセクションでは、RTP Push プロトコルを使用して、Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon 
VPC) にあるアップストリームシステムからソースコンテンツを配信するアップストリームシステムを
設定する方法について説明します。ここでは、アップストリームシステムにソースコンテンツをセット
アップする方法と、アップストリームシステムをに接続する入力を作成する方法について説明します 
MediaLive。

RTP VPC プッシュソースでは、アップストリームシステムがコンテンツをにプッシュ MediaLiveします。

この設定を実行するには、Amazon VPC ユーザーと、アップストリームシステムのオペレータと協力する
必要があります。

トピック
• ステップ 1: VPC でセットアップをリクエストする (p. 157)
• ステップ 2: Amazon VPC から RTP プッシュの入力を作成する (p. 157)
• ステップ 3: アップストリームシステムでの正しい設定を確保 (p. 160)
• この手順の結果 (p. 161)
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ステップ 1: VPC でセットアップをリクエストする
Amazon VPC ユーザーは VPC を設定し、 MediaLive アップストリームシステムが使用するサブネットと
セキュリティグループを特定する必要があります。

VPC をセットアップするには

1. Amazon VPC ユーザーに次のガイドラインを提供してください。

• サブネットのガイドライン — 2 つのサブネットをリクエストします。

次のルールが適用されます。
• チャンネルが単一パイプラインチャンネルであっても、RTP 入力は常に標準クラスの入

力 (p. 428)なので、2 つのチャンネルが必要になります。入力クラスについては、「the section 
called “チャンネルクラスと入力クラス” (p. 428)」を参照してください。

• 2 つのサブネットは、異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。
• 各サブネットにはプライベート CIDR ブロック (IP アドレスの範囲) が必要です。
• 各サブネットには、そのブロック内に少なくとも 2 つの未使用のアドレスが必要です。1 つは

アップストリームシステム用、もう 1 つは RTP 入力用です。
• この RTP ソース (ソース A) と同じチャンネルで使用するために作成するその他の VPC ベースの

ソース (ソース B) は、ソース A と同じアベイラビリティーゾーンにあるサブネット内に存在する
必要があります。ソース B の 2 つのサブネットはソース A と異なる場合がありますが、これらの 
2 つのサブネットのアベイラビリティーゾーンは、ソース A のアベイラビリティーゾーンと同じ

• セキュリティグループのガイドライン — 各サブネットのセキュリティグループは次のルールに従う
必要があります。
• セキュリティグループの結合ルールでは、そのサブネットのアップストリームシステムの IP アド

レスからのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。
• セキュリティグループの結合ルールでは、ポート 5000 へのアウトバウンドトラフィックを許可

する必要があります。
2. Amazon VPC ユーザーがセットアップを実行した後、次の情報を取得します。

• VPC の ID。例: vpc-3f139646。
• 2 つのサブネットの ID。例えば、1 つのサブネットに次の ID があるとします: subnet-1122aabb

• サブネットのセキュリティグループの ID。例: sg-51530134。

ステップ 2: Amazon VPC から RTP プッシュの入力を
作成する
Amazon VPC ユーザーが VPC MediaLive に設定する必要があります。

Amazon VPC からの RTP VPC プッシュ入力を作成するには

1. 手順 1 (p. 157) の情報が揃っていることを確認してください。

• VPC の ID。
• 2 つのサブネットの ID。
• 1 つ以上のサブネットのセキュリティグループの ID。

2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
4. [Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の作成) を選択します。
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5. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — RTP を選択します。

6. [Network mode (ネットワークモード)] セクションで、[VPC] を選択します。
7. [VPC settings] (VPC の設定) セクションの入力を完了します。

• [Select subnets and security groups] (サブネットとセキュリティグループの選択) を選択します。
• [Subnets] (サブネット) で、取得したサブネットの 1 つを選択します。ドロップダウンリストには、

次のように識別された、すべての VPC のサブネットが表示されます。

<subnet ID> <Availability Zone of subnet> <IPv4 CIDR block of subnet> <VPC 
ID> <Subnet tag called "Name", if it exists>

例:

subnet-1122aabb us-west-2a 10.1.128.0/24 vpc-3f139646 Subnet for MLive push inputs

サブネットのリストが空の場合は、[Specify custom VPC] (カスタム VPC を指定する) を選択し、
フィールドにサブネット ID を入力します。(サブネット ID のみを入力する必要があります。例:
subnet-1122aabb。)

• [Subnets] (サブネット) で、2 番目のサブネットを選択します。この 2 回目では、最初のサブネット
と同じ VPC 内のサブネットのみがドロップダウンリストに表示されます。

• [Security groups] (セキュリティグループ) で、サブネットと同じプロセスに従って、取得した 1 つ
以上のセキュリティグループを選択します。ドロップダウンリストには、選択した VPC に属するセ
キュリティグループが次のように表示されます。

<security group ID> <description attached to this security group> <VPC ID>

例:

sg-51530134 Security group for MLive push inputs vpc-3f139646
8. [ロールの ARN] セクションで、 MediaLive この入力で使用するロールを選択します。詳細について

は、「the section called “IAM ロールと ARN” (p. 159)」を参照してください。
9. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について

は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。
10. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力を作成し、その入力に 2 つのエンドポイントを自動的に作成します。これらのエンド
ポイントは、サブネット範囲のプライベート IP アドレスを持っており、ポート 5000 を指定します。
例:

rtp://10.12.30.44:5000

rtp://10.99.39.15:5000.
11. これらのエンドポイントをアップストリームシステムに渡します。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定する予定の場合、両方のエンドポイントを指定します。
アップストリームシステムは、両方のエンドポイントにコンテンツをプッシュする必要がありま
す。

• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定する予定の場合、最初のエンドポイントのみ
を指定します。アップストリームシステムはこの 1 つのエンドポイントにプッシュする必要があり
ます。

これらの手順の結果
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この設定の結果、アップストリームシステムの各出力には、VPC 内の指定されたサブネットの 1 つに IP 
アドレスが割り当てられます。

RTP 入力には 2 つの IP アドレスがあります。これらのアドレスは、発生した変更 (入力内の他の情報の
変更、または入力を別のチャンネルに接続するなど) に関係なく、入力の有効期間にわたって固定されま
す。

各アドレスは、サブネットの 1 つにあります。このようにして、アップストリームシステムから VPC 
MediaLive のセキュリティ内で行われます。

図表を含むこの設定については、VPC ソースの設定に関するセクションの「the section called “この手順
の結果” (p. 161)」の説明を参照してください。

プッシュ入力では、チャンネルを開始するときに、アップストリームシステムが動画ソースをプッシュす
る必要があることに注意してください。それまでは、アップストリームシステムをプッシュする必要はあ
りません。

IAM ロールと ARN
このセクションでは、 MediaLive コンソールの「Create input」ペインの「Role ARN」セクションを完成
させる方法について説明します。

RTP プッシュ入力の作成時に引き受けるロールを選択する必要があります。 MediaLive 入力を作成する
ために、入力の 2 MediaLive つのエンドポイントのネットワークインターフェイスを取得する必要があり
ます。これらのエンドポイントは、識別したサブネットの CIDR 範囲にあります。この入力に [Create] を
選択するとすぐに、これらのネットワークインターフェイスを Amazon VPC MediaLive にリクエストしま
す。選択したロールで、そのロールで、Amazon VPC MediaLive へのリクエストを成功することを確認し
ます。

Note

コンソールのこのセクションは、( MediaLive コンソールでも) [Create channel] (チャンネルの作
成) ページにある [IAM role] (IAM ロール) セクションと同一です。 MediaLive 2 つの使用法の違い
は、[Create input] (入力の作成) ページでロールを入力にアタッチすることです。[Create channel]
(チャンネルの作成) ページで、ロールをチャンネルにアタッチしています。両方の使用法で同じ
ロール (例えば、MediaLiveAccessRole) を使用できます。

ロールを選択するための一般的なシナリオは 2 つあります。これは、組織に指定管理者がいるかどうかに
応じて異なります。

組織に指定管理者がいる
組織には、このサービスを管理する管理者がいる場合があります。その管理者が 1 つ以上のロールを設定
している可能性があります。

• どのロールを使用するかをその管理者に問い合わせます。または、[Use existing role (既存のロールの使
用)] に 1 つのロールのみが表示されている場合は、そのロールを選択します。

• ロールがだけ表示されている場合はMediaLiveAccessRole、そのロールを選択します。さらに、この
ロール名の横に [Update] (更新) ボタンが表示されている場合は、そのボタンを選択します。(このボタ
ンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつでも選択してロールを更新しま
す。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

組織に指定管理者がいない
組織でサービス管理者が指定されていない可能性があります。この場合、同僚が適切なロールを設定して
いない場合は、自分で作成して選択しなければならない場合があります。
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• というデフォルトのロールを作成できますMediaLiveAccessRole。まず、他のだれかがこのロールを既
に作成しているかどうかを確認するには (1 人のみが AWS アカウントのすべてのユーザー用にこのロー
ルを作成する必要があります)、[Create role from template (テンプレートからのロールの作成)] を参照し
ます。
• このオプションが灰色で表示されている場合、この作業は完了しています。その場合は、[既存のロー

ルを使用] を選択し、MediaLiveAccessRoleリストから選択します。
• このオプションが灰色で表示されていない場合は、[Create role from template] (テンプレートからロー

ルを作成)、[Create IAM role] (IAM ロールの作成) の順に選択します。次に、そのロールをリストから
選択します。ロールを作成できない場合は MediaLive 、組織の IAM アクセス許可について管理者に問
い合わせてください。

• MediaLiveAccessRoleがすでに作成されていて、その横に [更新] ボタンが表示されている場合は、その
ボタンを選択します。(このボタンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつ
でも選択してロールを更新します。)

• 選択したロールを次にリストの先頭に表示する場合は、[Remember ARN (ARN を記憶する)] を選択しま
す。

ステップ 3: アップストリームシステムでの正しい設
定を確保
アップストリームシステムが VPC で正しくセットアップされ、コンテンツをの正しい場所にプッシュして
いることを確認する必要があります MediaLive。

標準チャンネルをセットアップするには

MediaLive チャンネルが標準チャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• Amazon VPC ユーザーが提供した VPC、2 つのサブネット、およびセキュリティグループの ID。
• RTP 入力を作成したときに MediaLive 生成した 2 つのエンドポイント (URL)。これらのエンドポイ

ントは、この手順の後の図 (p. 161)に示す青色のボックスのアドレスです。URL はプライベート 
IP アドレスで、5000 番ポートを含んでいます。例:

10.12.30.44:5000

10.99.39.15:5000

2. オペレータが標準チャンネルに適切に設定されていることを確認します。次の条件を満たす必要があ
ります。

• 2 つの出力インターフェイスをセットアップする — 1 つの出力インターフェイスをもう 1 つのサブ
ネットに設定し、もう 1 つのサブネットに出力インターフェイスを持つもう 1 つのアップストリー
ムシステムをセットアップします。これらのインスタンスは、この手順の後の図 (p. 161)に示す紫
色のボックスのアドレスです。

• ビデオの解像度とビットレートから 2 つのソースを配信します。
• 正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

10.12.30.131:5000

10.99.39.40:5000

• UDP ではなく RTP 経由で送信してください。UDP プロトコルはへの入力についてサポートされて
いません MediaLive。
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単一パイプラインチャンネルを設定するには

チャンネルが MediaLive 単一パイプラインチャンネル (p. 72)の場合、この手順に従います。

1. オペレータに次の情報を指定します。

• Amazon VPC ユーザーが提供した VPC、1 つのサブネット、およびセキュリティグループの ID。
• RTP MediaLive 入力の作成時に生成した 2 つのエンドポイント (URL) のうち最初のもののみ。これ

らのエンドポイントは、この手順の後の図 (p. 161)に示す青色のボックスのアドレスです。URL 
にはプライベート IP アドレスがあり、ポート 5000 が含まれます。例:

10.12.30.44:5000

10.99.39.15:5000

2. オペレータが標準チャンネルに適切に設定されていることを確認します。次の条件を満たす必要があ
ります。

• 1 つの出力インターフェイスを設定します。インターフェイスは、この手順の後の図 (p. 161)に示
す紫色のボックスのアドレスです。

• で正しい URL MediaLive にプッシュします。例えば、次の送信先にプッシュする必要があります。

10.12.30.131:5000

10.99.39.40:5000

• UDP ではなく RTP 経由で送信してください。UDP プロトコルはへの入力についてサポートされて
いません MediaLive。

この手順の結果
このセットアップの結果、1 つまたは 2 つのエンドポイント URL を指定する RTP 入力が存在します。こ
れらは、VPC エンドポイントによって使用される Elastic Network Interface (ENI) です。 MediaLive これ
らの ENI をその入力に使用するアクセス許可を持っています。 MediaLive その入力の ENI を自動的に管
理するアクセス許可を (IAM 信頼エンティティロールを介して) 持っています。アップストリームシステム
は、Amazon VPC セキュリティグループを介して、コンテンツをこれらのエンドポイントにプッシュする
アクセス許可を持ちます。

アップストリームシステムは、ソースコンテンツを 2 つのエンドポイント (標準チャンネルに設定してい
る場合) または 1 つのエンドポイント (単一パイプラインチャンネルに設定している場合) にプッシュする
ように設定されています。少なくとも 1 つの VPC セキュリティグループが各サブネットに関連付けられ
ています。各セキュリティグループの CIDR ブロックは、アップストリームシステムがプッシュする 2 つ
の URL をカバーし、 MediaLive プッシュされたコンテンツを受け入れるようにします。

アップストリームシステムの各出力には、VPC 内の指定されたサブネットの 1 つに IP アドレスが割り当
てられます。RTP 入力には 2 つの IP アドレスがあり、各アドレスはそれらのサブネットの 1 つにありま
す。このようにして、アップストリームシステムから VPC MediaLive のプライバシー内で行われます。

チャンネルの実行時に、 MediaLive プッシュされているコンテンツに反応し、それを取り込みます。
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トランスポートストリーム (TS) ファイル入力の作
成

入力を取り込むチャンネルを作成する前に、入力を作成します。

TS ファイル入力を作成するには

1. 既に動画コンテンツプロバイダーにコンテンツのアップストリームシステムを設定するように手配し
たはずです。アップストリームシステムのオペレータから、次の情報が提供されていることを確認し
てください。

• TS MediaLive ファイルをプルする場所の完全な URL。例:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-videos/main/oceanwaves.ts

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-videos/redundant/oceanwaves.m2ts
2. この入力が複数入力チャンネルで使用されている場合は、静的入力と動的入力 (p. 429)のどちらとし

て設定するかを決定しておく必要があります。アップストリームシステムから取得した URL を変更す
る必要がある場合があります。

• 入力が静的入力の場合は、URL を変更しないでください。
• 入力が動的入力の場合は、URL をオプションの絶対部分と必須の可変部分 ($urlPath$) として入力

します。例えば、この手順の後にある表を参照してください。

<protocol>/$urlPath$ という形式を使用することをお勧めします。
3. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
4. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。[Inputs] (入力) ページで [Create input] (入力の

作成) を選択します。
5. [Input details] (入力の詳細) セクションに値を入力します。

• [Input name] (入力名) — 名前を入力します。
• [Input type] (入力タイプ) — TS を選択します。

6. [Input class] (入力クラス) セクションで、この入力のクラスを選択します。

• STANDARD_INPUT
• SINGLE_INPUT

7. [Input sources] セクションで、以前に取得した URL を入力します。

• 入力が標準クラス入力の場合は、両方のフィールドに入力して 2 つの URL を指定します。
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• 入力が単一クラス入力の場合は、取得した URL で最初のフィールドに入力し、2 番目のフィールド
を空のままにします。

アップストリームシステムでユーザー認証情報を指定する必要がある場合は、場所にアクセスするた
めのユーザー名とパスワードキーも入力する必要があります。これらの認証情報は Systems Manager 
パラメータストアに保存されます。詳細については、「the section called “パスワードパラメータを作
成する機能について” (p. 43)」を参照してください。

8. この入力にタグを関連付ける場合は、[Tags (タグ)] セクションでタグを作成します。詳細について
は、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

9. [Create] (作成) を選択します。

MediaLive 入力が作成され、入力のリストに追加されます。入力は、1 つまたは 2 つのソースを指定
します。それらはリストには表示されませんが、[Name (名前)] リンクを選択すると、詳細ページに表
示されます。

MediaLive チャンネルを開始すると、はこのソースの場所でアップストリームシステムに接続し、コ
ンテンツをプルします。

• 標準チャンネルの場合、アップストリームシステムが 2 MediaLive つのソースを提供することを想
定しているため、両方のソースロケーションからプルを試みます。

• 単一パイプラインチャンネルの場合、アップストリームシステムが 1 MediaLive つのソースを提供
することを想定しているため、1 つのソースロケーションからのプルを試みます。

動的入力の URL の形式
次の表は、動的入力の URL のさまざまな形式を示しています。

[Format] (形式) 説明 例 $urlPath$ の例

<protocol>/$urlPath$ URL には、絶対部分の
プロトコルのみが含ま
れます

s3ssl://$urlPath$ doc-example-bucket/my-
movie.ts

<protocol and path>/
$urlPath$

URL には、絶対部分の
プロトコルとパスが含
まれます

mediastoressl: //
f31z.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/
movies/$URLPath$

my-movie.ts

$urlPath$ URL は、変数部分のみ
です

$urlPath$ s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/my-movie.ts

次のステップ
チャンネルに必要なすべての入力を作成したら、チャンネルの作成を開始できます。「設定:チャンネルの
作成  (p. 164)」を参照してください。
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ゼロからのチャンネルの作成
チャネルは、そのチャネルにアタッチされたインプットからソースコンテンツを取り込み、変換 (デコー
ドおよびエンコード) し、新しいコンテンツをアウトプットとしてパッケージ化します。この処理の実行
方法をチャンネルに指示する詳細を使用して、チャンネルを作成して設定します。

チャンネルを作成する方法は 3 つあります。

• ゼロから作成します。この章のトピックを参照してください。
• 組み込みまたはカスタムテンプレートを使用する。the section called “テンプレートからのチャンネルの

作成” (p. 578) を参照してください。
• 既存のチャンネルをクローンする。the section called “クローンによるチャンネルの作成” (p. 579) を参

照してください。

Important

この章の情報はセクションに分かれており、 MediaLive 通常はコンソールのチャンネルページの
各部分に 1 つのセクションがあります。セクションは任意の順序で入力できます。セクションの
一部を完了して、後でそのセクションに戻ることができます。
MediaLive チャンネルを保存した後、すべての情報を一度検証します。

トピック
• Getting Ready (p. 164)
• チャンネルと入力の詳細をすべて入力する (p. 165)
• 入力をチャンネルにアタッチする (p. 168)
• 各入力の設定を完了します (p. 172)
• 全般的な設定を完了する (p. 177)
• 出力を設定する (p. 179)
• チャンネルを保存する (p. 179)
• 次のステップ (p. 179)

Getting Ready
チャンネルの作成を開始する前に、ワークフローの計画 (p. 68)とチャンネルの計画 (p. 95)を立てること
をお勧めします。これらの計画手順では、チャンネルの作成に必要な情報を取得します。さらに、必要な
入力を作成する必要があります。これらの入力を作成しない限り、チャンネルを作成することはできませ
ん。

必要な情報は、チャンネルの作成時に使用する順番でリストされています。

• the section called “チャンネルと入力の詳細” (p. 165) 内にある次の情報が必要です。
• の復元機能を実装するか MediaLive、特に標準チャンネルと単一パイプラインチャンネルのどちらを

作成するか、これらのことを「セットアップ: アップストリームとダウンストリームの準備 (p. 68)」
のステップ 3 で決めました。

• the section called “入力パート 1: 入力をアタッチする” (p. 168) 内にある次の情報が必要です。
• このチャンネルで使用する入力の名前。入力は「」設定:入力の作成 (p. 119) で作成しました。

• 入力セレクタを作成するには、「the section called “入力パート 2: 入力の設定” (p. 172)」の手順の一環
として、次の情報が必要です。
• 各入力から抽出するアセット。これらのアセットは、「the section called “ステップ 2: 出力をソース

にマッピングする” (p. 100)」でチャンネル計画の一環として特定しました。
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• the section called “[Outputs] (出力)” (p. 179) 内にある次の情報が必要です。
• 作成する出力グループ。これらの出力グループは、「セットアップ: アップストリームとダウンスト

リームの準備 (p. 68)」のステップ 1 で特定しました。
• 作成する出力。チャンネルの計画 (p. 95)を立てる際に出力とエンコード (動画、オーディオ、字幕) を

設計しました。
• 各出力グループの出力先に関する情報。この情報は、「セットアップ: アップストリームとダウンスト

リームの準備 (p. 68)」のステップ 7 で取得しました。
• the section called “セットアップビデオ” (p. 230) で開始する 3 つのステップでは、次の情報が必要で

す。
• 各出力グループで作成する出力エンコード (動画、オーディオ、字幕) の詳細。これらの意思決定は

「セットアップ: チャンネルの計画 (p. 95)」のステップ 3 で下しました。

Note

マルチプレックスプログラム用のチャンネルを設定するための追加手順については、「the 
section called “マルチプレックスのセットアップ” (p. 483)」を参照してください。

チャンネルと入力の詳細をすべて入力する
「チャンネルを作成」ページの「チャンネルと入力の詳細」セクションでは、次のことができます。

• チャンネルの実行中にAWS Elemental MediaLive がチャンネルにアクセスするために使用する IAM ロー
ルを選択します。

• オプションで、使用するテンプレートを選択します。
• チャンネルクラスを選択します。
• 仕様情報を入力します。
• タグを設定します。

チャンネルと入力の詳細を提供するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. チャンネルを作成する前に、チャンネルにアタッチする入力を作成 (p. 587)していることを確認して

ください。
3. MediaLive ホームページで [チャンネルを作成] を選択し、ナビゲーションペインで [チャンネル] を選

択します。

以前にチャンネルを作成したことがある場合、ホームページは表示されません。その場合は、 
MediaLive ナビゲーションペインで [チャネル] を選択し、[チャネルの作成] を選択します。

4. [Create channel] (チャンネルの作成) ペインで [Channel and input details] (チャンネルと入力の詳細) 
を選択します。

5. このセクションを完了します。

• [General info] (一般情報) の [Channel name] (チャンネル名) に、チャンネルの名前を入力します。
• [General info] (全般情報) で、[IAM role] (IAM ロール) を入力します。the section called “IAM ロール

と ARN” (p. 166) を参照してください。
• [Channel template] (チャンネルテンプレート) セクションについては、「the section called “テンプ

レートからのチャンネルの作成” (p. 578)」を参照してください。
• [Channel class] (チャンネルクラス) で、クラスを選択します。the section called “チャンネルクラ

ス” (p. 167) を参照してください。
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• [Input specifications] (入力の指定) で、入力と一致するようにフィールドに入力します。the section 
called “入力仕様設定” (p. 167) を参照してください。

• このチャンネルにタグを関連付ける場合は、[Tags] (タグ) セクションでタグを作成します。詳細に
ついては、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

6. 準備ができたら、次のセクションに進んでください (p. 168)。

IAM ロールと ARN
このセクションでは、[Channel and input details] (チャンネルと入力の詳細) ペインにある [General info]
(全般情報) セクションの [IAM role] (IAM ロール) への入力を完了する方法について説明します。

MediaLive このチャンネルの使用時に引き受けるロールを選択する必要があります。ロールを選択しない
と、チャンネルを作成できません。一般的なシナリオが 2 つあります。これは、組織に指定管理者がいる
かどうかに応じて異なります。

Note

コンソールのこのセクションは、( MediaLive コンソールでも) ブッシュ入力についての [Create 
input] (入力の作成) ページにある [IAM role] (IAM ロール) セクションと同一です。 MediaConnect 
MediaLive 2 つの使用法の違いは、[Create channel] (チャンネルの作成) ページでロールをチャン
ネルにアタッチすることです。[入力の作成] ページで、 MediaConnect ロールを入力にアタッチ
します。両方の使用法で同じロール (たとえば、MediaLiveAccessRole) を使用できます。

ロールを選択するための一般的なシナリオは 2 つあります。これは、組織に指定管理者がいるかどうかに
応じて異なります。

組織に指定管理者がいる
組織には、このサービスを管理する管理者がいる場合があります。その管理者が 1 つ以上のロールを設定
している可能性があります。

• どのロールを使用するかをその管理者に問い合わせます。または、[Use existing role] (既存のロールの使
用) に 1 つのルールのみが表示されている場合は、そのロールを選択します。

• リストされている唯一のルールがである場合はMediaLiveAccessRole、そのロールを選択してくださ
い。さらに、このロール名の横に [Update] (更新) ボタンが表示されている場合は、そのボタンを選択し
ます。(このボタンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつでも選択して
ロールを更新します。)

• 選択した ARN を次回にリストの先頭に表示したい場合は、[Remember ARN] (ARN を記憶する) を選択
します。

組織に指定管理者がいない
組織でサービス管理者が指定されていない可能性があります。この場合、同僚が適切なロールを設定して
いない場合は、自分で作成して選択しなければならない場合があります。

• というデフォルトのロールを作成できますMediaLiveAccessRole。まず、他のだれかがこのロールを既
に作成しているかどうかを確認するには (1 人のみが AWS アカウントのすべてのユーザー用にこのロー
ルを作成する必要があります)、[Create role from template (テンプレートからのロールの作成)] を参照し
ます。
• このオプションが灰色で表示されている場合、この作業は完了しています。その場合は、[既存のロー

ルを使用] を選択し、MediaLiveAccessRoleリストから選択します。
• このオプションが灰色で表示されていない場合は、[Create role from template] (テンプレートからロー

ルを作成)、[Create IAM role] (IAM ロールの作成) の順に選択します。次に、そのロールをリストから
選択します。でロールを作成できない場合は MediaLive 、IAM アクセス許可について管理者に問い合
わせてください。

166



MediaLive ユーザーガイド
チャンネルクラス

• MediaLiveAccessRoleがすでに作成されていて、その横に [更新] ボタンが表示されている場合は、その
ボタンを選択します。(このボタンは必ずしも表示されるわけではありませんが、表示されるときはいつ
でも選択してロールを更新します。)

• 選択した ARN を次回にリストの先頭に表示したい場合は、[Remember ARN] (ARN を記憶する) を選択
します。

チャンネルクラス
ワークフローを計画した (p. 497)とき、チャンネルを標準チャンネル (2 つのパイプラインを含む) として
設定するか、単一パイプラインチャンネルとして設定するかを決めました。ここでは、チャンネル設定で
クラスを指定する必要があります。

[Channel class] (チャンネルクラス) で、STANDARD または SINGLE_PIPELINE を選択します。

標準クラス
このクラスでは、チャンネルに 2 つのパイプラインが含まれています。チャンネルの入力には 2 つのエ
ントリポイントがあります。アップストリームシステムは、これら 2 つのエントリポイントに同一のソー
スストリームを送信して、チャンネル内の 2 つのパイプラインにコンテンツを提供します。 MediaLive 
両方のパイプラインで同じ処理を実行します。設定した各出力 (HLS 出力と RTMP 出力の両方など) につ
いて、2 つのパイプラインはダウンストリームシステム上の 2 つの送信先に同一のコンテンツを配信しま
す。

単一パイプラインクラス
このクラスでは、チャンネルに 1 つのパイプラインが含まれています。設定する出力ごとに、チャンネル
はダウンストリームシステム上の 1 つの送信先にコンテンツを配信します。

入力仕様設定
[Input Specifications] (入力仕様) 設定には、このチャンネルで使用する予定の入力の動画を特徴付ける 3 つ
のフィールドがあります。フィールドは以下のとおりです。

• 入力コーデック
• 入力解像度
• 最大入力ビットレート

これらのビデオ特性に関する情報は、入力ソースごとにアップストリームシステムを評価 (p. 74)した際に
入手したはすです。

設定を完了するには

1. 計画された入力のリストで、Elemental Link 入力以外のすべての入力を確認します。次のコーデッ
ク、解像度、およびビットレートを検索します。

• すべての入力の中から最もリソースを大量に消費するコーデックを見つけます。コーデックは、負
荷の少ないものから MPEG2、AVC、HEVC の順となります。コーデックを書き留めておきます。
表示される入力は関係ありません。

• すべての入力の中で最高解像度層を見つけます。再下位から最上位までの階層は、SD、HD、UHD 
です。階層を書き留めておきます。表示される入力は関係ありません。

• すべての入力の中で最高のビットレートを求めます。ビットレートを書き留めます。表示される入
力は関係ありません。

2. 各フィールドで、そのフィールドに指定した値を満たすか超えるオプションを選択します。
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次のヒントを参考にしてください。

• チャンネルに入力が 1 つしかなく、それが AWS Elemental Link デバイスからの入力である場合
は、入力仕様のフィールドをデフォルトのままにします。

• 入力の処理要件が不明な場合は、より高いオプションを選択します。例えば、ビットレートが不明
で、10 Mbps と 20 Mbps の選択肢がある場合は、念のため 20 Mbps を選択します。例えば、入力
が AVC (H.264) であるか HEVC (H.265) であるかわからない場合は、[HEVC] を選択します。

MediaLive この情報の使用方法

MediaLive は、請求とリソース割り当ての目的でこれらの値を使用します。

• MediaLive 請求の目的では、これらのフィールドを使用して、入力側で発生する料金を計算します。お
客様が指定したオプションに対して料金が発生します。例えば、HD を指定したが、入力がすべて実際
には SD である場合でも、HD に対して料金が発生します。

• MediaLive リソース割り当ての目的では、このチャンネルの実行時に処理リソースを割り当てます。正
しいオプションを選択しなかった場合は、 MediaLive によって十分な処理リソースが割り当てられない
可能性があります。処理リソースが不足していると、チャンネルの実行時にチャンネルの出力が低下し
始める可能性があります。

MediaLive これらの値を動画のデコードの目的では使用しません。動画を取り込み時に調べて、ソース
コーデック、解像度、ビットレートを検出します。

入力をチャンネルにアタッチする
チャンネルの作成を開始する前に、チャンネルのすべてのコンテンツソースの入力をすべて作成しておく
必要があります (p. 119)。

入力をチャンネルにアタッチする必要があります。チャンネルに複数の入力をアタッチすることができま
す。チャンネルの設定の詳細については、「the section called “入力切り替え” (p. 448)」を参照してく
ださい。1 つのチャンネルにアタッチできる入力の数とタイプ (プッシュとプルなど) については、特定の
ルールがあります (p. 18)。

入力をアタッチする手順
1 つの入力をアタッチするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Input attachments] (入力アタッチ) で [Add] (追加) を選
択します。

2. [入力をアタッチ] セクションの [入力] で、既存の入力を選択します。この入力を選択すると、入力に
関する情報が表示されます。

この情報を確認するには、次のセクションを参照してください。

• the section called “チャンネル入力: CDI VPC プッシュ入力 ” (p. 169)

the section called “チャンネル入力 — Elemental Link プッシュ入力” (p. 169)
• the section called “チャンネル入力 - HLS プル入力” (p. 169)
• the section called “チャンネル入力 —MediaConnect プッシュ入力” (p. 170)
• the section called “チャンネル入力 — MP4 プル入力” (p. 170)
• the section called “チャンネル入力 - RTMP プッシュ入力” (p. 171)
• the section called “チャンネル入力 - RTMP プル入力” (p. 170)
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• the section called “チャンネル入力 - RTP プッシュ入力” (p. 171)
3. [Attachment name] (アタッチ名) にアタッチの名前を入力します。デフォルトの名前は入力そのものの

名前です。
4. [Confirm] (確認) を選択します。[Input attachment] (入力アタッチ) セクションが閉じ、[General input 

settings] (入力全般設定) セクションが表示されます。
5. [General input settings] (入力全般設定) セクションのフィールドの入力方法については、次のステッ

プ (p. 172)を参照してください。

チャンネル入力: CDI VPC プッシュ入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、[Input destinations] (入力の送信先) セクションを確認し
てください。このセクションでは、上の 2 つの場所が示されます。 MediaLive これらの場所は、入力の作
成時に自動的に生成されたものです。

• チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合、2 つの場所が生成されます。
• チャンネルが単一パイプラインチャンネルとして設定されている場合、1 つの場所が生成されます。

例:

10.99.39. 23:5000

192.0.2. 54:5000

チャンネル入力 — Elemental Link プッシュ入力
この入力の AWS Elemental Link hardware デバイスのステータスを確認するには、[Details] (詳細) を表示
します。デバイスが現在コンテンツを MediaLive にプッシュしている場合、[Device (デバイス)] サムネイ
ルにそのコンテンツが表示されます。デバイスは、約 5 秒ごとにビデオフレームをキャプチャしてサムネ
イルを生成します。

チャンネル入力 - HLS プル入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、[Input sources] (入力ソース) セクションを確認しま
す。ソース動画の場所が表示されています。これらの場所は、入力の作成時に指定したものです。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定した場合は、2 つの場所が指定されています。
• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定した場合は、1 つの場所が指定されています。

例えば、HTTPS プルの場合:

https://203.0.113.13/sports/curling.m3u8 および

https://203.0.113.54/sports/curling.m3u8

または、AWS Elemental MediaStore コンテナからのプルについては、以下を実行します。

mediastoressl://eri39n.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/sports/canada/curling.m3u8

and

mediastoressl://21lu05.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/sports/canada/curling.m3u8

または、Amazon S3 バケットからのプルについては、以下を実行します。

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-videos/main/oceanwaves.mp4 および
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s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-videos/redundant/oceanwaves.mp4

チャンネル入力 —MediaConnect プッシュ入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、MediaConnectフローセクションを見てください。この
入力のソースである AWS Elemental MediaConnect フローの ARN が表示されます。これらの ARN は、入
力の作成時に自動的に生成されたものです。

• チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合、2 つの ARN が生成されます。
• チャンネルが単一パイプラインチャンネルとして設定されている場合、1 つの ARN が生成されます。

例:

arn:aws:mediaconnect:us-west-1:111122223333:flow:1bgf67:sports-event-A および

arn:aws:mediaconnect:us-west-1:111122223333:flow:9pmlk76:sports-event-B

チャンネル入力 — MP4 プル入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、[Input destinations] (入力の送信先) セクションを確認
してください。ソース動画の場所が表示されています。これらの場所は、入力の作成時に指定したもので
す。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定した場合は、2 つの場所が指定されています。
• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定した場合は、1 つの場所が指定されています。

場所の形式は、アップストリームシステムのタイプによって異なります。

• HTTP または HTTPS を使用するアップストリームシステムの場合、場所は HTTP または HTTPS URL 
です。例:

https://203.0.113.31/filler-videos/oceanwaves.mp4

https://203.0.113.52/filler-videos/oceanwaves.mp4
• Amazon S3 に保存されているファイルの場合、場所はファイルのバケット名とオブジェクトです。例:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-videos/main/oceanwaves.mp4

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/filler-videos/redundant/oceanwaves.mp4

チャンネル入力 - RTMP プル入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、[Input destinations] (入力の送信先) セクションを確認
してください。ソース動画の場所が表示されています。これらの場所は、入力の作成時に指定したもので
す。

• チャンネルを標準チャンネルとして設定した場合は、2 つの場所が指定されています。
• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設定した場合は、1 つの場所が指定されています。

例:

rtmp://203.0.113.13:1935/live/curling/

rtmp://198.51.100.54:1935/live/curling/
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チャンネル入力 - RTMP プッシュ入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、以下のガイドラインに従ってください。

入力の設定を確認するには

1. [Input destinations] (入力の送信先) セクションを確認してください。このセクションでは、上の 2 つ
の場所が示されます。 MediaLive これらの場所は、入力の作成時に自動的に生成されたものです。

• チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合、2 つの場所が生成されます。
• チャンネルが単一パイプラインチャンネルとして設定されている場合、1 つの場所が生成されま

す。

各場所は、自動的に生成されたアドレス部分と、入力の作成時に指定したフォルダで構成されます。

例えば、RTMP パブリックプッシュ入力の場合:

rtmp://198.51.100.99:1935/live/curling

rtmp://192.0.2.18:1935/live/curling

例えば、RTMP VPC プッシュ入力の場合:

rtmp://10.12.30.44:1935/live/curling

rtmp://10.99.39.15:1935/live/curling
2. [Input destinations] (入力の送信先) セクションをもう一度確認してください。

• セクションの横に番号が付いた入力セキュリティグループがある場合、 MediaLive 入力はセキュリ
ティグループを含む RTMP Public 入力です。入力は正しく設定されています。続行できます。

• セクションの横に番号が付いていない入力セキュリティグループがある場合、入力は RTMP Public 
入力であり、 MediaLive 入力セキュリティグループがありません。この入力は正しく設定されてい
ません。通常、この状況になるのは、例えば、入力 A を入力セキュリティグループ B にアタッチし
た後に B を削除した場合です。入力 A は使用できなくなります。入力を再作成し、入力セキュリ
ティグループをその入力にアタッチする必要があります。その後、作成するチャンネルにその入力
を関連付け可能になります。

• セクションに [Input security group] (入力セキュリティグループ) がない場合、入力は RTMP VPC 
プッシュ入力です。入力は正しく設定されています。続行できます。

チャンネル入力 - RTP プッシュ入力
入力が正しく設定されていることを確認するには、以下のガイドラインに従ってください。

入力の設定を確認するには

1. [Input destinations] (入力の送信先) セクションを確認してください。このセクションでは、上の 2 つ
の場所が示されます。 MediaLive これらの場所は、入力の作成時に自動的に生成されたものです。

• チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合、2 つの場所が生成されます。
• チャンネルが単一パイプラインチャンネルとして設定されている場合、1 つの場所が生成されま

す。

例えば、RTP パブリック入力の場合:

rtp://198.51.100.99:5000
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rtp://192.0.2.18:5000

例えば、RTP VPC 入力の場合:

rtp://10.12.30.44:5000

rtp://10.99.39.15:5000
2. [Input destinations] (入力の送信先) セクションをもう一度確認してください。

• セクションの横に番号が付いた入力セキュリティグループがある場合、 MediaLive 入力はセキュリ
ティグループを含む RTP Public 入力です。入力は正しく設定されています。続行できます。

• セクションの横に番号が付いていない入力セキュリティグループがある場合、入力は RTP パブリッ
ク入力であり、 MediaLive 入力セキュリティグループがありません。この入力は正しく設定されて
いません。通常、この状況になるのは、例えば、入力 A を入力セキュリティグループ B にアタッチ
した後に B を削除した場合です。入力 A は使用できなくなります。入力を再作成し、入力セキュリ
ティグループをその入力にアタッチする必要があります。その後、作成するチャンネルにその入力
を関連付け可能になります。

• セクションに [Input security group] (入力セキュリティグループ) がない場合、入力は RTP VPC 入
力です。入力は正しく設定されています。続行できます。

各入力の設定を完了します
入力をアタッチ入力セクションにアタッチするとすぐに、入力アタッチメントセクションが閉じ、その入
力の「一般入力設定」セクションが表示されます。入力を設定するには、次のフィールドを入力する必要
があります。

• 入力接続を設定します。

• 入力から抽出するビデオ、オーディオ、字幕を指定します。

入力を設定するには

1. 必要に応じてフィールドに入力します。下記のトピックのリンク先を参照してください。フィールド
の詳細については、 MediaLive コンソールのフィールドの横にある [情報] リンクを選択してくださ
い。

• ほとんどのフィールドは、デフォルト値のままでかまいません。
• ただし、オーディオと字幕を出力に含める場合は、[Audio selectors] (オーディオセレクタ) セクショ

ンおよび [Caption selectors] (字幕セレクタ) セクションに入力する必要があります。デフォルトで
は十分な情報が指定されません。

2. ナビゲーションペインの [一般設定] セクションの次のフィールドに値を入力します。

• グローバル構成-入力損失の動作。これらのフィールドは、どの入力からもコンテンツを受信しな
くなったときのチャンネルの動作を設定します。詳細については、「the section called “入力損失処
理” (p. 438)」を参照してください。これらのフィールドはすべての入力に適用されるため、チャ
ンネル全体で一度設定するだけで済みます。

3. 複数の入力を含むチャンネルを設定している場合は、チャンネルにさらに入力を追加します。入力切
り替えの実装に関するガイドラインについては、「the section called “入力切り替え” (p. 448)」を参
照してください。

4. 準備ができたら、次のステップ (p. 177)に進みます。

トピック
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• 入力設定 - ネットワーク入力設定 (p. 173)
• 入力設定 - その他の設定 (p. 173)
• 入力設定 - 動画セレクタ (p. 173)
• 入力設定 - オーディオセレクタ (p. 174)
• 入力設定 - 字幕セレクタ (p. 177)

入力設定 - ネットワーク入力設定
[ネットワーク入力設定] セクションにあるフィールドは、すべての入力に適用されます。入力が HLS の場
合にのみ、 MediaLive コンソールでこのセクションに値を入力します。 MediaLive 他のタイプの入力につ
いてこれらのフィールドを無視します。

入力設定 - その他の設定
[Network input settings] (ネットワーク入力設定) セクションにないフィールドは、すべての入力に適用され
ます。

入力設定 - 動画セレクタ
このセクションでは、入力から抽出する動画を指定し、オプションの色空間機能を有効にすることができ
ます。

ビデオと色空間を特定するには

1. [Video selector] (ビデオセレクタ) で [Video selector] (ビデオセレクタ) を選択します。追加のフィール
ドが表示されます。

2. この手順の後の表で指定されるとおりに [Selector settings] (セレクタ設定) に値を入力します。

入力から 1 つの動画アセットしか抽出できないため、動画セレクタを追加するボタンはありません。
3. (オプション) [Color space] (色空間) と [Color space usage] (色空間の使用) に値を入力します。これら

のフィールドでは、オプションの色空間機能を設定できます。詳細については、「the section called 
“ビデオ – 色空間” (p. 543)」を参照してください。

ビデオセレクタを作成する必要があるかどうかを判断する

チャンネルの計画を立てたときに、この入力から抽出する必要がある動画を特定 (p. 100)しました。

入力から抽出する特定のアセットを特定するために、動画セレクタ作成する必要があるかどうかを判断す
る必要があります。一部の入力タイプにはセレクタが必要で、一部の入力タイプではセレクタを必要とし
ません。

次の表では、ビデオセレクタ作成の要否を指定します。

入力タイプ 動画の抽出方法

CDI セレクターの設定を完了しないでください。 
MediaLive は、ソースコンテンツで最初に検出され
た動画を抽出します。

Elemental Link 入力に含まれる動画アセットは 1 つだけです。 
MediaLive そのビデオを抽出します。[Selector 
settings] (セレクタ設定) に入力する必要はありま
せん。
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入力タイプ 動画の抽出方法

HLS [Selector settings] (セレクタ設定) には入力しない
でください。これらの抽出方法は、HLS 入力には
適用されません。

デフォルトでは、 MediaLive 最大の帯域幅を持
つ動画アセットを抽出します。帯域幅フィール
ド（入力設定-ネットワーク入力設定）を入力でき
ます。 MediaLive この制限を下回る最大帯域幅の
動画を抽出します。

MediaConnect 入力に MPTS が含まれている場合は、[Selector 
settings] (セレクタ設定) を選択し、抽出するプロ
グラムまたは PID を入力します。プログラムまた
は PID を指定しない場合、 MediaLive 最初に見つ
かった動画を抽出します。

入力に SPTS が含まれている場合、 MediaLive そ
の動画を抽出します。[Selector settings] (セレクタ
設定) に入力する必要はありません。

MP4 入力に含まれる動画アセットは 1 つだけです。 
MediaLive そのビデオを抽出します。[Selector 
settings] (セレクタ設定) に入力する必要はありま
せん。

RTMP 入力に含まれる動画アセットは 1 つだけです。 
MediaLive そのビデオを抽出します。[Selector 
settings] (セレクタ設定) に入力する必要はありま
せん。

RTP 入力に MPTS が含まれている場合は、[Selector 
settings (セレクタ設定)] を選択し、抽出するプロ
グラムまたは PID を入力します。プログラムまた
は PID を指定しない場合、 MediaLive 最初に見つ
かった動画を抽出します。

入力に SPTS が含まれている場合、 MediaLive そ
の動画を抽出します。[Selector settings] (セレクタ
設定) に入力する必要はありません。

入力設定 - オーディオセレクタ
このセクションは、入力からオーディオを抽出する場合に必要です。1 つ以上のオーディオセレクタを作
成して、抽出するオーディオアセットを指定します。通常、入力のものとは異なる言語を指定しますが、
異なるオーディオコーデック (AAC や Dolby など) を抽出することもできます。

1 つのチャンネルに最大 20 のオーディオセレクタを作成できます。

抽出するオーディオを特定するには

1. オーディオセレクタを作成する必要があるかどうかを判断します。チャンネルの計画を立てたとき
に、この入力から抽出する必要があるオーディオアセットを特定 (p. 100)しました。

次の表に、オーディオを抽出するためにオーディオセレクタを作成する必要があるかどうかを示しま
す。表で、入力タイプを見つけて、ガイダンスを読んでください。
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入力タイプ セレクタを作成する必要があり
ますか？

作成するセレクタの数

CDI はい。 抽出するオーディオアセットご
とに 1 つずつ。入力からすべて
のオーディオアセットを抽出す
る必要はありません。

Elemental Link はい、入力から特定のオーディ
オトラックを選択したい場合は
可能です。

オーディオセレクターが作成さ
れていない場合は MediaLive 、
チャンネルに設定されている
オーディオ出力に従って入力
オーディオをエンコードしま
す。

抽出するオーディオアセットご
とに 1 つずつ。入力からすべて
のオーディオアセットを抽出す
る必要はありません。

HLS はい。入力に複数のオーディオ
アセットが含まれている場合、
または入力に含まれるオーディ
オの数が不明な場合。

抽出するオーディオアセットご
とに 1 つずつ。入力からすべて
のオーディオアセットを抽出す
る必要はありません。

MediaConnect はい。入力に複数のオーディオ
アセットが含まれている場合、
または入力に含まれるオーディ
オアセットの数が不明な場合。

抽出するオーディオアセットご
とに 1 つずつ。入力からすべて
のオーディオアセットを抽出す
る必要はありません。

MP4 はい。入力に複数のオーディオ
アセットが含まれている場合、
または入力に含まれるオーディ
オアセットの数が不明な場合。

抽出するオーディオアセットご
とに 1 つずつ。入力からすべて
のオーディオアセットを抽出す
る必要はありません。

RTMP いいえ。入力にはオーディオア
セットが 1 つしか含まれていな
いからです。 MediaLive その
オーディオを抽出します。

なし

RTP はい。入力に複数のオーディオ
アセットが含まれている場合、
または入力に含まれるオーディ
オアセットの数が不明な場合。

抽出するオーディオアセットご
とに 1 つずつ。入力からすべて
のオーディオアセットを抽出す
る必要はありません。

入力に複数のオーディオアセットが含まれており、セレクタを作成しない場合、 MediaLive 最初に検
出されたオーディオを選択します。

2. 入力から抽出したいオーディオごとに、[Add audio selector] (オーディオセレクタの追加) を選択しま
す。

3. 各オーディオセレクタの [Audio selector name] (オーディオセレクタ名) に、抽出しようとするオー
ディオを説明する名前を入力します。

4. 次の表に指定されているとおりに、各オーディオセレクタの [セレクタ設定] に値を入力します。

175



MediaLive ユーザーガイド
入力設定 - オーディオセレクタ

入力タイプ セレクタ設定の入力方法

CDI [Audio track selection] (オーディオトラックの選択) 
を選択してから [Add tracks] (トラックの追加) を選
択して、抽出したいトラックごとにセレクタを追
加します。それぞれの [Track] (トラック) フィール
ドにトラック番号を入力します。

Elemental Link [Audio track selection] (オーディオトラックの選択) 
を選択してから [Add tracks] (トラックの追加) を選
択して、抽出したいトラックごとにセレクタを追
加します。それぞれの [Track] (トラック) フィール
ドにトラック番号を入力します。

HLS 以下のいずれかの方法で選択します。

• [Audio pid selection] (オーディオ pid の選択) を
選択し、オーディオアセットの PID を入力しま
す。

• または、[Audio language selection] (オーディ
オ言語の選択) を選択し、言語の 3 文字の ISO 
コードを入力します。[Language selection 
policy] (言語選択ポリシー) に値を入力します。 
MediaLive コンソールのフィールドの詳細につい
ては、フィールドの横にある [情報] リンクを選
択してください。

PID による選択をお勧めします。 MediaLive言語に
よって選択すると、検出された言語の最初のイン
スタンスを選択します。それはご希望の言語バー
ジョンではない可能性があります。

MediaConnect 以下のいずれかの方法で選択します。

• [Audio pid selection] (オーディオ pid の選択) を
選択し、オーディオアセットの PID を入力しま
す。

• または、[Audio language selection] (オーディ
オ言語の選択) を選択し、言語の 3 文字の ISO 
コードを入力します。[Language selection 
policy] (言語選択ポリシー) に値を入力します。 
MediaLive コンソールのフィールドの詳細につい
ては、フィールドの横にある [情報] リンクを選
択してください。

PID による選択をお勧めします。 MediaLive言語に
よって選択すると、検出された言語の最初のイン
スタンスを選択します。それはご希望の言語バー
ジョンではない可能性があります。

MP4 [Audio track selection] (オーディオトラックの選
択) を選択してから [Add tracks] (トラックを追加
する) を選択して、抽出したいトラックごとにセレ
クタを追加します。それぞれの [Track] (トラック) 
フィールドにトラック番号を入力します。
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入力タイプ セレクタ設定の入力方法

RTMP このフィールドは空白のままにします。

RTP [オーディオの選択] を選択し、[PID] にオーディオ
アセットの PID を入力します。

または、[Audio language selection] (オーディオ言
語の選択) を選択し、言語の 3 文字の ISO コード
を入力します。

PID による選択をお勧めします。 MediaLive 言
語によって選択すると、検出された言語の最初の
インスタンスを選択します。それはご希望の言語
バージョンではない可能性があります。

入力設定 - 字幕セレクタ
このセクションは、入力から字幕を抽出する場合や、字幕のソースとして外部ファイルを指定する場合に
必要です。1 つ以上の字幕セレクタを作成して、抽出する字幕を指定します。通常、セレクタごとに異な
る言語を指定しますが、異なる字幕形式を指定することもできます。

抽出する/含める字幕項目ごとに、[Add captions] (字幕の追加) セレクタを選択します。字幕入力の設定の
詳細については、「the section called “字幕” (p. 403)」、特に「the section called “ステップ 1: 入力に字
幕セレクタを作成する” (p. 409)」を参照してください。

全般的な設定を完了する
一般設定セクションでは、グローバル設定とグローバル機能を設定できます。

• グローバル設定は、チャンネル内のすべての入力またはすべての出力に適用される動作を設定します。
入力または出力ごとに動作を異なるように構成することはできません。

• グローバル機能では、オプションの機能もありますが、有効になっている場合はすべての出力にグロー
バルに適用されます。

全般設定を入力するには

1. 「チャンネルを作成」ページで、「一般設定」 を選択します。
2. [General channel settings] (チャンネル全般設定) セクションで、必要に応じてグローバル設定とオプ

ション機能を設定します。各設定または機能については、この手順の最後にあるトピックを参照して
ください。

3. これらのフィールドの入力が完了したら、次のステップ (p. 179)に進んでください。

広告表示のブランキング
オプション機能。これは、広告表示中に出力動画をブランクアウトする場合に設定します。詳細について
は、「the section called “SCTE-35 メッセージの処理” (p. 505)」を参照してください。
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広告表示の設定
オプション機能。SCTE-35 MediaLive の広告表示メッセージの処理方法を変更することも、デフォルト
の動作を維持することもできます。デフォルトの動作とその動作の変更方法については、「the section 
called “SCTE-35 メッセージの処理” (p. 505)」を参照してください。

ブラックアウトスレート
オプション機能。プログラムメタデータによって指定された出力動画を、そのメタデータが入力にあれ
ば、ブラックアウトすることができます。詳細については、「the section called “SCTE-35 メッセージの
処理” (p. 505)」を参照してください。

機能の有効化
オプション機能。入力スイッチングの入力準備機能を有効にできます。詳細については、「the section 
called “入力準備” (p. 441)」を参照してください。

グローバル構成
グローバル構成設定。このセクションでは、必要に応じて最初の 3 つのフィールドに入力します。各
フィールドの詳細については、フィールドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してください。

グローバル構成 — 入力損失動作
グローバル構成設定。入力損失動作フィールドは、 MediaLive 入力損失の処理方法を制御します。処理は
カスタマイズできます。詳細については、「the section called “入力損失処理” (p. 438)」を参照してくだ
さい。

モーショングラフィックス構成
オプション機能。モーショングラフィックスオーバーレイ機能を有効にできます。詳細については、「the 
section called “モーショングラフィックスオーバーレイ” (p. 479)」を参照してください。

ニールセン設定
オプション機能。ニールセン透かしを ID3 MediaLive メタデータに変換するようにチャンネルを設定でき
ます。詳細については、「the section called “ID3 へのニールセン透かしを ID3” (p. 492)」を参照してく
ださい。

タイムコードの設定
グローバル構成設定。このセクションでは、出力のタイムコードを指定できます。タイムコードの設定方
法の詳細については、「the section called “タイムコードの設定” (p. 537)」を参照してください。

ログ記録
オプション機能。個別のチャンネルのアクティビティのログ記録を有効にすることができます。この機能
の詳細については、「the section called “ CloudWatch ログを使用したモニタリング” (p. 328)」を参照し
てください。

ログを有効にするには、[DISABLED] (無効) 以外のログレベルを選択します。詳細レベルが低いものから
順にリストされています。

178



MediaLive ユーザーガイド
[Outputs] (出力)

ログを無効にするには、[DISABLED] (無効) を選択します。

出力を設定する
Outputs セクションでは、チャンネルに出力グループを作成できます。「出力」セクションでは、次のコ
ンテンツにアクセスできます。

• 出力グループには、チャンネル内の出力パッケージと出力コンテナを設定する設定が含まれます。
• 1 つ以上の出力。出力は、ビデオ、オーディオ、キャプションの出力エンコード用のコンテナです。
• 個々の出力はエンコードされます。

出力グループのコンテンツの設定の詳細については、以下のセクションを参照してください。

• 設定:出力の作成 (p. 180)
• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)

• the section called “オーディオ設定” (p. 233)

• the section called “字幕の設定” (p. 235)

すべての出力グループを設定したら、チャンネルを保存する準備が整います (p. 179)。

チャンネルを保存する
チャンネルを保存できるのは、必要なものをすべて設定し、作成した後です。

チャンネルを保存 (作成) するには、ナビゲーションペインで [Create channel] (チャンネルの作成) を選択
します。

Create channel を選択すると、 MediaLiveチャンネルの設定を検証し、エラーがあればメッセージを表示
します。チャンネルｈのドラフトも、エラーメッセージを含むチャンネルも保存できません。

新しく作成したチャンネルを見つけるには、ナビゲーションペインで [チャンネル] を選択します。(ナビ
ゲーションペインが折りたたまれた状態になっている可能性があります。展開するには、コンソールの左
上にあるメニューアイコンを選択します。)

[チャンネル] ペインが表示され、新しく作成されたチャンネルがチャンネルリストに表示されます。状態
が [作成中] に変わり、その後 [準備完了] に変わります。

次のステップ
次のステップでは、チャンネルスケジュールに関する章を読むことをお勧めします。スケジュールの機能
に、使いたい機能がある可能性があります。詳細については、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」を
参照してください。

特に、チャンネルに複数の入力を接続している場合、ある入力から別の入力に移動するために入力の切
り替えを実装する必要があります。入力切り替えはスケジュールアクションを使用します。the section 
called “入力切り替え” (p. 448) を参照してください。

スケジュールを設定したら、チャンネルを開始できます (p. 293)。
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設定:出力グループとチャンネルへの
出力の作成

このセクションでは、出力グループと出力の作成方法を説明します。作成する出力グループはすでに決
まっているはずです (p. 69)。また、各出力グループに含める出力とエンコードを確認しておく必要があり
ます (p. 95)。

チャンネルを作成または編集するときに、出力グループと出力を作成します (p. 164)。チャネルを作成す
るときは、出力グループを少なくとも 1 つ作成する必要があります。チャンネルを作成したら、それを編
集してさらに出力グループを追加できます。

コンソールでは、チャンネルページの「出力」セクションで出力グループを作成します。出力グループと
出力を、それらが属するチャンネルとは別に作成することはできません。

トピック
• アーカイブ出力グループの作成 (p. 180)
• フレームキャプチャ出力グループの作成 (p. 186)
• HLS 出力グループの作成 (p. 190)
• MediaPackage 出力グループの作成 (p. 216)
• Microsoft Smooth 出力グループの作成 (p. 220)
• RTMP 出力グループの作成 (p. 223)
• UDP 出力グループの作成 (p. 227)
• 次のステップ (p. 229)

アーカイブ出力グループの作成
チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、アーカイブ出力グループを含めるオプションを
選択した可能性があります。アーカイブグループは常に出力を S3 バケットに送信します。

トピック
• アーカイブ出力グループを作成する手順 (p. 180)
• 出力先のフィールド (p. 181)
• 出力コンテナのフィールド (p. 186)
• 動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のフィールド (p. 186)

アーカイブ出力グループを作成する手順
アーカイブ出力グループと出力を作成するには、以下のステップに従ってください。

アーカイブ出力グループとその出力を作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) で [Add] (追加) を選択
します。

2. [Add output group] (出力グループの追加) セクションで [Archive] (アーカイブ) を選択し、[Confirm] (確
認) を選択します。追加のセクションが表示されます。

• [Archive group destination] (アーカイブグループの送信先) – このセクションには、出力
先 (p. 181)のフィールドが含まれています。
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• [Archive settings] (アーカイブ設定) – このセクションには、出力先 (p. 181)のフィールドが含まれ
ています。

• [Archive outputs] (アーカイブ出力) – このセクションには、デフォルトで追加される出力が表示され
ます。アーカイブ出力には 1 つの出力しか含めることができないため、[Add output] (出力の追加) 
はクリックしないでください。

3. [アーカイブ出力] で、[設定] リンクを選択して個々の出力のセクションを表示します。

• [Output settings] (出力設定) – このセクションには、出力先 (p. 181)と出力コンテナ (p. 186)の
フィールドが含まれています。

• [Stream settings] (ストリーム設定) – このセクションには、出力ストリーム (p. 186) (動画、オー
ディオ、字幕) のフィールドが含まれています。

4. (オプション) 出力グループと出力の名前を入力します。

• [アーカイブ設定] の [名前] に、出力グループの名前を入力します。この名前は 1 MediaLive の内部
にあり、出力には表示されません。例えば、Sports Game 10122017 ABR、tvchannel59 など
です。

• [Archive outputs] (アーカイブ出力) の [Name] (名前) に、出力の名前を入力します。この名前は 
MediaLive の内部にあり、出力には表示されません。

5. その他のフィールドに入力するには、この手順の後に一覧されているトピックを参照してください。
6. この出力グループとその単一の出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意の

タイプの) 出力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保
存” (p. 179) に進みます。

出力先のフィールド
次のフィールドで、アーカイブ出力ファイル (送信先) の場所と名前を設定します。

• [Output group] (出力グループ) – [Archive group destination] (アーカイブグループの送信先) セクション
• [Output group] (出力グループ) – [Archive settings] (アーカイブ設定) – [[CDN settings] (CDN 設定)
• [Output group] (出力グループ) – [Additional settings] (追加設定)– [Rollover interval] (ロールオーバー間隔)
• [Archive outputs] (アーカイブ出力) – [Name modifier] (名前修飾子)
• [Archive outputs] (アーカイブ出力) – [Extension] (拡張子)

1 つ以上の出力先パスを設計する必要があります。次に、コンソールの適切なフィールドにパスの異なる
部分を入力する必要があります。

出力先のパスを設計します。
この出力グループの計画の一環として、Amazon S3 ユーザーと要件について話し合った (p. 85)はずです。
次の情報も既に入手しました。

• バケットは、出力のパスの部分を指定します。
• または、出力のフルパス

パスを設計するには

送信先パスをまだ設計していない場合は、ここで設計します。既にパスを設計している場合は、「the 
section called “コンソールのフィールドに入力します。” (p. 183)」に進みます。

• 次の構文に従って、送信先パスを設計します。
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protocol bucket folders baseFilename nameModifier counter extension

例えば、標準チャンネルの場合:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/channel59/delivery/
curling-20171012T033162.000000.m2ts

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/channel59/delivery/
curling-20171012T033162.000000.m2ts

次の表は、例の各部分とそれに対応する構文の部分を示します。

URL の部分 例 コメント

protocol s3ssl:// アーカイブ出力の送信先は常に 
S3 バケットであるため、プロト
コルは常に s3ssl:// です。

パスのバケット部分 DOC-EXAMPLE-BUCKET チャンネルのワークフローの計
画 (p. 85)を立てたときに、S3 バ
ケットまたはバケットが存在す
ることを確認したはずです。

では MediaLive、S3 バケット名
にドット表記を使用しないでく
ださい。例えば、mycompany-
videos は受け入れられます
が、mycompany.videos は受け
入れられません。

パスのフォルダ部分 channel59/delivery/ フォルダは、存在していてもな
くてもかまいません。また、必
要な長さでもかまいません。

フォルダは常にスラッシュで終
わる必要があります。

baseFileName カーリング ファイル名の最後にスラッシュ
を使用しないでください。

nameModifier - 20171012T033162 この修飾子は、アーカイブ出力
ではオプションです。

カウンターの前の区切り記号 . MediaLive 自動的にこの区切り記
号を挿入します。

counter 000000 MediaLive このカウンターを自動
的に生成します。最初は、これ
は 000000 から始まる 6 桁の数
字で、1 ずつ増加します。つま
り、000000、000001、000002 
など。999999 以降、次の数
字は 1000000 (7 桁)、次いで 
1000001、1000002、というよう
になります。次いで、9999999 
から 10000000 (8 桁) というよう
になります。
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URL の部分 例 コメント

拡張子の前のドット . MediaLive このドットを挿入しま
す。

拡張子 m2ts 常に m2ts になります。

コンソールのフィールドに入力します。
出力の場所を指定するには

1. 送信先の各部分を該当するフィールドに入力します。

送信先 URL の部分 フィールド 例

プロトコル、バケット、フォル
ダ、baseFilename

[Archive group destinations]
(アーカイブグループ送信先) セ
クションにある 2 つの [URL]
フィールド。

最初のスラッシュの前のデー
タはバケット名です。最後の
スラッシュの後のデータは 
baseFilename です。その間の
データはフォルダです。

チャンネルが標準チャンネ
ル (p. 167)として設定されてい
る場合は 2 つの送信先を指定
し、単一パイプラインチャンネ
ルとして設定されている場合は 
1 つの送信先を指定します。

s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/channel59/
delivery/curling

nameModifier [Archive outputs] (アーカイ
ブ出力) セクションの [Name 
modifier] (名前修飾子) フィール
ド。

修飾子を含める場合は、高解像
度の出力を示す -high などの
文字列を入力します。

または、変数 ID ($dt$ など) 
を入力して、ファイルセグメ
ントごとに修飾子が異なるよ
うにすることもできます。変
数データ識別子のリストにつ
いては、the section called “変
数データ: サポートされる識別
子” (p. 370) を参照してくださ
い。

$dft$

拡張子 [Archive outputs] (アーカイブ
出力) セクションの [Extension]
(拡張子) フィールド。

mt2s
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送信先 URL の部分 フィールド 例
常にデフォルト (m2ts) のまま
にします。

2. [Credentials] (認証情報) セクションは両方の [Archive group destinations] (アーカイブグループの送信
先) セクションで空白のままにします。 MediaLive 信頼されたエンティティを介して S3 バケットに書
き込むアクセス許可を持っています。これらのアクセス権限が組織内の誰かによって既に設定されて
いる必要があります。詳細については、「the section called “リファレンス: 信頼されたエンティティ
アクセスの概要” (p. 53)」を参照してください。

3. この出力を Amazon S3 バケットに送信するたびに既定 ACL MediaLive を設定する必要がある場合の
み、CDN 設定フィールドに入力してください。

通常、既定の ACL の使用は、組織が Amazon S3 バケットの所有者でない場合にのみ適用されま
す。出力先 (p. 86)について話し合ったときに、既定 ACL の使用についてバケット所有者と話し合っ
たはずです。

4. [Archive settings] (アーカイブ設定) セクションの [Rollover interval] (ロールオーバー間隔) フィールド
に値を入力します。

例えば、「300」では、出力が 300 秒 (5 分) ごとに個別のファイルに分割されます。

ロールオーバーの期限が切れるたびに、Amazon S3 MediaLive で現在のファイルを閉
じ、baseFilename、nameModifier、および連番を使用して新しいファイルを設計します。

現在のファイルは、閉じてから Amazon S3 に表示されます。

詳細については、「例」 (p. 184)を参照してください。

アーカイブ出力グループの送信先フィールドの例
これらの例では、ファイルの場所に関連するフィールドを設定する方法を示しています。個々の出力の
フィールドなど、他のフィールドを設定する方法は示していません。

例 1

TV チャンネル 59 からのストリーミング出力の Archive を作成するとします。出力を「DOC-EXAMPLE-
BUCKET」という S3 バケットに保存し、ストリームを 5 分のチャンクに分割するとします。

フィールド 値

[Archive settings] (Archive 設定) セクションの
[Rollover interval] (ロールオーバー間隔) フィール
ド

300

[Archive group destination A] (アーカイブグループ
送信先 A) セクションの [URL]

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/channel59/
delivery/curling

[Archive group destination B] (アーカイブグループ
送信先 B) セクションの [URL]

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/channel59/
backup/curling

フォルダ名として delivery と backup を使用してい
るのは単なる一例です。

[Archive outputs] (アーカイブ出力) セクションの
[Name modifier] (名前修飾子)

-$dt$
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フィールド 値
変数データ ($dt$ など) の識別子については、
「the section called “変数データ: サポートされる
識別子” (p. 370)」を参照してください。

[Archive outputs] (アーカイブ出力) セクションの
[Extension] (拡張子)

デフォルト (.m2ts) を使用する場合は空のままに
します。

結果: 出力はそれぞれ 5 分 (300 秒) のファイルに分割されます。各ファイルの名前は、curling にチャン
ネルの開始時間、カウンター (000000、000001 など)、ファイル名拡張子を付加したものになります。例:

• 最初のファイルは curling-20171012T033162-000001.m2ts です。
• 2 番目のファイルは curling-20171012T033162-000002.m2ts です。

各ファイルは s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/channel59/delivery と s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/channel59/backup の両方に保存されます。

指定されたファイルは、書き込まれている間は Amazon S3 で表示されません。ロールオーバーが発生す
るとすぐに (またはユーザーがチャンネルを停止すると)、 MediaLive 現在のファイルを閉じます。その時
点で、ファイルが表示されるようになります。

例 2

カーリングゲームからハイライトの Archive を作成して、別の HLS 出力グループでストリーミングする
とします。ヨーロッパ向けのオーディオ言語、アジア向けのオーディオ言語、アフリカ向けのオーディ
オ言語の 3 つの出力を作成するとします。出力を「DOC-EXAMPLE-BUCKET1」および「DOC-EXAMPLE-
BUCKET1」という S3 バケットに保存するとします。ストリームを 5 分のチャンクに分割するとします。

フィールド 値

[Archive settings] (Archive 設定) セクションの
[Rollover interval] (ロールオーバー間隔) フィール
ド

300

[Archive group destination A] (アーカイブグループ
送信先 A) セクションの [URL]

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/sports-
delivery/highlights/curling/10312017

この例では、「10312017」フォルダは今日の日付
と一致するように設定されています。

[Archive group destination B] (アーカイブグループ
送信先 B) セクションの [URL]

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET2/sports-
delivery/highlights/curling/10312017

この例では、パスには異なるバケット名がありま
す。

[Archive outputs] (アーカイブ出力) セクションの
[Name modifier] (名前修飾子)

[出力の追加] を 2 回選択します。2 つの出力行が
このセクションに追加され、合計で 3 行になり
ます。各行に、修飾子「-audiogroup1」、「-
audiogroup2」、「-audiogroup3」を入力しま
す。

[Archive outputs] (アーカイブ出力) セクションの
[Extension] (拡張子)

デフォルト (.m2ts) を使用する場合は空のままに
します。
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結果: 出力ごとに 3 つの個別のファイルカテゴリが作成されます。各ファイルの名前は、10312017 に修
飾子、連番、拡張子を付加したものになります。例:

• 10312017-audiogroup1-000000.m2ts、10312017-audiogroup2-000000.m2ts、および
10312017-audiogroup3-000000.m2ts。

• 10312017-audiogroup1-000001.m2ts、10312017-audiogroup2-000001.m2ts、および
10312017-audiogroup3-000001.m2ts。

各ファイルは s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/sports-delivery/highlights/curling と
s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET2/sports-delivery/highlights/curling の両方に保存されま
す。

指定されたファイルは、書き込まれている間は Amazon S3 で表示されません。ロールオーバーが発生す
るとすぐに (またはユーザーがチャンネルを停止すると)、 MediaLive 現在のファイルを閉じます。その時
点で、ファイルが表示されるようになります。

出力コンテナのフィールド
次のフィールドは、アーカイブトランスポートストリームのパッケージングと配信に関連します。

• [Output settings] (出力設定) 内 - [コンテナの設定] セクション
• [Output settings] (出力設定) - [PID settings] (PID 設定) セクション

オプションで、これらのいずれかのフィールドの値を変更します。フィールドの詳細については、 
MediaLive コンソールのフィールドの横にある [情報] リンクを選択してください。

動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕スト
リーム (エンコード) のフィールド
次のフィールドは、出力内の動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のエ
ンコーディングに関連します。

• [ストリーム設定] セクション

エンコードの作成については、以下のセクションを参照してください。

• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

フレームキャプチャ出力グループの作成
フレームキャプチャ出力を使用すると、動画を一連のファイルとしてキャプチャできます。各ファイルに
は、JPEG イメージが 1 つ含まれています。例えば、出力は出力フレーム 10 回ごとに 1 度キャプチャで
きます。S3 バケットにファイルを保存します。

チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、フレームキャプチャ出力グループを含めるオプ
ションを選択した可能性があります。フレームキャプチャグループは、常に S3 バケットに出力を送信し
ます。
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トピック
• フレームキャプチャ出力グループを作成する手順 (p. 187)
• フレームキャプチャの送信先 (p. 187)
• ストリームの設定 (p. 190)

フレームキャプチャ出力グループを作成する手順
フレームキャプチャ出力グループと出力を作成するには、以下のステップに従ってください。

フレームキャプチャ出力グループとその出力を作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) で [Add] (追加) を選択
します。

2. [Add output group] (出力グループの追加) セクションで [Frame capture] (フレームキャプチャ) を選択
し、[Confirm] (確認) を選択します。追加のセクションが表示されます。

• [Destination] (送信先) - このセクションには、 出力先 (p. 187)のフィールドが含まれています。
• [Frame capture settings] (フレームキャプチャ設定) - このセクションには、出力先 (p. 187)の出力

グループ名のフィールドが含まれています。
• [Frame capture outputs] (フレームキャプチャ出力) - このセクションには、デフォルトで追加さ

れる出力が表示されます。フレームキャプチャ出力には 1 つの出力しか含めることができないた
め、[Add output] (出力の追加) はクリックしないでください。

フィールドを表示するには、[Settings] (設定) リンクを選択します
3. [Frame capture outputs] (フレームキャプチャ出力) で [Settings] (設定) リンクを選択して、個々の出力

のセクションを表示します。

• [Output settings] (出力設定) - このセクションには、 出力先 (p. 187)のフィールドが含まれていま
す。

• [Stream settings] (ストリーム設定) – このセクションには、出力ストリーム (p. 190) (動画、オー
ディオ、字幕) のフィールドが含まれています。

4. (オプション) 出力グループと出力の名前を入力します。

• [Frame capture settings] (フレームキャプチャ設定) の [Name] (名前) に、出力グループの名前を
入力します。この名前は 1 MediaLive の内部にあり、出力には表示されません。例えば、Sports 
Game Thumbnails。

• [Frame capture outputs] (フレームキャプチャ出力) の [Name] (名前) に、出力の名前を入力します。
この名前は MediaLive の内部にあり、出力には表示されません。

5. その他のフィールドに入力するには、この手順の後に一覧されているトピックを参照してください。
6. この出力グループとその単一の出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意の

タイプの) 出力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保
存” (p. 179) に進みます。

フレームキャプチャの送信先
次のフィールドで、フレームキャプチャファイルの場所と名前 (送信先) を設定します。

• [Output group] (出力グループ) - [Frame capture group destination] (フレームキャプチャグループの送信
先) セクション

• [Output group] (出力グループ) - [Frame capture settings] (フレームキャプチャ設定) – [CDN settings]
(CDN 設定)
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[Output settings] (出力設定) - [Name modifier] (名前修飾子)

1 つ以上の出力先パスを設計する必要があります。次に、コンソールの適切なフィールドにパスの異なる
部分を入力する必要があります。

出力先のパスを設計します。
この出力グループの計画の一環として、Amazon S3 ユーザーと要件について話し合った (p. 85)はずです。
次の情報も既に入手しました。

• 出力用のバケット名。
• 出力用のフルパス

パスを設計するには

送信先パスをまだ設計していない場合は、ここで設計してください。既にパスを設計している場合は、
「the section called “コンソールのフィールドに入力します。” (p. 189)」に進みます。

• 次の構文に従って、送信先パスを設計します。

protocol bucket folders baseFilename nameModifier counter extension

例えば、標準チャンネルの場合:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/sports-thumbnails/delivery/
curling-20180820.00000.jpg

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/sports-thumbnails/backup/
curling-20180820.00000.jpg

次の表は、例の各部分とそれに対応する構文の部分を示します。

URL の部分 例 コメント

protocol s3ssl:// フレームキャプチャ出力の送
信先は常に S3 バケットであ
るため、プロトコルは常に
s3ssl:// です。

パスのバケット部分 DOC-EXAMPLE-BUCKET1 チャンネルのワークフローの計
画 (p. 85)を立てたときに、S3 バ
ケットまたはバケットが存在す
ることを確認したはずです。

では MediaLive、S3 バケット名
にドット表記を使用しないでく
ださい。例えば、mycompany-
videos は受け入れられます
が、mycompany.videos は受け
入れられません。

パスのフォルダ部分 sports-thumbnails/delivery/ フォルダは、存在していてもな
くてもかまいません。また、必
要な長さでもかまいません。
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URL の部分 例 コメント
フォルダは常にスラッシュで終
わる必要があります。

baseFileName カーリング ファイル名の最後にスラッシュ
を使用しないでください。

nameModifier -20180820 この修飾子は、フレームキャプ
チャ出力ではオプションです。

カウンターの前の区切り記号 . MediaLive 自動的にこの区切り記
号を挿入します。

counter 00000 MediaLive このカウンターを自
動的に生成します。最初は、こ
れは 00000 から始まる 5 桁の
数字で、1 ずつ増加します。つ
まり、00000、00001、00002 
など。99999 以降、次の数
字は 100000 (6 桁)、次いで 
100001、100002 というように
なります。次いで、999999 から 
1000000 (7 桁) というようになり
ます。

拡張子の前のドット . MediaLive このドットを挿入しま
す。

拡張子 jpg 常に jpg になります。

コンソールのフィールドに入力します。
出力の場所を指定するには

1. 送信先の各部分を該当するフィールドに入力します。

送信先 URL の部分 フィールド 例

プロトコル、バケット、フォル
ダ、baseFilename

[Frame capture group 
destinations] (フレームキャプ
チャグループ送信先) セクショ
ンの 2 つの [URL] フィールド。

最初のスラッシュの前のデー
タはバケット名です。最後の
スラッシュの後のデータは 
baseFilename です。その間の
データはフォルダです。

チャンネルが標準チャンネ
ル (p. 167)として設定されてい
る場合は 2 つの送信先を指定
し、単一パイプラインチャンネ
ルとして設定されている場合は 
1 つの送信先を指定します。

s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET1/sports-
thumbnails/delivery/
curling
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送信先 URL の部分 フィールド 例

nameModifier [HLS outputs] (HLS 出力) セク
ションの [Name modifier] (名前
修飾子) フィールド。

修飾子を含める場合は、高解像
度の出力を示す -high などの
文字列を入力します。

または、変数 ID ($dt$ など) 
を入力して、ファイルセグメ
ントごとに修飾子が異なるよ
うにすることもできます。変
数データ識別子のリストにつ
いては、the section called “変
数データ: サポートされる識別
子” (p. 370) を参照してくださ
い。

$dft$

2. フレームキャプチャグループの宛先セクションの両方の [認証情報] セクションは空白のままにしま
す。 MediaLive 信頼されたエンティティを介して S3 バケットに書き込むアクセス許可を持っていま
す。これらのアクセス権限が組織内の誰かによって既に設定されている必要があります。詳細につい
ては、「the section called “リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照し
てください。

3. この出力を Amazon S3 バケットに送信するたびに既定 ACL MediaLive を設定する必要がある場合の
み、CDN 設定フィールドに入力してください。

通常、既定の ACL の使用は、組織が Amazon S3 バケットの所有者でない場合にのみ適用されま
す。出力先 (p. 86)について話し合ったときに、既定 ACL の使用についてバケット所有者と話し合っ
たはずです。

ストリームの設定
デフォルトでは、出力は 1 つのビデオエンコードで設定されます。これは、フレームキャプチャ出力に含
められる唯一のエンコードです。したがって、オーディオエンコードや字幕エンコードを追加したり、複
数のビデオエンコードを含めたりすることはできません。

ビデオエンコードのフィールドの詳細については、「the section called “セットアップビデオ” (p. 230)」
を参照してください。

HLS 出力グループの作成
チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、HLS 出力グループを含めるオプションを選択し
た可能性があります。

トピック
• HLS 出力グループを作成する手順 (p. 191)
• 出力先のフィールド — Amazon S3 への送信 (p. 192)
• 出力先のフィールド — 送信先 MediaStore (p. 196)
• 出力先のフィールド — 送信先 MediaPackage (p. 200)
• 出力先のフィールド — HTTP サーバーへの送信 (p. 205)
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• HLS コンテナのフィールド  (p. 211)
• マニフェスト内のパスをカスタマイズするためのフィールド (p. 212)
• 冗長マニフェストのフィールド (p. 213)
• 動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のフィールド (p. 213)
• その他の HLS 機能のフィールド (p. 213)

HLS 出力グループを作成する手順
HLS 出力グループとその出力を作成するには、以下のステップに従ってください。

HLS 出力グループとその出力を作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) で [Add] (追加) を選択
します。

2. [Add output group] (出力グループの追加) セクションで [HLS] を選択し、[Confirm] (確認) を選択しま
す。追加のセクションが表示されます。

• [HLS group destination] (HLS グループ送信先) - このセクションには、 出力先のフィールドが含ま
れています。詳細については、ダウンストリームシステムのタイプのセクションを参照してくださ
い。
• the section called “送信先フィールド — Amazon S3” (p. 192)
• the section called “送信先フィールド — MediaStore” (p. 196)
• the section called “送信先フィールド — MediaPackage” (p. 200)
• the section called “送信先フィールド — HTTP サーバー” (p. 205)

• [HLS settings] (HLS 設定) - このセクションには、出力先 (p. 205)、回復性 (p. 214)、字
幕 (p. 216)のフィールドが含まれています。

• [HLS outputs] (HLS 出力) - このセクションには、デフォルトで追加される 1 つの出力が表示されま
す。

• [Location] (場所) - このセクションには、マニフェスト内のパスをカスタマイズ (p. 469)するため
のフィールドが含まれています。

• [Manifest and segments] (マニフェストとセグメント) - このセクションには、冗長マニフェス
ト (p. 213)、マニフェストの内容 (p. 214)、メディアセグメント (p. 214)を設定するための
フィールドが含まれています。

• [DRM] - このセクションには、出力の暗号化 (p. 215)を設定するためのフィールドが含まれていま
す。

• [Ad marker] (広告マーカー) - このセクションには、SCTE-35 広告表示 (p. 215)を設定するための
フィールドが含まれています。

• [Captions] (字幕) - このセクションには、字幕 (p. 216)を設定するためのフィールドが含まれてい
ます。

• [ID3] - このセクションには、ID3 (p. 216) を設定するためのフィールドが含まれています。
3. プランのこの出力グループに複数の出力が含まれている場合は、[HLS outputs] (HLS 出力) で [Add 

output] (出力の追加) を選択して、適切な数の出力を追加します。
4. [HLS outputs] (HLS 出力) で、最初の [Settings] (設定) リンクを選択して、最初の出力のセクションを

表示します。

• [Output settings] (出力設定) - このセクションには、 出力先のフィールドが含まれています。以下の
セクションを参照してください。
• the section called “送信先フィールド — Amazon S3” (p. 192)
• the section called “送信先フィールド — MediaStore” (p. 196)
• the section called “送信先フィールド — MediaPackage” (p. 200)
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• the section called “送信先フィールド — HTTP サーバー” (p. 205)

このセクションには、HLS コンテナ (p. 211)用のフィールドが含まれています。
• [Stream settings] (ストリーム設定) – このセクションには、出力ストリーム (p. 213) (動画、オー

ディオ、字幕) のフィールドが含まれています。
5. (オプション) 出力グループと出力の名前を入力します。

• [HLS settings] (HLS 設定) の [Name] (名前) に、出力グループの名前を入力します。この名前は 1 
MediaLive の内部にあり、出力には表示されません。例えば、Sports Curling。

• 各出力の [HLS outputs] (HLS 出力) セクションの [名前] に、出力の名前を入力します。この名前は 
MediaLive の内部にあり、出力には表示されません。例えば、high resolution。

6. その他のフィールドに入力するには、この手順の後に一覧されているトピックを参照してください。
7. この出力グループとその出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意のタイプの) 出

力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保存” (p. 179) に進
みます。

出力先のフィールド — Amazon S3 への送信
HLS 出力グループの送信先を計画 (p. 86)したときに、出力を Amazon S3 に送信するという決定を下した
可能性があります。1 つ以上の出力先パスを設計する必要があります。次に、コンソールの適切なフィー
ルドにパスの異なる部分を入力する必要があります。

トピック
• ステップ 1: 出力先のパスを設計する (p. 192)
• ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。 (p. 195)

ステップ 1: 出力先のパスを設計する
完全な送信先パスをまだ設計していない場合は、この手順を実行します。既にパスを設計している場合
は、「the section called “ステップ 2: フィールドを完了させる” (p. 195)」に進みます。

パスを設計するには

1. Amazon S3 ユーザーから以前に取得 (p. 86)したバケット名を収集します。例:

DOC-EXAMPLE-BUCKET
2. バケットに続く送信先パスの部分を設計します。詳細については、以下のセクションを参照してくだ

さい。

トピック
• 出力のパスの構文 (p. 192)
• フォルダと baseFilename の設計 (p. 194)
• nameModifier の設計 (p. 194)
• segmentModifier の設計 (p. 194)

出力のパスの構文

HLS 出力には、常に 3 つのカテゴリのファイルが含まれます。

• メインマニフェスト
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• そのため、子マニフェストします。
• メディアファイル

次の表では、これらの 3 つのカテゴリのファイルの送信先パスを構成する部分について説明します。

これら3つのカテゴリのファイルの送信先パスは、baseFilename までが同一であり、これは 3 MediaLive 
カテゴリのファイルを同一のフォルダに送信することを意味します。修飾子とファイル拡張子は、ファイ
ルのカテゴリごとに異なります。Amazon S3 に送信するときは、すべてのファイルを同じフォルダに送信
する必要があります。ダウンストリームシステムでは、すべてのファイルが一緒になることが期待されま
す。

File パスの構文 例

メインマニフェストファイル protocol bucket path 
baseFilename extension

バケット sports 内のメインマニ
フェストのパスでファイル名は
curling:
s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/sports/delivery/
curling.m3u8

子マニフェストファイル protocol bucket 
path baseFilename 
nameModifier extension

カーリング出力の高解像度レン
ディションの子マニフェストの
パス

s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/sports/delivery/
curling-high.m3u8

メディアファイル (セグメント) protocol bucket 
path baseFilename 
nameModifier 
optionalSegmentModifier 
counter extension

230 番目のセグメントのファイル
のパスは次のようになります。
s3ssl://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/sports/delivery/
curling-high-00230.ts

これらの送信先パスは、次のように構築されます。

• Amazon S3 ユーザーがバケット名を提供していたはずです。
• 以下を決定する必要があります。

• フォルダ
• baseFilename
• 修飾子
• segmentModifier

次のセクションを参照してください。
• MediaLive カウンターの前に下線文字を挿入します。
• MediaLiveautomatically このカウンターを生成します。最初は、これは 00001 から始まる 5 桁の数字

で、1 ずつ増加します。つまり、00001、00002、00003 など。99999 以降、次の数字は 100000 (6 
桁)、次いで 100001、100002 というようになります。次いで、999999 から 1000000 (7 桁) というよう
になります。

• MediaLive 拡張子の前にドットを挿入します。
• MediaLive 拡張子を選択します。

• マニフェストファイルの場合 — 常に .m3u8
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• メディアファイルの場合 — トランスポートストリーム内のファイルの場合は .ts、fmp4 コンテナ内の
ファイルの場合は .mp4

フォルダと baseFilename の設計

目的に合ったフォルダパスと baseFilename を設計します。

出力ごとに 2 つの送信先がある場合、送信先パスは何らかの方法で互いに異なっていなければなりませ
ん。次のガイドラインに従ってください。

• 1 つのパスの少なくとも 1 つの部分が、もう一方のパスと異なっていなければなりません。すべての部
分が異なっていても許容されます。

したがって、バケットが異なる場合、2 つの送信先のフォルダパスとファイル名が互いに異なるか、同
じにすることができます。例:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sports/delivery/curling-high.m3u8

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/sports/delivery/curling-high.m3u8

or

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sports/delivery/curling-high.m3u8

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/sports/redundant/curling-high.m3u8
• バケットが同じである場合、2 つの送信先のフォルダパスとファイル名は互いに異なっていなければな

りません。例:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sports/delivery/curling-high.m3u8

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sports/redundant/curling-high.m3u8

nameModifier の設計

ファイル名の nameModifier 部分を設計します。子マニフェストとメディアファイルでは、ファイル名
にこの修飾子が含まれています。この nameModifier は、個々の出力を区別するため、各出力で一意で
ある必要があります。次のガイドラインに従ってください。

• 動画 (および他のストリーム) の出力については、通常、動画を記述します。例えば、-high または
-1920x1080-5500kpbs (解像度とビットレート)。

• オーディオのみ、または字幕のみの出力の場合は、通常、オーディオまたは字幕を記述します。例え
ば、-aac、-webVTT などです。

• baseFilename と nameModifier を分けるために、nameModifier をハイフンなどの区切り記号で
始めることをお勧めします。

• nameModifier には、データ変数 (p. 370)を含めることができます。

segmentModifier の設計

出力先パスの segmentModifiers 部分を設計します。segmentModifier はオプションです。含める場合は、
メディアファイル名にのみ含めます。

この修飾子の標準的な用途は、データ変数を使用してタイムスタンプを作成し、チャンネルの再開時に
セグメント同士の上書きを防ぐことです。例えば、タイムスタンプ $t$- を含めるとします。セグメント 
00001 の名前は curling-120028-00001 です。数分後に出力が再開した場合 (それにより、セグメント
カウンターが再始動する)、新しいセグメント 00001 の名前は curling-120039-00001 になります。新
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しいファイルは、元のセグメント 00001 のファイルを上書きしません。ダウンストリームシステムによっ
ては、この動作が上間しい場合があります。

ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。
出力名と出力先パスを設計したら、HLS 出力グループを設定します。

次のフィールドは、HLS メディアおよびマニフェストファイルの場所と名前 (送信先) を設定します。

• [Output group] (出力グループ) – [HLS group destination] (HLS グループ送信先) セクション
• [Output group] (出力グループ) – [HLS settings] (HLS 設定) – [CDN] セクション
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Directory structure] (ディレクトリ構造)
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Segments per subdirectory (サブディレクトリごとの

セグメント
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Name modifier] (名前修飾子)
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Segment modifier] (セグメント修飾子)

通常のダウンストリームシステムの出力先を設定するには

1. [HLS group destinations] (HLS グループ送信先) セクションの [URL] フィールドに値を入力します。
チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合は送信先を 2 つ指定し、単一パイプライン
チャンネルとして設定されている場合は 1 つ指定します。

送信先パスの部分 フィールドの場所 説明

protocol [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

s3ssl://

ドメイン [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

バケット名

パス [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

オプションのフォルダのパス

常に最後にスラッシュを付けます。

baseFileName [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

必須

baseFilename の最後にスラッシュを付けないでくださ
い。

修飾子 それぞれの [HLS 
outputs] (HLS 出
力) セクションの 
[Name modifier] 
(名前修飾子)

必須

修飾子が、出力グループ内のすべての出力で一意であるこ
とを確認します。
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送信先パスの部分 フィールドの場所 説明

SegmentModifier それぞれの [HLS 
outputs] (HLS 
出力) セクショ
ンの [Segment 
modifier] (セグメ
ント修飾子) セク
ション

任意

このフィールドは出力ごとに存在することに注意してくだ
さい。

2. HLS グループの宛先セクションの両方の [認証情報] セクションは空白のままにします。 MediaLive 
信頼されたエンティティを介して S3 バケットに書き込むアクセス許可を持っています。これらの
アクセス権限が組織内の誰かによって既に設定されている必要があります。詳細については、「the 
section called “リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してくださ
い。

3. CDN の設定セクションで Hls S3 を選択します。
4. この出力を Amazon S3 バケットに送信するたびに既定 ACL MediaLive を設定する必要がある場合の

み、CDN 設定フィールドに入力してください。

通常、既定の ACL の使用は、組織が Amazon S3 バケットの所有者でない場合にのみ適用されま
す。出力先 (p. 87)について話し合ったときに、既定 ACL の使用についてバケット所有者と話し合っ
たはずです。

出力先のフィールド — 送信先 MediaStore
HLS 出力グループの送信先を計画 (p. 87)した可能性があります MediaStore。1 つ以上の出力先パスを設計
する必要があります。次に、コンソールの適切なフィールドにパスの異なる部分を入力する必要がありま
す。

トピック
• ステップ 1: 出力先のパスを設計する (p. 196)
• ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。 (p. 199)

ステップ 1: 出力先のパスを設計する
完全な送信先パスをまだ設計していない場合は、この手順を実行します。既にパスを設計している場合
は、「the section called “ステップ 2: フィールドを完了させる” (p. 199)」に進みます。

パスを設計するには

1. 1 つまたは複数のコンテナのデータエンドポイントを収集します。 MediaStore この情報は以前にユー
ザーから入手しました (p. 87)。例:

a23f.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com

2. MediaStoreデータエンドポイントに続く送信先パスの部分を設計設計設計します。

トピック
• 出力のパスの構文 (p. 197)
• MediaLive パスを構築する仕組み (p. 197)
• フォルダと baseFilename の設計 (p. 198)
• nameModifier の設計 (p. 198)
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• segmentModifier の設計 (p. 199)

出力のパスの構文
HLS 出力には、常に 3 つのカテゴリのファイルが含まれます。

• メインマニフェスト
• そのため、子マニフェストします。
• メディアファイル

次の表では、これらの 3 つのカテゴリのファイルの送信先パスを構成する部分について説明します。

これら3つのカテゴリのファイルの送信先パスは、baseFilename までが同一であり、これは 3 MediaLive 
カテゴリのファイルを同一のフォルダに送信することを意味します。修飾子とファイル拡張子は、ファイ
ルのカテゴリごとに異なります。に送信するときは MediaStore、すべてのファイルを同じフォルダに送信
する必要があります。ダウンストリームシステムでは、すべてのファイルが一緒になることが期待されま
す。

File パスの構文 例

メインマニフェストファイル protocol dataEndpoint 
path baseFilename 
extension

コンテナ内のパス delivery に含
まれるメインマニフェストのパ
スでファイル名は curling:
mediastoressl://
a23f.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/
delivery/curling.m3u8

子マニフェストファイル protocol dataEndpoint 
path baseFilename 
nameModifier extension

カーリング出力の高解像度レン
ディションの子マニフェストの
パス

mediastoressl://
a23f.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/
delivery/curling-
high.m3u8

メディアファイル (セグメント) protocol dataEndpoint 
path baseFilename 
nameModifier 
optionalSegmentModifier 
counter extension

230 番目のセグメントのファイル
のパスは次のようになります。
mediastoressl://
a23f.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com/
delivery/curling-
high-00230.ts

MediaLive パスを構築する仕組み
これらのパスは次のように構成されます。

• AWS サービスのユーザーからコンテナ名が提供されたはずです。
• そのため MediaStore、次のことを確認する必要があります。

• フォルダ
• baseFilename
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• 修飾子
• segmentModifier

次のセクションを参照してください。
• MediaLive カウンターの前に下線文字を挿入します。
• MediaLive 001 から始まる 6 桁のカウンターを生成します。
• MediaLive 拡張子の前にドットを挿入します。
• MediaLive 拡張子を選択します。

• マニフェストファイルの場合 — 常に  .m3u8
• メディアファイルの場合 — トランスポートストリーム内のファイルの場合は .ts、fmp4 コンテナ内の

ファイルの場合は .mp4

フォルダと baseFilename の設計

目的に合ったフォルダパスと baseFilename を設計します。

出力ごとに 2 つの送信先がある場合、送信先パスは何らかの方法で互いに異なっていなければなりませ
ん。次のガイドラインに従ってください。

• 1 つのパスの少なくとも 1 つの部分が、もう一方のパスと異なっていなければなりません。すべての部
分が異なっていても許容されます。

したがって、バケットまたはコンテナが異なる場合は、2 つの送信先のフォルダパスとファイル名が互
いに異なるか、同じにすることができます。例:

mediastoressl://a23f.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/delivery/
curling.m3u8

mediastoressl://fe30.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/delivery/
curling.m3u8

or

mediastoressl://a23f.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/delivery/
curling.m3u8

mediastoressl://fe30.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/redundant/
curling.m3u8

• バケットまたはコンテナが同じ場合、2 つの送信先のフォルダパスとファイル名は互いに異なっていな
ければなりません。例:

mediastoressl://a23f.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/delivery/
curling.m3u8

mediastoressl://a23f.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com/redundant/
curling.m3u8

nameModifier の設計

ファイル名の nameModifier 部分を設計します。子マニフェストとメディアファイルでは、ファイル名
にこの修飾子が含まれています。この nameModifier は、個々の出力を区別するため、各出力で一意で
ある必要があります。次のガイドラインに従ってください。

• 動画 (および他のストリーム) の出力については、通常、動画を記述します。例えば、-high または
-1920x1080-5500kpbs (解像度とビットレート)。
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• オーディオのみ、または字幕のみの出力の場合は、通常、オーディオまたは字幕を記述します。例え
ば、-aac、-webVTT などです。

• baseFilename と nameModifier を分けるために、nameModifier をハイフンなどの区切り記号で
始めることをお勧めします。

• nameModifier には、データ変数 (p. 370)を含めることができます。

segmentModifier の設計

出力先パスの segmentModifiers 部分を設計します。segmentModifier はオプションです。含める場合は、
メディアファイル名にのみ含めます。

この修飾子の標準的な用途は、データ変数を使用してタイムスタンプを作成し、チャンネルの再開時に
セグメント同士の上書きを防ぐことです。例えば、タイムスタンプ $t$- を含めるとします。セグメント 
00001 の名前は curling-120028-00001 です。数分後に出力が再開した場合 (それにより、セグメント
カウンターが再始動する)、新しいセグメント 00001 の名前は curling-120039-00001 になります。新
しいファイルは、元のセグメント 00001 のファイルを上書きしません。ダウンストリームシステムによっ
ては、この動作が上間しい場合があります。

ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。
出力名と出力先パスを設計したら、HLS 出力グループを設定します。

次のフィールドは、HLS メディアおよびマニフェストファイルの場所と名前 (送信先) を設定します。

• [Output group] (出力グループ) – [HLS group destination] (HLS グループ送信先) セクション
• [Output group] (出力グループ) – [HLS settings] (HLS 設定) – [CDN] セクション
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Directory structure] (ディレクトリ構造)
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Segments per subdirectory (サブディレクトリごとの

セグメント
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Name modifier] (名前修飾子)
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Segment modifier] (セグメント修飾子)

通常のダウンストリームシステムの出力先を設定するには

1. [HLS group destinations] (HLS グループ送信先) セクションの [URL] フィールドに値を入力します。
チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合は送信先を 2 つ指定し、単一パイプライン
チャンネルとして設定されている場合は 1 つ指定します。

送信先パスの部分 フィールドの場所 説明

protocol [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

mediastoressl://

ドメイン [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

データエンドポイント

パス [HLS group 
destinations] (HLS 

オプションのフォルダのパス
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送信先パスの部分 フィールドの場所 説明
グループ送信
先) セクションの
[URL]

常に最後にスラッシュを付けます。

baseFileName [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

必須

baseFilename の最後にスラッシュを付けないでくださ
い。

修飾子 それぞれの [HLS 
outputs] (HLS 出
力) セクションの 
[Name modifier] 
(名前修飾子)

必須

修飾子が、出力グループ内のすべての出力で一意であるこ
とを確認します。

SegmentModifier それぞれの [HLS 
outputs] (HLS 
出力) セクショ
ンの [Segment 
modifier] (セグメ
ント修飾子) セク
ション

任意

このフィールドは出力ごとに存在することに注意してくだ
さい。

2. HLS グループの宛先セクションの両方の [認証情報] セクションは空白のままにします。 MediaLive 
MediaStore 信頼されたエンティティを介してコンテナに書き込むアクセス許可を持っています。こ
れらのアクセス権限が組織内の誰かによって既に設定されている必要があります。詳細については、
「the section called “リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してくだ
さい。

3. CDN の設定セクションで Hls media store を選択します。
4. MediaStore 接続の設定 (p. 89)値が提供されている場合は、[CDN 設定] セクションのフィールドにそ

の値を入力します。

出力先のフィールド — 送信先 MediaPackage
HLS 出力グループの送信先を計画 (p. 88)した可能性があります MediaPackage。1 つ以上の出力先パスを
設計する必要があります。次に、コンソールの適切なフィールドにパスの異なる部分を入力する必要があ
ります。

トピック
• ステップ 1: 出力先のパスを設計する (p. 200)
• ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。 (p. 203)
• MediaPackage例 (p. 204)

ステップ 1: 出力先のパスを設計する
完全な送信先パスをまだ設計していない場合は、この手順を実行します。既にパスを設計している場合
は、「the section called “ステップ 2: フィールドを完了させる” (p. 203)」に進みます。

パスを設計するには

1. MediaPackage 以前にユーザーから入手した情報を収集します (p. 88)。
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• チャンネルの 2 つの URL ( MediaPackage 入力エンドポイントは用語) です。チャンネルの 2 つの 
URL は次のようになります。

6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/in/v2/9dj8/9dj8/channel

6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/in/v2/9dj8/e333/channel

各パラメータの意味は次のとおりです。

6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com はドメイン

/in/v2/9dj8/9dj8/ はフォルダ

channel は、この送信先のすべてのファイルの基本ファイル名です。では MediaPackage、基本
ファイル名はどの出力でも常に channel です。

2 つの URL は、channel の直前のフォルダを除いて、常に同一です。

チャンネル名ではなく、URL を取得していることを確認してください。
• ユーザー名とパスワード MediaPackage常にユーザー認証が必要です。

2. URL に続く送信先パスの部分を設計する必要があります。

トピック
• 出力のパスの構文 (p. 201)
• nameModifier の設計 (p. 202)
• segmentModifier の設計 (p. 202)

出力のパスの構文

HLS 出力には、常に 3 つのカテゴリのファイルが含まれます。

• メインマニフェスト
• そのため、子マニフェストします。
• メディアファイル

次の表では、これらの 3 つのカテゴリのファイルの送信先パスを構成する部分について説明します。

これら3つのカテゴリのファイルの送信先パスは、baseFilename までが同一であり、これは 3 
thatMediaLive カテゴリのファイルを同一のフォルダに送信することを意味します。修飾子とファイル拡張
子は、ファイルのカテゴリごとに異なります。に送信するときは MediaPackage、すべてのファイルを同
じフォルダに送信する必要があります。ダウンストリームシステムでは、すべてのファイルが一緒になる
ことが期待されます。

File パスの構文 例

メインマニフェストファイル protocol channelURL 
extension

出力のパス:
https://6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/
in/v2/9dj8/9dj8/
channel.m3u8

子マニフェストファイル protocol channelURL 
nameModifier extension

カーリング出力の高解像度レン
ディションの子マニフェストの
パス
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File パスの構文 例
https://6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/
in/v2/9dj8/9dj8/channel-
high.m3u8

メディアファイル (セグメント) protocol channelURL 
nameModifier 
optionalSegmentModifier 
counter extension

230 番目のセグメントのファイル
のパスは次のようになります。
https://6d2c.mediapackage.uswest-2.amazonaws.com/
in/v2/9dj8/9dj8/channel-
high-00230.ts

これらのパスは次のように構成されます。

• MediaPackage ユーザーがチャンネル URL を提供していたはずです。URL は、baseFilename までのパ
スの部分をカバーします。

• 以下を決定する必要があります。
• 修飾子
• segmentModifier

次のセクションを参照してください。
• MediaLive カウンターの前に下線文字を挿入します。
• MediaLive 001 から始まる 6 桁のカウンターを生成します。
• MediaLive 拡張子の前にドットを挿入します。
• MediaLive 拡張子を選択します。

• マニフェストファイルの場合 — 常に  .m3u8
• メディアファイルの場合 — トランスポートストリーム内のファイルの場合は .ts、fmp4 コンテナ内の

ファイルの場合は .mp4

• 動画 (および他のストリーム) の出力については、通常、動画を記述します。例えば、-high または
-1920x1080-5500kpbs (解像度とビットレート)。

• オーディオのみ、または字幕のみの出力の場合は、通常、オーディオまたは字幕を記述します。例え
ば、-aac、-webVTT などです。

• baseFilename と nameModifier を分けるために、nameModifier をハイフンなどの区切り記号で
始めることをお勧めします。

• nameModifier には、データ変数 (p. 370)を含めることができます。

nameModifier の設計

ファイル名の nameModifier 部分を設計します。子マニフェストとメディアファイルでは、ファイル名
にこの修飾子が含まれています。この nameModifier は、個々の出力を区別するため、各出力で一意で
ある必要があります。次のガイドラインに従ってください。

segmentModifier の設計

出力先パスの segmentModifiers 部分を設計します。segmentModifier はオプションです。含める場合は、
メディアファイル名にのみ含めます。

この修飾子の標準的な用途は、データ変数を使用してタイムスタンプを作成し、チャンネルの再開時に
セグメント同士の上書きを防ぐことです。例えば、タイムスタンプ $t$- を含めるとします。セグメント 
00001 の名前は curling-120028-00001 です。数分後に出力が再開した場合 (それにより、セグメント
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カウンターが再始動する)、新しいセグメント 00001 の名前は curling-120039-00001 になります。新
しいファイルは、元のセグメント 00001 のファイルを上書きしません。ダウンストリームシステムによっ
ては、この動作が上間しい場合があります。

ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。
出力名と出力先パスを設計したら、HLS 出力グループを設定します。

次のフィールドは、HLS メディアおよびマニフェストファイルの場所と名前 (送信先) を設定します。

• [Output group] (出力グループ) – [HLS group destination] (HLS グループ送信先) セクション
• [Output group] (出力グループ) – [HLS settings] (HLS 設定) – [CDN] セクション
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Directory structure] (ディレクトリ構造)
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Segments per subdirectory (サブディレクトリごとの

セグメント
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Name modifier] (名前修飾子)
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Segment modifier] (セグメント修飾子)

通常のダウンストリームシステムの出力先を設定するには

1. [HLS group destinations] (HLS グループ送信先) セクションの [URL] フィールドに値を入力します。
チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合は送信先を 2 つ指定し、単一パイプライン
チャンネルとして設定されている場合は 1 つ指定します。

送信先パスの部分 フィールドの場所 説明

protocol [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

常に https://

ドメイン [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

MediaPackage チャンネルの URL

パス [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

該当しません。パスはチャンネル URL に既に指定されて
います。

baseFileName [HLS group 
destinations] (HLS 
グループ送信
先) セクションの
[URL]

必須

baseFilename の最後にスラッシュを付けないでくださ
い。

修飾子 それぞれの [HLS 
outputs] (HLS 出
力) セクションの 
[Name modifier] 
(名前修飾子)

必須

修飾子が、出力グループ内のすべての出力で一意であるこ
とを確認します。
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送信先パスの部分 フィールドの場所 説明

SegmentModifier それぞれの [HLS 
outputs] (HLS 
出力) セクショ
ンの [Segment 
modifier] (セグメ
ント修飾子) セク
ション

任意

このフィールドは出力ごとに存在することに注意してくだ
さい。

2. 入力ユーザー名を入力します。パスワードには、AWS Systems Manager パラメータストアに保存さ
れているパスワードの名前を入力します。パスワード自体は入力しないでください。詳細について
は、「the section called “AWS Systems Manager Parameter Store” (p. 43)」を参照してください。

3. CDN の設定セクションで Hls webdav を選択します。
4. ダウンストリームシステムによって接続の設定 (p. 89)値が提供されている場合は、[CDN 設定] セク

ションのフィールドにその値を入力します。

MediaPackage例
この例では、HLS 出力グループのダウンストリームシステムがである場合に送信先フィールドを設定する
方法を示します MediaPackage。

カーリングゲームをストリーミングし、高、中、低ビットレートの 3 つの出力を作成するとします。

フィールド 値

[HLS settings] (HLS 設定) セクションの [CDN 
settings] (CDN 設定)

hls webdav

[HLS group destinations A] (HLS グループ送信先 
A) セクションの [URL]

https://62e3c93793c034c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/v1/9378dje8/
channel.

[HLS group destinations A] (HLS グループ送信先 
A) セクションの [認証情報]

MediaPackage は認証リクエストのみを受け入れ
るため、認識されているユーザー名とパスワード
を入力する必要があります MediaPackage。パス
ワードには、AWS Systems Manager パラメータ
ストアに保存されているパスワードの名前を入
力します。パスワード自体は入力しないでくださ
い。詳細については、「the section called “AWS 
Systems Manager Parameter Store” (p. 43)」を参
照してください。

[HLS group destinations B] (HLS グループ送信先 
B) セクションの [URL]

https://60dei849783734c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v1/6da5ba717b357a/channel.

[HLS group destinations B] (HLS グループ送信先 
B) セクションの [認証情報]

送信先 B の URL のユーザー名とパスワードを入力
します。両方の URL の認証情報が同じである可能
性がありますが、一致しない場合もあります。

[HLS outputs] (HLS 出力) セクションの [Name 
modifier] (名前修飾子)

[出力の追加] を 2 回選択します。2 つの出力行が
このセクションに追加され、合計で 3 行になりま
す。各行に、修飾子「-high」、「-medium」、
「-low」を入力します。
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フィールド 値

[Location] (場所) セクションの [Directory 
Structure] (ディレクトリ構造) と [Segments Per 
Subdirectory] (サブディレクトリあたりのセグメン
ト数)

MediaPackage はこれらのフィールドを使用しな
いので、空白のままにします。

結果として、以下の名前でファイルが作成されます。

• 1 つのメインマニフェスト: channel.m3u8
• 各出力に 1 つの子マニフェスト: channel-high.m3u8、channel-medium.m3u8、channel-
low.m3u8

• 各出力の TS ファイル:
• channel-high-00001.ts、channel-high-00002.ts、channel-high-00003.ts など
• channel-medium-00001.ts、channel-medium-00002.ts、channel-medium-00003.ts な

ど
• channel-low-00001.ts channel-low-00002.ts、 channel-low-00003.ts、など

これらのファイルは MediaPackage で両方の URL 入力に発行されます。

出力先のフィールド — HTTP サーバーへの送信
HLS 出力グループの送信先を計画 (p. 89)したときに、出力を HTTP サーバーに送信するという決定を下し
た可能性があります。

1 つ以上の出力先パスを設計する必要があります。次に、コンソールの適切なフィールドにパスの異なる
部分を入力する必要があります。

トピック
• ステップ 1: 出力先のパスを設計する (p. 205)
• ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。 (p. 208)
• HTTP または HTTPS サーバーの例 (p. 209)
• Akamai の例 (p. 210)

ステップ 1: 出力先のパスを設計する
完全な送信先パスをまだ設計していない場合は、この手順を実行します。既にパスを設計している場合
は、「the section called “ステップ 2: フィールドを完了させる” (p. 208)」に進みます。

パスを設計するには

1. ダウンストリームシステムのオペレーションから以前に取得 (p. 89)した情報を収集します。

• ダウンストリームシステムの接続タイプ — Akamai、基本 PUT、または WebDAV。
• ダウンストリームシステムに特別な要件がある場合は、接続フィールドの設定。
• 配信用のプロトコル — HTTP または HTTPS。
• ダウンストリームシステムが認証リクエストを必要とする場合、ダウンストリームシステムにアク

セスするためのユーザー名とパスワードです。これらのユーザー認証情報は、プロトコルではなく
ユーザー認証に関連することに注意してください。ユーザー認証は、ダウンストリームシステムが
リクエストを受け入れるかどうかにまつわることです。プロトコルは、リクエストが安全な接続を
介して送信されるかどうかに関するものです。
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• ファイル名を含む送信先パスの全部または一部。
• 個別のサブディレクトリを設定する必要があるかどうか。

2. ダウンストリームシステムのオペレータとの計画の一環として、冗長マニフェストを実装するかどう
かを決定する必要があります。ダウンストリームシステムでカスタムマニフェストが必要かどうかも
判断する必要があります。これら 2 つの決定を考慮して、該当するセクションを読んでください。

• 冗長マニフェストを実装する場合は、「the section called “マニフェスト — 冗長な HLS マニフェス
ト” (p. 473)」を読んでからこのセクションに戻ってください。

• マニフェストのカスタムパスを実装する場合は、「the section called “マニフェスト — カスタム 
HLS マニフェストパス” (p. 469)」を読んでからこのセクションに戻ってください。

• これらの機能を実装していない場合は、このセクションを続けてお読みください。
3. バケットに続く送信先パスの部分を設計します。詳細については、以下のセクションを参照してくだ

さい。

トピック
• 出力のパスの構文 (p. 206)
• フォルダと baseFilename の設計 (p. 207)
• nameModifier の設計 (p. 207)
• segmentModifier の設計 (p. 207)

出力のパスの構文

次の表では、これらの 3 つのカテゴリのファイルの送信先パスを構成する部分について説明します。

これら3つのカテゴリのファイルの送信先パスは、baseFilename までが同一であり、これは 3 
thatMediaLive カテゴリのファイルを同一のフォルダに送信することを意味します。修飾子とファイル拡張
子は、ファイルのカテゴリごとに異なります。

File パスの構文 例

メインマニフェストファイル プロトコルドメインパス 
baseFilename 拡張子

メインマニフェストの URL で
ファイル名は curling:
http://203.0.113.55/
sports/delivery/
curling.m3u8

子マニフェストファイル プロトコルドメインパス 
baseFilename nameModifier 拡張
子

カーリング出力の高解像度レン
ディションの子マニフェストの 
URL

http://203.0.113.55/
sports/delivery/curling-
high.m3u8

メディアファイル (セグメント) protocol domain 
path baseFilename 
nameModifier 
optionalSegmentModifier 
counter extension

230 番目のセグメントのファイル
の URL は次のようになります。
http:// 203.0.113.55/
sports/delivery/curling-
high-00230.ts

これらの送信先パスは、次のように構築されます。
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• ダウンストリームシステムのオペレータからプロトコル、ドメイン、およびパスの一部が提供さてい
る (p. 89)はずです。例:

http://203.0.113.55/sports/

プロトコルは常に HTTP または HTTPS です。
• オペレータは以下を提供した可能性があります。それ以外の場合は、以下を決定します。

• フォルダ
• baseFilename
• 修飾子
• segmentModifier

次のセクションを参照してください。
• MediaLive カウンターの前に下線文字を挿入します。
• MediaLive 001 から始まる 6 桁のカウンターを生成します。
• MediaLive 拡張子の前にドットを挿入します。
• MediaLive 拡張子を選択します。

• マニフェストファイルの場合 — 常に  .m3u8
• メディアファイルの場合 — トランスポートストリーム内のファイルの場合は .ts、fmp4 コンテナ内

のファイルの場合は .mp4

フォルダと baseFilename の設計

出力先パスの folder および baseFilename 部分については、次のガイドラインに従ってください。

• 単一パイプラインチャンネルの場合、baseFilename は 1 つだけ必要です。
• 標準チャンネルについて、冗長マニフェスト (p. 213)を実装しない場合は、2 つの baseFilenames

が必要です。2 つの baseFilenames は、同じものでも異なるものでもかまいません。異なる
baseFilenames を作成するときは、ダウンストリームシステムがその設定で機能することをあらかじ
め確認します。

• 標準的なチャンネルで冗長マニフェストを実装 する場合は、the section called “冗長マニフェストフィー
ルド” (p. 213) を参照してください。

nameModifier の設計

ファイル名の nameModifier 部分を設計します。子マニフェストとメディアファイルでは、ファイル名
にこの修飾子が含まれています。この nameModifier は、個々の出力を区別するため、各出力で一意で
ある必要があります。次のガイドラインに従ってください。

• 動画 (および他のストリーム) の出力については、通常、動画を記述します。例えば、-high または
-1920x1080-5500kpbs (解像度とビットレート)。

• オーディオのみ、または字幕のみの出力の場合は、通常、オーディオまたは字幕を記述します。例え
ば、-aac、-webVTT などです。

• baseFilename と nameModifier を明確に分けるため、区切り文字を含めることをお勧めします。
• nameModifier には、データ変数 (p. 370)を含めることができます。

segmentModifier の設計

出力先パスの segmentModifiers 部分を設計します。segmentModifier はオプションです。含める場合は、
メディアファイル名にのみ含めます。
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この修飾子の標準的な用途は、データ変数を使用してタイムスタンプを作成し、チャンネルの再開時に
セグメント同士の上書きを防ぐことです。例えば、タイムスタンプ $t$- を含めるとします。セグメント 
00001 の名前は curling-120028-00001 です。数分後に出力が再開した場合 (それにより、セグメント
カウンターが再始動する)、新しいセグメント 00001 の名前は curling-120039-00001 になります。新
しいファイルは、元のセグメント 00001 のファイルを上書きしません。ダウンストリームシステムによっ
ては、この動作が上間しい場合があります。

ステップ 2: コンソールのフィールドに入力します。
次のフィールドは、HLS メディアおよびマニフェストファイルの場所と名前 (送信先) を設定します。

• [Output group] (出力グループ) – [HLS group destination] (HLS グループ送信先) セクション
• [Output group] (出力グループ) – [HLS settings] (HLS 設定) – [CDN] セクション
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Directory structure] (ディレクトリ構造)
• [Output group] (出力グループ) – [Location] (場所) – [Segments per subdirectory (サブディレクトリごとの

セグメント
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Name modifier] (名前修飾子)
• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Segment modifier] (セグメント修飾子)

通常のダウンストリームシステムの出力先を設定するには

1. [HLS group destinations] (HLS グループ送信先) セクションの [URL] フィールドに値を入力します。
チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合は送信先を 2 つ指定し、単一パイプライン
チャンネルとして設定されている場合は 1 つ指定します。

送信先 URL の部分 フィールドの場所 例

protocol [HLS group destinations] (HLS 
グループ送信先) セクションの
[URL]

http://

ドメイン [HLS group destinations] (HLS 
グループ送信先) セクションの
[URL]

203.0.113.55

パス [HLS group destinations] (HLS 
グループ送信先) セクションの
[URL]

/sports/delivery/

常に最後にスラッシュを付けま
す。

baseFileName [HLS group destinations] (HLS 
グループ送信先) セクションの
[URL]

curling

baseFilename の最後にスラッ
シュを付けないでください。

修飾子 それぞれの [HLS outputs] (HLS 
出力) セクションの [Name 
modifier] (名前修飾子)

必須

修飾子が、出力グループ内のす
べての出力で一意であることを
確認します。

SegmentModifier それぞれの [HLS outputs] (HLS 
出力) セクションの [Segment 
modifier] (セグメント修飾子) セ
クション

任意

このフィールドは出力ごとに存
在することに注意してくださ
い。
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2. ダウンストリームシステムでからのユーザー認証が必要な場合は MediaLive、各 HLS グループ宛先
セクションで Credentials セクションに入力します。ダウンストリームシステムによって提供された
ユーザー名とパスワードを入力します。パスワードには、AWS Systems Manager パラメータストア
に保存されているパスワードの名前を入力します。パスワード自体は入力しないでください。詳細に
ついては、「the section called “AWS Systems Manager Parameter Store” (p. 43)」を参照してくださ
い。

3. CDN の設定セクションで、ダウンストリームシステムで使用するように指示されたオプション 
(Akamai、PUT、または WebDAV) を選択します。

4. ダウンストリームシステムによって接続の設定 (p. 89)値が提供されている場合は、[CDN 設定] セク
ションのフィールドにその値を入力します。

HTTP または HTTPS サーバーの例
この例では、ダウンストリームシステムがベーシック PUT を使用する HTTPS サーバーである場合に送信
先フィールドを設定する方法を示します。

カーリングゲームをストリーミングし、高、中、低ビットレートの 3 つの出力を作成するとします。

フィールド 値

[HLS settings] (HLS 設定) セクションの [CDN 
settings] (CDN 設定)

Hls basic put

ダウンストリームシステムからの指示に従って、
他の CDN フィールドを変更します。

[HLS group destinations A] (HLS グループ送信先 
A) セクションの [URL]

例:

https://203.0.113.55/sports/curling

[HLS group destinations A] (HLS グループ送信先 
A) セクションの [認証情報]

ダウンストリームシステムで認証リクエストが必
要な場合は、ダウンストリームシステムによって
提供されたユーザー名を入力します。パスワー
ドには、AWS Systems Manager パラメータスト
アに保存されているパスワードの名前を入力しま
す。パスワード自体は入力しないでください。詳
細については、「the section called “AWS Systems 
Manager Parameter Store” (p. 43)」を参照してく
ださい。

[HLS group destinations B] (HLS グループ送信先 
B) セクションの [URL]

例:

https://203.0.113.82/sports/curling

[HLS group destinations B] (HLS グループ送信先 
B) セクションの [認証情報]

送信先 B の URL のユーザー名とパスワードを入力
します (該当する場合)。認証情報は、おそらく両
方の URL で同じですが、異なる場合もあります。

[HLS outputs] (HLS 出力) セクションの [Name 
modifier] (名前修飾子)

[出力の追加] を 2 回選択します。2 つの出力行が
このセクションに追加され、合計で 3 行になりま
す。各行に、修飾子「-high」、「-medium」、
「-low」を入力します。

[Location] (場所) セクションの [Directory 
Structure] (ディレクトリ構造) と [Segments Per 
Subdirectory] (サブディレクトリあたりのセグメン
ト数)

ダウンストリームシステムがこれらのフィールド
を使用しないと仮定します。
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結果として、以下の名前でファイルが作成されます。

• 1 つのメインマニフェスト: curling.m3u8
• 各出力に 1 つの子マニフェスト: curling-high.m3u8、curling-medium.m3u8、curling-
low.m3u8

• 各出力の TS ファイル:
• curling-high-00001.ts、curling-high-00002.ts、curling-high-00003.ts など
• curling-medium-00001.ts、curling-medium-00002.ts、curling-medium-00003.ts な

ど
• curling-low-00001.ts、curling-low-00002.ts、 curling-low-00003.ts など

ファイルは、ダウンストリームシステムの 2 つのホストと、各ホストにある sports という名前のフォル
ダに発行されます。

Akamai の例
この例では、ダウンストリームシステムが Akamai サーバーである場合に送信先フィールドを設定する方
法を示します。

カーリングゲームをストリーミングし、高、中、低ビットレートの 3 つの出力を作成するとします。

フィールド 値

[HLS settings] (HLS 設定) セクションの [CDN 
settings] (CDN 設定)

HLS akamai

Akamai トークン認証を使用している場合は、この
設定を選択します。Akamai からの指示に従って、
他の CDN フィールドを変更します。
HLS basic put

ダイジェスト認証を使用している場合は、この設
定を選択します。Akamai からの指示に従って、他
の CDN フィールドを変更します。

[HLS group destinations A] (HLS グループ送信先 
A) セクションの [URL]

例:

https://p-
ep50002.i.akamaientrypoint.net/50002-
b/curling/index

この URL を Akamai の用語にマッピングします。

• p-ep はプライマリエントリポイント

https://p-ep50002.i.akamaientrypoint.net はホス
ト名です

• 50002-b (どちらの場所でも) はストリーム ID で
す

• curling はイベント名
• index はマニフェスト名です

[HLS group destinations A] (HLS グループ送信先 
A) セクションの [認証情報]

Akamai で認証リクエストが必要な場合
は、Akamai に認識されているユーザー名とパ
スワードを入力します。パスワードには、AWS 
Systems Manager パラメータストアに保存され
ているパスワードの名前を入力します。パスワー
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フィールド 値
ド自体は入力しないでください。詳細について
は、「the section called “AWS Systems Manager 
Parameter Store” (p. 43)」を参照してください。

[HLS group destinations B] (HLS グループ送信先 
B) セクションの [URL]

例:

https://b-
ep50002.i.akamaientrypoint.net/50002-
b/curling/index

この URL を Akamai の用語にマッピングします。

• b-ep はバックアップエントリポイント

https://b-ep50002.i.akamaientrypoint.net はホス
ト名です

• 50002-b (どちらの場所でも) はストリーム ID で
す

• curling はイベント名
• index はマニフェスト名です

[HLS group destinations B] (HLS グループ送信先 
B) セクションの [認証情報]

もう一方の送信先の URL のユーザー名とパスワー
ドを入力します (該当する場合)。認証情報は、お
そらく両方の URL で同じですが、異なる場合もあ
ります。

[HLS outputs] (HLS 出力) セクションの [Name 
modifier] (名前修飾子)

[出力の追加] を 2 回選択します。2 つの出力行が
このセクションに追加され、合計で 3 行になりま
す。各行に、修飾子「-high」、「-medium」、
「-low」を入力します。

[Location] (場所) セクションの [Directory 
Structure] (ディレクトリ構造) と [Segments Per 
Subdirectory] (サブディレクトリあたりのセグメン
ト数)

Akamai からの指示に従って、フィールドに入力し
ます。

結果として、以下の名前でファイルが作成されます。

• 1 つのメインマニフェスト: curling.m3u8
• 各出力に 1 つの子マニフェスト: curling-high.m3u8、curling-medium.m3u8、curling-
low.m3u8

• 各出力の TS ファイル:
• curling-high-00001.ts、curling-high-00002.ts、curling-high-00003.ts など
• curling-medium-00001.ts、curling-medium-00002.ts、curling-medium-00003.ts な

ど
• curling-low-00001.ts curling-low-00002.ts、 curling-low-00003.ts、など

ファイルは、p-ep50002.i.akamaientrypoint.net と b-ep50002.i.akamaientrypoint.net の 
2 つの Akamai ホストと、各ホストにある 50002 という名前のフォルダに発行されます。

HLS コンテナのフィールド
次のフィールドで、各出力のコンテナを設定します。
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• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] - [HLS settings] (HLS 設定) セクション

これらのフィールドは、マニフェストの内容とセグメントの構造を制御します。一方、the section called 
“マニフェストの内容フィールド” (p. 214) で説明されているフィールドは、出力に含めるマニフェストと
セグメントの数を制御します。

コンテナを設定するには

1. [HLS settings] で、該当するオプションを選択します。オプションの詳細については、この手順の後に
あるリストを参照してください。

2. [標準 HLS] の場合は、追加のフィールドが表示されます。[トランスポート/コンテナの設定] と [PID 
設定] を選択します。追加のフィールドが表示されます。

3. 任意のフィールドを変更します。通常、これら 2 つのセクションのフィールドを変更するのは、ダウ
ンストリームシステムによって値が提供されている場合です。

HLS コンテナについて

MediaLive サポートされるのは、次のタイプのコンテナをサポートしています。

• [Standard hls] (標準 HLS) – ストリーム (エンコード) をトランスポートストリーム (TS) にパッケージ
化する場合は、このタイプのコンテナを選択します。出力グループ内のすべての出力 (オーディオレン
ディショングループの一部である出力を除く) に対して、このコンテナタイプを選択します。各出力に
は、次のエンコードが含まれる場合があります。
• 1 つのビデオエンコード
• 字幕が埋め込まれた 1 つのビデオエンコード
• 1 つのビデオエンコード (およびオプションの埋め込み字幕) と 1 つ以上のオーディオエンコード
• 1 つの字幕エンコード

• Fmp4 hls – ストリーム (エンコード) をフラグメント化 MP4 としてパッケージ化する場合は、このタイ
プのコンテナを選択します。出力グループ内のすべての出力 (オーディオレンディショングループの一
部である出力を除く) に対して、このコンテナタイプを選択します。各出力には、次のエンコードが含
まれる場合があります。
• 1 つのビデオエンコード
• 字幕が埋め込まれた 1 つのビデオエンコード
• 1 つの字幕エンコード

• [Audio-only] (オーディオのみ) – オーディオレンディショングループの一部であるオーディオのみの出
力に対し、それぞれこのタイプのコンテナを選択します。レンディショングループは、TS (トランス
ポートストリーム) の一部でも、fMP4 パッケージの一部でもかまいません。オーディオレンディション
グループの作成については、the section called “オーディオ - HLS のオーディオレンディショングルー
プ” (p. 381) を参照してください。

• [Frame capture] (フレームキャプチャ) — 出力グループにフレームキャプチャの JPEG ファイルを作成
するには、このタイプのコンテナを選択します。このコンテナは、トリックプレイを実装するために使
用されます。この機能の詳細およびチャンネルでの設定手順については、「the section called “イメージ
メディアプレイリスト仕様によるトリックプレイトラック” (p. 542)」を参照してください。

マニフェスト内のパスをカスタマイズするための
フィールド
メインマニフェストの中には、それぞれの子マニフェストへのパスがあります。それぞれの子マニフェス
トの中には、そのマニフェストのメディアファイルへのパスがあります。

必要に応じてこれらのパスの構文を変更できます。通常、構文の変更が必要なのは、ダウンストリームシ
ステムに特別なパス要件がある場合に限られます。
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次のフィールドは、マニフェスト内のカスタムパスに関連します。

• [HLS 出力グループ] – [場所] – [Base URL content (ベース URL コンテンツ)] フィールド
• [HLS 出力グループ] – [場所] – [Base URL manifest (ベース URL マニフェスト)] フィールド。

マニフェスト内のカスタムパスの設定については、the section called “マニフェスト — カスタム HLS マニ
フェストパス” (p. 469) を参照してください。

冗長マニフェストのフィールド
MediaLive HLS 仕様で指定された冗長マニフェストをサポートしています。この機能は、標準チャンネル
で有効にできます。

次のフィールドは、冗長マニフェストに関連します。

• [HLS output group] (HLS 出力グループ) – [Manifests and Segments] (マニフェストとセグメント) – 
[Redundant manifests] ([冗長なマニフェスト) フィールド

• [HLS 出力グループ] – [場所] – [Base URL manifest (ベース URL マニフェスト)] フィールド
• [HLS 出力グループ] – [場所] – [Base URL content (ベース URL コンテンツ)] フィールド

MediaPackage ダウンストリームシステムとして持つ HLS 出力グループでは、この機能を有効にできませ
ん。

冗長マニフェストのセットアップの詳細については、the section called “マニフェスト — 冗長な HLS マニ
フェスト” (p. 473) を参照してください。

動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕スト
リーム (エンコード) のフィールド
次のフィールドは、各出力の動画、オーディオ、字幕のエンコーディングに関連します。

• [ストリーム設定] セクション

エンコードの作成については、以下のセクションを参照してください。

• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

その他の HLS 機能のフィールド
トピック

• マニフェストの内容のフィールド (p. 214)
• セグメントのフィールド (p. 214)
• 回復性のフィールド (p. 214)
• DRM のフィールド (p. 215)
• SCTE-35 広告表示のフィールド (p. 215)
• 字幕のフィールド (p. 216)
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• ID3 メタデータのフィールド (p. 216)

マニフェストの内容のフィールド
[HLS 出力グループ] – [マニフェストとセグメント] セクションの以下のフィールドでは、HLS 子マニフェ
ストに含める情報を設定します。

• 出力選択
• Mode (モード)
• Stream inf resolution
• Manifest duration format
• Num segments
• [I-frame only playlists] — このフィールドは、i-frameを介してトリックプレイを実装するために使用され

ます。詳細については、「the section called “i-frame でトラックをトリックプレイする” (p. 541)」を参
照してください。

• プログラム日付時刻 (PDT) — このフィールドは、EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEマニフェストファイル
にタグを含めたり除外したりするために使用されます。タグ情報は、ダウンストリームのプレイヤーが
PDT クロックフィールドで選択したソースにストリームを同期させるのに役立ちます。

• プログラム日付時刻 (PDT) 期間 — このフィールドを使用して、EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEタグを挿
入する時間間隔を秒単位で設定します。

• プログラム日付時刻 (PDT) クロック — このフィールドは PDT のタイムソースを選択するために使用さ
れます。出力タイムコードまたは UTC 時間を選択できます。

• Client cache
• Timestamp delta microseconds
• Codec specification
• Manifest compression

フィールドの詳細については、 MediaLive コンソールのフィールドの横にある [情報] リンクを選択してく
ださい。

セグメントのフィールド
次のフィールドは、出力内のメディアセグメントを設定します。

• [HLS 出力グループ] – [マニフェストとセグメント] セクションの次のフィールド:
• TS file mode
• [Segment length] (セグメントの長さ)
• Keep segments
• Min segment length

• [HLS outputs] (HLS 出力) – [Output settings] (出力設定) – [H.265 Packaging type] (H.265 パッケージング
タイプ) これは fMP4 出力にのみ適用されます。 MediaLive他のタイプのこのフィールドの値を無視しま
す。

フィールドの詳細については、フィールドの横にある [情報] リンクを選択してください。

回復性のフィールド
次のフィールドは、HLS 出力での回復性の実装に関連します。
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• [HLS output group] (HLS 出力グループ) – [HLS Settings] (HLS 設定) セクション – [Input loss action] (入
力損失時のアクション)

オプションで、[入力損失時のアクション] の値を変更します。

通常のダウンストリームシステムのセットアップ

この HLS 出力を AWS Elemental 以外のダウンストリームシステムに送信する場合は MediaPackage、情
報リンクを選択してどのオプションを選択するかを決定します。

MediaPackage のセットアップ

この HLS 出力を AWS Elemental に送信する場合は MediaPackage、チャンネルクラス (p. 167)の設定方
法と一致するようにこのフィールドを設定します。

• チャンネルが標準チャンネル (入力冗長をサポートするため MediaPackage) の場合は、このフィールド
を PAUSE_OUT に設定します。

この設定では、1 MediaLive つのパイプラインで出力を生成しなくなり、 MediaPackage 現在の入力で
のコンテンツの不足を検出して、もう 1 つの入力に切り替えます。コンテンツの損失は最小限に抑えら
れます。

(このフィールドを EMIT_OUTPUT に設定すると、 MediaLive MediaPackageフィラーフレームがに送信
されます。 MediaPackage フィラーフレームを失われたコンテンツとはみなさないため、他の入力に切
り替えることはしません。)

• チャンネルが単一パイプラインチャンネルの場合は、このフィールドを [EMIT_OUTPUT] に設定しま
す。

この設定では、パイプラインが失敗した場合 MediaLive 、 MediaPackage 独自のダウンストリームシス
テムへの配信が継続されます (ただし、コンテンツはフィラーフレームになります)。

このフィールドを [PAUSE_OUTPUT] に設定すると、 MediaPackage はエンドポイントの更新を停止し
ます。これにより、ダウンストリームシステムで問題が発生する可能性があります。

DRM のフィールド
静的キーにより DRM を設定して出力を暗号化する場合にのみ、[DRM] セクションに入力します。

• キープロバイダー設定で、[静的キー] を選択します。
• 必要に応じて、その他のフィールドに入力します。フィールドの詳細については、フィールドの横にあ

る [情報] リンクを選択してください。

静的キーの設定では、このセクションに暗号化キー (および他の設定データ) を入力し、そのキーを (E 
メールで送信するなどして) 相手に渡します。静的キーは実際には DRM ソリューションではなく、安全性
も高くありません。

MediaLive 暗号化オプションとして静的キーのみをサポートしています。キープロバイダーで DRM ソ
リューションを使用するには、HLS 出力グループを作成することで MediaPackage、 MediaPackage 出力
を (p. 216) AWS Elemental に配信します。次いで、を使用して動画を暗号化します MediaPackage。詳
細については、「AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド」を参照してください。

SCTE-35 広告表示のフィールド
出力に SCTE-35 広告メッセージを含め、HLS マニフェストを修飾する予定の場合は、[広告マーカー] セ
クションに入力します。「the section called “SCTE-35 メッセージの処理” (p. 505)」、特に「the section 
called “デコレーションの有効化 – HLS” (p. 516)」を参照してください。
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字幕のフィールド
次のフィールドは、HLS 出力の埋め込み字幕に関連します。この HLS 出力に少なくとも 1 つの埋め込み
字幕エンコードを作成する予定の場合は、次のフィールドが適用されます。

• [字幕] セクションの [字幕言語設定]。

オプションで、埋め込み字幕の言語に関する情報を含めるように HLS マニフェストを設定できます。

• [HLS settings] (HLS 設定) セクション – [Caption language mappings] (字幕言語マッピング)

オプションで、各 CC (字幕チャンネル) 番号と言語に関する情報を含めるように HLS マニフェストを設
定できます。

両フィールドの詳細については、the section called “HLS マニフェストの例 ” (p. 417) を参照してくださ
い。

ID3 メタデータのフィールド
この出力グループのすべての出力に時間指定 ID3 メタデータまたは ID3 セグメントタグを挿入する場合
は、[ID3] セクションに入力します。詳細な手順については、「the section called “チャンネルの作成時の 
ID3 メタデータの挿入” (p. 432)」を参照してください。

MediaPackage 出力グループの作成
チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、 MediaPackage 出力グループを含めるオプショ
ンを選択した可能性があります。

トピック
• MediaPackage 出力グループを作成する手順 (p. 216)
• [Streams] セクション (p. 217)
• この手順の結果 (p. 219)

MediaPackage 出力グループを作成する手順
次の手順に従って、 MediaPackage 出力グループとその出力を作成します。

MediaPackage 出力グループとその出力を作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで [Add] (追
加) を選択します。コンテンツペインが [出力グループの追加] セクションに変わります。

2. を選択しMediaPackage、[確認] を選択します。追加のセクションが表示されます。

• MediaPackage目的地
• MediaPackage設定
• MediaPackage出力-このセクションには、デフォルトで追加される 1 つの出力が表示されます。

3. MediaPackage送信先セクションの [MediaPackage チャンネル ID] には、そのチャンネルのチャンネ
ル ID を入力します。例えば、curlinglive。

4. この出力グループの計画の一環として、 MediaPackage ユーザーと要件について話し合った (p. 85)は
ずです。また、次の情報も入手してください。

• MediaPackage チャネルの ID。例えば、curlinglive。
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5. (オプション) MediaPackage設定セクションの [名前] に、出力グループの名前を入力します。
6. プランにこの出力グループに複数の出力が含まれている場合は、[出力] で [MediaPackage 出力を追加] 

を選択して適切な数の出力を追加します。

トリックプレイを実装するために、出力を追加したい場合があります。この機能の詳細およびチャン
ネルでの設定手順については、「the section called “イメージメディアプレイリスト仕様によるトリッ
クプレイトラック” (p. 542)」を参照してください。

7. 最初の [設定] リンクを選択して、最初の出力のセクションを表示します。このセクションには、出力
ストリーム (p. 213) (動画、オーディオ、字幕) のフィールドが含まれています。

8. この出力グループとその出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意のタイプの) 出
力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保存” (p. 179) に進
みます。

[Streams] セクション
次のフィールドは、出力内の動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のエ
ンコーディングに関連します。

• [ストリーム設定] セクション

エンコードの作成については、以下のセクションを参照してください。

• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

ビデオエンコードとオーディオのみのエンコードのパッケージ化
MediaLive 各出力内のエンコードのパッケージングを次のように処理します。

• 出力に動画とオーディオの両方が含まれている場合 (およびオプションで字幕)、オーディオレンディ
ションは「program audio」としてマークされます。

• 出力に動画が含まれていない場合、オーディオレンディションは「audio only」としてマークされ、
各オーディオエンコードは「ALTERNATE_AUDIO_NOT_AUTO_SELECT」としてマークされます。

動画の幅と高さの設定
このセクションでは、[ストリーム設定] の [Video (動画)] のフィールドについて説明します。

[Width (幅)] と [Height (高さ)] で値を指定する必要があります。 MediaPackage 出力グループでは、これら
のフィールドを空白のままにして、ソースビデオの幅と高さを使用することはできません。

動画のアスペクト比の設定
このセクションでは、[ストリーム設定] の [Video (動画)]、[Aspect ratio (アスペクト比)] のフィールドにつ
いて説明します。

[PAR コントロール] を「SPECIFIED」に設定する必要があります。 MediaPackage出力グループでは、
ソースビデオに合わせて出力のアスペクト比を設定することはできません。「SPECIFIED」を選択した場
合は、[PAR numerator (PAR 分子)] と [PAR denominator (PAR 分母)] を入力する必要があります。[AFD] 
フィールドは必要に応じて設定します。
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動画のフレームレートの設定
このセクションでは、[ストリーム設定] の [Video (動画)]、[Frame rate (フレームレート)] のフィールドに
ついて説明します。

[Framerate control] を「SPECIFIED」に設定する必要があります。 MediaPackage出力グループは、ソー
スビデオに合わせて出力のフレームレートを設定することをサポートしていません。「SPECIFIED」を選
択した場合は、[Framerate numerator] と [Framerate denominator (フレームレート分母)] を入力する必要
があります。スキャンタイプは必要に応じて設定できます。フレームレートに直接関係しません。

GOP とセグメントの設定
このセクションでは、[ストリーム設定] の [Video (動画)]、[GOP structure (GOP 構造)] のフィールドにつ
いて説明します。

動画の場合、GOP サイズを設定して、からの出力に、 MediaLive 指定したセグメントサイズに近いセグメ
ントサイズがあることを確認する必要があります MediaPackage。 MediaLive MediaPackage 連携して最
終的なセグメントサイズを取得します。ロジックは次のとおりです。

• で MediaLive GOP サイズと GOP サイズ単位のフィールドを指定します。
• MediaLive 出力ページの「ビデオ」セクションで指定したフレームレートを考慮して、GOP デュレー

ションを計算します。
• で MediaPackage 、セグメントの再生時間を指定します。常に整数を指定します。このセグメント再生

時間は、必要な最小再生時間です。
• MediaPackage から動画を受信するときに MediaLive、整数の GOP をセグメントに合わせるために、セ

グメントの再生時間をどれほど調整する必要があるかを決定します。セグメントの再生時間は上方向に
のみ調整でき、下方向には調整できません。この調整されたセグメント再生時間は、 MediaPackage が
生成するマニフェストに表示されます。

例 1

で、GOP MediaLive サイズを 60 フレームに設定すると仮定します。フレームレートを 29.97 に設定しま
す。これら 2 つの値により、GOP の再生時間は 2.002 秒になります。

で、 MediaPackage セグメントの再生時間を 6 秒に設定すると仮定します。このセグメント再生時間
は、必要な最小再生時間です。

MediaPackage から動画を受信するときに MediaLive、整数の GOP をセグメントに合わせるために、セ
グメントの再生時間をどれほど調整する必要があるかを決定します。この場合、セグメントの再生時間は 
6.006 秒 (3 つの GOP、各 GOP の長さは 2.002 秒) に調整する必要があります。

例 2

で MediaLive、GOP サイズを 90 フレームに設定すると仮定します。フレームレートを 30 に設定しま
す。これら 2 つの値により、GOP 再生時間は 3 秒になります。

で、 MediaPackage セグメントの再生時間を 4 秒に設定すると仮定します。このセグメント再生時間
は、必要な最小再生時間です。

MediaPackage から動画を受信するときに MediaLive、整数の GOP をセグメントに合わせるために、セグ
メントの再生時間をどれほど調整する必要があるかを決定します。この場合、セグメントの再生時間は 6 
秒 (2 つの GOP、各 GOP の長さは 3 秒) に調整する必要があります。

その他のエンコードフィールド
各エンコードタイプのフィールドについては、次のセクションを参照してください。
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• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

この手順の結果
MediaPackage 出力グループでは、通常の HLS 出力グループほど多くのフィールドを設定しません。代わ
りに MediaLive 、出力グループを次のように設定します。

送信先

• パイプライン 0 からの出力は、 MediaPackage チャンネル内の最初の取り込みエンドポイントにマッピ
ングされます。パイプライン 1 からの出力 (標準チャンネルを設定している場合) は、2 番目の取り込み
エンドポイントにマッピングされます。

各パイプラインの取り込みエンドポイントへのマッピングは変更されません。マッピングで発生する可
能性のある変更は、単一パイプライン入力を標準クラスの入力にアップグレードするか、単一パイプラ
インチャンネルを標準チャンネルにアップグレードする場合だけです。どちらの場合も、パイプライン 
1 は 2 番目の取り込みエンドポイント (常に存在している) にマッピングされます。

チャンネルを作成した後で、マッピングの詳細を表示できます。AWS Elemental MediaPackage ユー
ザーガイドの「チャネルの詳細の表示」の手順に従ってください。[Inputs] (入力) セクションでは、最初
の項目 (取り込みエンドポイント) MediaLive は常にチャンネルのパイプライン 0 にマッピングされ、2 
番目の項目は常にパイプライン 1 にマッピングされます。

• 出力は WebDAV MediaPackage を使用して配信されます。出力は常にライブストリームであり、VOD 
ストリームではありません。

• 出力の名前は Output n に自動的に設定されます。ここで、n は 1 から始まる整数です。
• 各出力の nameModifier は、出力名と一致するように自動的に設定されます。

コンテナ

• コーデックの仕様は RFC 4281 です。プレーヤーデバイスがこの情報を使用する場合があります。
• プログラムの日付時刻 (PDT) の期間は 1 秒に設定されています。
• PAT 間隔は 0 に設定されます。つまり、各セグメントの先頭に 1 つの PAT が挿入されます。
• PMT 間隔は 0 に設定されます。つまり、各セグメントの先頭に 1 つの PMT が挿入されます。

回復性

• 回復性は以下のように扱われます。 MediaLive への入力が失われた場合、 MediaLive 動作は一時停止す
る動作になります。 MediaPackage はこの動作を想定し、他の入力に切り替えて損失を処理します。

SCTE-35

• SCTE-35 メッセージのパススルーは常に有効です。出力内で SCTE-35 マーカーが必要ない場合は、 
MediaPackage チャンネルでマーカーを削除できます。 MediaPackage出力でのSCTE-35処理の詳細に
ついては、を参照してくださいthe section called “SCTE-35 メッセージの処理” (p. 505)。

ID3

• ID3 メタデータは有効になっています。
• 出力グループを介して ID3 マーカーを挿入する機能は無効になっています。ただし、入力内の ID3 マー

カーを通過するように設定できます。また、 MediaLive スケジュールを使用して ID3 マーカーを挿入
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できます。 MediaPackage出力での ID3 処理の詳細については、を参照してくださいthe section called 
“ID3 メタデータ” (p. 429)。

Microsoft Smooth 出力グループの作成
チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、Microsoft Smooth 出力グループを含めるオプ
ションを選択した可能性があります。

トピック
• Microsoft Smooth 出力グループを作成する手順 (p. 220)
• 出力先のフィールド (p. 221)
• コンテナのフィールド (p. 222)
• エンコードのフィールド (p. 222)
• その他の Microsoft Smooth 機能のフィールド (p. 223)

Microsoft Smooth 出力グループを作成する手順
Microsoft Smooth 出力グループとその出力を作成するには、以下のステップに従ってください。

Microsoft Smooth 出力グループとその出力を作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで [Add] (追
加) を選択します。

2. [Add output group (出力グループの追加)] セクションで、まず [Microsoft Smooth]、次に [確認] を選択
します。追加のセクションが表示されます。

• [Microsoft Smooth group destination] (Microsoft Smooth グループの送信先) - このセクションに
は、出力先 (p. 221)のフィールドが含まれています。

• [Microsoft Smooth settings] (Microsoft Smooth 設定) - このセクションには、コンテナ (p. 223)、ダ
ウンストリームシステムへの接続 (p. 222)、回復性 (p. 221)のフィールドが含まれています。

• Microsoft Smooth outputs (Microsoft Smooth 出力) - このセクションには、デフォルトで追加される 
1 つの出力が表示されます。

• [Event configuration] (イベント設定) - このセクションには、出力先 (p. 221)とコンテ
ナ (p. 222)のフィールドが含まれています。

• [Timecode configuration] (タイムコードの設定) - このセクションには、出力内のタイムコー
ド (p. 223)のフィールドが含まれています。

• [Sparse track] (疎追跡) - このセクションには、コンテナ (p. 222)のフィールドが含まれています。
3. プランのこの出力グループに複数の出力が含まれている場合は、[Microsoft Smooth 出力] で [Add 

output (出力の追加)] を選択して、適切な数の出力を追加します。
4. [Microsoft Smooth 出力] で、最初の [設定] リンクを選択して、最初の出力のセクションを表示しま

す。

• [Output settings] (出力設定) - このセクションには、出力先 (p. 221)とコンテナ (p. 222)のフィー
ルドが含まれています。

• [Stream settings] (ストリーム設定) – このセクションには、出力ストリーム (p. 222) (動画、オー
ディオ、字幕) のフィールドが含まれています。

5. (オプション) 出力グループと出力の名前を入力します。

• [Microsoft Smooth 設定] の [名前] に、出力グループの名前を入力します。この名前は 1 MediaLive 
の内部にあり、出力には表示されません。例えば、Sports Curling。
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• 各出力の [出力設定] セクションの [出力名] に、出力の名前を入力します。この名前は 1 MediaLive 
の内部にあり、出力には表示されません。例えば、high resolution。

6. その他のフィールドに入力するには、この手順の後に一覧されているトピックを参照してください。
7. この出力グループとその出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意のタイプの) 出

力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保存” (p. 179) に進
みます。

出力先のフィールド
以下のフィールドで、各 Microsoft Smooth 出力の出力先を設定します。

• [Output group] (出力グループ) - Microsoft Smooth group destination (Microsoft Smooth グループ送信先) 
セクション

• [Output group – Event configuration – Event ID mode] (出力グループ - イベント設定 - イベント ID モー
ド)

• [Output group – Event configuration – Event ID] (出力グループ - イベント設定 - イベント ID)
• [Microsoft Smooth settings] (Microsoft Smooth 設定) セクション – [General configuration] (全般設定) セ

クション:
• 接続の再試行間隔
• Num retries (再試行回数)
• Filecache duration
• Restart delay
• 証明書モード

コンソールのフィールドに入力します。
Microsoft Smooth 出力グループの各出力のフルパスは、次のもので構成されます。

URL eventID streamInformation

• URL とイベント ID は、発行ポイントとも呼ばれます。例:

https://203.0.113.18/sports/Events(1585232182)

• MediaLive 入力された情報を使用してイベント ID を生成します。詳細については、コンソールの [Event 
Configuration] (イベント設定) を展開し、各フィールドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してくださ
い。

• MediaLive ストリーム ID を生成します。ストリームには、0 から始まる一意の番号が割り当てられま
す。例: /Streams(stream0)。

MediaLive 出力のログを見ると、ストリーム情報が確認できます。

ダウンストリームシステムへのパスと接続を指定するには

1. Microsoft Smooth ダウンストリームシステムのオペレータと要件について話し合った (p. 85)ときに、
以下の情報を取得したはずです。

• 1 つ以上の送信先の URL。例:

https://203.0.113.55/sports/curling

https://203.0.113.82/sports/curling
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• Microsoft IIS サーバーが認証リクエストを求めるる場合にそのサーバーにアクセスするためのユー
ザー名とパスワード。

• ダウンストリームシステムに特別な要件がある場合は、接続フィールドの設定。
2. [Microsoft Smooth group destinations] (Microsoft Smooth グループ送信先) セクションの [URL] フィー

ルドに値を入力します。チャンネルが標準チャンネルとして設定されている場合は送信先を 2 つ指定
し、単一パイプラインチャンネルとして設定されている場合は 1 つ指定します。イベント ID につい
て気にする必要はありません。別のフィールドで指定します。

3. ダウンストリームシステムからユーザー名とパスワードが提供されている場合、[Credentials] (認証情
報) セクションに入力します。パスワードには、AWS Systems Manager パラメータストアに保存され
ているパスワードの名前を入力します。パスワード自体は入力しないでください。詳細については、
「the section called “AWS Systems Manager Parameter Store” (p. 43)」を参照してください。

4. 接続を設定するための値を取得した場合は、これらの値を [Microsoft Smooth group] (Microsoft 
Smooth グループ) ページで [General configuration] (全般設定) セクションに入力します。

5. 以下のフィールドでイベント ID を設定します。

[Output group settings – Event configuration – Event ID Mode] (出力グループ設定 – イベント設定 – イ
ベント ID モード)

[Output group settings – Event configuration – Event ID] (出力グループ設定 – イベント設定 - イベント 
ID)

イベント ID は、次の 3 つの方法で設定できます。

• 指定のイベント ID を使う場合は、まず [イベント ID モード] を [USE_CONFIGEND] に設定
します。次に ID を指定します。例えば、curling。イベント ID は次のようになります。/
Events(curling)

• タイムスタンプ付き — [Event ID mode] (イベント ID モード) を USE_TIMESTAMP に設定します。 
MediaLive チャンネルを開始した時刻に基づいて Unix タイムコードを生成します。イベント ID は
次のようになります。/Events(1585232182)

• イベント ID を使わない場合は、[イベント ID モード] を [NO_EVENT_ID] に設定します。この方法
を使用しないことを強くお勧めします。

コンテナのフィールド
次のフィールドで、各出力のコンテナを設定します。

• [Microsoft Smooth settings] (Microsoft Smooth 設定) – [General configuration] (全般設定) セクション –
[Fragment length] (フラグメントの長さ) セクション

• [Event configuration] (イベント設定) – [Stream manifest behavior] (ストリームマニフェストの動作)
• [Event configuration – Event stop behavior] (イベント設定 – イベント停止時の動作)

これらのフィールドでは、ストリーミング動作の一部を設定できます。フィールドに関する情報について
は、 MediaLive コンソールの「情報」リンクを選択してください。

エンコードのフィールド
次のフィールドは、出力内の動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のエ
ンコーディングに関連します。

• [ストリーム設定] セクション

エンコードの作成については、以下のセクションを参照してください。
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• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

その他の Microsoft Smooth 機能のフィールド
トピック

• 回復性のフィールド (p. 223)
• タイムコードのフィールド (p. 223)
• SCTE-35 のフィールド (p. 223)

回復性のフィールド
以下のフィールドは、Microsoft Smooth 出力での回復性の実装に関連します。

• [Microsoft Smooth output group] (Microsoft Smooth 出力グループ) – [Microsoft Smooth Settings]
(Microsoft Smooth 設定) セクション – [General configuration] (全般設定) セクション – [Input loss action]
(入力損失時のアクション)

オプションで、[入力損失時のアクション] の値を変更します。

MediaLiveコンソールの情報リンクを選択して、選択するオプションを決定します。

タイムコードのフィールド
以下のフィールドは、出力グループ内のすべての出力でのタイムコードとタイムスタンプの設定に関連し
ます。

• [Microsoft Smooth output group] (Microsoft Smooth 出力グループ) - [Timecode Configuration] (タイム
コード設定) セクション

フィールドの詳細については、 MediaLive コンソールのフィールドの横にある [情報] リンクを選択してく
ださい。

SCTE-35 のフィールド
以下のフィールドは、出力グループ内のすべての出力でのタイムコードとタイムスタンプの設定に関連し
ます。

• [Microsoft Smooth output group] (Microsoft Smooth 出力グループ) - [Timecode Configuration] (タイム
コード設定) セクション

この出力グループのすべての出力に入力の既存の SCTE-35 メッセージを含める場合は、[Sparse track (ス
パーストラック)] を選択します。それらのメッセージはスパーストラックに含まれます。詳細について
は、「the section called “SCTE-35 メッセージの処理” (p. 505)」、具体的には「the section called “デコ
レーションの有効化 – Microsoft Smooth” (p. 517)」を参照してください 。

RTMP 出力グループの作成
チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、RTMP 出力グループを含めるオプションを選択
した可能性があります。
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トピック
• RTMP 出力グループを作成する手順 (p. 224)
• 出力先のフィールド (p. 224)
• RTMP 接続のフィールド (p. 225)
• 動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のフィールド (p. 226)
• その他のフィールド (p. 226)

RTMP 出力グループを作成する手順
RTMP 出力グループとその出力を作成するには、以下のステップに従ってください。

RTMP 出力グループとその出力を作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) で [Add] (追加) を選択
します。

2. [Add output group (出力グループの追加)] セクションで、まず [RTMP]、次に [確認] を選択します。追
加のセクションが表示されます。

• [RTMP settings] (RTMP 設定) - このセクションには、接続設定 (p. 225)、回復性 (p. 226)、字
幕 (p. 226)のフィールドが含まれます。

• [RTMP outputs] (RTMP 出力) - このセクションには、デフォルトで追加される 1 つの出力が表示さ
れます。RTMP 出力には 1 つの出力しか含めることができないため、[Add output (出力の追加)] は
クリックしないでください。

3. [RTMP 出力] で、[設定] リンクを選択して出力のセクションを表示します。

• [RTMP destination] (RTMP 送信先) - このセクションには、出力先 (p. 224)のフィールドが含まれ
ています。

• 出力設定 - このセクションには、 接続設定 (p. 225)のフィールドが含まれています。
• [Stream settings] (ストリーム設定) – このセクションには、出力ストリーム (p. 226) (動画、オー

ディオ、字幕) のフィールドが含まれています。
4. (オプション) 出力グループと出力の名前を入力します。

• [RTMP 設定] の [名前] に、出力グループの名前を入力します。この名前は 1 MediaLive の内部にあ
り、出力には表示されません。例えば、Sports Game。

• [RTMP 出力] の [出力設定] にある [出力名] に、出力の名前を入力します。この名前は 1 MediaLive 
の内部にあり、出力には表示されません。

5. その他のフィールドに入力するには、この手順の後に一覧されているトピックを参照してください。
6. この出力グループとその単一の出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意の

タイプの) 出力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保
存” (p. 179) に進みます。

出力先のフィールド
以下のフィールドで、RTMP 出力ファイル (送信先) の場所と名前を設定します。

• [Output] (出力) - [RTMP destination] (RTMP の送信先) セクション

出力先を指定するには

1. RTMP サーバーのオペレータと要件について話し合った (p. 92)ときに、以下の情報を取得したはずで
す。
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• MediaLive 使用するプロトコル：RTMP または RTMPS。
• IP アドレス。
• ポート番号。
• アプリケーション名。別名はアプリ名です。
• ストリーム名。別名は、アプリケーションインスタンスまたはアプリインスタンスまたはストリー

ムキーです。

オペレータは、アプリケーション名とストリーム名を別々のデータとして指定することがありま
す。または、string/string の形式でフルパスが提供されることもあります。この場合、最初の
文字列がアプリケーション名で、2 番目の文字列はストリーム名です。

• ダウンストリームシステムが認証要求を必要とする場合、サーバーにアクセスするためのユーザー
名とパスワードです。

以下に、オペレータから提供される情報の例を示します。

rtmp://203.0.113.17:80/xyz/ywq7b

xyz はアプリケーション名、ywq7b はストリーム名です。
2. 送信先の各部分を該当するフィールドに入力します。

送信先 URL の部分 フィールド

プロトコル、IP アドレス、ポート、アプリケー
ション名

[RTMP destination] (RTMP 送信先) セクションの 
2 つの [URL] フィールド。(これらのフィールド
は、[Output group] (出力グループ) ページではな
く [Output] (出力) ページにあります)。

例:
rtmp://203.0.113.17:80/xyz

チャンネルが the section called “チャンネルクラ
ス” (p. 167) として設定されている場合は 2 つの
送信先を指定し、単一パイプラインチャンネル
として設定されている場合は 1 つの送信先を指
定します。

ストリーム名 [RTMP outputs] (RTMP 出力) セクションにある 
2 つの [Stream name] (ストリーム名) フィール
ド。

例:
ywq7b

3. ダウンストリームシステムのサーバーからユーザー名とパスワードが提供されている場
合、[Credentials] (認証情報) セクションに入力します。パスワードには、AWS Systems Manager パ
ラメータストアに保存されているパスワードの名前を入力します。パスワード自体は入力しないでく
ださい。詳細については、「the section called “AWS Systems Manager Parameter Store” (p. 43)」を
参照してください。

RTMP 接続のフィールド
以下のフィールドで、再接続試行のロジックを設定します。

• [RTMP settings] (RTMP 設定) - [認証スキーム]
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• [RTMP settings] (RTMP 設定) - [Additional settings] (追加設定) - [キャッシュの長さ]
• [RTMP settings] (RTMP 設定) - [Additional settings] (追加設定) - [再起動遅延]
• [RTMP settings] (RTMP 設定) - [Additional settings] (追加設定) - [キャッシュ満杯時の動作]
• RTMP outputs (RTMP 出力) - [Output settings] (出力設定) - [接続の再試行間隔]
• [RTMP outputs] (RTMP 出力) - [Output settings] (出力設定) - [Num retries] (再試行回数)
• [RTMP outputs] (RTMP 出力) – [Output settings] (出力設定) – [Additional settings] (追加設定) –

[Certificate mode] (証明書モード)

送信先への安全な (RTMPS) 接続を設定するには

1. [Authentication Scheme] (認証スキーム) – スキームのタイプを指定します。通常は「Common」を選択
します。ダウンストリームシステムから指示があった場合のみ、Akamai を選択します。

2. [証明書モード] で、ダウンストリームシステムに必要なオプションを選択します。

RTMP 経由で接続すると、 MediaLive これらのフィールドの両方を無視します。

再接続を設定するには

• RTMP サーバーへの接続が切断された場合の MediaLive の動作を制御するフィールドがいくつかあり
ます。

• [キャッシュの長さ] には、RTMP サーバーが応答するまで待機しながら出力をメモリに保持する期
間を指定します。

• [キャッシュ満杯時の動作] では、その期間が経過した後、すぐに切断するか、5 分待機するかを指
定します。

• MediaLive 接続が切断された場合、[Restart delay] によって再接続する前に待機する時間が指定され
ます。

• MediaLive 再接続しようとすると、接続の再試行間隔で再試行する頻度が指定されます。[Num 
retries (再試行回数)] には、再試行回数を指定します。再試行が期限切れになると、この出力は停止
します。単一の出力が接続を失うと、チャンネルが停止します。

動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕スト
リーム (エンコード) のフィールド
次のフィールドは、出力内の動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のエ
ンコーディングに関連します。

• [ストリーム設定] セクション

エンコードの作成については、以下のセクションを参照してください。

• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

その他のフィールド
次のフィールドは、RTMP 出力での回復性の実装に関連します。
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• RTMP 設定 — 入力損失アクション — MediaLive コンソール上のフィールドの詳細については、フィー
ルドの横にある [情報] リンクを選択してください。

次のフィールドは、RTMP 出力での字幕の実装に関連します。

• RTMP 設定 — キャプションデータ — 出力の少なくとも 1 つに、ソースキャプション形式として埋め込
み、RTMP CaptionInfo を出力形式とするキャプションが含まれている場合にのみ、このフィールドに入
力してください。どの出力にも字幕が含まれていない場合、このフィールドの値は無視されます。

字幕の設定の詳細については、「the section called “字幕” (p. 403)」を参照してください。

UDP 出力グループの作成
チャンネルのワークフローの計画 (p. 69)を立てたときに、UDP 出力グループを含めるオプションを選択し
た可能性があります。

トピック
• UDP 出力グループを作成する手順 (p. 227)
• 出力先のフィールド (p. 228)
• UDP トランスポートのフィールド (p. 228)
• 動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のフィールド (p. 229)
• その他の UDP 機能のフィールド (p. 229)

UDP 出力グループを作成する手順
UDP 出力グループとその出力を作成するには、以下のステップに従ってください。

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) で [Add] (追加) を選択
します。

2. [Add output group (出力グループの追加)] セクションで、まず [UDP]、次に [確認] を選択します。追加
のセクションが表示されます。

• [UDP destination] (UDP 出力先) - このセクションには、出力先 (p. 228)のフィールドが含まれてい
ます。

• [UDP settings] (UDP 設定) - このセクションには、ID3 の設定 (p. 229)と回復性 (p. 229)のための
フィールドが含まれています。

• [UDP outputs] (UDP 出力) - このセクションには、デフォルトで追加される 1 つの出力が表示されま
す。UDP 出力には 1 つの出力しか含めることができないため、[Add output (出力の追加)] はクリッ
クしないでください。

3. [UDP 出力] で、[設定] リンクを選択して出力のセクションを表示します。

• [Output settings] (出力設定) - このセクションには、トランスポート (p. 228)と送信先への接
続 (p. 228)のフィールドが含まれています。

• [Stream settings] (ストリーム設定) – このセクションには、出力ストリーム (p. 229) (動画、オー
ディオ、字幕) のフィールドが含まれています。

4. (オプション) 出力グループと出力の名前を入力します。

• [UDP 設定] の [名前] に、出力グループの名前を入力します。この名前は 1 MediaLive の内部にあ
り、出力には表示されません。例えば、Sports Game。

• [UDP 出力] の [出力設定] にある [出力名] に、出力の名前を入力します。この名前は 1 MediaLive の
内部にあり、出力には表示されません。
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5. その他のフィールドに入力するには、この手順の後に一覧されているトピックを参照してください。
6. この出力グループとその単一の出力の設定が完了したら、プランで必要な場合は、別の (任意の

タイプの) 出力グループを作成できます。必要でない場合は、the section called “チャンネルを保
存” (p. 179) に進みます。

出力先のフィールド
次のフィールドで、出力の送信先を設定します。

• [Output group] (出力グループ) – [UDP destination] (UDP 送信先) セクション
• [Output] (出力) – [Output settings] (出力設定) – [Network settings] (ネットワーク設定) – [Buffer msec]

(バッファミリ秒)

出力先を指定するには

1. UDP コンテンツを受信する予定のダウンストリームを管理すねオペレータと要件について話し合っ
た (p. 92)ときに、以下の情報を取得したはずです。

• URL
• ポート番号

例:

udp://203.0.113.28:5000

udp://203.0.113.33:5005

2. ポート番号を含む URL を [UDP destinations] (UDP 送信先) の[URL] フィールドのいずれかまたは両方
に入力します。

3. FEC を有効化 (p. 228)する場合は、2 つの送信先のポート番号の間にスペースを残します。

例えば、1 つの送信先が rtp://203.0.113.28:5000 である場合は、FEC がポート 5002 と 5004 
も使用すると想定します。したがって、もう 1 つの送信先の使用可能な最小ポート番号は 5005 
(rtp://203.0.113.33:5005) とします。

4. (オプション) [Output] (出力) セクションで、必要に応じて [Buffer msec] (バッファミリ秒) フィールド
に値を入力します。詳細については、 MediaLive コンソールのフィールドの横にある [情報] リンクを
選択してください。

UDP トランスポートのフィールド
次のフィールドで、各出力のトランスポートを設定します。

• [Output] (出力) – [Output settings] (出力設定) – [FEC output settings] (FEC 出力設定) で値を選択しま
す。

• [Output] (出力) – [Output settings] (出力設定) – [Network settings] (ネットワーク設定) – [Container 
settings] (コンテナ設定) セクション

必要に応じて値を変更します。フィールドの詳細については、 MediaLive コンソールのフィールドの横に
ある [情報] リンクを選択してください。
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動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕スト
リーム (エンコード) のフィールド
次のフィールドは、出力内の動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のエ
ンコーディングに関連します。

• [ストリーム設定] セクション

エンコードの作成については、以下のセクションを参照してください。

• the section called “セットアップビデオ” (p. 230)
• the section called “オーディオ設定” (p. 233)
• the section called “字幕の設定” (p. 235)

その他の UDP 機能のフィールド
次のフィールドは、UDP 出力での回復性の実装に関連します。

• UDP 設定 — 入力損失アクション — MediaLive コンソールのフィールドの詳細については、フィールド
の横にある [情報] リンクを選択してください。

次のフィールドは、UDP 出力での字幕の実装に関連します。

• [UDP settings] (UDP 設定) – [Timed metadata ID3 frame type] (時間指定メタデータ ID3 フレームタイプ)
• [UDP settings] (UDP 設定) - [Timed metadata ID3 period] (時間指定メタデータ ID3 期間)

この出力グループのすべての出力に時間指定 ID3 メタデータまたは ID3 セグメントタグを挿入する場
合は、これらのフィールドに入力します。詳細な手順については、「the section called “ID3 メタデー
タ” (p. 429)」を参照してください。

次のステップ
出力グループとその出力 (1 つまたは複数) を設定したら、出力ごとにビデオ、オーディオ、キャプショ
ンのエンコードを作成する必要があります。「設定:出力エンコードの作成 (p. 230)」を参照してくださ
い。
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設定:チャンネルでの出力エンコード
の作成

このセクションでは、ビデオ、オーディオ、字幕の出力エンコードを作成する方法について説明し
ます。これらのエンコードは、チャンネル内の出力グループと出力を作成するタスクの一部として
作成します。各出力グループに含める出力とエンコードをすでに特定して計画しておく必要がありま
す (p. 111) (p. 95)。

エンコードを作成するステップは、チャンネルの一部として出力グループを作成するステップに統合
されています。出力グループの作成をまだ開始していない場合は、を参照してください設定:出力の作
成 (p. 180)。

トピック
• ビデオエンコードの設定 (p. 230)
• オーディオエンコードの設定 (p. 233)
• 字幕エンコードの設定 (p. 235)
• 次のステップ (p. 237)

ビデオエンコードの設定
the section called “[Outputs] (出力)” (p. 179) では、チャンネルの計画を立てたときに特定した出力グルー
プと出力を作成しました。各出力セクションには、[Stream settings] (ストリーム設定) セクションがあり
ます。今からすべてのビデオエンコードを作成する必要があります。

一般的な手順

この一般的な手順に従って、ビデオエンコードをセットアップします。

1. 各エンコードの作成方法を決定します。
• ゼロから。
• この出力またはチャンネル内の別の出力に既に存在するエンコードを共有する。
• この出力またはチャンネル内の別の出力に既に存在するエンコードのクローンを作成する。

既に決定したかもしれません。そうでない場合は、今ここで決定する必要があります。詳細について
は、「the section called “ステップ 4: エンコードの設計” (p. 111)」を参照してください。

ビデオエンコードは、同じ出力グループ内の出力から別の出力へ、またはある出力から別の出力グルー
プの出力に共有またはクローンできます。

2. 次の該当するセクションを読んでください。

トピック
• ビデオエンコードをゼロから作成する (p. 231)
• 共有によるビデオエンコードの作成 (p. 231)
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• クローンによるビデオエンコードの作成 (p. 232)

ビデオエンコードをゼロから作成する
ほとんどの出力タイプでビデオエンコードを設定するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、オーディオエンコードを設定する出力 (または最初の出力) を見つけます。
3. ビデオエンコードのリンクを選択します。
4. [Codec settings] (コーデック設定) で、このエンコードに使用するコーデックを選択します。追加の

フィールドが表示されます。
5. 必要に応じて各フィールドに入力します。フィールドの詳細については、フィールドの横にある [情

報] リンクを選択してください。

• [Width] (幅) と [Height] (高さ) のフィールド (ビデオ解像度を定義するフィールド) で、フィールドご
との [Info] (情報) リンクを選択します。フレームレートは、このチャンネルの出力チャージに影響
します。料金の詳細については、「料金」を参照してください。 MediaLive

• [Frame rate] (フレームレート) フィールドについては、各フィールドの [Info] (情報) リンクを参照し
てください。フレームレートは、このチャンネルの出力チャージに影響します。料金の詳細につい
ては、「料金」を参照してください。 MediaLive

• [色空間] フィールドの詳細については、「the section called “ビデオ – 色空間” (p. 543)」を参照し
てください。

• [Additional encoding setting] (追加のエンコード設定) のフィールドについては、「the section called 
“動画 – 拡張 VQ” (p. 563)」を参照してください。

• [Rate Control (レート制御)] フィールドについては、「the section called “ビデオ — レート制御モー
ド” (p. 565)」を参照してください。このセクションには、このチャンネルの出力料金に影響を与
えるフィールドがあります。料金の詳細については、「料金」を参照してください。 MediaLive

• [Timecode] フィールドの詳細については、「the section called “タイムコードの設定” (p. 537)」を
参照してください。

Note

[Width] (幅) と [Height] (高さ) のフィールド (ビデオ解像度を定義するフィール
ド)、[Framerate] (フレームレート) セクション内のフィールド、[Rate control] (レート制御) 
セクション内の [Bitrate] (ビットレート) フィールドはすべて、このチャンネルの出力料金に
影響します。料金の詳細については、「料金」を参照してください。 MediaLive

出力のフレームキャプチャ出力タイプでビデオエンコードを設定するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、出力を見つけ、ビデオエンコードのリンクを選択します。
3. 必要に応じて各フィールドに入力します。フィールドの詳細については、フィールドの横にある [情

報] リンクを選択してください。
4. 準備ができたら、チャンネルを保存する (p. 179)に移動します。

共有によるビデオエンコードの作成
1 つのビデオエンコードを作成し、複数の出力間で共有できます。前述の手順 (p. 231)に従って、エン
コードを一度作成します。次いで、次の手順を使用して、他の出力のエンコードを設定します。
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ビデオエンコードの共有手順は、オーディオエンコードまたは字幕エンコードの共有手順とほぼ同じであ
ることに注意してください。

共有によるビデオエンコードを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、オーディオエンコードを設定する出力 (または最初の出力) を見つけます。
3. 出力に既にビデオエンコードが含まれている場合は、そのビデオを選択し、[動画の削除] を選択しま

す。
4. [Add video] (ビデオの追加) を選択します。[Use an existing video description] (既存の動画の説明を使

用する) オプションを含むメニューが表示され、その後にチャンネル全体に現在存在する動画のリス
トが表示されます。

5. 使用したいビデオを選択します。表示されるダイアログボックスで [Share the existing settings] (既存
の設定を共有する) を選択します。

このエンコードのフィールドが表示されます。最初のフィールドの上には、このエンコードを共有す
るすべての出力をリストする情報メッセージが表示されます。

共有したことを忘れないように、動画の説明文に共有という言葉を入れるように変更するとよいで
しょう。

チャンネルには、このエンコードのインスタンスが 1 つだけであることに注意してください。した
がって、フィールドを変更すると、このエンコードを使用する他のすべての出力のフィールドが変更
されます。

[Video selector name] (動画セレクタ名) フィールドを変更する場合は、このルールを思い出してくだ
さい。1 つの出力でエンコードで別のセレクタを指定した場合は、このエンコードを共有するすべて
の出力でセレクタを変更します。実際に別のセレクタを指定する場合は、エンコードを共有する代わ
りにクローンを作成する必要がある場合があります。

クローンによるビデオエンコードの作成
1 つのビデオエンコードを作成し、複数の出力間でクローンを作成できます。ソースエンコードは、ゼロ
から作成したエンコード、またはクローンによって作成されたエンコードです。例えば、video-1 を作成
し、そのクローン video-2 を作成し、video-2 のクローン video-3 を作成します。

ビデオエンコードのクローン作成手順は、オーディオエンコードまたは字幕エンコードのクローンを作成
する手順とほぼ同じです。

クローンからビデオエンコードを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、オーディオエンコードを設定する出力 (または最初の出力) を見つけます。
3. 左側に[Video] (動画) ボタンが表示されていれば、そのボタンを選択してから [Remove video] (動画の

削除) を選択します。
4. [Add video] (ビデオの追加) を選択します。[Use an existing video description] (既存の動画の説明を使

用する) オプションを含むメニューが表示され、その後にチャンネル全体に現在存在する動画のリス
トが表示されます。

5. 新しいビデオエンコードのソースとして使用するビデオエンコードを選択します。
6. 表示されるダイアログボックスで [Clone the existing settings] (既存の設定のクローンを作成する) を

選択します。エンコードのフィールドが表示され、フィールドにはソースエンコードの値が表示され
ます。

7. 必要に応じてフィールドを変更します。
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このクローンによるエンコードは、新しいエンコードインスタンスであることに留意してください。
フィールドを変更しても、ソースエンコードには影響しません。

オーディオエンコードの設定
the section called “[Outputs] (出力)” (p. 179) では、チャンネルの計画を立てたときに特定した出力グルー
プと出力を作成しました。各出力セクションには、[Stream settings] (ストリーム設定) セクションがあり
ます。今から出力用のオーディオエンコードを作成する必要があります。

一般的な手順

この一般的な手順に従って、オーディオエンコードをセットアップします。

1. 各エンコードの作成方法を決定します。
• ゼロから。
• この出力またはチャンネル内の別の出力に既に存在するエンコードを共有する。
• この出力またはチャンネル内の別の出力に既に存在するエンコードのクローンを作成する。

既に決定したかもしれません。そうでない場合は、今ここで決定する必要があります。詳細について
は、「the section called “ステップ 4: エンコードの設計” (p. 111)」を参照してください。

オーディオエンコードは、ある出力内で、同じ出力グループ内の出力から別の出力へ、またはある出力
から別の出力グループ内の出力にオーディオエンコードを共有またはクローンできます。

2. 次の該当するセクションを読んでください。

トピック
• オーディオエンコードをゼロから作成する (p. 233)
• 共有によるオーディオエンコードの作成 (p. 234)
• クローンによるオーディオエンコードの作成 (p. 234)

オーディオエンコードをゼロから作成する
オーディオエンコードをゼロからセットアップするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、オーディオエンコードを設定する出力を見つけます。
3. この出力に新しいオーディオを追加する必要がある場合は、[オーディオの追加]、[新しいオーディオ

の説明を作成する] の順に選択します。
4. オーディオエンコードを選択し、[Codec settings] (コーデック設定) で、このエンコードに使用する

コーデックを選択します。追加のフィールドが表示されます。
5. [Audio selector name] (オーディオセレクタ名) で、計画 (p. 100)に従い、このオーディオエンコードの

ソースであるセレクタを選択します。先ほどこのセレクタを作成しました (p. 174)。
6. 必要に応じて、その他のフィールドに値を入力します。フィールドの詳細については、フィールドの

横にある [情報] リンクを選択してください。

• [Codec settings] (コーデック設定) セクションはコーデックのタイプごとに異なります。
• [リミックスの設定] セクション内のフィールドはオプションです。
• [オーディオの正規化] 設定のフィールドはオプションです。
• [追加設定] セクション内のフィールドはオプションです。
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共有によるオーディオエンコードの作成
1 つのオーディオエンコードを作成し、複数の出力間でそれを共有できます。前述の手順 (p. 233)に従っ
て、エンコードを一度作成します。次いで、次の手順を使用して、他の出力のエンコードを設定します。

オーディオエンコードの共有手順は、ビデオエンコードまたは字幕エンコードの共有手順とほぼ同じであ
ることに注意してください。

共有によるオーディオエンコードを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、オーディオエンコードを設定する出力を見つけます。
3. 出力には、 MediaLive自動的に追加されたオーディオエンコードが含まれている場合があります。こ

のオーディオエンコードを使用する予定がない場合は、それを削除します。オーディオエンコードを
選択し、[Remove audio] (オーディオの削除) を選択します。

4. 新しいオーディオを作成します。[Add audio] (オーディオの追加) を選択します。[Use an existing 
audio description] (既存のオーディオの説明を使用する) オプションを含むメニューが表示され、その
後にチャンネル全体に現在存在するオーディオのリストが表示されます。使用したいオーディオを選
択します。

5. 表示されるダイアログボックスで [Share the existing settings] (既存の設定を共有する) を選択しま
す。

このエンコードのフィールドが表示されます。最初のフィールドの上には、このエンコードを共有す
るすべての出力をリストする情報メッセージが表示されます。

共有したことを忘れないように、オーディオの説明文に共有という言葉を入れるように変更するとよ
いでしょう。

チャンネルには、このエンコードのインスタンスが 1 つだけであることに注意してください。した
がって、フィールドを変更すると、このエンコードを使用する他のすべての出力のフィールドが変更
されます。

[Audio selector name] (オーディオセレクタ名) フィールドを変更する場合は、このルールを思い出し
てください。1 つの出力でエンコードで別のセレクタを指定した場合は、このエンコードを共有する
すべての出力でセレクタを変更します。実際に別のセレクタを指定する場合は、エンコードを共有す
る代わりにクローンを作成する必要がある場合があります。

クローンによるオーディオエンコードの作成
1 つのオーディオエンコードを作成し、複数の出力間でクローンを作成できます。ソースエンコードは、
ゼロから作成したエンコード、またはクローンによって作成されたエンコードです。例えば、audio-1 を
作成し、そのクローン audio-2 を作成し、audio-2 のクローン audio-3 を作成します。

オーディオエンコードのクローン作成手順は、ビデオエンコードまたは字幕エンコードのクローンを作成
する手順とほぼ同じであることに注意してください。

クローンからオーディオエンコードを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、オーディオエンコードを設定する出力を見つけます。
3. 出力には、 MediaLive自動的に追加されたオーディオエンコードが含まれている場合があります。こ

のオーディオエンコードを使用する予定がない場合は、それを削除します。オーディオエンコードを
選択し、[Remove audio] (オーディオの削除) を選択します。

4. 新しいオーディオを作成します。[Add audio] (オーディオの追加) を選択します。[Use an existing 
audio description] (既存のオーディオの説明を使用する) オプションを含むメニューが表示され、その
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後にチャンネル全体に現在存在するオーディオのリストが表示されます。使用したいオーディオを選
択します。

5. 新しいオーディオエンコードのソースとして使用するオーディオエンコードを選択します。
6. 表示されるダイアログボックスで [Clone the existing settings] (既存の設定のクローンを作成する) を

選択します。エンコードのフィールドが表示され、フィールドにはソースエンコードの値が表示され
ます。

7. 必要に応じてフィールドを変更します。

このクローンによるエンコードは、新しいエンコードインスタンスであることに留意してください。
フィールドを変更しても、ソースエンコードには影響しません。

字幕エンコードの設定
the section called “[Outputs] (出力)” (p. 179) では、チャンネルの計画を立てたときに特定した出力グルー
プと出力を作成しました。各出力セクションには、[Stream settings] (ストリーム設定) セクションがあり
ます。今からすべての出力について字幕エンコードを作成する必要があります。

一般的な手順

この一般的な手順に従って、字幕エンコードをセットアップします。

1. 各エンコードの作成方法を決定します。
• ゼロから。
• この出力またはチャンネル内の別の出力に既に存在するエンコードを共有する。
• この出力またはチャンネル内の別の出力に既に存在するエンコードのクローンを作成する。

既に決定したかもしれません。そうでない場合は、今ここで決定する必要があります。詳細について
は、「the section called “ステップ 4: エンコードの設計” (p. 111)」を参照してください。

1 つの出力内、同じ出力グループ内の出力から別の出力へ、または別の出力グループ内の出力から出力
へ、キャプションエンコードを共有したり、クローン化したりすることができます。

2. 次の該当するセクションを読んでください。

トピック
• 字幕エンコードをゼロから作成する (p. 235)
• 共有による字幕エンコードの作成 (p. 236)
• クローンによる字幕エンコードの作成 (p. 236)

字幕エンコードをゼロから作成する
字幕エンコードをゼロからセットアップするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、字幕エンコードを設定する出力 (または最初の出力) を見つけます。
3. この出力に新しい字幕を追加する必要がある場合は、[字幕の追加]、[新しい字幕の説明を作成する] の

順に選択します。
4. 字幕エンコードを選択し、[Codec settings] (コーデック設定) で、このエンコードに使用する形式を選

択します。追加のフィールドが表示されます。
5. [Captions selector name] (字幕セレクタ名) で、計画 (p. 100)に従い、この字幕エンコードのソースで

あるセレクタを選択します。先ほどこのセレクタを作成しました (p. 174)。
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6. 必要に応じて他のフィールドに値を入力して、字幕のエンコードを設定します。字幕エンコードの設
定の詳細については、「the section called “ステップ 4: 字幕エンコードを作成する” (p. 414)」を参照
してください。

共有による字幕エンコードの作成
1 つの字幕エンコードを作成し、複数の出力間で共有できます。前述の手順 (p. 235)に従って、エンコー
ドを一度作成します。次いで、次の手順を使用して、他の出力のエンコードを設定します。

字幕エンコードの共有手順は、ビデオエンコードまたは字幕エンコードの共有手順とほぼ同じであること
に注意してください。

共有して字幕エンコードを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、字幕エンコードを設定する出力 (または最初の出力) を見つけます。
3. 出力には、 MediaLive自動的に追加された字幕エンコードが含まれている場合があります。この字幕

エンコードを使用する予定がない場合は、削除します。字幕エンコードを選択して [Remove captions]
(字幕の削除) を選択します。

4. 新しい字幕を作成します。[字幕の追加] を選択します。[Use an existing captions description] (既存の
字幕の説明を使用する) オプションを含むメニューが表示され、その後にチャンネル全体に現在存在
する字幕のリストが表示されます。使用したい字幕を選択します。

5. 表示されるダイアログボックスで [Share the existing settings] (既存の設定を共有する) を選択しま
す。

このエンコードのフィールドが表示されます。最初のフィールドの上には、このエンコードを共有す
るすべての出力をリストする情報メッセージが表示されます。

共有したことを忘れないように、字幕の説明文に共有という言葉を入れるように変更するとよいで
しょう。

チャンネルには、このエンコードのインスタンスが 1 つだけであることに注意してください。した
がって、フィールドを変更すると、このエンコードを使用する他のすべての出力のフィールドが変更
されます。

[Captions selector name] (字幕セレクタ名) フィールドを変更する場合は、このルールを思い出してく
ださい。1 つの出力でエンコードで別のセレクタを指定した場合は、このエンコードを共有するすべ
ての出力でセレクタを変更します。実際に別のセレクタを指定する場合は、エンコードを共有する代
わりにクローンを作成する必要がある場合があります。

クローンによる字幕エンコードの作成
1 つの字幕エンコードを作成し、複数の出力間でクローンを作成できます。ソースエンコードは、ゼロか
ら作成したエンコード、またはクローンによって作成されたエンコードです。例えば、caption-1 を作成
し、そのクローン caption-2 を作成し、caption-2 のクローン caption-3 を作成します。

字幕エンコードのクローンを作成する手順は、ビデオエンコードまたは字幕エンコードのクローンを作成
する手順とほぼ同じです。

複製して字幕エンコードを作成するには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページで、作成 (p. 179)した出力グループを見つけます。
2. その出力グループで、字幕エンコードを設定する出力 (または最初の出力) を見つけます。
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3. 出力には、 MediaLive自動的に追加された字幕エンコードが含まれている場合があります。この字幕
エンコードを使用する予定がない場合は、削除します。字幕エンコードを選択して [Remove captions]
(字幕の削除) を選択します。

4. 新しい字幕を作成します。[字幕の追加] を選択します。[Use an existing captions description] (既存の
字幕の説明を使用する) オプションを含むメニューが表示され、その後にチャンネル全体に現在存在
する字幕のリストが表示されます。使用したい字幕を選択します。

5. 新しい字幕エンコードのソースとして使用する字幕エンコードを選択します。
6. 表示されるダイアログボックスで [Clone the existing settings] (既存の設定のクローンを作成する) を

選択します。エンコードのフィールドが表示され、フィールドにはソースエンコードの値が表示され
ます。

7. 必要に応じて他のフィールドに値を入力して、字幕のエンコードを設定します。字幕エンコードの設
定の詳細については、「the section called “ステップ 4: 字幕エンコードを作成する” (p. 414)」を参照
してください。

8. このクローンによるエンコードは、新しいエンコードインスタンスであることに留意してください。
フィールドを変更しても、ソースエンコードには影響しません。

次のステップ
出力グループ、出力、出力エンコードをすべて作成したら、チャンネルを保存できます。

チャンネルを保存 (作成) するには、ナビゲーションペインで [Create channel] (チャンネルの作成) を選択
します。詳細については、「the section called “チャンネルを保存” (p. 179)」を参照してください。
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AWS Elemental MediaLive スケ
ジュールの作成

AWS Elemental では MediaLive、チャンネルの実行中に処理を操作できます。チャンネルと関連付けら
れているスケジュールにアクションを追加することで、この操作を実行できます。スケジュールは、アク
ションの開始時刻まで各アクションを保持します。 MediaLive

チャンネルを開始する前に、このスケジュールに関する章を読むことをお勧めします。主なスケジュール
アクションは入力の切り替えです。これは、複数入力チャンネルがある場合 (チャンネルに複数の入力を
接続している場合) に実装する必要があります。ただし、ワークフローに関連する可能性のあるアクショ
ンは他にもあります。

通常、スケジュールはチャンネルを開始する前に設定します。少なくとも、すぐに実行する必要があると
わかっているアクションのスケジュールを作成します。チャンネルを開始した後も、引き続きスケジュー
ルアクションを追加できます。すでに計画しているアクションやアドホックアクションを追加できます。

トピック
• スケジュール内のアクションのタイプ (p. 238)
• アクションのタイミングのタイプ (p. 239)
• スケジュールアクションの仕組み (p. 240)
• スケジュールの使用 (コンソール) (p. 245)
• スケジュールの使用 (AWS CLI) (p. 268)

スケジュール内のアクションのタイプ
スケジュールは、実行中のチャンネルが実行するアクションのリストです。アクションを使用して、以下
を実行できます。

• 実行中のチャンネルが取り込んでいる入力を切り替える。
• 即時入力スイッチに関連付けられた入力を準備すると、 MediaLive スイッチを実行するときに発生する

遅延を減らせます。
• 静的イメージオーバーレイ (基となる動画の上に重ねられたイメージ) を実行中のチャンネルへ挿入す

る。

• 実行中のチャンネルにモーショングラフィックスのオーバーレイを挿入します。
• SCTE35 メッセージを実行中のチャンネルに挿入する。
• 実行中のチャンネルに ID3 メタデータを挿入する。
• ID3 セグメントタグを実行中のチャンネルに挿入します。
• チャンネルのパイプラインの 1 つまたは両方を一時停止する。
• チャンネルのパイプラインの 1 つまたは両方の一時停止を解除する。

詳細については、「the section called “アクションの仕組み” (p. 240)」を参照してください。
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アクションのタイミングのタイプ
アクションのタイミングを指定するには、いくつかの方法があります。

• [Fixed] (固定) - 指定した特定の時間にアクションを実行します。

ほとんどのアクションで、指定された時間は少なくとも 15 秒先でなければなりません。入力準備アク
ションの場合、指定時間は関連する入力スイッチの開始より 15 秒以上前でなければなりません。

• [Immediate] (即時) – できるだけ早くアクションを実行します。

時刻は指定しません。
• [Follow] (フォロー) — 指定した入力スイッチが始まる直前、または現在実行中の入力が完了した直後

に、アクションを実行します。

次の表に、各タイプのアクションに適用されるタイミングのタイプを示します。このテーブルを読むに
は、最初の列でアクションを検索し、該当するタイプのタイミングについて行全体を読み込みます。

アクションのタイプ サポートされるタイミングタイプ

入力を切り替える (入力
スイッチを実行する)

はい はい はい

入力を準備する (入力準
備を実行する)

はい はい はい

静止画像オーバーレイ
をアクティブ化

はい   はい

モーショングラフィッ
クスオーバーレイを有
効にする

はい   はい

静的画像オーバーレイ
を非アクティブ化

はい   はい

モーショングラフィッ
クスオーバーレイを無
効にする

はい   はい

SCTE 3.5 メッセージを
挿入してください

はい はい はい

ID3 メタデータを挿入 はい   はい

ID3 セグメントタグを挿
入

はい   はい

一方または両方のパイ
プラインを一時停止ま
たは一時停止解除

はい   はい

注意 A

フォローを使用すると、適用するアクションを入力スイッチに追従させることができます。他のタイプの
アクションに追随することはできません。したがって、従っているアクションは常に入力スイッチです。
フォローを実行するアクションは、入力スイッチ、入力準備または SCTE35 メッセージです。
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スケジュールアクションの仕組み
このセクションでは、 MediaLive アクションタイプと開始タイプの各組み合わせの処理方法について説明
します (p. 239) (p. 238)。

トピック
• 入力スイッチアクションの仕組み (p. 240)
• 入力準備アクションの仕組み (p. 241)
• イメージオーバーレイアクションの仕組み (p. 241)
• モーショングラフィックスオーバーレイの仕組み (p. 242)
• SCTE-35 アクションの仕組み (p. 242)
• ID3 メタデータアクションの仕組み (p. 243)
• ID3 セグメントタグアクションの仕組み (p. 244)
• 一時停止と一時停止解除アクションの動作の仕組み (p. 244)

入力スイッチアクションの仕組み
実行中のチャンネルが取り込んでいる入力を切り替えるアクションを設定できます。チャンネルは現在の
入力の取り込みを停止し、指定された入力の取り込みを開始します。

入力はチャンネルに既にアタッチされている必要があります。

スケジュールに入力切り替えアクションを追加する前に、「the section called “入力切り替え” (p. 448)」
を参照してください。

固定開始の入力スイッチ

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。チャンネルは、指定した時間に入力が切り替わるように設定しま
す。

即時開始の入力スイッチ

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

標準チャンネル (パイプラインが 2 つのチャンネル) の入力スイッチの場合、 MediaLive 内部的にfuture 開
始時間を 10 秒に設定します。この遅延により、2 つのパイプラインで全く同じタイミングで切り替えが行
われるようになります。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルは、直ちに入力の切り替え (単一
パイプラインチャンネルの場合) を開始するか、指定された時間に (標準チャンネルの場合) に切り替える
ように設定します。

フォロー開始付き入力スイッチ

アクションを作成するときに、このアクションが従う入力スイッチアクションを指定します。その参照ア
クションは、入力スイッチでなければなりません。

参照アクションの入力には、Continue (続行) のソース終了動作が必要です。[Source end behavior] (ソー
スの終了動作) フィールドを見つけるには、[Create channel] (チャンネルの作成) ページに移動し、[Input 
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attachment] (入力添付ファイル) リストで入力を探し、[General input settings] (一般入力設定) を見つけま
す。

アクションを作成すると、アクションはスケジュールで待機します。参照アクションが終了する直前に、
スケジュールはアクションをチャンネルに渡し、現在の入力が完了するとすぐにチャンネルを新しい入力
に切り替えることができます。

入力準備アクションの仕組み
MediaLive スイッチを実行するときに発生する遅延を減らすために、即時入力スイッチに関連付けられた
入力を準備するアクションを設定できます。

入力はチャンネルに既にアタッチされている必要があります。ただし、この入力の入力スイッチがスケ
ジュール内に既に存在するという要件はありません。例えば、入力 X をチャンネルにアタッチする必要が
あります。アクション A を作成して入力 X を準備し、後でアクション B を作成して入力 X に切り替える
ことができます。または、アクション B を作成してアクション A を作成することもできます。

スケジュールに入力準備アクションを追加する前に、「the section called “入力準備” (p. 441)」を参照し
てください。

固定開始での入力準備

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、関連する入力スイッチ
の開始時刻の少なくとも 15 秒前である必要があります。ただし、今後は 14 日以内にしてください。この
カットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエストを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。準備アクションの開始時刻の 15 秒前
に、スケジュールがアクションをチャンネルに渡します。チャンネルが入力の準備を開始します。

即時開始での入力準備

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルがすぐに準備を開始します。

フォロー開始での入力準備

アクションを作成するときに、このアクションが従う入力スイッチアクションを指定します。その参照ア
クションは、入力スイッチでなければなりません。

参照アクションの入力には、Continue (続行) のソース終了動作が必要です。[Source end behavior] (ソー
スの終了動作) フィールドを見つけるには、[Create channel] (チャンネルの作成) ページに移動し、[Input 
attachment] (入力添付ファイル) リストで入力を探し、[General input settings] (一般入力設定) を見つけま
す。

アクションを作成すると、アクションはスケジュールで待機します。参照アクションが終了する直前に、
スケジュールはアクションをチャンネルに渡します。現在の入力が完了するとすぐに、チャンネルは新し
い入力に切り替えます。

イメージオーバーレイアクションの仕組み
ビデオにイメージオーバーレイを挿入または削除するアクションを設定することができます。

• イメージオーバーレイを挿入し、下敷きのビデオに重ねるようにアクティブにします。イメージオー
バーレイ情報には期間が含まれ、適切な時刻にイメージオーバーレイが削除されます。

• イメージオーバーレイを無効にするアクションは、イメージオーバーレイを削除します。したがって、
このアクションを使用して、指定された期間の前に現在実行中のイメージオーバーレイを削除するか、
期間が指定されていない場合に削除します。
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アクションによって挿入されるイメージオーバーレイファイルの準備については、「the section called “イ
メージオーバーレイ” (p. 435)」を参照してください。

固定開始での有効化または無効化

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。開始時に、チャンネルは画像オーバーレイを挿入するか、ビデオか
ら画像オーバーレイを削除します。

即時開始でのアクティブ化または非アクティブ化

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルは直ちにイメージオーバーレイを
挿入するか、イメージオーバーレイを削除します。

モーショングラフィックスオーバーレイの仕組み
ビデオにモーショングラフィックスをオーバーレイで挿入または削除するアクションを設定することがで
きます。

• アクティベートモーショングラフィックスアクションは、モーショングラフィックスを挿入し、下敷き
のビデオに重なるようにアクティベートします。イメージオーバーレイ情報には期間が含まれ、適切な
時刻にモーショングラフィックが削除されます。

• モーショングラフィックスを非アクティブ化するアクションは、イメージオーバーレイを削除します。
したがって、このアクションを使用して、指定された期間の前に現在実行中のモーショングラフィック
を削除するか、期間が指定されていない場合に削除します。

アクションが挿入するモーショングラフィックスアセットの準備については、「the section called “モー
ショングラフィックスオーバーレイ” (p. 479)」を参照してください。

固定開始でのアクティブ化または非アクティブ化

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。開始時に、チャンネルはモーショングラフィックを挿入するか、ビ
デオからモーショングラフィックを削除します。

即時開始でのアクティブ化または非アクティブ化

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルはモーショングラフィックを直ち
に挿入するか、モーショングラフィックを削除します。

SCTE-35 アクションの仕組み
SCTE35 メッセージを挿入するアクションを設定できます。次の 3 種類のアクションがあります。

• splice_command_type をチャンネルに挿入するアクション。
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• time_signal をチャンネルに挿入するアクション:SCTE-35 メッセージ。
• SCTE 35 return-to-network メッセージをスケジュールに挿入して、期間が指定されているか期間のない 

splice_insert を終了するアクション。

SCTE-35 アクションを追加する前に、「」を参照してくださいthe section called “SCTE-35 メッセージの
処理” (p. 505)。

固定開始を含む SCTE-35 メッセージを挿入

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。開始時に、チャンネルは SCTE35 メッセージを挿入します。

チャンネルのメッセージ挿入後、 MediaLive 既にソースコンテンツにあったメッセージを処理します。

即時開始を含む SCTE-35 メッセージを挿入

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルは、直ちにストリームに SCTE35 
メッセージを挿入します。

チャンネルのメッセージ挿入後、 MediaLive 既にソースコンテンツにあったメッセージを処理します。

フォロー開始を含む SCTE-35 メッセージを挿入

アクションを作成するときに、このアクションが従う入力スイッチアクションを指定します。その参照ア
クションは、入力スイッチでなければなりません。

参照アクションの入力には、Continue (続行) のソース終了動作が必要です。[Source end behavior] (ソー
スの終了動作) フィールドを見つけるには、[Create channel] (チャンネルの作成) ページに移動し、[Input 
attachment] (入力添付ファイル) リストで入力を探し、[General input settings] (一般入力設定) を見つけま
す。

アクションを作成すると、アクションはスケジュールで待機します。参照アクションが終了する直前に、
スケジュールはアクションをチャンネルに渡します。現在の入力が完了するとすぐに、チャンネルは 
SCTE35 メッセージを挿入します。

チャンネルのメッセージ挿入後、 MediaLive 既にソースコンテンツにあったメッセージを処理します。

ID3 メタデータアクションの仕組み
チャンネルに ID3 データを挿入するアクションを設定できます。アクションは、ID3 パススルーが有効に
なっている出力に (p. 430) ID3 メタデータを挿入します。完全に形成された ID3 メタデータ項目 (ID3 仕
様に従ってヘッダーとフレームの両方を含む) を指定し、base64 としてエンコードする必要があります。 
MediaLive 指定した時刻に一度メタデータを挿入します。

ID3 メタデータアクションをスケジュールに追加する前に、「the section called “ID3 メタデー
タ” (p. 429)」を参照してください。

固定開始で ID3 メタデータを挿入する

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。
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アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。開始時刻に、チャンネルはデータをチャンネルに挿入します。

ID3 メタデータの挿入と即時開始で挿入する

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルは直ちにデータをチャンネルに挿
入します。

ID3 セグメントタグアクションの仕組み
HLS の各セグメントに ID3 データを挿入し MediaPackage 、ID3 パススルーが有効になっているパッケー
ジに (p. 430) ID3 データを挿入します。セグメントタグには、次の 2 つのタイプがあります。

• タグ:ID3TXXX  タグ内のフィールドにを指定します。value MediaLive 1 つの TXXX フィールドを含む 
ID3 タグを作成し、そのタグをすべてのセグメントに挿入します。

• ID3: 完全に形成された ID3 メタデータ項目 (ID3 仕様に従ってヘッダーとフレームの両方を含む) を指定
し、base64 としてエンコードします。 MediaLive タグは、すべてのセグメントに挿入されます。

ID3 セグメントタグアクションをスケジュールに追加する前に、「the section called “ID3 セグメントタ
グ” (p. 433)」を参照してください。

固定開始で ID3 セグメントタグを挿入する

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。開始時刻に、チャンネルはデータをチャンネルに挿入します。

ID3 データを即時開始で挿入する

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルは直ちにデータをチャンネルに挿
入します。

一時停止と一時停止解除アクションの動作の仕組み
アクションを挿入して、チャンネルの一方または両方のパイプラインを一時停止および一時停止解除でき
ます。指定されたパイプラインを一時停止し、指定されていないパイプラインを解除します。

• 1 つのパイプラインが指定されたアクション - アクションは、指定されたパイプラインを一時停止し、
もう一方のパイプラインの一時停止を解除します。

• 両方のパイプラインが指定されたアクション - アクションは両方のパイプラインを一時停止します。
• パイプラインの指定がないアクション - アクションは両方のパイプラインの一時停止を解除します。

Note

指定しないパイプラインは、現在の状態のままではありません。常に未使用に設定されていま
す。
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固定開始で一時停止または一時停止解除

アクションを作成するときには、開始時刻を含めます。アクションの開始時刻は、少なくとも 15 秒後 (お
よび 14 日以内) である必要があります。このカットオフの後、 MediaLive アクションを作成するリクエス
トを拒否します。

アクションの作成後、アクションはスケジュールで待機します。開始時刻の 15 秒前に、スケジュールが
アクションをチャンネルに渡します。開始時刻に、チャンネルはチャンネルのパイプラインを一時停止ま
たは一時停止解除します。

即時開始で一時停止または一時停止解除

アクションを作成するときに、開始タイプを即時に設定しました。

スケジュールは直ちにアクションをチャンネルに渡します。チャンネルは、チャンネルのパイプラインを
直ちに一時停止または一時停止解除します。

スケジュールの使用 (コンソール)
AWS Elemental MediaLive コンソールを使用して、チャンネルのスケジュールに作成アクションを作成ま
たは削除できます (p. 238)。チャンネルが実行中またはアイドル状態のときに、スケジュールを操作でき
ます。

アクションは、チャンネルが実行されているときにチャンネルで実行されます。

コンソールには、アクションを操作するための 2 つのビューが用意されています。

• 表形式のアクションを一覧するリストビュー
• アクションのタイムライン形式を示すタイムラインビュー

どちらのビューでも、次の操作を実行できます。

• 個々のアクションを作成する。
• 個々のアクションを削除する。
• 1 つのリクエストで複数のアクションを削除する (バッチコマンド)。
• 現在スケジュールにあるアクションを表示する。

トピック
• スケジュールでのアクションの作成 (コンソール) (p. 245)
• スケジュールからのアクションの削除 (コンソール) (p. 263)
• スケジュールのアクションを変更する (コンソール) (p. 265)
• スケジュールの表示 (コンソール) (p. 267)

スケジュールでのアクションの作成 (コンソール)
スケジュールで異なるアクションを作成します。サポートされているアクションのリストについては、the 
section called “アクションのタイプ” (p. 238) を参照してください。

一般的な手順は、任意のタイプのアクションを作成する場合と同じです。
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アクションを作成するには

1. 追加したいアクションの計画 (p. 240)に関する情報を読む込みます。
2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで、[Channel] (チャンネル) を選択し、操作するチャンネルを選択します。
4. [Details] (詳細) ペインで、[Schedule] (スケジュール) タブを選択します。
5. [Switch] (切り替え) ボタンを選択し、目的のビュー ([List] (リスト) ビューまたは [Timeline] (タイムラ

イン) ビュー) を表示します。タイムラインビューのレイアウトとカラーコーディングの詳細について
は、「the section called “スケジュールの表示” (p. 267)」を参照してくさい。

6. リスト 表示で、適切なアクションを選択します。

• 固定、フォロー、または即時アクションを最初から作成するには、[Create] (作成) を選択します。
• 既存のアクションの後にフォローアクションを作成するには、そのアクションを選択し、[Schedule 

actions] (アクションのスケジュール設定)、[Create follow actions from] (フォローアクションの作成
元) の順に選択します。

この方法では、いくつかのフィールドが既に入力済みの [Create schedule action (スケジュールアク
ションの作成)] ページが表示されるため、既存のアクションのフォロースイッチをすばやく作成で
きます。

7. [Timeline] (タイムライン) ビューの場合、適切なアクションを選択します。

• 固定、フォロー、または即時アクションを最初から作成するには、[Create] (作成) を選択します。
• フォローアクションを作成するには、フォローする入力スイッチを探し、そのカードで [Create 

follow action] (フォローアクションを作成) を選択します。

この方法では、いくつかのフィールドが既に入力済みの [Create schedule action (スケジュールアク
ションの作成)] ページが表示されるため、既存のアクションのフォロースイッチをすばやく作成で
きます。

8. [Create schedule action] (スケジュールアクションの作成) ページでフィールドに入力します。フィー
ルドの入力については、以下の各トピックを参照してください。

9. 終了したら、[作成] (Create) を選択します。

MediaLive アクションは、リストまたはタイムラインの適切なタイムスロットに追加します。

フォロー入力スイッチを作成すると、入力フォローチェーンを効果的に作成できます。入力フォロー
チェーンは、最初のフォローの 1 つ上の入力から開始され、最後のフォロー入力で終了します。入
力フォローチェーンの詳細については、「the section called “固定、即時、およびフォローのスイッ
チ” (p. 450)」を参照してください。

トピック
• 入力スイッチのフィールド (p. 247)
• 入力準備のフィールド (p. 251)
• イメージオーバーレイをアクティブ化するためのフィールド (p. 256)
• イメージオーバーレイを非アクティブ化するためのフィールド (p. 257)
• モーショングラフィックスオーバーレイを有効化するためのフィールド (p. 257)
• モーショングラフィックスオーバーレイを無効化するためのフィールド (p. 258)
• Splice_Insert メッセージのフィールド (p. 258)
• Time_Signal メッセージのフィールド (p. 260)
• return-to-network メッセージのフィールド (p. 260)
• ID3 メタデータのフィールド (p. 261)
• ID3 セグメントタグのフィールド (p. 262)
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• 一時停止のフィールド (p. 262)
• 一時停止解除のフィールド (p. 263)

入力スイッチのフィールド
このセクションでは、次の 3 種類の入力スイッチのフィールドに入力する方法について説明します。

• 静的ライブ入力への切り替え
• 静的ファイル入力への切り替え
• 動的ファイル入力への切り替え

トピック
• 静的ライブ入力に切り替えるためのフィールド (p. 247)
• 静的ファイル入力に切り替えるためのフィールド (p. 248)
• 動的ファイル入力に切り替えるためのフィールド (p. 249)

静的ライブ入力に切り替えるためのフィールド

このテーブルは、静的ライブ入力に切り替えるアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

[Action name (アクション名)] この入力スイッチの名前です。

アクションの種類 入力スイッチ。

入力アタッチ 切り替える先のライブ入力です。入力は既にこの
チャンネルで入力アタッチ (p. 168)としてセット
アップされている必要があります。

例えば、入力 A から入力 B に切り替える場合、こ
のフィールドで入力 B を指定します。

開始タイプ [Fixed] (固定)、[Immediate] (即時)、または [Follow]
(フォロー)。入力準備の開始タイプについては、
「the section called “固定、即時、およびフォロー
のスイッチ” (p. 450)」を参照してください。

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定) の場合、
チャンネルがこの新しい入力に切り替える必要が
ある日付と時刻 (UTC 形式) を指定します。この時
刻は 30 秒以上後である必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合、切り替える元の入力 (この新しい入力の前
の入力) を選択します。ドロップダウンリストは、
ファイル入力である既存の入力スイッチをすべて
一覧表示します。入力 A がファイル入力であり、
入力 A のソース側の動作が継続している場合にの
み、入力 B は入力 A に追従できることに注意して
ください。
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フィールド 説明
これらの切り替えルールの詳細については、「the 
section called “固定、即時、およびフォローのス
イッチ” (p. 450)」を参照してください。

例えば、入力 A から入力 B に切り替える場合、こ
のフィールドで入力 A を指定します。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに切り替えが発生
することを示すため、Always End。

静的ファイル入力に切り替えるためのフィールド

このテーブルは、静的ファイル入力に切り替えるアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

[Action name (アクション名)] この入力スイッチの名前です。

アクションの種類 入力スイッチ。

入力アタッチ 切り替える先のファイル入力です。入力は既にこ
のチャンネルで入力アタッチ (p. 168)としてセット
アップされている必要があります。

例えば、入力 A から入力 B に切り替える場合、こ
のフィールドで入力 B を指定します。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Enable input clipping] (入力クリッピングを有効に
する)

このフィールドは、入力クリッピングの対
象 (p. 437)となるファイル入力にのみ表示されま
す。

ファイルの開始と終了、開始時のみ、または終
了時のみ、または終了時にのみクリップする場合
は、フィールドを有効にします。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) -
[Input timecode source] (入力タイムコードソース)

ソースを選択します。

ゼロベース - ファイルの開始を基準とした開始時
刻と終了時刻を設定します。00:00:00:00 です。

埋め込み - ファイル内のタイムコードに基づいて
時刻を設定します。ファイルにはタイムコードが
必要です。タイムコードがない場合、クリッピン
グ命令は無視されます。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) 
- [Start timecode] (タイムコードの開始)、[Stop 
timecode] (タイムコードの停止)

1 つまたは両方のフィールドに入力しま
す。hh:mm:ss:ff の形式で値を入力します。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Last frame clipping behavior] (最後のフレームのク
リッピング動作)

このフィールドは、停止タイムコードを指定した
場合のみ表示されます。

最後のフレームを除外する – 終了タイムコードで
指定されたフレームの前にファイルをクリップし
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フィールド 説明
ます。例えば、終了タイムコードが 01:00:30:19 の
場合、フレーム 19 は含まれません。

最後のフレームを含める – ファイルをクリップし
ません。前の例では、フレーム 19 を含めます。

開始タイプ [Fixed] (固定)、[Immediate] (即時)、または [Follow]
(フォロー)。入力準備の開始タイプについては、
「the section called “固定、即時、およびフォロー
のスイッチ” (p. 450)」を参照してください。

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定) の場合、
チャンネルがこの新しい入力に切り替える必要が
ある日付と時刻 (UTC 形式) を指定します。この時
刻は 30 秒以上後である必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合、切り替える元の入力 (この新しい入力の前
の入力) を選択します。ドロップダウンリストは、
ファイル入力である既存の入力スイッチをすべて
一覧表示します。入力 A がファイル入力である場
合のみ、入力 B が入力 A を追跡できることを覚え
ておいてください。これらの切り替えルールの詳
細については、「the section called “固定、即時、
およびフォローのスイッチ” (p. 450)」を参照し
てください。

例えば、入力 A から入力 B に切り替える場合、こ
のフィールドで入力 A を指定します。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに切り替えが発生
することを示すため、Always End。

動的ファイル入力に切り替えるためのフィールド

このテーブルは、動的ファイル入力に切り替えるアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

[Action name (アクション名)] この入力スイッチの名前です。

アクションの種類 入力スイッチ。

入力アタッチ 切り替える先のファイル入力です。入力は既にこ
のチャンネルで入力アタッチ (p. 168)としてセット
アップされている必要があります。

例えば、入力 A から入力 B に切り替える場合、こ
のフィールドで入力 B を指定します。
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フィールド 説明

[Dynamic input setting] (動的入力設定) - [URL path 
for input source A] (入力ソース A の URL パス)

このフィールドは、入力が動的入力 (p. 429)と
して設定されている場合に表示されます。入力の
ソース A の URL の一部 $urlPath$ を置き換える
値を入力します。フィールドの下のヒントに、こ
のソース用に作成した URL パスが表示されます。

[Dynamic input setting] (動的入力設定) - [Use the 
same URL path for input source B] (入力ソース B 
に同じ URL パスを使用)

このフィールドは、入力が標準チャンネルにア
タッチされている場合に表示されます。つまり、2 
つのパイプラインがあり、2 つのソースがあること
を意味します。

ソース A とソース B の $urlPath$ に同じ値を使
用する場合は、このフィールド (デフォルト) を有
効にします。

別の値を使用するには、このフィールドを無効に
して、値を入力します。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Enable input clipping] (入力クリッピングを有効に
する)

このフィールドは、ファイル入力の場合にのみ表
示されます。

ファイルの開始と終了、開始時のみ、または終
了時のみ、または終了時にのみクリップする場合
は、フィールドを有効にします。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) -
[Input timecode source] (入力タイムコードソース)

ソースを選択します。

ゼロベース - ファイルの開始を基準とした開始時
刻と終了時刻を設定します。00:00:00:00 です。

埋め込み - ファイル内のタイムコードに基づいて
時刻を設定します。ファイルにはタイムコードが
必要です。タイムコードがない場合、クリッピン
グ命令は無視されます。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) 
- [Start timecode] (タイムコードの開始)、[Stop 
timecode] (タイムコードの停止)

1 つまたは両方のフィールドに入力しま
す。hh:mm:ss:ff の形式で値を入力します。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Last frame clipping behavior] (最後のフレームのク
リッピング動作)

このフィールドは、停止タイムコードを指定した
場合のみ表示されます。

最後のフレームを除外する – 終了タイムコードで
指定されたフレームの前にファイルをクリップし
ます。例えば、終了タイムコードが 01:00:30:19 の
場合、フレーム 19 は含まれません。

最後のフレームを含める – ファイルをクリップし
ません。前の例では、フレーム 19 を含めます。

開始タイプ [Fixed] (固定)、[Immediate] (即時)、または [Follow]
(フォロー)。入力準備の開始タイプについては、
「the section called “固定、即時、およびフォロー
のスイッチ” (p. 450)」を参照してください。
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フィールド 説明

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定) の場合、
チャンネルがこの新しい入力に切り替える必要が
ある日付と時刻 (UTC 形式) を指定します。この時
刻は 30 秒以上後である必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合、切り替える元の入力 (この新しい入力の前
の入力) を選択します。ドロップダウンリストは、
ファイル入力である既存の入力スイッチをすべて
一覧表示します。入力 A がファイル入力である場
合のみ、入力 B が入力 A を追跡できることを覚え
ておいてください。これらの切り替えルールの詳
細については、「the section called “固定、即時、
およびフォローのスイッチ” (p. 450)」を参照し
てください。

例えば、入力 A から入力 B に切り替える場合、こ
のフィールドで入力 A を指定します。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに切り替えが発生
することを示すため、Always End。

入力準備のフィールド
このセクションでは、次の 3 種類の入力準備のフィールドに入力する方法について説明します。

• 静的ライブ入力の準備
• 静的ファイル入力の準備
• 動的ファイル入力の準備

静的ライブ入力の準備のフィールド

このテーブルは、静的ライブ入力を準備するアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

[Action name (アクション名)] この入力の準備の名前。

アクションの種類 入力準備

入力アタッチ 準備するライブ入力。入力は既にこのチャンネル
で入力アタッチ (p. 168)としてセットアップされて
いる必要があります。

開始タイプ [Fixed] (固定)、[Immediate] (即時)、または [Follow]
(フォロー)。入力準備の開始タイプについては、
「the section called “開始の種類” (p. 443)」を参
照してください。
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フィールド 説明

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定) の場合、
チャンネルが入力の準備を開始する必要がある日
付と時刻 (UTC 形式) を指定します。この時間は、
次回の入力スイッチの少なくとも 10 秒前にする必
要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、フォローする入力を選択します。この入
力は、終端を入力準備のトリガーとして使用する
入力です。次の入力切替の入力ではありません。

ドロップダウンリストは、既存のすべての入力
スイッチを一覧表示します。リファレンス (トリ
ガー) として使用する入力スイッチがリストされて
いない場合は、まずその入力スイッチを作成する
必要があります。

入力準備の開始タイプについては、「the section 
called “開始の種類” (p. 443)」を参照してくださ
い。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに入力準備が発生
することを示すため、フォローポイントは常に終
了です。

静的ファイル入力の準備のフィールド

このテーブルは、静的ファイル入力を準備するアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

[Action name (アクション名)] この入力の準備の名前。

アクションの種類 入力準備

入力アタッチ 準備するファイル入力。入力は既にこのチャンネ
ルで入力アタッチ (p. 168)としてセットアップされ
ている必要があります。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Enable input clipping] (入力クリッピングを有効に
する)

このフィールドは、入力クリッピングの対
象 (p. 437)となるファイル入力にのみ表示されま
す。

次の入力スイッチ (準備中) もクリップされる場合
は、フィールドを有効にします。準備アクション
は、スイッチアクションと同じクリッピング手順
で設定する必要があります。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) -
[Input timecode source] (入力タイムコードソース)

ソースを選択します。
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フィールド 説明
ゼロベース - ファイルの開始を基準とした開始時
刻と終了時刻を設定します。00:00:00:00 です。

埋め込み - ファイル内のタイムコードに基づいて
時刻を設定します。ファイルにはタイムコードが
必要です。タイムコードがない場合、クリッピン
グ命令は無視されます。

この準備動作と次のスイッチ動作で同じソースを
選択することを確認してください。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) 
- [Start timecode] (タイムコードの開始)、[Stop 
timecode] (タイムコードの停止)

1 つまたは両方のフィールドに入力しま
す。hh:mm:ss:ff の形式で値を入力します。

この準備アクションと次のスイッチアクションで
同じ値を入力することを確認してください。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Last frame clipping behavior] (最後のフレームのク
リッピング動作)

このフィールドは、停止タイムコードを指定した
場合のみ表示されます。

最後のフレームを除外する – 終了タイムコードで
指定されたフレームの前にファイルをクリップし
ます。例えば、終了タイムコードが 01:00:30:19 の
場合、フレーム 19 は含まれません。

最後のフレームを含める – ファイルをクリップし
ません。前の例では、フレーム 19 を含めます。

この準備アクションと次の切り替えアクションで
同じオプションを選択してください。

開始タイプ [Fixed] (固定)、[Immediate] (即時)、または [Follow]
(フォロー)。入力準備の開始タイプについては、
「the section called “開始の種類” (p. 443)」を参
照してください。

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定) の場合、
チャンネルがこの入力の準備を開始する必要があ
る日付と時刻 (UTC 形式) を指定します。この時間
は、次回の入力スイッチの少なくとも 10 秒前にす
る必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。
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フィールド 説明

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、フォローする入力を選択します。この入
力は、終端を入力準備のトリガーとして使用する
入力です。次の入力切替の入力ではありません。

ドロップダウンリストは、既存のすべての入力
スイッチを一覧表示します。リファレンス (トリ
ガー) として使用する入力スイッチがリストされて
いない場合は、まずその入力スイッチを作成する
必要があります。

入力準備の開始タイプについては、「the section 
called “開始の種類” (p. 443)」を参照してくださ
い。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに入力準備が発生
することを示すため、フォローポイントは常に終
了です。

動的ファイル入力の準備のためのフィールド

このテーブルは、動的ファイル入力を準備するアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

[Action name (アクション名)] この入力の準備の名前。

アクションの種類 入力準備

入力アタッチ 準備するファイル入力。入力は既にこのチャンネ
ルで入力アタッチ (p. 168)としてセットアップされ
ている必要があります。

[Dynamic input setting] (動的入力設定) - [URL path 
for input source A] (入力ソース A の URL パス)

このフィールドは、入力が動的入力 (p. 429)とし
て設定されている場合に表示されます。

入力のソース A の URL の一部 $urlPath$ を置き
換える値を入力します。フィールドの下のヒント
に、このソース用に作成した URL パスが表示され
ます。

この準備アクションと次のスイッチアクションで
同じ値を入力することを確認してください。

[Dynamic input setting] (動的入力設定) - [Use the 
same URL path for input source B] (入力ソース B 
に同じ URL パスを使用)

このフィールドは、入力が標準チャンネルにア
タッチされている場合に表示されます。つまり、2 
つのパイプラインがあり、2 つのソースがあること
を意味します。

ソース A とソース B の $urlPath$ に同じ値を使
用する場合は、このフィールド (デフォルト) を有
効にします。
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フィールド 説明
別の値を使用するには、このフィールドを無効に
して、値を入力します。

この準備動作と次のスイッチ動作で同じオプショ
ンを選択することを確認してください。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Enable input clipping] (入力クリッピングを有効に
する)

このフィールドは、入力クリッピングの対
象 (p. 437)となるファイル入力にのみ表示されま
す。

次の入力スイッチ (準備中) もクリップされる場合
は、フィールドを有効にします。準備アクション
は、スイッチアクションと同じクリッピング手順
で設定する必要があります。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) -
[Input timecode source] (入力タイムコードソース)

ソースを選択します。

ゼロベース - ファイルの開始を基準とした開始時
刻と終了時刻を設定します。00:00:00:00 です。

埋め込み - ファイル内のタイムコードに基づいて
時刻を設定します。ファイルにはタイムコードが
必要です。タイムコードがない場合、クリッピン
グ命令は無視されます。

この準備動作と次のスイッチ動作で同じソースを
選択することを確認してください。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) 
- [Start timecode] (タイムコードの開始)、[Stop 
timecode] (タイムコードの停止)

1 つまたは両方のフィールドに入力しま
す。hh:mm:ss:ff の形式で値を入力します。

この準備アクションと次のスイッチアクションで
同じ値を入力することを確認してください。

[Input clippings settings] (入力クリッピング設定) –
[Last frame clipping behavior] (最後のフレームのク
リッピング動作)

このフィールドは、停止タイムコードを指定した
場合のみ表示されます。

最後のフレームを除外する – 終了タイムコードで
指定されたフレームの前にファイルをクリップし
ます。例えば、終了タイムコードが 01:00:30:19 の
場合、フレーム 19 は含まれません。

最後のフレームを含める – ファイルをクリップし
ません。前の例では、フレーム 19 を含めます。

この準備アクションと次の切り替えアクションで
同じオプションを選択してください。

開始タイプ [Fixed] (固定)、[Immediate] (即時)、または [Follow]
(フォロー)。入力準備の開始タイプについては、
「the section called “開始の種類” (p. 443)」を参
照してください。
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フィールド 説明

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定) の場合、
チャンネルがこの入力の準備を開始する必要があ
る日付と時刻 (UTC 形式) を指定します。この時間
は、次回の入力スイッチの少なくとも 10 秒前にす
る必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、フォローする入力を選択します。この入
力は、終端を入力準備のトリガーとして使用する
入力です。次の入力切替の入力ではありません。

ドロップダウンリストは、既存のすべての入力
スイッチを一覧表示します。リファレンス (トリ
ガー) として使用する入力スイッチがリストされて
いない場合は、まずその入力スイッチを作成する
必要があります。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに入力準備が発生
することを示すため、フォローポイントは常に終
了です。

イメージオーバーレイをアクティブ化するためのフィールド
このテーブルは、イメージオーバーレイをアクティブ化するアクションに適用されるフィールドを示して
います。

フィールド 説明

アクションの種類 静的イメージのアクティブ化。

[Action name (アクション名)] このアクティベーションアクションの名前です。
例えば、オーバーレイするイメージの名前です。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 チャンネルがイメージオーバーレイをアクティブ
化する日時 (UTC 形式) です。時刻は、アクション
を送信した時刻から少なくとも 60 秒後である必要
があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

その他のフィールド これらのフィールドを完了して、アクティベー
ションの動作を制御します。
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イメージオーバーレイを非アクティブ化するためのフィールド
このテーブルは、イメージオーバーレイを非アクティブ化するためにアクションに適用されるフィールド
を示しています。

フィールド 説明

アクションの種類 静的イメージの非アクティブ化。

[Action name (アクション名)] この無効化アクションの名前です。例えば、イ
メージの名前です。または、アクティベーション
アクションと「非アクティブ化」という用語に結
び付けられる名前です。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定)の場合、
チャンネルがイメージオーバーレイを無効にする
必要がある日付と時刻 (UTC 形式) を指定します。
時刻は、アクションを送信した時刻から少なくと
も 60 秒後である必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

モーショングラフィックスオーバーレイを有効化するための
フィールド
このテーブルは、モーショングラフィックスオーバーレイをアクティブ化するアクションに適用される
フィールドを示しています。

フィールド 説明

アクションの種類 モーショングラフィックスを有効化

[Action name (アクション名)] このアクティベーションアクションの名前です。
例えば、モーショングラフィックアセットの名前
などです。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 チャンネルがモーショングラフィックスオーバー
レイをアクティブ化する日時 (UTC 形式) です。時
刻は、アクションを送信した時刻から少なくとも 
60 秒後である必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

[Duration] (所要時間) オプション。モーショングラフィックがビデオに
残るまでの時間 (ミリ秒)。このフィールドを省略
するか 0 に設定すると、期間は無制限となり、非
アクティブ化アクションを作成するまでモーショ
ングラフィックは残ります。
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フィールド 説明

URL モーショングラフィックスアセットの URL。この
アセットは常に HTML ファイルです。URL はこの
構文に従います。

<protocol>://<path>/<file>.html

例:

https://example.com/ticker_tape.html

認証情報 モーショングラフィックスアセットが保存されて
いるサーバーでユーザー認証が必要な場合にの
み、 MediaLiveこのセクションを完了してくださ
い。

サーバーの所有者から提供されたユーザー名を
入力します。パスワードには、AWS Systems 
Manager パラメータストアに保存されているパ
スワードの名前を入力します。パスワード自体は
入力しないでください。詳細については、「the 
section called “AWS Systems Manager Parameter 
Store” (p. 43)」を参照してください。

モーショングラフィックスオーバーレイを無効化するための
フィールド
このテーブルは、モーショングラフィックスオーバーレイを非アクティブ化するためにアクションに適用
されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

アクションの種類 モーショングラフィックスを無効化

[Action name (アクション名)] この無効化アクションの名前です。例え
ば、deactivate_motion_graphic。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 [Start type] (開始タイプ) が [Fixed] (固定)の場合
に、チャンネルがイメージオーバーレイを無効に
する必要がある日付と時刻 (UTC 形式) を指定しま
す。時刻は、アクションを送信した時刻から少な
くとも 60 秒後である必要があります。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

Splice_Insert メッセージのフィールド
このテーブルは、splice_type E 35 メッセージを挿入するアクションに適用されるフィールドを示していま
す。
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フィールド 説明

アクションの種類 SCTE 35 スプライスインサート。

[Action name (アクション名)] この splice_insert アクションの名前です。例え
ば、splice_insert アクションは連続的な番号がつけ
られ、毎日または毎月再開することができます。

開始タイプ 固定、フォロー または 即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合、splice_insert アクション
の UTC 開始時刻を指定します。この時刻は 15 秒
以上後にしてください。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、フォローする入力を選択します。ドロッ
プダウンリストは、ファイル入力である既存の入
力スイッチをすべて一覧表示します。入力Aがファ
イル入力で、入力Aのソースエンド動作が継続であ
る場合にのみ、SCTE 35アクションが入力Aに続く
ことを覚えておいてください。

これらの切り替えルールの詳細については、「the 
section called “固定、即時、およびフォローのス
イッチ” (p. 450)」を参照してください。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに切り替えが発生
することを示すため、Always End。

スプライスイベント ID スプライスイベントの ID。このチャンネルのス
ケジュールされたアクティブな splice_insert メッ
セージの中で一意であるスプライスイベントの ID 
を入力します。スケジュールアクションがチャン
ネルで処理中であり、完了していない場合、メッ
セージはアクティブです。

[Duration] (所要時間) スプライスイベントの継続時間。以下のいずれか
の方法で完了します。

• 期間を入力します (90 KHz ティック単位)。例え
ば、15 秒と等しい、1350000 です。

• 期間なしでメッセージを作成するには、空のま
まにします。

トランスポートストリームに挿入された splice_insert には、次のものがあります。

      segmentation_event_cancel_indicator = 0  
      out_of_network = 1 
      duration_flag = 1 
      duration = the specified time 
     

259



MediaLive ユーザーガイド
アクションの作成

または

      segmentation_event_cancel_indicator = 0 
      out_of_network = 1 
      duration_flag = 0 
     

Time_Signal メッセージのフィールド
このテーブルは、time_type 35 メッセージを挿入するアクションに適用されるフィールドを示していま
す。

フィールド 説明

アクションの種類 SCTE 35 タイムシグナル。

[Action name (アクション名)] この time_signal アクションの名前です。例え
ば、time_signal アクションに連続的な数字で名前
を付け、毎日または毎月再開させます。

開始タイプ 固定、フォロー または 即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合、time_signal の UTC 開
始時間を指定します。この時刻は 15 秒以上後にし
てください。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、フォローする入力を選択します。ドロッ
プダウンリストは、ファイル入力である既存の入
力スイッチをすべて一覧表示します。入力Aがファ
イル入力で、入力Aのソースエンド動作が継続であ
る場合にのみ、SCTE 35アクションが入力Aに続く
ことを覚えておいてください。

これらの切り替えルールの詳細については、「the 
section called “固定、即時、およびフォローのス
イッチ” (p. 450)」を参照してください。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに切り替えが発生
することを示すため、Always End。

Scte35 記述子の追加 このボタンを選択し、表示されるフィールドに入
力します。記述子は、time_signal メッセージの標
準的なコンポーネントです。

return-to-network メッセージのフィールド
このテーブルは、 return-to-network SCTE-35 メッセージを挿入するフィールドを示しています。
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フィールド 説明

アクションの種類 SCTE 35 ネットワークに戻る。

[Action name (アクション名)] return-to-network このアクションの名前。例え
ば、splice0003_ return_early。

開始タイプ 固定、フォロー または 即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合は、返品の UTC 開始時刻
を指定します。この時刻は 15 秒以上後にしてくだ
さい。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

参照アクション名 [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、フォローする入力を選択します。ドロッ
プダウンリストは、ファイル入力である既存の入
力スイッチをすべて一覧表示します。入力Aがファ
イル入力で、入力Aのソースエンド動作が継続であ
る場合にのみ、SCTE 35アクションが入力Aに続く
ことを覚えておいてください。

これらの切り替えルールの詳細については、「the 
section called “固定、即時、およびフォローのス
イッチ” (p. 450)」を参照してください。

フォローポイント [Start type] (開始タイプ) が [Follow] (フォロー) の
場合は、このフィールドに入力します。参照アク
ション名の入力が終了したときに切り替えが発生
することを示すため、Always End。

スプライスイベント ID return-to-network 終了させる必要があるスプライ
ス挿入の ID。splice_insert を作成したときにこの 
ID を割り当てました。

ID3 メタデータのフィールド
このテーブルは、1 つの ID3 メタデータを挿入するアクションに適用されるフィールドを示しています。

フィールド 説明

アクションの種類 HLS 時間指定メタデータ。

[Action name (アクション名)] メタデータ項目の名前。id3_metadata-<UTC 
time> などのように、ID3 メタデータ項目の命名
規則を設計することもできます。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合は、ID3 メタデータ項目の 
UTC 開始時刻を指定します。この時刻は 15 秒以
上後にしてください。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。
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フィールド 説明

[Id3] base64 としてエンコードされた ID3 メタデータを
入力します。メタデータは ID3 仕様に従ってヘッ
ダーとフレームの両方を含む) でなければなりませ
ん。

value MediaLive プロパティの内容には変数デー
タを含めることができます (p. 370)。 MediaLive 
base64 の内容を調べて置換を実行します。たと
えば、 MediaLive $dt$は日付と時刻に変更されま
す。

ID3 セグメントタグのフィールド
このテーブルは、ID3 セグメントタグを挿入する 1 つのアクションに適用されるフィールドを示していま
す。

フィールド 説明

アクションの種類 HLS ID3 セグメントタグ付け。

[Action name (アクション名)] セグメントタグの名前。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合は、ID3 セグメントタグの 
UTC 開始時刻を指定します。この時刻は 15 秒以
上後にしてください。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

[Tag] (タグ) タグの内容がフリーテキストの場合は、この
フィールドに入力してください。ID3TXXX  タグ内
のフィールドに「」を入力します。value

コンテンツには、 MediaLive 可変デー
タ (p. 370)を含めることができます。次の例で
は、コンテンツは日付と時刻と現在のセグメント
番号で構成されます。タグの内容はセグメントご
とに異なります。

$dt$-$sn$

ID3 タグの内容が ID3 メタデータの場合は、この
フィールドに入力してください。base64 として
エンコードされたコンテンツを入力します。メタ
データは ID3 仕様に従ってヘッダーとフレームの
両方を含む) でなければなりません。

一時停止のフィールド
[Schedule action settings] (スケジュールアクション設定) で、以下のフィールドに入力します。
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フィールド 説明

アクションの種類 一時停止

[Action name (アクション名)] アクションの名前。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合は、返品の UTC 開始時刻
を指定します。この時刻は 15 秒以上後にしてくだ
さい。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

[Actions] (アクション) [Add actions] (アクションの追加) を選択
し、[Pipeline id] (パイプライン ID) で一時停止する
パイプライン [PIPELINE_0] または [PIPELINE_1]
を選択します。

[作成] を選択すると、指定したパイプラインを一時停止し、 MediaLive 指定されていないパイプラインを
一時停止解除するアクションがスケジュールに追加されます。その結果、アクションの実行後、指定され
たパイプラインのみが一時停止されます。

一時停止解除のフィールド
[Schedule action settings] (スケジュールアクション設定) で、以下のフィールドに入力します。

フィールド 説明

アクションの種類 一時停止

[Action name (アクション名)] アクションの名前。

開始タイプ 固定または即時。

日付および時間 開始タイプが固定の場合は、返品の UTC 開始時刻
を指定します。この時刻は 15 秒以上後にしてくだ
さい。

時刻は入力のタイムコードではなく、実時間であ
ることに注意してください。

[Actions] (アクション) このセクションは空のままにします。アクション
を追加しないでください。

[作成] を選択すると、空の [アクション] セクションに、 MediaLive すべてのパイプラインの一時停止を解
除するアクションをスケジュールに追加するように指示されます。

スケジュールからのアクションの削除 (コンソール)
このルールは、削除アクションをスケジュールに追加した場合に適用されます。

• シングル入力チャンネル (入力切り替えを伴わないチャンネル) では、次のようにアクションを削除でき
ます。
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• 開始時刻がこの先 15 秒を超えるアクションを削除できます。チャンネルはアクションを実行しませ
ん。

• 既に実行されているアクションを削除できます。このアクションを削除しても、アクションは元に戻
らず、スケジュールから削除されるだけです。

• 複数入力チャンネルでは、次のようにアクションを削除できます。
• 開始時刻がこの先 15 秒を超えるアクションを削除できます。チャンネルはアクションを実行しませ

ん。

入力スイッチや入力準備の削除、イベントなど、未来にあるときに適用される制約があります。詳細
については、the section called “スケジュールからのアクションの削除” (p. 466)およびthe section 
called “削除と停止” (p. 448)を参照してください。

• 既に実行されているアクションを削除できます。このアクションを削除しても、アクションは元に戻
らず、スケジュールから削除されるだけです。

入力スイッチや入力準備の削除、イベントなど、未来にあるときに適用される制約があります。詳細
については、the section called “スケジュールからのアクションの削除” (p. 466)およびthe section 
called “削除と停止” (p. 448)を参照してください。

削除と取り消し

スケジュールから古いアクションを削除しても、チャンネル内の効果は元に戻らないことを理解すること
が重要です。例えば、チャンネルを一時停止し、チャンネルがアクションを実行した場合は、新しいアク
ションを入力してチャンネルを一時停止解除します。アクションを削除しても、一時停止は解除されませ
ん。

Note

チャンネルが既にアクションを受け取っている場合は、そのアクションを変更して効果的に削除
できる場合があります。詳細については、「the section called “アクションの変更” (p. 265)」を
参照してください。

1 つのリクエストで任意の数のアクションを削除することも、1 つのリクエストで任意のタイプのアク
ションを組み合わせて削除することもできます。例えば、SCTE-35 メッセージアクションの削除とイメー
ジオーバーレイアクションの削除とイメージオーバーレイアクションの削除とイメージオーバーレイアク
ションの削除を組み合わせられます。

一般的な手順は、任意のタイプのアクションを削除する場合と同じです。

リストビューでアクションを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channel] (チャンネル) を選択し、操作するチャンネルを選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Schedule] (スケジュール) タブを選択します。
4. 必要に応じて、[Switch] (切り替え) ボタンを選択して [List] (リスト) ビューを表示します。タイムライ

ンビューのレイアウトとカラーコーディングの詳細については、「the section called “スケジュールの
表示” (p. 267)」を参照してくさい。

5. 削除するアクションを 1 つ以上選択します。

入力フォローチェーンにある入力スイッチを選択すると、プロンプトが表示されます。このプロンプ
トは、次の固定入力切り替えまでのすべての入力切り替えアクションと SCTE 35 をフォローするアク
ションもすべて削除されることを通知します。キャンセルまたは続行できます。

[Actions] (アクション) を選択して、[Delete] (削除) を選択します。

264

https://console.aws.amazon.com/medialive/


MediaLive ユーザーガイド
アクションの変更

タイムラインビューでアクションを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channel] (チャンネル) を選択し、操作するチャンネルを選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Schedule] (スケジュール) タブを選択します。
4. 必要に応じて、[Switch] (切り替え) ボタンを選択して [Timeline] (タイムライン) ビューを表示します。

タイムラインビューのレイアウトとカラーコーディングの詳細については、「the section called “スケ
ジュールの表示” (p. 267)」を参照してくさい。

5. 各アクションセクションで、[X] を選択してアクションを削除します。

入力フォローチェーンにある入力スイッチを選択すると、このアクションの下のフォローアクション 
(次の固定入力スイッチまで) も削除されることを通知するプロンプトが表示されます。キャンセルま
たは続行できます。

スケジュールのアクションを変更する (コンソール)
チャンネルに受信されていない場合でも、スケジュール内のアクションを変更することはできません。た
だし、作成アクション、削除アクション、またはその両方を使用して変更効果を達成できる場合がありま
す。

トピック
• アクションの修正に関する一般的なルール (p. 265)
• 入力スイッチアクションの変更 (p. 265)
• フォローチェーンでの入力スイッチアクションの変更 (p. 265)
• 入力スイッチアクションをフォローチェーンに挿入 (p. 266)
• 入力準備アクションの変更 (p. 266)
• 進行中のイメージオーバーレイの変更 (p. 267)
• 進行中のモーショングラフィックスオーバーレイの修正 (p. 267)

アクションの修正に関する一般的なルール
チャンネルに受信されていない場合でも、スケジュール内のアクションを変更することはできません。

まだ開始されていないアクションを変更するには、アクションを削除して再度作成します。削除と再作成
に関する重要なヒントについては、次のセクションを参照してください。

入力スイッチアクションの変更
スケジュールで入力スイッチを変更することはできません。しかし、アクションを削除して再度作成する
ことで、同じ結果が得られます。

開始時間がこの先 15 秒未満のアクションを削除または作成することはできません。この期限の前にアク
ションを削除および再作成するために十分な時間を確保する必要があります。

フォローチェーンでの入力スイッチアクションの変更
入力フォローチェーン内のアクションを削除する場合（削除して再作成するには）、入力スイッチフォ
ローアクションとその下にあるSCTE 35フォローアクションも削除して再作成する必要があります。各ア
クションは前のアクションを参照するため、これを行う必要があります。前のアクションを削除すると、
次のアクションは孤立した状態になります。孤立したアクションは許可されていません。
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例 1: アクションを変更する

例えば、これが入力フォローチェーンであるとします。

Input A              Fixed    File 
           Input B   Follow   File 
           Input C   Follow   File 
           Input D   Follow   File or Live
Input E              Fixed    File or Live       
         

入力 A を削除して変更するには、入力 B、C、D も削除する必要があります。入力 B を削除して、孤立し
ないようにする必要があります。同じルールは、別の入力にチェーンされていない次の固定入力 (入力 E) 
まで適用されます。したがって、入力 E を削除する必要はありません。

コンソールを使用して入力 A を削除した場合、このアクションの下のフォローアクション (次の固定入力
スイッチである入力 E まで) も削除されることを通知するプロンプトが表示されます。キャンセルまたは
続行できます。次に、入力 A から入力 D までを再作成する必要があります。チェーンを下る順に入力 A、
入力 B、入力 C、入力 D の順に再作成します。

例 2: アクションを削除する

この例では、入力 B を削除する方法を示します。

Input A              Fixed    File 
           Input B   Follow   File 
           Input C   Follow   File 
           Input D   Follow   File or Live
Input E              Fixed    File or Live       
         

コンソールを使用して入力 B を削除した場合、このアクションの下のフォローアクション (次の固定入力
スイッチである入力 E まで) も削除されることを通知するプロンプトが表示されます。キャンセルまたは
続行できます。次に、入力 C と入力 D を再作成する必要があります。チェーンを下る順に入力 C、入力 D 
の順に再作成します。入力 B の代わりに入力 A にフォローするように入力 C を設定します。

入力スイッチアクションをフォローチェーンに挿入
フォロースイッチアクションを [入力フォローチェーン] (既存の 2 つのフォロースイッチアクション間)に
挿入するには、挿入の下にあるフォローアクションを削除して再作成する必要があります。これは、前の 
1 つのアクションに 2 つのアクションがフォローしないようにするためです。チェーン内での分岐は許可
されません。

例えば、入力 B と入力 C の間に入力 X を挿入するとします。入力 C は既に入力 B を参照しています。入
力 X にも入力 B を参照させることは許可されません。したがって、入力 C とそれに続く入力を削除する
必要があります。次に、入力 X (入力 B を参照)、入力 C (入力 X を参照)、入力 D (入力 C を参照) の順序
でチェーンを再作成します。

入力準備アクションの変更
スケジュールで入力スイッチを変更することはできません。しかし、アクションを削除して再度作成する
ことで、同じ結果が得られます。

開始時間がこの先 15 秒未満のアクションを削除または作成することはできません。この期限の前にアク
ションを削除および再作成するために十分な時間を確保する必要があります。
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進行中の SCTE-35 メッセージの変更

チャンネルでアクティブな SCTE35 メッセージは変更できません。具体的には、splice_insert の期間を短
縮できません。しかし、 return-to-network アクションを作成することで、同じ結果を得ることができま
す。

進行中の ID3 セグメントタグの変更または削除

チャンネルでアクティブな ID3 セグメントタグの内容は変更できません。代わりに、アクティブなタグを
上書きする新しいアクションを作成します。新しいアクションには、新しいコンテンツを持つタグを含め
るか、空のタグを含めることができます。

• 新しいアクションにコンテンツを含むタグが含まれている場合、チャンネルは新しいアクションの内容
をすべてのセグメントに挿入し始めます。

• 新しいアクションに空のタグが含まれている場合、チャンネルはセグメントタグの挿入を停止します。
これは、タグを効果的に削除したことを意味します。

進行中のイメージオーバーレイの変更
チャンネルで実行されているイメージオーバーレイを直接変更することはできません。ですが、同じレイ
ヤーが指定された新しいアクションを作成することで、同じ結果が得られます。以下の操作を行うことが
できます。

• イメージオーバーレイの期間を短縮または延長します。
• 1 つ以上の属性を変更します。
• イメージオーバーレイで現在指定されていない属性を指定します。例えば、現在のオーバーレイで

フェードアウトがない箇所に、フェードアウトを指定することができます。
• 15 秒後にイメージオーバーレイを挿入する (新しいアクション名で) 新しいアクションを作成します。以

下を必ず指定します。
• 変更するイメージと同じレイヤー。
• 適切な期間 (イメージは現在のイメージの期間を継承しません)。
• 必要なすべての属性。

同じレイヤーを指定したため、新しいアクションが現在のアクションを置き換えます。

進行中のモーショングラフィックスオーバーレイの修正
チャンネルで実行されているモーショングラフィックオーバーレイを直接変更することはできません。
しかし、他の方法で同じ結果を得られます。例えば、オーサリングシステム (モーショングラフィックア
セットを生成する) は、アクションに関連付けられた URL にパブリッシュされるコンテンツを変更できま
す。モーショングラフィックスアセットの準備とパブリッシュの詳細については、「the section called “ス
テップ 1: モーショングラフィックアセットを準備する” (p. 479)」を参照してください。

スケジュールの表示 (コンソール)
現在スケジュールにあるアクションのリストを表示し、リストビューまたはタイムラインビューで確認で
きます。

アクションを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channel] (チャンネル) を選択し、操作するチャンネルを選択します。
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3. [Details] (詳細) ペインで、[Schedule] (スケジュール) タブを選択します。

[Schedule actions] (スケジュールアクション) ペインは、スケジュールの現在の時間帯にあるアクショ
ンを表示します。

[Switch] (切り替え) ボタンを選択して、スケジュールの 2 つのビューを切り替えることができます。

リストビュー

アクションは主に時系列順に表示されています。

入力フォローチェーンの入力スイッチは、チェーンの上部 (最初のフォローアクションの上にあるアク
ション) から、最後のフォローチェーンまで、グループ化されています。その他のアクション、例えば 
SCTE35 やイメージオーバーレイのためのアクションは、2 つのフォローアクションの間に発生する可能
性があります。 MediaLive SCTE-35 またはイメージオーバーレイアクションが 2 つのフォローアクション
の間に発生するかどうかを予測できず、リストビューに表示しようとしない。

タイムラインビュー

アクションは縦軸に沿って、カードで配置されています。カードのタイトルは、アクションタイプによっ
て色分けされています。例えば、SCTE-35 time_signal メッセージは黄色です。

1 つのカードに複数の入力スイッチが含まれている場合があります。最初の入力切り替えは常に固定入力
切り替えです。そのカードの残りの入力切り替えは、常にフォロータイプ入力切り替えに従います。

スケジュールの使用 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、スケジュールをプログラムで操作できます。この章の後半のセクションでは、適切
なコマンドを入力する方法について説明します。これらのセクションは、AWS CLI の基本的な使用方法を
理解していることを前提としています。ベーシックについては、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参
照してください。

以下のセクションでは、各コマンドについて説明し、この追加情報を提供します。

• AWS CLI コマンド構文の説明。
• リクエストまたはレスポンス JSON ペイロードのスキーマの説明。このペイロードは、AWS CLI の構文

を使用して表示されます。
• リクエストまたはレスポンスの JSON ペイロードの例。このペイロードも、AWS CLI の構文を使用して

表示されます。

JSON コンテンツの詳細については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスを読むことをお勧
めします。このガイドには、JSON ペイロードの要素から、要素を説明するテーブルへのリンクが
含まれているため、使用しやすくなっています。ただし、AWS CLI はある形式の大文字表記 (例え
ば SubSegmentNum) を要素に使用し、API は別の形式 (例えば subSegmentNum) を使用しているた
め、JSON コードの要素の構文を調整する必要があります。

トピック
• Batch コマンドを使用した作成と削除 (p. 269)
• バッチ更新スケジュールコマンドの送信 (p. 271)
• 作成アクションの JSON ペイロード (p. 272)
• 削除アクションの JSON ペイロード (p. 289)
• 作成と削除を組み合わせる JSON ペイロード (p. 289)
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• スケジュールの表示 (AWS CLI) (p. 290)

Batch コマンドを使用した作成と削除
チャンネルのスケジュールでアクションを作成および削除するには、バッチ更新スケジュールコマンド
を使用します。このコマンドを使用すると、1 つのリクエストで複数のアクションを実行できます。アク
ションを作成するコマンドと、アクションを削除するコマンドはありません。

Important

起動して実行中のチャンネルで作業するときは、batch-update-scheduleコマンドを使用してアク
ションを追加または削除します。delete-schedule コマンドは、アイドル状態のチャネルでのみ使
用してください。delete-schedule コマンドはスケジュールされたすべてのアクションを削除し、
ライブチャンネルで使用するとサービスが中断する可能性があります。

次のようにコマンドを使用できます。

• 以下を実行するリクエストなど、1 つのリクエストを送信します。
• 1 つのアクションを作成する。
• 1 つのアクションを削除する。

• 以下を実行する 1 つのリクエストなどのバッチリクエストを送信します。
• 複数のアクションを作成する。
• 複数のアクションを削除する。
• 1 つ以上のアクションを作成し、1 つ以上のアクションを削除する。

Important

作成アクションと削除アクションを組み合わせたコマンドでは、削除アクションは常に作成アク
ションの前に実行されます。つまり、 MediaLive MedaLive は、スケジュールに作成アクション
を追加する前に、スケジュールに作成アクションを追加する前に、MedaLive は、MedaLive は、
スケジュールに作成アクション

トピック
• バッチリクエストの仕組み (p. 269)
• 異なるインターフェイスでのバッチコマンド (p. 270)
• 異なるインターフェイスの JSON ペイロード (p. 270)

バッチリクエストの仕組み
バッチ処理の目的は、すべてのアクションを一緒に成功または失敗することです。そのため、AWS 
Elemental では、 MediaLive バッチアクションをまとめて検証している。 MediaLive 以下の検証を行いま
す。

• 作成または削除される各アクションの明示的または暗黙的 開始時刻が、少なくとも 15 秒後であること
を確認します。

• アクションがスケジュール内の既存のアクションを参照する場合、既存のアクションへの参照が正確
であることを確認します。例えば、フォロー入力スイッチには、後続のアクションへの参照が含まれま
す。そのアクションが存在している必要があります。

いずれかのアクションの検証が失敗した場合、バッチにあるすべてのアクションが失敗になります。

アクションが一緒に成功または削除することを望まない場合、バッチを送信しないでください。代わり
に、独自のバッチ更新スケジュールコマンドで各アクションを作成します。
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検証が成功すると、アクションの開始時刻にかかわらず、 MediaLive 作成リクエストの前にすべての削除
リクエストを処理します。

例 1

バッチの重要な使用方法は、一緒に成功または失敗する必要がある複数のアクションを実行することで
す。例えば、企業ロゴを削除し、(広告表示に移動するために) すぐに splice_insert を挿入するとします。
そのためには、ロゴを削除するアクションと、splice_insert を挿入する別のアクションを作成する必要が
あります。しかし、splice________________________type MediaLive アクションの挿入は望ましくありま
せん。両方のアクションが失敗する方が望ましいと言えます。この場合、誤った形式のアクションを修正
し、両方のアクションを再度送信できます。

したがって、1 つのバッチ更新スケジュールコマンドで 2 つのアクションをまとめて送信します。

例 2

バッチのもう 1 つの重要な使用方法は、スケジュール内のアクションのエラーを修正することです。例え
ば、まだ開始しておらず、誤った開始時刻で作成されたイメージオーバーレイを修正するとします。これ
を行うには、以下を含む JSON で 1 つのバッチ更新スケジュールコマンドを送信します。

• イメージオーバーレイをアクティブ化する元のアクションを削除するペイロード。このアクションの開
始時刻が誤っています。

• 同じイメージオーバーレイをアクティブ化する新しいアクションを追加するペイロード。このアクショ
ンの開始時刻は正確です。

異なるインターフェイスでのバッチコマンド
バッチ更新スケジュールコマンドは、インターフェイスごとに異なる方法で表されます。

• AWS CLI では、コマンドは batch-update-schedule です。
• API では、コマンドは channels/channelId/schedule の HTTP PUT で表されます。
• AWSSDK では、コマンドはその SDK 言語に適した構成で表現されます。

異なるインターフェイスの JSON ペイロード
コマンドの JSON ペイロードは、インターフェイスによって異なります。

• AWS CLI では、ペイロードの内容はコマンドの使用方法によって異なります。
• コマンドを入力するには、channel-id と --cli-input-json の 2 つのパラメータを使用します。

この場合、チャンネル ID を繰り返し、JSON ペイロードを含むファイルを作成します。
• 3 つのパラメータを使用してコマンドを入力できます。1 つはチャンネル ID 用、もう 1 つは作成アク

ション用の JSON ペイロード用 (該当する場合)、もう 1 つは削除アクション用の JSON ペイロード用 
(該当する場合) です。コマンドでペイロードを渡します。両方のパラメータが存在する場合、各パラ
メータは個別のペイロードを受け取ります。ただし、2 つのペイロードは検証され、バッチとして実
行されます。

AWS CLI のペイロードは常に Pascal ケース (アッパーキャメルケース) です。

• API には、CREATES セクションと DELETES セクションの 2 つのセクションを持つ 1 つのペイロードが
あります。リクエストには、1 つまたは両方のセクションを含めることができます。

API のペイロードは常に、変数名はキャメルケース、クラスは Pascal ケースです。
• AWSSDK では、JSON ペイロードはその SDK 言語に適したコンストラクトで表されます。
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個々のアクションの理解をさらに深めるには、 MediaLive コンソールを使用してアクションを作成するこ
とをお勧めします。アクションを作成したら、スケジュール全体の未加工のAWS CLI JSON ペイロードを
取得できます。DescribeSchedule (p. 290)その後、個々のアクションをコピーし、モデルとして保存し
て、プログラムで作業するときに使用できます。

バッチ更新スケジュールコマンドの送信
バッチ更新スケジュールコマンドのコマンドは、アクションの作成、アクションの削除、または作成アク
ションと削除アクションの組み合わせの送信で同一です。コマンドは同じです。JSON ペイロードの内容
のみが異なります。

コマンドを入力してアクションを作成するには、さまざまな方法があります。次の使用方法に従うことを
お勧めします。

• channel-id と --cli-input-json の 2 つのパラメータを指定してコマンドを入力します。この場
合、チャンネル ID を繰り返し、JSON ペイロードを含むファイルを作成します。

このセクションの手順と例では、この使用方法を示しています。

バッチ更新コマンドには、以下の一般的なルールが適用されます。

• チャンネルが実行中またはアイドル状態のときにアクションを作成できます。
• 1 つのリクエストで任意の数のアクションを作成することも、1 つのリクエストで任意のタイプのアク

ションを組み合わせて作成することもできます。例えば、SCTE-35 メッセージアクションの作成とイ
メージオーバーレイアクションの作成とイメージオーバーレイアクションの作成を組み合わせられま
す。

• 1 つのリクエストで複数のアクションを作成して、作成リクエストの 1 つが失敗した場合 (通常は、開始
時刻まで十分な時間がないため)、すべてが失敗となります。

削除アクションには、以下のルールが適用されます。

• チャンネルが実行中またはアイドル状態のときに、アクションを削除できます。
• 1 つのリクエストで任意の数のアクションを削除することも、1 つのリクエストで任意のタイプのアク

ションを組み合わせて削除することもできます。例えば、SCTE-35 メッセージアクションの削除とイ
メージオーバーレイアクションの削除とイメージオーバーレイアクションの削除とイメージオーバーレ
イアクションの削除を組み合わせられます。

• 1 つのリクエストで複数のアクションを削除して、削除リクエストの 1 つが失敗した場合 (通常は、開始
時刻まで十分な時間がないため)、すべてが失敗となります。

バッチコマンドを送信するには

1. アクションを追加または削除する前に、「the section called “アクションの作成” (p. 245)」と「the 
section called “アクションの削除” (p. 263)」を参照してください。

2. チャンネル ID とアクションの適切な JSON ペイロードを含むファイルを準備します。さまざまなア
クションの JSON ペイロードの構造と例については、以下のセクションを参照してください。

3. ファイルに .txt 拡張子を付けた適切な名前を付けます。例えば、アクションのみを作成するペイ
ロードのファイル名は schedule-create-actions.txt です。

4. AWS CLI を実行しているフォルダにファイルを保存します。
5. コマンドラインで、次のコマンドを入力します。

AWS medialive batch-update-schedule --channel-id value --cli-input-json
value

• --channel-id の値に、チャンネル ID を数値として入力します。
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• --cli-input-json の値に、次の形式でファイル名を入力します。

file://filename.txt

例:

aws medialive batch-update-schedule --channel-id 999999 --cli-input-json 
schedule-create-actions.txt

6. Enter を押してコマンドを送信します。レスポンスが画面に表示されます。レスポンスは、リクエス
トからのデータを繰り返します。

作成アクションの JSON ペイロード
以下のセクションでは、 MediaLive スケジュールのすべてのタイプの作成アクションのペイロードの構造
と、ペイロードの例を示します。

トピック
• 入力切り替えアクション – ペイロード (p. 272)
• 入力準備アクション — ペイロード (p. 275)
• イメージアクションをアクティブ化 – ペイロード (p. 276)
• オーバーレイアクションを非アクティブ化 – ペイロード (p. 278)
• モーショングラフィックオーバーレイを有効にする — ペイロード (p. 279)
• モーショングラフィックオーバーレイを無効にする — ペイロード (p. 280)
• Splice_Insert メッセージ – ペイロード (p. 280)
• Time_Signal メッセージ – ペイロード (p. 282)
• Return-to-network メッセージ — ペイロード (p. 284)
• ID3 メタデータの項目 – ペイロード (p. 284)
• ID3 セグメントタグ項目 – ペイロード (p. 285)
• パイプラインアクションの一時停止 – ペイロード (p. 287)
• 作成アクションの組み合わせ (p. 288)

入力切り替えアクション – ペイロード
以下のセクションでは、入力切り替えアクションのペイロードを示します。

このペイロードの ScheduleActionStartSettings に
は、FixedModeScheduleActionStartSettings、ImmediateModeScheduleActionStartSettings、FollowModeScheduleActionStartSettings
のいずれか 1 つのみが含まれます。

これらの各タグのサンプルについては、以下の例を参照してください。

次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{
"ChannelId": "string",
"Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
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    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
     "FollowPoint": "enum", 
     "ReferenceActionName": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "InputSwitchSettings": { 
     "InputAttachmentNameReference": "string", 
     "InputClippingSettings": { 
      "InputTimecodeSource": "enum", 
      "StartTimecode": { 
       "Timecode": "string" 
      }, 
      "StopTimecode": { 
       "LastFrameClippingBehavior": "enum", 
       "Timecode": "string" 
      } 
     }, 
     "UrlPath": ["string", ...] 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

開始時間が固定されたライブ入力に切り替える例

このリクエストの例は、固定された開始時刻にライブ入力に切り替えることです。スイッチアクションは
studio-feed と呼ばれ、live-studio-feed という入力アタッチメントに接続されている入力に切り
替わります。指定された UTC 時刻にこの入力に切り替わります。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
       "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
           } 
          }, 
      "ActionName": "studio-feed", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "InputSwitchSettings": { 
          "InputAttachmentNameReference": "live-studio-feed"  
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

フォローとしての静的ファイル切り替えの例

このリクエストの例は、静的ファイル入力に切り替えて、前の入力の末尾にフォローすることです。ス
イッチアクションは action-ad-003 と呼ばれ、zel-cafe という入力アタッチメントに接続されている
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入力に切り替わります。action-ad-002 と呼ばれるアクションが終了すると、この入力に切り替わりま
す。このアクションのファイルは、30 秒と 11 フレーム後に終了するようにクリップされます。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
      "ScheduleActions": [ 
          { 
            "ScheduleActionStartSettings": { 
              "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
                "FollowPoint": "END", 
                "ReferenceActionName": "action-ad-002" 
              } 
            }, 
            "ActionName": "action-ad-003", 
              "ScheduleActionSettings": { 
                 "InputSwitchSettings": { 
                    "InputAttachmentNameReference": "zel-cafe", 
                      "InputClippingSettings": { 
                          "InputTimecodeSource": "ZEROBASED", 
               "StopTimecode":{ 
                 "Timecode": "00:00:30:11", 
                 "LastFrameClippingBehavior": "INCLUDE_LAST_FRAME" 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

即時開始時刻を使用した動的入力への切り替えの例

このリクエストの例は、動的ファイル入力にすぐに切り替えることです。スイッチアクションは action-
unscheduled-standby と呼ばれ、dynamic-unscheduled-standby という入力アタッチメントに接
続されている入力に切り替わります。動的入力のこの使用では、使用するファイルは oceanwaves.mp4
です。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings":  
          { 
          "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
          } 
         }, 
       "ActionName": "action-unscheduled-slate", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "InputSwitchSettings": { 
            "InputAttachmentNameReference": "slate", 
            "UrlPath":[ 
              "main/oceanwaves.mp4", 
              "redundant/oceanwaves.mp4"] 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}
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入力準備アクション — ペイロード
以下のセクションでは、入力切り替えアクションのペイロードを示します。

このペイロードの ScheduleActionStartSettings に
は、FixedModeScheduleActionStartSettings、ImmediateModeScheduleActionStartSettings、FollowModeScheduleActionStartSettings
のいずれか 1 つのみが含まれます。

これらの各タグのサンプルについては、以下の例を参照してください。

次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{
"ChannelId": "string",
"Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
     "FollowPoint": "enum", 
     "ReferenceActionName": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "InputPrepareSettings": { 
     "InputAttachmentNameReference": "string", 
     "InputClippingSettings": { 
      "InputTimecodeSource": "enum", 
      "StartTimecode": { 
       "Timecode": "string" 
      }, 
      "StopTimecode": { 
       "LastFrameClippingBehavior": "enum", 
       "Timecode": "string" 
      } 
     }, 
     "UrlPath": ["string", ...] 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

開始時刻が固定された入力準備の例

このリクエストの例は、固定された開始時刻にライブ入力に切り替えることです。スイッチアクションは
studio-feed と呼ばれ、live-studio-feed という入力アタッチメントに接続されている入力に切り
替わります。指定された UTC 時刻にこの入力に切り替わります。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 

275

https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/apireference/
https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/apireference/


MediaLive ユーザーガイド
作成アクションの JSON

      { 
       "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
           } 
          }, 
      "ActionName": "studio-feed", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "InputSwitchSettings": { 
          "InputAttachmentNameReference": "live-studio-feed" 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

入力準備の例を以下に示します。

このリクエストの例は、静的ファイル入力に切り替えて、前の入力の末尾にフォローすることです。ス
イッチアクションは action-ad-003 と呼ばれ、zel-cafe という入力アタッチメントに接続されている
入力に切り替わります。action-ad-002 と呼ばれるアクションが終了すると、この入力に切り替わりま
す。このアクションのファイルは、30 秒と 11 フレーム後に終了するようにクリップされます。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
      "ScheduleActions": [ 
          { 
            "ScheduleActionStartSettings": { 
              "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
                "FollowPoint": "END", 
                "ReferenceActionName": "action-ad-002" 
              } 
            }, 
            "ActionName": "action-ad-003", 
              "ScheduleActionSettings": { 
                 "InputSwitchSettings": { 
                    "InputAttachmentNameReference": "zel-cafe", 
                      "InputClippingSettings": { 
                          "InputTimecodeSource": "ZEROBASED", 
               "StopTimecode":{ 
                 "Timecode": "00:00:30:11", 
                 "LastFrameClippingBehavior": "INCLUDE_LAST_FRAME" 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

イメージアクションをアクティブ化 – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{
"ChannelId": "string",
"Creates": { 
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 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "StaticImageActivateSettings": { 
     "Duration": integer, 
     "FadeIn": integer, 
     "FadeOut": integer, 
     "Height": integer, 
     "Image": { 
      "PasswordParam": "string", 
      "Uri": "string", 
      "Username": "string" 
     }, 
     "ImageX": integer, 
     "ImageY": integer, 
     "Layer": integer, 
     "Opacity": integer, 
     "Width": integer 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

例
このリクエストの例では、Amazon S3 バケットに保存されているファイルを使用して、イメージオーバー
レイを作成します。リクエストには期間が含まれないため、フェードアウトが含まれません。代わりに、
別の無効化リクエストを適切な時刻に送信することが目的です。すべての時刻はミリ秒単位で、すべての
位置の値はピクセル単位です。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
          "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "corporate-logo-030", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "StaticImageActivateSettings": { 
          "Image": { 
          "PasswordParam": "corplogo!2312", 
          "Uri": "s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/logos/corporate/high-res.bmp", 
          "Username": "medialiveoperator" 
          }, 
          "ImageY": 300, 
          "FadeIn": 1500, 
          "ImageX": 200, 
          "Width": 800, 
          "Opacity": 60, 
          "Layer": 1, 
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          "Height": 900 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

オーバーレイアクションを非アクティブ化 – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ChannelId": "string", 
 "Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "StaticImageDeactivateSettings": { 
     "FadeOut": integer, 
     "Layer": integer 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

例

このリクエストの例では、イメージオーバーレイを 500 ミリ秒のフェードアウト (終了時刻に追加されま
す) で 20:42:04.000 (UTC) に終了するアクションを作成します。つまり、オーバーレイは 20:42:04.500 に
は表示されなくなります。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
          "Time": "2018-05-21T20:42:04.000Z" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "stop-overlay-029", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "StaticImageDeactivateSettings": { 
          "FadeOut": 500, 
          "Layer": 1 
          } 
        } 
      } 
    ] 
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  }
}

モーショングラフィックオーバーレイを有効にする — ペイロー
ド
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ChannelId": "string", 
 "Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "MotionGraphicsImageActivateSettings": { 
     "Duration": integer 
     "Url": "string" 
     "Username": "string", 
     "PasswordParam": "string" 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

例

この例では、mg_ticker_tape というモーショングラフィックス オーバーレイのアクションを作成します。
モーショングラフィックアセットは http://example.com/ticker_tape.html に保存されます。このサーバーに
はユーザー認証情報が必要です。リクエストには期間が含まれません。代わりに、別の無効化リクエスト
を適切な時刻に送信することが目的です。

{
"ChannelId": "999999",
"Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "2018-05-21T20:42:04.000Z" 
    } 
   }, 
   "ActionName": "mg_ticker_tape", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "MotionGraphicsImageActivateSettings": { 
     "Url": "https://example.com/ticker_tape.html" 
     "Username": "medialiveoperator", 
     "PasswordParam": "/medialive/12345" 
    } 
   } 
  ] 
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 }
}

モーショングラフィックオーバーレイを無効にする — ペイロー
ド
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{
"ChannelId": "string",
"Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "MotionGraphicsImageDeactivateSettings": { 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

例

このリクエストの例では、23:59:00 .000 (UTC) にモーショングラフィックオーバーレイを終了するアク
ションを作成します。 。 :

{
"ChannelId": "999999",
"Creates": { 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
  "ScheduleActionStartSettings": { 
   "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
   "Time": "2018-05-21T23:59:00.000Z" 
   }, 
   "ActionName": "deactivate-ticker-tape", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "MotionGraphicsImageDeactivateSettings": { 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

Splice_Insert メッセージ – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。
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{ 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
     "FollowPoint": "enum", 
     "ReferenceActionName": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "Scte35SpliceInsertSettings": { 
     "Duration": integer, 
     "SpliceEventId": integer 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

開始時間が固定されたスプライス挿入の例
このリクエストの例では、UTC 開始時刻が 20:42:04.000 である splice_insert のアクションを作成しま
す。また、データベースからの広告表示を参照する可能性のある ActionName、スプライスイベント ID 
の一意の整数、1,350,000 kHz ティック (15 秒) の期間もあります。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:04.000Z" 
          } 
        }, 
      "ActionName": "adavail-3708", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "Scte35SpliceInsertSettings": { 
          "SpliceEventId": 3708, 
          "Duration": 1350000 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

フォローとしてのスプライス挿入の例
このリクエストの例では、nature-doco-003 という入力スイッチが終了した後に挿入される splice_insert 
のアクションを作成します。また、アクションにはデータベースからの広告表示を参照する可能性のあ
る ActionName、スプライスイベント ID の一意の整数、1,350,000 kHz ティック (15 秒) の期間もありま
す。

SCTE 35 メッセージのフォローモードは、入力が完了したらすぐに広告が掲載されるようにしたいが、い
つになるかわからない場合に便利です。
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{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
         "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
                "FollowPoint": "END", 
                "ReferenceActionName": "nature-doco-003" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "adavail-3708", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "Scte35SpliceInsertSettings": { 
          "SpliceEventId": 3708, 
          "Duration": 1350000 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

Time_Signal メッセージ – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
     "FollowPoint": "enum", 
     "ReferenceActionName": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "Scte35TimeSignalSettings": { 
     "Scte35Descriptors": [ 
      { 
       "Scte35DescriptorSettings": { 
        "SegmentationDescriptorScte35DescriptorSettings": { 
         "DeliveryRestrictions": { 
          "ArchiveAllowedFlag": "enum", 
          "DeviceRestrictions": "enum", 
          "NoRegionalBlackoutFlag": "enum", 
          "WebDeliveryAllowedFlag": "enum" 
         }, 
         "SegmentNum": integer, 
         "SegmentationCancelIndicator": "enum", 
         "SegmentationDuration": integer, 
         "SegmentationEventId": integer, 
         "SegmentationTypeId": integer, 
         "SegmentationUpid": "string", 
         "SegmentationUpidType": integer, 
         "SegmentsExpected": integer, 
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         "SubSegmentNum": integer, 
         "SubSegmentsExpected": integer 
        } 
       } 
      } 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

例

このリクエストの例では、開始時刻が UTC 20:42:04.000 で、SegmentationEventId が一意の整数の 
time_signal のアクションを作成します。制約フィールドの場合、NoRegionalBlackoutFlag には制約
セットがあります (リージョンのブラックアウトが設定されています)。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
          "Time": "2018-05-21T20:42:04.000Z" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "adavail-3708", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "Scte35TimeSignalSettings": { 
          "Scte35Descriptors": [ 
          { 
            "Scte35DescriptorSettings": { 
              "SegmentationDescriptorScte35DescriptorSettings": { 
                "SubSegmentsExpected": 0, 
                "SegmentationEventId": 7054, 
                "SegmentationDuration": 1350000, 
                "SegmentationCancelIndicator": 0, 
                "SubSegmentNum": 0, 
                "SegmentationUpidType": 12, 
                "SegmentNum": 0, 
                "SegmentationCancelIndicator": "SEGMENTATION_EVENT_NOT_CANCELED", 
                "DeliveryRestrictions": { 
                  "DeviceRestrictions": "NONE", 
                  "WebDeliveryAllowedFlag": "WEB_DELIVERY_ALLOWED", 
                  "NoRegionalBlackoutFlag": "REGIONAL_BLACKOUT", 
                  "ArchiveAllowedFlag": "ARCHIVE_ALLOWED" 
                }, 
                "SegmentationUpid": "4a414e3136494e4155303031", 
                "SegmentationTypeId": 52, 
                "SegmentsExpected": 0 
                  } 
                } 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}
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Return-to-network メッセージ — ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "FollowModeScheduleActionStartSettings": { 
     "FollowPoint": "enum", 
     "ReferenceActionName": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "Scte35ReturnToNetworkSettings": { 
     "SpliceEventId": integer                 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

例

このリクエストの例では、UTC 開始時間が 20:42:19 return-to-network でが作成されています。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
          } 
      }, 
      "ActionName": "end-adavail-3708", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "Scte35ReturnToNetworkSettings": { 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

ID3 メタデータの項目 – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ScheduleActions": [ 
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  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
 "HlsId3SegmentTaggingSettings": { 
     "Tag": "string" 
    }, 
    "HlsTimedMetadataSettings": { 
     "Id3": "string" 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

例

このリクエストの例では、13:35:59 UTC に挿入される ID3 メタデータを作成します。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
          "Time": "2019-01-02T13:35:59Z" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "id3-metadata.2019-01-02T13:35:59Z", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "HlsTimedMetadataSettings": { 
          "Id3": "SUQzBAAAAAAAF1RJVDIAAAANAAADSGVsbG8gV29ybGQA" 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

ID3 セグメントタグ項目 – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
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   "ScheduleActionSettings": { 
 "HlsId3SegmentTaggingSettings": { 
     "Tag": "string" 
     "Id3": "string" 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

tag プロパティの使用例
このリクエストの例では、13:35:59 UTC から開始して挿入される ID3 セグメントタグを作成しま
す。この例ではHlsId3SegmentTaggingSettings、Tagのプロパティを使用しています。つま
り、valueTXXXフィールドにはの内容のみを指定することになります。この例では、コンテンツはセグメ
ントの日付、時刻、番号です。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
          "Time": "2020-01-02T13:35:59Z" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "id3-datetime-and-segment", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "HlsId3SegmentTaggingSettings": { 
          "Tag": "$dt$-$sn$" 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

Id3 プロパティの使用例
このリクエストの例では、ID3 セグメントタグを作成してすぐに挿入します。この例で
はHlsId3SegmentTaggingSettings、Id3のプロパティを使用しています。つまり、コンテンツは 
base64 としてエンコードされています。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        ImmediateModeScheduleActionStartSettings 
       } 
      }, 
      "ActionName": "id3-song309", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "HlsId3SegmentTaggingSettings": { 
          "Id3": "SUQzBAAAAAAAF1RJVDIAAAANAAADSGVsbG8gV29ybGQA" 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
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}

パイプラインアクションの一時停止 – ペイロード
次の JSON のフィールドの意味と値については、AWS Elemental MediaLive API リファレンスをご覧くだ
さい。

{ 
 "ScheduleActions": [ 
  { 
   "ScheduleActionStartSettings": { 
    "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
     "Time": "string" 
    }, 
    "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": { 
    } 
   }, 
   "ActionName": "string", 
   "ScheduleActionSettings": { 
    "PauseStateSettings": { 
     "Pipelines": [ 
      { 
       "PipelineId": "enum" 
      } 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

例 :1 つのパイプラインの一時停止

このリクエストの例では、パイプライン 0 を 20:42:19 UTC に一時停止します。 MediaLive コマンドを常
に、指定されたパイプラインを一時停止に設定し、それ以外のパイプラインを一時停止解除に設定するも
のとして読み取ります。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:19Z" 
          } 
        }, 
        "ActionName": "pause-pipeline-0-now", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "PauseStateSettings": { 
            "Pipelines": [ 
              { 
                "PipelineId": "PIPELINE_0" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }
}
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例: 両方のパイプラインの一時停止解除
このリクエストの例では、現在一時停止されているすべてのパイプラインを一時停止解除します。

Note

MediaLive コマンドを常に、指定されたパイプラインを一時停止に設定し、それ以外のパイプラ
インを一時停止解除に設定するものとして読み取ります。この例では、Pipelines配列は空で
す。 MediaLiveこの空の配列を次のように解釈します:すべてのパイプラインを一時停止なしに設
定する。

{ 
 "ChannelId": "999999", 
 "Creates": { 
     "ScheduleActions": [ 
      { 
       "ScheduleActionStartSettings": { 
         "ImmediateModeScheduleActionStartSettings": {} 
      }, 
     "ActionName": "unpause-pipeline-0", 
     "ScheduleActionSettings": { 
       "PauseStateSettings": { 
         "Pipelines": [ 
       {} 
      ] 
     } 
    } 
   } 
  ] 
 }
}

作成アクションの組み合わせ
batch-update-schedule AWS CLI コマンドの --creates パラメータに渡す JSON 本文の例を次
に示します。これには、作成する 2 つのアクションが含まれます。この例では、両方のアクションが 
splice_inserts ですが、実際には任意の数と任意のタイプの作成アクションを組み合わせることができま
す。

{ 
    "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "Scte35SpliceInsertSettings": { 
            "Duration": 1350000, 
            "SpliceEventId": 3 
          } 
        }, 
        "ActionName": "SpliceInsert-01", 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-11-05T16:10:30.000Z" 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "Scte35SpliceInsertSettings": { 
            "Duration": 2700000, 
            "SpliceEventId": 3 
          } 
        }, 
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        "ActionName": "SpliceInsert-02", 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-11-05T16:30:45.000Z" 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }

削除アクションの JSON ペイロード
Deletes セクションで、ActionNames の配列を入力して削除するアクションのリストを含めます。配列
には、1 つ以上のアクション名が含まれます。これらのアクション名は、DescribeChannel コマンドを
使用して取得できます (「the section called “スケジュールの表示” (p. 290)」を参照。

{ 
  "ChannelId": "string", 
  "Deletes": { 
      "ActionNames": [ 
          "" 
    ] 
  }
}

例
このリクエストの例では、アクションの作成時に割り当てられた ActionNames によって識別される 3 つ
のアクションを削除します。

{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Deletes": { 
      "ActionNames": [ 
          "stop-overlay-33", 
          "adavail-3711", 
          "end-adavail-3711" 
      ] 
  }
}

作成と削除を組み合わせる JSON ペイロード
作成と削除のバッチを組み合わせるには、JSON ペイロードに Creates セクションと Deletes セクショ
ンの両方を含めます。

この例では、Deletes セクションのペイロードが、イメージオーバーレイをアクティブ化するアク
ションを削除します。これは、開始時刻が正しくないためです。アクションの名前は overlay-21 で
す。Creates セクションのペイロードは、このアクションを再度挿入します。今回は正しい開始時刻で
す。

JSON ペイロードの最初に 1Creates セクションが表示されますが、Mester MediaLive は常に削除アク
ションを最初に実行します。

このアクションでは、削除アクションと作成アクションは同じ ActionName です。バッチが「削除と置
換」であるため、名前を再利用しています。ただし、作成アクションに別の名前を割り当てることができ
ます。
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{ 
  "ChannelId": "999999", 
  "Creates": { 
  "ScheduleActions": [ 
    { 
      "ScheduleActionStartSettings": { 
        "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
          "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
        } 
      }, 
      "ActionName": "overlay-21", 
      "ScheduleActionSettings": { 
        "StaticImageActivateSettings": { 
          "Image": { 
          "PasswordParam": "imagespassword", 
          "Uri": "s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/banner-A/high-res.bmp", 
          "Username": "medialiveoperator" 
          }, 
          "ImageY": 300, 
          "FadeIn": 1500, 
          "ImageX": 200, 
          "Width": 800, 
          "Opacity": 60, 
          "Layer": 1, 
          "Height": 900 
          } 
        } 
      } 
    ] 
  }, 
  "Deletes": { 
       "ActionNames": [ 
          "overlay-21" 
        ] 
    }
}

スケジュールの表示 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、1 つのチャンネルで現在スケジュールされているアクションのリストを表示できま
す。

• チャンネルでまだ実行されていないアクション
• 以前に実行されたアクション

スケジュールを表示するには、DescribeSchedule コマンドを使用します。このコマンドは、インター
フェイスごとに異なる方法で表されます。

• AWS CLI では、コマンドは describe-schedule です。
• API では、コマンドは channels/channelId/schedule の HTTP GET で表されます。
• AWSSDK では、コマンドはその SDK 言語に適した構成で表現されます。

アクションを表示するには (AWS CLI)

1. このコマンドを入力します。

aws medialive describe-schedule --channel-id value --max-results value
2. Enter を押してコマンドを送信します。レスポンスが画面に表示されます。
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3. -max-results オプションを使用し、レスポンスに NextToken が含まれている場合
は、DescribeChannel コマンドを入力し、NextToken の値を --next-token で渡します。例:

aws medialive describe-schedule --channel-id value --next-token 3jhrprd0
4. Enter を押してコマンドを送信します。レスポンスが画面に表示されます。

例
コマンドレスポンスの JSON 本文は、BatchUpdateSchedule コマンドリクエストのそれと似ていま
す。

このレスポンスの例は、次のアクションを表示しています。

• 20:30:00 UTC にレイヤー 1 でイメージオーバーレイをアクティブ化する ActionName が corporate-
logo-029 のアクション

• 20:42:04 UTC にレイヤー 1 のオーバーレイを非アクティブ化する ActionName が stop-
overlay-029 のアクション

• 非アクティブ化アクションと同時に splice_insert を挿入する、ActionName が adavail-3708 のアク
ション

• return-to-network 15 秒後、日本時間 20:42:19ActionNameend-adavail-3708 にトップが付けられた
アクション

• リターンと同時にレイヤー 1 の同じオーバーレイを再アクティブ化する、ActionName が
corporate-logo-030 のアクション

このスケジュールは、全体的には企業ロゴを表示するものの、各広告表示の開始時に非表示にし、広告表
示の最後に再び表示するというワークフローを説明しています。

 { 
  "NextToken": "3jhrprd0", 
      "ScheduleActions": [ 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:30:00.000Z" 
          } 
        }, 
        "ActionName": "corporate-logo-029", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "StaticImageActivateSettings": { 
            "Image": { 
            "PasswordParam": "corplogo!2312", 
            "Uri": "s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/logos/corporate/high-res.bmp", 
            "Username": "medialiveoperator" 
            }, 
            "ImageY": 300, 
            "FadeIn": 1500, 
            "ImageX": 200, 
            "Width": 800, 
            "Opacity": 60, 
            "Layer": 1, 
            "Height": 900 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:04.000Z" 
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          } 
        }, 
        "ActionName": " stop-overlay-029", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "StaticImageDeactivateSettings": { 
            "FadeOut": 1500, 
            "Layer": 1 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:04.000Z" 
          } 
        }, 
        "ActionName": "adavail-3708", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "Scte35SpliceInsertSettings": { 
            "SpliceEventId": 3708, 
            "Duration": 1350000 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
          } 
        }, 
        "ActionName": "end-adavail-3708", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "Scte35ReturnToNetworkSettings": { 
            "SpliceEventId": 3708 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "ScheduleActionStartSettings": { 
          "FixedModeScheduleActionStartSettings": { 
            "Time": "2018-05-21T20:42:19.000Z" 
          } 
        }, 
        "ActionName": "corporate-logo-030", 
        "ScheduleActionSettings": { 
          "StaticImageActivateSettings": { 
            "Image": { 
            "PasswordParam": "corplogo!2312", 
            "Uri": "s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/logos/corporate/high-res.bmp", 
            "Username": "medialiveoperator" 
            }, 
            "ImageY": 300, 
            "FadeIn": 1500, 
            "ImageX": 200, 
            "Width": 800, 
            "Opacity": 60, 
            "Layer": 1, 
            "Height": 900 
          } 
        } 
      } 
    ]    
  }
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AWS Elemental MediaLive チャンネ
ルを開始、停止、および一時停止

チャンネルを作成したら、そのチャンネルを開始できます。チャンネルは、既に実行中であり、障害から
の復旧を試みる場合を除き、自動的に起動することはありません。

実行中のチャンネルはいつでも停止できます。

チャンネルのスケジュールに [Pause] (一時停止) アクションを追加することで、チャンネルのパイプライ
ンの一方または両方を一時停止することもできます。詳細については、「the section called “一時停止と一
時停止解除” (p. 244)」を参照してください。

チャンネルの料金の詳細については、「the section called “料金” (p. 8)」を参照してください。チャンネル
の状態によって料金が異なります。

• チャンネルが実行状態のときの料金
• チャンネルがアイドル状態のときの料金

チャンネルを開始するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channels] (チャンネル) を選択し、[Channels] (チャンネル) ページで開始

するチャンネルを選択します。
3. [Start] (開始) を選択します。チャンネルの状態は以下のいずれかに変わります。

• スタート
• [Running] (実行) (1 つ以上のパイプラインでのエンコード)

4. チャンネル名を選択する。チャンネルの詳細が表示されます。

チャンネルを停止するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Channels] (チャンネル) を選択し、[Channels] (チャンネル) ページで停止す

るチャンネルを選択します。
3. [Stop] (停止) を選択します。
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AWS Elemental でのアクティビティ
のモニタリング MediaLive

チャンネルとマルチプレックスのアクティビティは、AWS Elemental MediaLive コンソールで、また
は Amazon CloudWatch Events、Amazon CloudWatch Logs を使用してモニタリングできますAWS 
CloudTrail。

トピック
• アクティビティのタイプ (p. 294)
• チャンネルのアラート (p. 297)
• AWS Elemental MediaLive コンソールを使用したモニタリング (p. 300)
• Amazon CloudWatch Events を使用したチャンネルまたはマルチプレックスのモニタリング (p. 303)
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用したアクティビティのモニタリング (p. 307)
• Amazon CloudWatch Logs を使用してチャンネルをモニタリングする (p. 328)
• による MediaLive API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 331)

アクティビティのタイプ
次の表は、モニタリングできるアクティビティの種類と、使用できるサービスをまとめたものです。

アクティビ
ティ

  MediaLive コ
ンソール

CloudWatch 
イベント

CloudWatch 
指標

CloudWatch 
ログ

CloudTrail イ
ベント

チャネルの
状態

チャンネル
の状態を報
告

はい はい   はい  

マルチプ
レックスの
統計

マルチプ
レックスの
状態を報告

はい はい   はい  

アラート チャンネル
が実行され
ているとき
にアラート
を生成する

はい はい はい (アク
ティブなア
ラートの数)

はい  

メトリクス メトリクス
を生成

    はい    

チャンネル
のログ

チャンネル
が実行され
ているとき
にアクティ
ビティをロ
グ記録

      はい  

スケジュー
ルのログ

アクティ
ブなスケ

      はい  
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アクティビ
ティ

  MediaLive コ
ンソール

CloudWatch 
イベント

CloudWatch 
指標

CloudWatch 
ログ

CloudTrail イ
ベント

ジュールア
クションの
ログ記録

API コール
のログ

コンソール
から実行さ
れたものを
含む API 呼
び出しをロ
グに記録す
る

      はい はい

次のセクションでは、これらのタイプのアクティビティについて説明します。

トピック
• チャンネルの状態 (p. 295)
• マルチプレックスの統計 (p. 296)
• アラート (p. 296)
• メトリクス (p. 297)
• ログ (p. 297)

チャンネルの状態
MediaLive すべてのチャネルの状態をレポートします。

MediaLive これらの状態を DetailType CloudWatch MediaLive Channel State Change がに設定さ
れたイベントに変換します。これらのイベントのJSON の例については、「」を参照してくださいthe 
section called “状態変更イベントの JSON” (p. 304)。

チャネルの状態は次のとおりです。

• [Creating] (作成中)
• [Deleting] (削除中)
• Idle (アイドル状態)]: チャンネルが実行中ではありません。チャンネルがアイドル状態のときに発生する

料金については、「the section called “料金” (p. 8)」を参照してください。
• 回復中:チャネル内の 1 つまたは両方のパイプラインに障害が発生しましたが、 MediaLive 再起動中で

す。
• Running (実行中)。
• スタート
• 停止中
• 更新:チャンネルのチャンネルクラスを変更しました (p. 428)。この状態はコンソールではキャプチャ

されますが、Amazon CloudWatch イベントではキャプチャされません (p. 303)。

多重状態は次のとおりです。

• [Creating] (作成中)
• [Deleting] (削除中)
• アイドル: マルチプレックスは実行されていません。マルチプレックスがアイドル状態のときに発生する

料金については、「the section called “料金” (p. 8)」を参照してください。
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• 回復中:マルチプレックス内の 1 つまたは両方のパイプラインに障害が発生しましたが、 MediaLive 再起
動中です。

• 実行中
• スタート
• 停止中

マルチプレックスの統計
MediaLive すべてのマルチプレックスの状態を報告します。

MediaLive これらの状態を DetailType CloudWatch MediaLive Multiplex State Change がに設定さ
れたイベントに変換します。

チャネルの状態は次のとおりです。

• [Creating] (作成中)
• [Deleting] (削除中)
• Idle (アイドル状態)]: チャンネルが実行中ではありません。チャンネルがアイドル状態のときに発生する

料金については、「the section called “料金” (p. 8)」を参照してください。
• 回復中:チャネル内の 1 つまたは両方のパイプラインに障害が発生しましたが、 MediaLive 再起動中で

す。
• Running (実行中)。
• スタート
• 停止中
• 更新:チャンネルのチャンネルクラスを変更しました (p. 428)。この状態はコンソールではキャプチャ

されますが、Amazon CloudWatch イベントではキャプチャされません (p. 303)。

多重状態は次のとおりです。

MediaLive すべてのマルチプレックスの状態を報告します。

MediaLive これらの状態を DetailType CloudWatch MediaLive Channel State Change がに設定され
たイベントに変換します。

多重状態は次のとおりです。

• [Creating] (作成中)
• [Deleting] (削除中)
• アイドル: マルチプレックスは実行されていません。マルチプレックスがアイドル状態のときに発生する

料金については、「the section called “料金” (p. 8)」を参照してください。
• 回復中:マルチプレックス内の 1 つまたは両方のパイプラインに障害が発生しましたが、 MediaLive 再起

動中です。
• 実行中
• スタート
• 停止中

アラート
MediaLive チャンネルの実行中にアラートスを生成できます。アラートのリストについては、を参照して
くださいthe section called “チャンネルのアラート” (p. 297)。
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MediaLive コンソールで各チャネルのアラートを表示できます。詳細については、「the section called 
“[Alerts] (アラート) タブ — アラートの表示” (p. 301)」を参照してください。

MediaLive DetailType CloudWatch MediaLive Channel Alert がに設定されたアラートをイベントに
変換します。これらのイベントのJSON の例については、「」を参照してくださいthe section called “状態
変更イベントの JSON” (p. 304)。

メトリクス
MediaLive メトリクスの詳細については、the section called “ CloudWatch メトリクスを使用したモニタリ
ング” (p. 307)この章の後半を参照してください。

ログ
MediaLive ログの詳細については、the section called “ CloudWatch ログを使用したモニタリン
グ” (p. 328)この章の後半を参照してください。

チャンネルのアラート
次の表は、 MediaLive チャンネルに対して生成される可能性のあるアラートの一覧です。これらのアラー
トは次の方法で表示できます。

• MediaLiveコンソールで各チャネルのアラートを表示できます。詳細については、「the section called 
“[Alerts] (アラート) タブ — アラートの表示” (p. 301)」を参照してください。

• MediaLive DetailType CloudWatch MediaLive Channel Alert がに設定されたアラートをイベント
に変換します。これらのイベントのJSON の例については、「」を参照してくださいthe section called 
“状態変更イベントの JSON” (p. 304)。

アラート ID アラートの文言 説明

5002 入力画像が見つからない場合 チャンネルは、入力画像（たと
えば、有効なブランク画像）へ
のURLで構成されていました。
チャンネルはファイルにアクセ
スできません。

5101 音声が見つからない場合 チャンネルはソースのオーディ
オをデコードできません。ア
クティブな入力が使用できない
か、アクティブな入力にオー
ディオが含まれていないか、
オーディオが暗号化されていま
す。

5102 オーディオ PID が見つからない
場合

現在の入力のオーディオセレク
ターは (オーディオのソースと
して) PID を指定しますが、その 
PID は入力には存在しません。

5201 ビデオが検出されない チャンネルはソースの動画をデ
コードできません。アクティブ
な入力が使用できないか、アク
ティブな入力にビデオが含まれ
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アラート ID アラートの文言 説明
ていないか、ビデオが暗号化さ
れています。

5301 HTTP 取得に失敗 HTTP Get が失敗したため、ア
セットの取得が失敗しました。
ネットワークに問題があった
か、HTTP サーバーに問題があっ
たか、サーバーがユーザー認証
情報を必要としている可能性が
あります。

5302 UDP 入力の受信を停止しました UDP 入力（RTP 
MediaConnect、および Link 入
力を含む）は、少なくとも 1 秒
間パケットを受信しませんでし
た。

5304 RTP ヘッダーの損失 チャネルは RTP 入力を受信する
ように設定されていますが、受
信したパケットは RTP に準拠し
ていません。

5305 RTMP ストリームが見つかりま
せん

チャネルは RTMP 入力を受信す
るように構成されていますが、
指定された RTMP ストリームが
受信されていません。

5307 RTMP にオーディオ/ビデオがな
い

チャンネルは RTMP 入力を受
信するように設定されています
が、指定された RTMP ストリー
ムはもう存在しません。

5308 RTMP の接続の損失 チャンネルは RTMP 入力を受
信するように設定されています
が、指定した RTMP ストリーム
が切断されています。

5309 RTMP 入力Connect が失敗しま
した

チャネルは RTMP 入力を受信
するように設定されています
が、RTMP URL に接続できませ
んでした。

6001 ESAM HTTP 投稿が失敗しまし
た

設定された ESAM サーバー
への HTTP 投稿が失敗しまし
た。ESAM はチャネルの SCTE 
35 構成の一部です。

6002 書き込み用の UDP ソケットを開
くことができませんでした

チャンネルは UDP 出力接続を開
くことができませんでした。

6003 UDP ソケットへの書き込みに失
敗しました

チャネルは UDP 出力パケットを
書き込めませんでした。

6005 出力ファイルまたはソケットを
作成できませんでした

チャンネルで出力ファイルを作
成できませんでした。
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アラート ID アラートの文言 説明

6006 出力への書き込みに失敗しまし
た

チャンネルは出力にデータを書
き込めませんでした。

6007 出力をクローズまたはファイナ
ライズできませんでした

チャンネルは出力にデータを書
き込めませんでした

6008 出力ファイルを削除できません
でした

チャンネルは出力ファイルを削
除できませんでした。

6010 HTTP POST 出力リクエストが失
敗しました

出力への HTTP 投稿が失敗しま
した。

6015 HTTP 出力トークンを取得できま
せんでした

許可されていないため、チャン
ネルは出力に書き込めませんで
した。たとえば、HTTP アクセス
では 401 (無許可) または 403 (禁
止) が返されました。

6028 公開時に証明書チェーンを検証
できませんでした

リモートサーバーの SSL 証明書
または SSH フィンガープリン
トが OK でないと判断されたた
め、HTTP 書き込みが失敗しまし
た。

6030 設定されている TS Muxer のビッ
トレートが低すぎる

トランスポートストリーム出力
が設定されていますが、指定さ
れたビットレートでは、伝送す
る必要のあるビデオ、オーディ
オ、およびデータを伝送するに
は不十分です。チャネルにはト
ランスポートストリーム出力が
含まれます。出力で指定された
ビットレートは、ビデオ、オー
ディオ、およびデータを組み合
わせたものには低すぎます。

6031 タイムコード同期のしきい値を
超えました

チャンネルはで設定され 
TimecodeConfiguration 
SyncThreshold、出力タイムコー
ドは入力タイムコードと再同期
されました。

6501 大量のアップロードキャッシュ
バックログ

チャンネルはアップロード待ち
のファイルのキャッシュを保
持し、出力への配信が成功する
とクリアします。キャッシュに
は、設定された宛先へのアップ
ロードが予定よりも保留になっ
ているファイルがあります。こ
れは、 MediaLive 宛先との間
で一時的にネットワークが遅く
なっている可能性があります。
または、宛先サーバーが予想よ
りも遅い可能性があります。
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AWS Elemental MediaLive コンソールを使用したモ
ニタリング

チャネルとマルチプレックスの状態と状態を監視できます。

トピック
• コンソールを使用したチャンネルのモニタリング (p. 300)
• MediaLive コンソールを使用したマルチプレックスのモニタリング (p. 301)

コンソールを使用したチャンネルのモニタリング
AWS Elemental MediaLive コンソールを使用してチャネルをモニタリングし、そのアクティビティと現在
の状態を確認できます。

チャンネルのアクティビティと現在の状態スを監視するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channels] (チャンネル) を選択します。(ページのボタンの詳細につい

ては、「the section called “チャネルの編集” (p. 580)」、「操作:チャネルの開始、停止、一時停
止 (p. 293)」、および「the section called “クローンによるチャンネルの作成” (p. 579)」を参照して
ください)。

3. [Channels] (チャンネル) ページにチャンネルのリストが表示されます。リスト内の各行には、状態を
含むチャンネルに関する基本的な情報が含まれています。状態の詳細については、「」を参照してく
ださいthe section called “チャンネルの状態” (p. 295)。

4. チャンネルの詳細を表示するには、そのチャンネルの名前を選択します。[Channel details] (チャンネ
ルの詳細) ページが表示されます。

トピック
• [Status] (ステータス) タブ — ステータス情報の表示 (p. 300)
• [Alerts] (アラート) タブ — アラートの表示 (p. 301)
• アラートの処理 (p. 301)
• 送信先ペイン (p. 301)

[Status] (ステータス) タブ — ステータス情報の表示
基本的なステータス情報については、[Status] (ステータス) ペインを確認します。

チャンネルの入力の詳細については、[Details] (詳細) タブを選択します。

ステータスの詳細については、[Health] (状態) タブを選択します。このタブには、チャンネルのパイプラ
インに関する情報が表示されます。

• パイプライン 0 とパイプライン 1 (チャンネルが標準チャンネルとして設定されており、2 つのパイプラ
インがある場合)

• パイプライン 0 (チャンネルが単一パイプラインチャンネルとして設定されている場合)

ヘルス情報の期間を指定できます。
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[Alerts] (アラート) タブ — アラートの表示
MediaLive チャンネル内のいずれかのパイプラインで問題または潜在的な問題が発生すると、チャンネル
のアラートを生成します。これらのアラートは以下の 2 つの方法で表示されます。

• [Status] (ステータス) ペインの右側には、パイプラインごとのアクティブなアラートの数が表示されま
す。

• [Alerts] (アラート) タブには、各アラートに関する詳細情報が表示されます。

アラートがアクティブなままの場合は、[Cleared] (クリア済み) 列は空白になります。アラートがクリア
された場合は、アラートがクリアされた際のタイムスタンプが列に表示されます。

MediaLive アラートのリストについては、を参照してくださいthe section called “チャンネルのアラー
ト” (p. 297)。

アラートの処理
アラートが発生したら、[Alerts] (アラート) タブを確認して、考えられる問題の原因を特定します。問題を
解決するための手順を実行します。

問題を解決すると、 MediaLive アラートが自動的にクリアされます。

チャンネルを停止すると、アラートは常に自動的にクリアされます。

送信先ペイン
このペインには 3 つのペインがあります。

• [Egress endpoints] (送信エンドポイント) — このペインには、パイプラインごとに 1 行が表示されま
す。[Source IP] (送信元 IP) は、このパイプラインのチャンネルエンドポイントです。チャンネルエンド
ポイントは、パイプラインからの出力です。この時点から、コンテンツはチャンネル内の各出力グルー
プの出力先に移動します。

通常のチャンネルでは、 MediaLive このエンドポイントは管理を行う場所にあります。

VPC 経由での配信 (p. 568)用に設定したチャンネル内では、このエンドポイントは VPC にあります。
このエンドポイントがチャンネルパイプラインからコンテンツを受け付けるために常に利用可能である
ことを確認する責任があります。

• [Destinations] (送信先) — このペインには、送信先ごとに 1 行が表示されます。

各出力グループに 1 つの送信先ラインがあります。各行には、チャンネル内の 1 つまたは 2 つのパイプ
ライン内の出力のアドレスが表示されます。

• MediaPackage destination — このペインには、 MediaPackage 各出力グループの宛先であるチャンネル 
ID が表示されます。 MediaPackage のチャンネルには、の 1 つまたは 2 パイプラインにマッピングさ
れた 1 つまたは 2 MediaLive パイプラインがあります。

MediaLive コンソールを使用したマルチプレックスの
モニタリング
マルチプレックスのアクティビティと現在の状態を確認できます。

マルチプレックスのアクティビティをモニタリングするには (MediaLive コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択します。
3. [Multiplexes] (マルチプレックス) ページに、マルチプレックスが一覧表示されます。リスト内の各行

には、状態を含むマルチプレックスに関する基本的な情報が含まれています。状態の詳細について
は、「」を参照してくださいthe section called “マルチプレックスの統計” (p. 296)。

4. マルチプレックスの詳細を表示するには、そのマルチプレックスの名前を選択します。[Multiplex 
details] (マルチプレックスの詳細) ページが表示されます。

トピック
• ステータス情報の表示 (p. 300)

ステータス情報の表示
[Multiplex details] (マルチプレックスの詳細) ページは 2 つのペインに分かれています。2 番目のペインは
複数のタブに分かれています。

[Details] (詳細) タブ

[Details] (詳細) タブには、マルチプレックスの作成時に設定したフィールドが表示されます。

また、 MediaLive で割り当てられた次の情報も表示されます。

• マルチプレックスの ARN。
• マルチプレックスの作成時に MediaLive が自動的に作成する 2 つのエンタイトルメントの ARN。これら

のエンタイトルメントの詳細については、「the section called “マルチプレックスの開始” (p. 487)」を
参照してください。

[Programs] (プログラム) タブ

[Programs] (プログラム) タブには、マルチプレックスに含まれるタブが一覧表示されます。プログラムの
詳細については、「the section called “マルチプレックスと MPTS の概要” (p. 481)」を参照してくださ
い。

[Bandwidth Monitoring] (帯域幅モニタリング) タブ

[Bandwidth monitoring] (帯域幅モニタリング) タブには、マルチプレックスの帯域幅割り当てに関する情報
が表示されます。

情報を棒グラフとして表示するには

1. [Bar chart] (棒グラフ) を選択します。
2. マルチプレックス (マルチプレックス内のすべてのプログラム) または特定のプログラムを表示するこ

とを選択します。
3. 表示するパイプラインを選択します。

グラフには、常に直近の 1 分間のデータが表示されます。グラフは 1 分ごとに更新されます。

情報を面グラフとして表示するには

1. [Area chart] (面グラフ) を選択します。
2. タイムウィンドウを設定します。このウィンドウでは、X 軸のサイズを設定します。ウィンドウには

常に 60 個のデータポイントが表示されます。したがって、例えば 1 時間のウィンドウでは、1 分ごと
にデータポイントが表示されます。1 日の時間枠では、24 分ごとにデータポイントが表示されます。
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3. マルチプレックス (マルチプレックス内のすべてのプログラム) または特定のプログラムを表示するこ
とを選択します。

4. 表示するパイプラインを選択します。

[Alerts] (アラート) タブ

MediaLive パイプラインまたはマルチプレックスのいずれかで問題または潜在的な問題が検出されると、
マルチプレックスのアラートを生成します。これらのアラートは以下の 2 つの方法で表示されます。

• [Status] (ステータス) ペインの右側には、パイプラインごとのアクティブなアラートの数が表示されま
す。

• [Alerts] (アラート) タブには、各アラートに関する詳細情報が表示されます。

アラートがアクティブなままの場合は、[Cleared] (クリア済み) 列は空白になります。アラートがクリア済
みの場合は、アラートがクリアされた時刻のタイムスタンプが列に表示されます。

アラートを処理するには

1. アラートが発生したら、[Alerts] (アラート) タブを確認して、考えられる問題の原因を特定します。問
題を解決するための手順を実行します。

問題を解決すると、 MediaLive アラートが自動的にクリアされます。[Cleared] (クリア済み) 列には、
クリアされた時刻のタイムスタンプが表示されます。

2. チャンネルを停止すると、アラートは常に自動的にクリアされます。

[Tags] (タグ) タブ

タグの詳細については、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Events を使用したチャンネル
またはマルチプレックスのモニタリング

MediaLive CloudWatch 次の情報をイベントのイベントに自動的に変換します。

• チャンネルまたはマルチプレックスの状態に関するレポート (p. 296) (p. 295)。
• チャンネルが稼働しているときに生成されるアラート (p. 297)。

CloudWatch これらのイベントの管理には、Amazon Events を使用することができます。例えば、イベン
トルールを作成して、E メールや SMS メッセージでイベントを配信できます。多くの送信先にイベント
を配信できます。この章では、Amazon Simple Notification Service (SNS) を介して配信する方法について
説明します。

Amazon Events を使用してイベントを管理するオプションの詳細については、 CloudWatch CloudWatch 
Events ユーザーガイドを参照してください。

Amazon SNS の使用の詳細については、SNS デベロッパーガイドを参照してください。

イベントは、ベストエフォートベースで出力されることに着目してください。

トピック
• 状態変更イベントの JSON (p. 304)
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• アラートイベントの JSON (p. 304)
• オプション 1: MediaLive すべてのイベントをメールアドレスに送信する (p. 305)
• オプション 2: 特定のチャンネルのイベントを 1 つの E メールアドレスに送信する (p. 306)

状態変更イベントの JSON
チャンネルまたはマルチプレックスの状態の変化に基づくイベントは (p. 296) (p. 295)、detail-
typeそのプロパティによって識別されます。

• MediaLive Channel State Changeチャンネル用

• MediaLive Multiplex State Changeマルチプレックス用。

例

状態変更イベントの JSON ペイロードの例を以下に示します。3detail-type 行目に注意してくださ
い。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "fbcbbbe3-2541-d4a3-d819-x39f522a8ce", 
    "detail-type": "MediaLive Channel State Change", 
    "source": "aws.medialive", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2023-03-08T18:40:59Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:283886" 
    ], 
    "detail": { 
        "channel_arn": "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:123456", 
        "state": "DELETED", 
        "message": "Deleted channel", 
        "pipelines_running_count": 0 
    }
}

アラートイベントの JSON
アラートに基づくイベントは (p. 297)、detail-typeそのプロパティによって識別されます。

• MediaLive Channel Alertチャンネル用

• MediaLive Multiplex Alertマルチプレックス用。

例

以下は、アラートイベントの JSON ペイロードの例です。3detail-type 行目に注意してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "154769fb-9f7c-32a1-6822-26fppppe5a58", 
    "detail-type": "MediaLive Channel Alert", 
    "source": "aws.medialive", 
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    "account": "111122223333", 
    "time": "2023-03-08T18:14:25Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:123456" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarm_state": "CLEARED", 
        "alarm_id": "7ad616bd389832yue90aab1324bffab5b834a", 
        "alert_type": "Failed to Create Output File or Socket", 
        "pipeline": "0", 
        "channel_arn": "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:123456", 
        "message": "MPEGTS muxer for mediaID [1] unable to open output or stream 
 [https://<path>]." 
    }
}

オプション 1: MediaLive すべてのイベントをメールア
ドレスに送信する
このオプションでは、すべてのイベントを 1 つの E メールアドレスに送信するように設定する方法を示
しています。この設定の欠点は、E メールアカウントに大量の E メールが送信されることです。したがっ
て、この設定は本番稼働用環境で使用しないことをお勧めします。

チャンネルまたはマルチプレックスが実行中であるリージョンごとに、次の手順を行う必要があります。

ステップ 1: サブスクリプションを作成する
MediaLive でイベントが発生したときに E メール通知を自動的に受け取るように、特定の E メールアドレ
スを設定するサブスクリプションを作成します。E メールの受取人を識別する必要があります。

以下の手順では、件名に「MediaLive_alert」、メールの送信者としてMediaLive「」の例を使用しま
す。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) コンソールを使用してサブスクリプションを作成
します。

E メール通知のサブスクリプションを作成するには (Amazon SNS コンソール)

1. AWS Management Consoleにサインインし、https://console.aws.amazon.com/sns/v2/home で 
Amazon SNS コンソールを開きます。

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. [Create new topic] (新しいトピックの作成) ダイアログボックスの [Topic name] (トピック名) に、E 
メールの件名の名前 (例: MediaLive_alert) を入力します。

4. [Display name] (表示名) に、E メールの送信者の名前 (例: MediaLive) を入力します。
5. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
6. Amazon SNS によってトピックが作成され、トピックのリストに ARN が表示されます。たとえ

ばarn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MediaLive、111122223333AWSアカウントはど
こにありますか。

7. この ARN をクリップボードにコピーします。
8. ナビゲーションペインで、[Subscriptions] (サブスクリプション) を選択して、[Create subscription] (サ

ブスクリプションの作成) を選択します。
9. [Subscriptions] (サブスクリプション) ページで [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選

択します。
10. [Create subscriptions] (サブスクリプションの作成) ダイアログボックスの [Topic ARN] (トピック 

ARN) で、ARN を入力するか、貼り付けます。
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11. [Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。
12. [Endpoint] (エンドポイント) に、受取人のメールアドレスを入力します。この E メールアカウントに

ログインできる必要があります。Amazon SNS がこのアドレスに確認メールを送信するためです。
13. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

Amazon SNS によって、指定したアドレスに確認メールが送信されます。
14. その E メールアカウントにログオンし、E メールを表示します。E メールの [Confirm subscription] 

(サブスクリプションの確認) リンクを選択して、サブスクリプションを有効にします。確認ウィンド
ウがウェブブラウザに表示されます。このウィンドウは閉じてもかまいません。

ステップ 2: ルールを作成する
ここでは、Amazon CloudWatch で「 CloudWatch aws.medialiveからイベントを受け取ると、指定した 
SNS トピックを呼び出す。」というルールを作成します。つまり、サブスクライブした E メールアドレス
に E メールを送信するというルールを作成します。

ルールを作成するには (Amazon CloudWatch コンソール)

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch 
でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [Events] (イベント) を選択します。
3. 「 CloudWatchイベントへようこそ」ページで、「ルールを作成」を選択します。
4. [Step 1] (ステップ 1) の [Event Source] (イベントソース) で、[Event Pattern] (イベントパターン) を選

択します。
5. [Build event pattern to match] (一致するイベントパターンの作成) を [Custom event pattern] (カスタム

イベントパターン) に変更します。
6. ボックスに、以下のように入力します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.medialive" 
  ]
}

7. 右側のパネルで、[Add target] (ターゲットの追加) を選択します。
8. [SNS topic] (SNS トピック) を選択します。
9. [Topic] (トピック) で、作成したトピック (例: MediaLive_alert) を選択します。
10. [Configure input] (入力の設定) で、[Matched event] (一致するイベント) を選択します。
11. [Configure details] (設定の詳細) を選択します。
12. 名前とオプションの説明を入力し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

これで、アラートが発生するたびに MediaLive、イベントが Amazon に送られるようになりま
す CloudWatch。このイベントは、SNS サブスクリプションで指定された E メールアドレスに E 
CloudWatch メールを送信するように指示するルールをトリガーします。

オプション 2: 特定のチャンネルのイベントを 1 つの 
E メールアドレスに送信する
1 つまたは複数のチャンネルやマルチプレックスのすべてのイベントを 1 つの E メールアドレスに送信
するためのルールを設定できます。この設定は、チャンネルまたはマルチプレックスが実行中であるリー
ジョンごとに行う必要があります。
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サブスクリプションとルールの組み合わせを必要な数だけ作成します。オプション 1  (p. 305)の手順に
従いますが、以下の点は異なります。

• SNS サブスクリプションの作成時に、「MediaLive_notifications_channel_1234567」などの
詳細情報をトピックに追加するとします。

• CloudWatch ルールを作成するときは、aws.medialiveイベントソースとして識別するイベントパター
ンを作成し、特定のチャンネルまたはマルチプレックスの ARN をそのイベントソース内のリソースと
して識別するイベントパターンを作成します。例えば、チャンネルの場合、次のパターンを作成しま
す。

{ 
  "source": [ 
    "aws.medialive" 
  ], 
  "resources": [ 
    "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:1234567" 
  ]  
}

リソースはチャンネルまたはマルチプレックスの ARN です。この ARN は、 MediaLive コンソールのチャ
ンネルリストまたはマルチプレックスリストから取得できます。

この例のルールでは、「 CloudWatch aws.medialiveフォーチャンネルからイベントを受け取る
と1234567、指定された SNS トピックを呼び出します。」 つまり、このルールでは、サブスクライブし
た E メールアドレスに送信される E メールがトリガーされます。

次の例に示すように、リソースセクションに複数のチャンネルまたはマルチプレックスを含めることを選
択できます。

  "resources": [ 
    "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:1234567", 
    "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:2223334" 
  ] 

Amazon CloudWatch メトリクスを使用したアク
ティビティのモニタリング

Amazon MediaLive を使用して AWS Elemental CloudWatch をモニタリングできます。 CloudWatch から
受信した raw データを収集し MediaLive、15 か月間保持される、ほぼリアルタイムの読み取り可能なメト
リクスに加工します。 CloudWatch を使用してメトリクスを表示します。メトリクスは、 MediaLive 短期
および長期的にどのように機能しているかをよりよく把握するのに役立ちます。

特定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアク
ションを実行したりできます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してくださ
い。

CloudWatch コンソールを使用してメトリスをスをスをスをスをスをスをスを表示するには

メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざまなディメン
ションの組み合わせごとにグループ化されます。

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。「すべての指標」で、
「AWS/」MediaLive 名前空間を選択します。

AWS/MediaLive名前空間は 2021 年 6 月 2 日に追加されました。2021 年 6 月 2 日より前のメトリク
スを表示する場合、または 2021 年 6 月 2 日以降チャネルが再開されていない場合、MediaLiveメトリ
クスはカスタム名前空間に表示されます。

3. メトリクスディメンションを選択してメトリクスを表示します (例えば、フローを選択してフロー別
にメトリクスを表示します)。

AWS CLI を使用してAWSアカウントに保存された有効なメトリクスのリストを表示するには

コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/MediaLive"

トピック
• 一般情報 (p. 308)
• メトリクスをアルファベット順のリスト (p. 309)
• グローバル統計  (p. 310)
• 入力指標 (p. 310)
• 出力指標 (p. 318)
• AWS Elemental ルの入力デバイスメトリックス MediaLive  (p. 321)
• パイプラインロックメトリクス (p. 327)

一般情報
収集メソッド
AWS Elemental は、指定された間隔 (通常は 1 秒ごと) MediaLive で未加工データを収集します。10 秒の
ウィンドウの後、 MediaLive 収集されたデータを変換し (例えば、データの追加やデータの平均化など)、
そのウィンドウの 1 つのデータポイントをレポートします。

MediaLive のディメンション
MediaLive 各メトリクスには、1 つまたは 2 つの特定のディメンションセットが含まれます。 MediaLive 
メトリクスには、スコープが最も広いディメンションから最も狭いスコープを持つディメンションまで、
次のディメンションが含まれます。

• ChannelID — 特定のチャンネルを識別します。
• Pipeline – 特定のパイプラインを識別します。標準チャンネルには 2 つのパイプライン (パイプライン 0 

またはパイプライン 1) があります。単一パイプラインチャンネルには、パイプライン 0 のみがありま
す。

• ActiveInputFailoverLabel — このディメンションは、フェールオーバーペア（自動入力フェールオーバー
機能の一部）内の現在アクティブな入力を識別します (p. 392)。チャンネルが自動入力フェイルオー
バーを実装している場合にのみ、このディメンションを含むディメンションセットを選択します。

このディメンションを使用する場合、メトリクスにはチャンネル内のアクティブな入力のデータのみが
表示されます。このディメンションを使用しない場合、メトリクスには両方の入力のデータが表示され
ます。

• OutputGroupName — 特定の出力グループを識別します。
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• AudioDescriptionName — チャンネルのすべての出力の中から特定のオーディオディスクリプション 
(オーディオエンコード) を識別します。

実行中のチャンネルの定義
多くのメトリクスはチャンネルが実行されているときにのみ、データを収集します。

[Running] (実行中) は、チャンネルが開始されたことを示します。これは、取り込みと出力の両方になる可
能性があります。あるいは、一時停止している、つまり、取り込みはしているが、出力はしていない状態
である可能性もあります。

メトリクスの複数のインスタンス
で、1 CloudWatch つのメトリクスの複数のインスタンスを使用してダッシュボードをセットアップできま
す。例えば、短い期間を示すインスタンスと、長い期間を示すインスタンスがあります。

メトリクスをアルファベット順のリスト
the section called “アクティブなアラート” (p. 310)

the section called “アクティブ出力” (p. 318)

the section called “チャンネル入力エラー秒” (p. 317)

the section called “ドロップフレーム” (p. 318)

the section called “受信した FEC 行パケット” (p. 311)

the section called “受信した FEC カラムパケット” (p. 311)

the section called “フィル (ミリ秒)” (p. 319)

the section called “入力損失秒” (p. 316)

the section called “入力タイムコードが存在する” (p. 312)

the section called “入力ビデオフレームレート ” (p. 313)

the section called “ネットワーク入力” (p. 313)

the section called “ネットワーク出力” (p. 320)

the section called “出力オーディオレベル dBFS” (p. 319)

the section called “出力オーディオレベル dBFS” (p. 319)

the section called “4xx エラーを出力する” (p. 320)

the section called “5xx エラーを出力する” (p. 320)

the section called “プライマリ入力アクティブ” (p. 314)

the section called “RTP パケットの損失” (p. 314)

the section called “ 受信された RTP パケット” (p. 315)

the section called “ FEC 経由で復旧された RTP パケット” (p. 316)
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the section called “SVQ 時間” (p. 321)

the section called “SDI を使用する” (p. 322)

the section called “HDMI を使用する” (p. 322)

the section called “入力がロックされました” (p. 322)

the section called “エンコーダ実行中” (p. 323)

the section called “ストリームエンドポイントにリンク” (p. 323)

the section called “ストリーミング” (p. 323)

the section called “温度” (p. 324)

the section called “ビットレートの設定” (p. 324)

the section called “ビットレートの設定が可能” (p. 324)

the section called “パケットの統計 ” (p. 325)

the section called “回復されたパケット” (p. 325)

the section called “回復されていないパケット” (p. 325)

the section called “エラー秒数” (p. 326)

グローバル統計
グローバルメトリックスは、AWS Elemental MediaLive の一般的なパフォーマンスと情報に関連していま
す。

アクティブなアラート
アクティブなアラートの合計数。

詳細:

• 名前: ActiveAlerts
• 単位はカウント
• ゼロの意味: アクティブなアラートはありません
• データポイントがないという意味: チャンネルは実行されていません
• サポートされているディメンションセット: ChannelID、Pipeline
• 推奨される統計: Max

すべての統計はこのメトリクスに有用です。

入力指標
入力メトリックは、 MediaLive表示されるビデオおよびオーディオ入力アセットに関連しています。

トピック
• 受信した FEC 行パケット (p. 311)
• 受信した FEC カラムパケット (p. 311)
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• 入力タイムコードが存在する (p. 312)
• 入力ビデオフレームレート  (p. 313)
• ネットワーク入力 (p. 313)
• プライマリ入力アクティブ (p. 314)
• RTP パケットの損失 (p. 314)
• 受信された RTP パケット (p. 315)
• FEC 経由で復旧された RTP パケット (p. 316)
• 入力損失秒 (p. 316)
• チャンネル入力エラー秒 (p. 317)

受信した FEC 行パケット
両方の FEC ストリーム (ポート 5002 およびポート 5004) で受信されたフォワードエラー訂正 (FEC) 行パ
ケットの数。ゼロ以外の値は、FEC が機能していることを示します。

このメトリクスは、チャンネルに FEC を含む RTP 入力がある場合にのみ有効です。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: FecRowPacketsReceived
• 単位: 個
• ゼロの意味: RTP-with FEC 入力が期間中に取り込まれていましたが、FEC 行パケットは受信されません

でした。
• データポイントがないという意味: FEC には入力がありません。または、RTP 入力を含む入力がありま

すが、それらの入力はどれもアクティブであるか、または (スケジュールによって) 準備中ではありませ
ん。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルにを含め
ました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。

受信した FEC カラムパケット
両方の FEC ストリーム (ポート 5002 およびポート 5004) で受信された FEC カラムパケットの数。ゼロ以
外の値は、FEC が機能していることを示します。

このメトリクスは、チャンネルに FEC を含む RTP 入力がある場合にのみ有効です。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel
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• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: FecColumnPacketsReceived
• 単位: 個
• ゼロの意味: RTP-with FEC 入力が期間中に取り込まれていましたが、FEC カラムパケットは受信されま

せんでした。
• データポイントがないという意味: FEC には入力がありません。または、RTP 入力を含む入力がありま

すが、それらの入力はどれもアクティブであるか、または (スケジュールによって) 準備中ではありませ
ん。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルにを含め
ました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。

入力タイムコードが存在する
パイプラインが埋め込みタイムコードを含む入力を受信しているかどうかを示すインジケータ。埋め込み
タイムコードは、ソースに埋め込まれている場合もあれば、SMPTE-2038 補助データに埋め込まれている
場合もあります。0 (False) は存在しないこと、1 (True) は存在することを意味します。

埋め込みタイムコードが不正確であると、タイムコードを使用するフィーチャに問題が発生する可能性が
あります。したがって、 MediaLive 使用しているタイムコードが埋め込みタイムコードであるかシステム
クロックのタイムコードであるかを知ることは有用です。

入力に関連付けられているタイムコードは、いくつかの機能で使用されます。

• 入力クリッピング この機能では、埋め込みタイムコードまたは別のタイプのタイムコードを使用できま
す。

• 出力にタイムコードを生成します。この機能では、埋め込みタイムコードまたは別のタイプのタイム
コードを使用できます。

• パイプラインのロック この機能は、入力タイムコードが埋め込みタイムコードである場合にのみ機能し
ます。システムクロックのタイムコードでは機能しません。

タイムコードの詳細については、「the section called “タイムコードの設定” (p. 537)」を参照してくださ
い。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: InputTimecodesPresent
• 単位: なし
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• ゼロの意味: False (埋め込みタイムコードはありません)。
• データポイントがないという意味:チャンネルが実行されていない、またはチャンネルは実行されている

が、 MediaLiveコンテンツを受信していない (例えば、入力がプッシュ入力であり、アップストリーム
システムがコンテンツのプッシュを開始していないなど)。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力
フェイルオーバーを設定していないチャンネルにを含めました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: 最小または最大。他の統計には意味がありません。

入力ビデオフレームレート
ソース動画のフレームレート。

このメトリクスは、入力のヘルスのメトリクスです。値が安定していない場合は、ソースに問題がない
か、 MediaLive または上流システムとのネットワークに問題がないかを調査して判断します。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: InputVideoFrameRate
• 単位: フレーム/秒
• ゼロの意味: チャンネルが開始されてからある時点で入力が受信されましたが、現在の期間にフレームは

受信されませんでした。
• データポイントがないという意味: このチャンネルが開始されてから入力が受信されていません。また

は、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルにを含めました。
• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、Pipeliine

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Max。

ネットワーク入力
入ってくるトラフィックのレート MediaLive。この数には、 MediaLiveプッシュ入力、プル入力、プル入
力の上流システムからの応答、任意の出力に対するダウンストリームシステムからの応答、DNS 解決や 
NTP などのインスタンストラフィックに受信されたすべてのトラフィックが含まれます。チャンネルが取
り込まれていない場合でも、トラフィックがいくつか発生します。

長期間の平均トラフィックレートをキャプチャするように設定すると便利です。その後、通常のレートを
設定したら、期間を短い時間に変更して、通常のレートからの逸脱を簡単に見つけたり、チャンネルの
バースト性に関する情報を収集したりできます。

このメトリクスの解釈に関するガイドラインをいくつか示します。

313



MediaLive ユーザーガイド
入力指標

• レートが正常であると思われる場合は、チャンネルが稼働しており、入力を正常に取り込んでいると推
測できます。

• 数字が通常より小さい場合、チャンネルは動作しているものの、入力が接続されていない可能性があり
ます。入力を取り込んでいない場合でも、チャンネルを実行する場合には料金が発生することに注意し
てください。

詳細:

• 名前: NetworkIn
• 単位: メガビット/秒
• ゼロの意味: トラフィックが受信されていません。
• データポイントがないという意味: チャンネルは実行されていません。
• サポートされているディメンションセット: ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: すべての統計がこのメトリクスに役立ちます。

プライマリ入力アクティブ
自動入力フェイルオーバーペアのプライマリ入力がアクティブかどうかを示すインジケータ。1 の値は、
プライマリ入力がアクティブであり、したがって健全であることを意味します。0 という値は、非アク
ティブであることを意味します。

自動入力フェイルオーバー機能の入力フェイルオーバーペアについては、「the section called “自動入力
フェイルオーバー” (p. 392)」を参照してください。

このメトリクスは、入力設定を [Primary Input Preference] (プライマリ入力設定) に設定して、自動入力
フェイルオーバー機能を設定した場合に便利です。入力設定が [Equal Input Preference] (均等入力設定) に
設定されている場合、メトリクスは意味のあるデータを提供しません。

詳細:

• 名前: PrimaryInputActive
• 単位: なし
• ゼロの意味: False (プライマリ入力は非アクティブです)。
• データポイントがないという意味: チャンネルは自動入力失敗のために設定されていません。
• サポートされているディメンションセット: ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 最小 (プライマリ入力が非アクティブ) または最大 (プライマリ入力がアクティブ)。

RTP パケットの損失
受信送信で失われた RTP パケットの数。[Lost] (消失) は FEC で復旧できなかったパケットを意味しま
す。

このメトリクスは、RTP 入力タイプにのみ適用されます。

受信パケット + 復旧されたパケット + 消失パケット = 3 つのメトリクスの期間とディメンションが 3 つの
メトリクスに対して同一に設定されている場合、その期間に予想される合計。

これらの 3 つの RTP パケットメトリクスは、入力伝送のヘルスをモニタリングするのに役立ちます。こ
のメトリクスがゼロ以外の場合、最初のトラブルシューティング手順はこの 2 つを調べることです。FEC 
メトリクス (p. 311)、FEC が機能しているかどうかを判断する。FEC がうまく機能していれば、次は
アップストリームネットワークの問題点を調査することになります。

次のガイドラインに従ってください。
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• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: RtpPacketsLost
• 単位: 個
• ゼロの意味: RTP-with FEC 入力が期間中に取り込まれていましたが、パケットは失われませんでした。
• データポイントがないという意味: RTP を取り込む入力はありません。または、RTP 入力があります

が、それらの入力はどれもアクティブであるか、または (スケジュールによって) 準備中ではありませ
ん。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルにを含め
ました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。

受信された RTP パケット
RTP 入力で受信した RTP パケットの数。この番号には、メイン RTP ソース (ポート 5000) と FEC デー
タ (ポート 5002 および 5004) が含まれます。

このメトリクスは、RTP 入力タイプにのみ適用されます。

受信パケット + 復旧されたパケット + 消失パケット = 3 つのメトリクスの期間が同一に設定されている場
合、その期間に予想される合計値。

これらの 3 つの RTP パケットメトリクスは、入力伝送のヘルスをモニタリングするのに役立ちます。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: RtpPacketsReceived
• 単位: カウント
• ゼロの意味: RTP-with FEC 入力が期間中に取り込まれていましたが、パケットは受信されませんでし

た。
• データポイントがないという意味: RTP を取り込む入力はありません。または、RTP 入力を含む入力が

ありますが、それらの入力はどれもアクティブであるか、または (スケジュールによって) 準備中ではあ
りません。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルに
を含めました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン
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ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。

FEC 経由で復旧された RTP パケット
FEC 経由で復旧された RTP パケットの数。

このメトリクスは、RTP 入力タイプにのみ適用されます。

受信パケット + 復旧されたパケット + 消失パケット = 3 つのメトリクスの期間が同一に設定されている場
合、その期間に予想される合計値。

これらの 3 つの RTP パケットメトリクスは、入力伝送のヘルスをモニタリングするのに役立ちます。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: RtpPacketsRecoveredViaFec
• 単位: 個
• ゼロの意味: RTP-with FEC 入力が期間中に取り込まれていましたが、パケットは復旧されませんでし

た。
• データポイントがないという意味: RTP を取り込む入力はありません。または、RTP 入力を含む入力が

ありますが、それらの入力はどれもアクティブであるか、または (スケジュールによって) 準備中ではあ
りません。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルに
を含めました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。

入力損失秒
チャンネルが RTP または入力ソースからパケットを受信しない秒数 ( MediaConnect 入力損失期間)。各
データポイントの値は 0～10 秒の値をとります。

このメトリクスは、入力伝送の健全性をモニタリングする場合に便利です。

10 秒間のデータポイントを複数回に分けて見る必要があります。

• 一貫した値 0 (受信したすべてのパケット) – このパターンは、入力が正常であることを示します。
• 10 の一貫した値 (パケットが受信されない) – このパターンは、入力が正常でないことを示します。
• 0 から始まり 0 で終わる値の範囲 — このパターンは、入力が正常ではないが復旧したことを示します。

例えば、0、2、10、10、5、10、6、2、0、0、0。
• 0 に戻らない値の範囲 — このパターンは、入力が正常でないことを示します。例: 

0、10、9、2、8、3、10、10、8、2。
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このガイドラインにも従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: InputLossSeconds
• 単位: 秒
• ゼロの意味: 入力損失はありませんでした。
• データポイントがないという意味: RTP を取り込む入力はありません。または、RTP 入力を含む入力が

ありますが、それらの入力はどれもアクティブであるか、または (スケジュールによって) 準備中ではあ
りません。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを設定していないチャンネルに
を含めました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。

チャンネル入力エラー秒
チャンネル入力に 1 つ以上の復旧不能パケットが含まれている秒数。

このメトリクスは、タイプ RTP プッシュまたはのチャンネル入力にのみ適用されます MediaConnect。

このメトリクスは、入力ヘルスをモニタリングする場合に便利です。パケットロスを時間単位で計測する
ことができます。

次のガイドラインに従ってください。

• 自動入力フェイルオーバーを実装するチャンネルでは、ディメンションを含むディメンションセットを
選択して、1 つの入力のみのデータを取得することをお勧めします。 ActiveInputFailoverLabel

• 自動入力フェイルオーバーを実装しないチャンネルの場合は、 ActiveInputFailoverLabel ディメンション
セットを含めないでください。メトリクスはデータを報告しません。

詳細:

• 名前: ChannelInputErrorSeconds
• 単位: 個
• ゼロの意味:RTP MediaConnect プッシュまたは入力が取り込まれており、パケットが失われませんでし

た。
• データポイントがないという意味:アクティブな RTP MediaConnect プッシュまたは入力がない、または 

(スケジュールに従って) 準備中である。または、 ActiveInputFailoverLabel 自動入力フェイルオーバーを
設定していないチャンネルにを含めました。

• サポートされているディメンションセット:

ChannelId、パイプライン

ActiveInputFailoverLabel,, ChannelId パイプライン
• 推奨される統計: Sum。
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出力指標
出力メトリックは、 MediaLive 出力として処理されたビデオアセットとオーディオアセットに関するもの
です。

トピック
• アクティブ出力 (p. 318)
• ドロップフレーム (p. 318)
• フィル (ミリ秒) (p. 319)
• 出力オーディオレベル dBFS (p. 319)
• 出力オーディオレベル dBFS (p. 319)
• ネットワーク出力 (p. 320)
• 4xx エラーを出力する (p. 320)
• 5xx エラーを出力する (p. 320)
• SVQ 時間 (p. 321)

アクティブ出力
生成され、送信先に正常に書き込まれる出力の数。

詳細:

• 名前: ActiveOutputs
• 単位: 個
• ゼロの意味: 出力が送信先に正常に書き込まれていません。

出力が入力損失時に一時停止するように設定されている場合 (入力損失アクション出力グループの設定) 
の場合、その動作は意図的なものである可能性があります。

• データポイントがないという意味: チャンネルが出力オーディオを生成していません (まだ開始中か初期
入力を待っている可能性があります)。

• サポートされているディメンションセット: OutputGroupName、 ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 最小。1 つ以上の出力が生成されていない状況を特定するのに役立ちます。

ドロップフレーム
MediaLive その期間に減少した入力フレームの数。0 の値が想定されており、 MediaLive 入力フレームを
リアルタイムで処理していることを示します。0 以外の値は、エンコーダが受信ビデオをリアルタイムに
追いつくのに十分な速さで処理できないことを示します。

詳細

• 名前: DroppedFrames
• 単位はカウント
• ゼロの意味:エンコーダーでフレームをドロップする必要がない。
• データポイントがないという意味:チャンネルが出力を生成していない。これは、実行されていない、ま

たは実行中だが初期化中、初期入力待ち、一時停止中であることを意味します。

• 対応ディメンションセット:パイプライン、リージョン

• 推奨される統計: Sum。
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フィル (ミリ秒)
現在の時間の長さ (フィル期間)- この期間にビデオ出力をフィルフレームで埋めます。 MediaLive フィル
期間は、パイプラインが予定時間内に入力からコンテンツを受け取らないと開始されます。予定時間は
入力フレームレートに基づきます。フィルフレーム動作の細かい点は、チャンネル設定の入力損失動作
フィールドによって制御されます。これらのフィールドの詳細については、「the section called “グローバ
ル構成 — 入力損失動作” (p. 178)」を参照してください。

0 という値は、フィルフレームが使用されていないことを意味します。0 以外の値は、フィルフレームが
使用され、入力が異常であることを意味します。

カウントの上限は 60,000 ミリ秒 (1 分) であり、つまり、上限に達した後はゼロに落ちるまでメトリクス
は 60,000 になります。

このメトリクスを以下のように使用します。

• 自動入力フェイルオーバーを有効にしている場合 — このメトリックは通常、フェイルオーバーが発生
した場合でも常にゼロと表示されます。チャンネルはすぐに他の入力にフェイルオーバーします。つま
り、 MediaLive フィルフレームを使用する必要はありません。

• 自動入力フェイルオーバーが有効になっていない場合– ゼロ以外の値は、入力が失敗したか、中断され
ている、またはリアルタイムに追いついていないことを示します。

詳細:

• 名前: FillMsec
• 単位: 個
• ゼロの意味: 入力は正常で、出力には (フィルフレームではなく) 予定されたビデオが含まれています。
• データポイントがないという意味: チャンネルが出力を生成していないため、実行されていないことを意

味します。または、実行中だが初期化中、初期入力待ち、一時停止中であること。
• サポートされているディメンションセット: ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 最大。フィルフレームが使用されているときの上限カウントをキャプチャします。

出力オーディオレベル dBFS
フルスケール (dBF) に対するデシベル単位の出力オーディオレベル。

詳細:

• 名前: OutputAudioLevelDbfs
• 単位: 個
• ゼロの意味: 出力オーディオレベルは 0 dBFS です。
• データポイントがないという意味: チャンネルが出力オーディオを生成していません (まだ開始中か初期

入力を待っている可能性があります)。
• サポートされているディメンションセット: AudioDescriptionName、 ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 最小または最大。期間中の最低および最高レベルのオーディオレベルを識別します。

出力オーディオレベル dBFS
フルスケール (LKFS) に対するK重み付けされたラウドネスでの出力オーディオレベル。

詳細:

• 名前: OutputAudioLevelLkfs
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• 単位: 個
• ゼロの意味: 出力オーディオレベルは 0 LFKS です。
• データポイントがないという意味: チャンネルが出力オーディオを生成していません (まだ開始中か初期

入力を待っている可能性があります)。
• サポートされているディメンションセット: AudioDescriptionName、 ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 最小または最大。期間中の最低および最高レベルのオーディオレベルを識別します。

ネットワーク出力
からのトラフィックのレート MediaLive。この数には、メディア出力、プル入力の HTTP GET リクエ
スト、NTP トラフィック、DNS トラフィックなど、送信元のすべてのトラフィックが含まれます。 
MediaLive チャンネルが出力を配信していない場合でも、トラフィックがいくつか発生します。

詳細:

• 名前: NetworkOut
• 単位: メガビット/秒
• ゼロの意味: トラフィックは送信されていません。
• データポイントがないという意味: チャンネルは実行されていません。
• サポートされているディメンションセット: ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 平均。

4xx エラーを出力する
出力の配信中に送信先から受信した 4xx HTTP エラーの数。

詳細:

• 名前:4XX エラーを出力
• 単位: 個
• ゼロの意味: 出力は HTTP 経由で配信されており、エラーはありません。
• データポイントがないという意味: 出力は HTTP 経由で送信先に配信されていません。または、チャン

ネルが実行されていません。
• サポートされているディメンションセット: OutputGroupName、 ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: Sum。

5xx エラーを出力する
出力の配信中に送信先から受信した 5xx HTTP エラーの数。

詳細:

• 名前:5XX エラーを出力
• 単位: 個
• ゼロの意味: 出力は HTTP 経由で配信されており、エラーはありません。
• データポイントがないという意味: 出力は HTTP 経由で送信先に配信されていません。または、チャン

ネルが実行されていません。
• サポートされているディメンションセット: OutputGroupName、 ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: Sum。

320



MediaLive ユーザーガイド
入力デバイス統計

SVQ 時間
アウトプットをリアルタイムに出力するために品質最適化の作業を減らす必要があった時間の割合。 
MediaLive SVQはスピード対品質の略です。どのようなエンコーディングタスクでも、リアルタイムでの
出力と、可能な限り最高の品質を実現したいという願望とのバランスを取る必要があります。しかし、リ
アルタイムに追いつくのに十分な速さでエンコードするには、 MediaLive 品質を下げる必要がある場合が
あります。

詳細

• 名前: SvqTime
• 単位: パーセント
• ゼロの意味: MediaLive リアルタイムでアウトプットを出すために品質を下げる必要がなくなったという

ことです。
• データポイントがないという意味:チャンネルが出力を生成していない。これは、実行されていない、ま

たは実行中だが初期化中、初期入力待ち、一時停止中であることを意味します。

• 対応ディメンションセット:パイプライン、リージョン

• 推奨される統計: Max。

AWS Elemental ルの入力デバイスメトリックス 
MediaLive
AWS Elemental MediaLive の入力デバイスメトリックスは、 MediaLive ビデオやオーディオアセット
をサービスに送信する物理的な入力デバイスに関するものです。入力デバイスの例としては、AWS 
Elemental リンクがあります。リンクデバイスファミリーの詳細については、AWS Elemental Link 機能の
ページを参照してください。

入力デバイスの寸法

• InputDeviceId — この値は、各入力デバイスの一意の識別子です。
• デバイスタイプ — AWS Elemental Link HD や UHD など、入力デバイスの特定のモデルタイプ。

トピック
• SDI を使用する (p. 322)
• HDMI を使用する (p. 322)
• 入力がロックされました (p. 322)
• エンコーダ実行中 (p. 323)
• ストリームエンドポイントにリンク (p. 323)
• ストリーミング (p. 323)
• 温度 (p. 324)
• ビットレートの設定 (p. 324)
• エンコーダのビットレート (p. 324)
• ビットレートの設定が可能 (p. 324)
• パケットの統計  (p. 325)
• 回復されたパケット (p. 325)
• 回復されていないパケット (p. 325)

321

http://aws.amazon.com/medialive/features/link/


MediaLive ユーザーガイド
入力デバイス統計

• エラー秒数 (p. 326)
• ユースケース (p. 326)

SDI を使用する
SDI が AWS Elemental Link デバイスの入力として現在選択されているかどうかを示します。

値 0 は、SDI がアクティブ入力であることを示します。値 1 は、SDI がアクティブ入力であることを示し
ます。

詳細:

• 名前: UsingSdi
• 単位:単位:ブール値。
• ゼロの意味:SDI は選択された入力ではありません。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット:InputDeviceId と DeviceType
• 推奨される統計:最小 (SDI 入力が非アクティブ) または最大 (SDI 入力がアクティブ)。

HDMI を使用する
AWS Elemental Link デバイスで、現在選択された入力が HDMI であることを示します。

値 0 は、HDMI がアクティブな入力であることを示します。値 1 は、HDMI がアクティブな入力であるこ
とを示します。

詳細:

• 名前: UsingHdmi
• 単位:単位:ブール値。
• ゼロの意味:HDMI は選択された入力ではありません。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:最小 (HDMI 入力が非アクティブ) または最大 (HDMI 入力がアクティブ)。

入力がロックされました
AWS Elemental Link デバイスが入力信号に正常にロックオンされたかどうかを示します。

値 0 は、入力信号がロックされていることを示します。値 1 は、入力が正常にロックされたことを示しま
す。

詳細:

• 名前: InputLocked
• 単位:単位:ブール値。
• ゼロの意味:デバイスは信号にロックされます。何も接続されていないか、デバイスが入力信号を検出で

きないためです。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計。信号が正常にロックされたことを示します。
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エンコーダ実行中
エンコーダーは AWS Elemental Link デバイスからの入力信号を正常に処理しています

値が 0 の場合は、エンコーダが動作しておらず、入力が処理されていないことを示します。値 1 は、エン
コーダーがロックされた入力信号を正常に処理していることを示します。

詳細:

• 名前: EncoderRunning
• 単位:単位:ブール値。
• ゼロの意味:エンコーダーは入力信号を処理。有効な信号が入力 (デバイス) に渡されていることを確認し

ます。「ロック済み」と「実行中」を見てください。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計。エンコーダが正常に処理中であることを示します。

ストリームエンドポイントにリンク
AWS Elemental Link デバイスは、のストリーミングエンドポイントに接続されていますAWS。

値 0 は、デバイスがストリーミングエンドポイントに接続されていないことを示します。値 1 は、デバイ
スがストリーミングエンドポイントに正常に接続されたことを示します。

詳細:

• 名前: LinkedToStreamEndpoint
• 単位:単位:ブール値。
• ゼロの意味:デバイスはストリーミングエンドポイントに接続されていません。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計。デバイスがストリーミングエンドポイントに正常に接続であることを

示します。

ストリーミング
AWS Elemental Link デバイスが、 MediaLive入力信号を正常にストリーミングしています。

値が 0 の場合は、 MediaLive入力信号がにストリーミングされていないことを示します。値 1 は、デバイ
スが入力信号を正常にストリーミングであることを示します MediaLive。

詳細:

• 名前:ストリーミング
• 単位:単位:ブール値。
• ゼロの意味:デバイスの意味は、完全にストリーミングです。前の指標が推奨統計を表示していることを

確認します。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計。デバイスが入力信号を正常にストリーミングしていることを示します 

MediaLive。
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温度
AWS Elemental Link デバイスの温度 (摂氏)。推奨動作条件については、デバイスのマニュアルを参照して
ください。

詳細:

• 名前:温度
• 単位:摂氏。
• ゼロの意味:摂氏 0 度の温度は、AWS Elemental Link デバイスファミリーの推奨動作温度を下回ってい

ます。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計: 平均。

ビットレートの設定
AWS Elemental リンクデバイスに設定されている最大ビットレート。

この値は、入力信号がエンコードされる最高ビットレートを表します。

詳細:

• 名前: ConfiguredBitrate
• 単位:ビット/秒。
• ゼロの意味:該当しません。お使いのデバイスに最低限必要なビットレートを確認してください。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計:統計。

エンコーダのビットレート
AWS Elemental Link デバイスでアクティブにエンコードされたビットレート

この値は、エンコードされている実際のビットレートを表します。最大ビットレートが設定されている場
合（これは「設定済みビットレート」の値で表されます）、この値はその値を超えることはありません。

詳細:

• 名前: EncoderBitrate
• 単位:ビット/秒。
• ゼロの意味:エンコーダーは実行。
• データポイントがないという意味:デバイスは接続されていませんAWS。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計:統計。

ビットレートの設定が可能
AWS Elemental Link デバイスでは、ネットワーク条件に基づいてデバイスが満たすことができる設定済み
ビットレートの部分。
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アクティブにエンコードされるビットレートは、設定されたビットレートと、メトリックが測定された時
点のネットワーク状態の結果です。

最大ビットレートが設定されている場合、ネットワークがサポートしている限り、入力デバイスはネット
ワーク接続を評価し、最大ビットレートを下回るビットレートで配信します。最大ビットレート値が設定
されていない場合、 MediaLive 入力デバイスはデバイスとサービス間のネットワーク接続に最適なビット
レートを決定します。エンコーダーのビットレートメトリックは、最大ビットレートの値が設定されてい
るか設定されていないかにかかわらず、実際のエンコーディングビットレートを表します。

詳細:

• 単位:単位:単位。
• ゼロの意味:該当しません。エンコーダーの実行中は、ゼロ以外のビットレートがエンコードされます。
• データポイントがないという意味:データポイントがない。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計:統計:統計:統計:統計。

パケットの統計
AWS Elemental Link デバイスで、AWSストリーミングエンドポイントに正常に配信されたパケットの総
数。

詳細:

• 単位: 個
• ゼロの意味:Link デバイスからストリーミングエンドポイントにパケットが配信されていません。
• データポイントがないという意味:データポイントがない。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計: Sum。

回復されたパケット
AWS Elemental Link デバイスで、転送中に失われたが、エラー修正によって回復されたパケットの数。

詳細:

• 名前: RecoveredPackets
• 単位: 個
• ゼロの意味:ストリームは正常です。正常に配信されたパケットには、エラー修正は必要ありませんでし

た。
• データポイントがないという意味:データポイントがない。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計: Sum。

回復されていないパケット
AWS Elemental Link デバイスで、転送中に失われ、エラー修正によって回復されなかったパケットの数。

詳細:

• 名前: NotRecoveredPackets
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• 単位: 個
• ゼロの意味:ストリームは正常です。Link デバイスからストリーミングエンドポイントへの転送中に失わ

れたパケットはありません。
• データポイントがないという意味:データポイントがない。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計: Sum。

エラー秒数
AWS Elemental Link デバイスで、1 つ以上のパケットがドロップされ、回復されなかった秒数。

詳細:

• 名前: ErrorSeconds
• 単位: 個
• ゼロの意味:ストリームは正常です。Link デバイスからストリーミングエンドポイントへの転送中に失わ

れたパケットはありません。
• データポイントがないという意味:データポイントがない。
• 対応しているディメンションセット: InputDeviceId および DeviceType
• 推奨される統計: Sum。

ユースケース
シナリオ:デバイスがストリーミングされていません。

チャンネルを開始したのにストリームが正しく機能していないことがわかった場合は、指標を使用して問
題の原因を特定できます。以下の指標は、入力ソースから最終ストリームまでのさまざまなポイントを表
しています。いつでも問題があると、ストリームが機能しない理由がわかります。

正常に動作していないストリームを見つけるには、次の指標を (順番に) 調べてください。入力ソースから
開始し、最終ストリームで終了します。

• SDI を使用する/HDMI を使用する
• リンクデバイスが、接続されているソースと一致する入力タイプを使用するように構成されているこ

とを確認します。

• 入力がロックされました
• 0 の場合、エンコーダは接続されたソースからの信号を識別できません。選択した入力タイプと一致

するソースが接続されていることを確認します。

• エンコーダ実行中
• 0 の場合、Link デバイスは信号をエンコードできません。入力がロックされている場合は、Link デバ

イスに問題がある可能性があります。

• ストリームエンドポイントにリンク
• 0 の場合、LinkAWS デバイスはサービスのストリーミングエンドポイントに接続できません。エン

コーダーの実行メトリックを確認して、エンコーダーが動作していることを確認します。エンコーダ
が動作している場合は、ネットワーク上でポート 2088 がブロックされていないことを確認します。
開いておく必要があるポートのリストについては、HD データシートまたは UHD データシートを参照
してください。
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• ストリーミング
• 0 の場合は、チャンネルが開始されていることを確認します。値が 0 のままの場合は、以前の指標を

調べて問題の原因を特定します。

シナリオ:動画の画質が標準以下です。

ビデオ品質が標準以下の場合は、ネットワークパフォーマンスの問題が原因である可能性があります。
ネットワークのパフォーマンスが原因かどうかを判断するには、「設定済みビットレート」、「エンコー
ダビットレート」、「使用可能な設定済みビットレート」を参照してください。使用可能な設定済みビッ
トレートが常に 100% 未満の場合は、リンクデバイスのネットワーク接続が設定された帯域幅を満たして
いないことを示します。その場合、エンコーダのビットレートは、劣ったネットワーク接続に合わせて調
整されます。

ネットワーク接続の問題によりエンコーダーのビットレートが低下した場合、エンコーダーはパケットロ
スを防ぐことでビデオ品質を維持しようとします。ただし、解像度、フレームレート、およびシーンの複
雑さは、エンコーダーが高品質ストリームを生成する能力に影響する可能性があります。60 フレーム/秒 
(FPS) で動作する HD デバイスでは、エンコーダーのビットレートを少なくとも 5 メガビット/秒 (Mbps) 
に維持することをお勧めします。60 FPS で動作する UHD デバイスでは、10 ～ 15 Mbps のエンコーダー
ビットレートを維持する必要があります。

次の指標を使用して、ネットワークの中断の頻度と重大度をトラブルシューティングできます。

• 回復されたパケット
• この値が 0 より大きい場合、パケットは転送中にドロップされ、エラー修正によって回復されたこと

になります。回復されたパケットはビデオ品質には影響しませんが、パケットドロップが頻繁に発生
する場合は、future ストリームに問題が発生する可能性があります。

• 回復されていないパケット
• この値が 0 より大きい場合、パケットは転送中にドロップされ、エラー修正によって回復されなかっ

たことになります。パケットが失われると、ビデオ品質が低下する可能性があります。これを合計パ
ケット数の値と比較して、受信パケットの何パーセントが失われたかを判断できます。

• エラー秒数
• この値が 0 より大きい場合は、ストリームで 1 秒以上パケットがドロップされ、回復されなかったこ

とを示します。このメトリックは、ビデオ品質の問題を、パケット数ではなく、影響を受けた時間の
合計として定量化します。

パイプラインロックメトリクス
パイプラインのロックメトリックは、 MediaLive パイプラインの同期に関連しています。

トピック
• パイプラインのロック (p. 327)

パイプラインのロック
2 つのパイプラインが互いに同期しているかどうかを示すメトリクス。このメトリクスは、標準チャンネ
ルにのみ適用され、そのチャンネル内の HLS MediaPackage、Microsoft Smooth、UDP 出力にのみ適用さ
れます。 MediaLive パイプラインロックを使用して (p. 493)、2 つのパイプラインが互いに同期している
ことを確認します。

このメトリクスでは、見ているチャンネルが標準チャンネルであり、少なくとも 1 つの適格な出力がある
かどうかを判断する必要があります。このシナリオに当てはまる場合、値が 1 であれば、対象となるすべ
てのパイプラインのペアが同期していることを意味します。値 0 は、少なくとも 1 組の適格なパイプライ
ンが同期されていないことを意味します。
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その他のシナリオでは、メトリクスは常に 0 です。例えば、チャンネルが標準チャンネルで、適格な出力
がない場合などです。または、チャンネルは標準チャンネルではありません。

詳細:

• 名前: PipelinesLocked
• 単位: 該当しません。
• ゼロの意味: False (適格なパイプラインは同期されません)。ただし、チャンネルが標準の場合に限りま

す。
• データポイントがないという意味:チャンネル。
• サポートされているディメンションセット: ChannelId、Pipeline
• 推奨される統計: 最小 (値は 0)。

Amazon CloudWatch Logs を使用してチャンネルを
モニタリングする

MediaLive スケジュールアクションの実行など、チャンネル内のアクティビティに関する詳細情報を含む
ログを生成します。

ログには、チャンネルで発生するアクティビティの一連の説明が記載されています。これらのログは、ア
ラートの情報 (the section called “ CloudWatch イベントを使用したモニタリング” (p. 303)) がチャンネル
の問題を解決するのに十分な情報ではない場合、役に立ちます。

トピック
• チャンネルログについて (p. 328)
• チャンネルエンコーダログの有効化 (p. 329)
• ログの使用 (p. 330)

チャンネルログについて
MediaLive は、チャンネルのアクティビティに関する詳細情報を含んでいるチャンネルログを生成しま
す。ログには、チャンネルで発生するアクティビティの一連の説明が記載されています。これらのログ
は、アラートの情報 (the section called “ CloudWatch イベントを使用したモニタリング” (p. 303)) がチャ
ンネルの問題を解決するのに十分な情報ではない場合、役に立ちます。

チャンネルログには 2 つのセットがあります。

• チャンネルエンコーダログ。これれらのログを有効にする (p. 329)必要があります。
• 実行時のログをチャンネルします。 MediaLive 常にこれらのログを生成します。

ログの種類の比較
両タイプのログに共通する機能

両方のタイプのログが Amazon CloudWatch Logs に送信されます。 CloudWatch Logs の標準的な機能を
使用して、ログを表示および管理できます。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド
を参照してください。

2 種類のログで異なる機能

次の表では、チャンネルエンコーダログとチャンネル実行ログの違いについて説明しています。
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  エンコーダログ 実行時のログ

作成のトリガー MediaLive ログを生成するに
は、これらのログの有効にす
る (p. 329)必要があります。

MediaLive 常にこれらのログを生
成します。

詳細レベル ログレベルを設定して、収集さ
れた詳細を制御できます。

ログレベルを変更することはで
きません。

コスト Amazon Logs の料金の一部と
して、 CloudWatch これらの
ログには費用がかかります。
CloudWatch アマゾンの価格をご
覧ください。

チャンネルを削除した後で忘れ
ずにログを削除 (p. 331)してく
ださい。

これらのログは無料です。

CloudWatch ログストリーム ログストリームは ARN/パイプラ
インにちなんで名前が付けられ
ます。

ログストリームの名前は ARN/パ
イプラインの末尾に _as_run が
付いた形式になります。

Automation 文言は変更される可能性がある
ため、これらのログの文言に基
づいて処理を自動化しないでく
ださい。

(これに対して、アラートの
文言は変更されないため、 
CloudWatch イベントを使用して
アクセスされたアラートの文言
については、これ基づいて自動
化してもかまいません)。

このログの文言を元に自動化す
ることができます。

チャンネルエンコーダログの有効化
MediaLive コンソールで、個々のチャンネルのチャンネルエンコーダーログを有効にできます。チャンネ
ルごとに、ログ記録を有効にして、ログ記録のレベル (エラー、警告、情報、またはデバッグ) を設定しま
す。ログ記録を有効または無効にするには、チャンネルがアイドル状態である必要があります。

実行ログを有効にする必要はありません。 MediaLive 常にこれらのログを生成します。

チャンネルエンコーダーログを有効にするには (MediaLive コンソール)

1. のリピートユーザーの場合は MediaLive、チャンネルログをサポートするようにAWS IAM でデプロイ
が設定済みであることを管理者に確認します。

2. 管理者から、いずれかのチャンネルで MediaLiveAccessRole アクセス許可を更新するよう指示さ
れる可能性があります。このような指示を受けた場合は、チャンネルを編集 (p. 580) (いずれかの
アイドルチャンネルを選択) して、[Channel and input details] (チャンネルと入力の詳細) ページを表
示 (p. 166)して、[Update] (更新) ボタンを選択する必要があります。1 つのチャンネルでロールが更新
されると、その変更はすべてのチャンネルに適用されます。

3. 新しいチャンネルでログ記録を有効にするには、作成 (p. 164)中にエンコーダログを設定します。

既存のチャンネルでエンコーダログを有効にするには、チャンネルを編集 (p. 580)します。このチャ
ンネルはアイドル状態である必要があります。
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どちらの場合も、[General settings] (全般設定) ページの [Channel logging] (チャンネルログ) セクショ
ンで、[Logging] (ログ記録) を選択します。[DISABLED] (無効) 以外のレベルを選択します。詳細につ
いては、「the section called “ログ記録” (p. 178)」を参照してください。

4. ユーザーまたは管理者は、 CloudWatch ログにログインして、ログの有効期限を設定することもでき
ます。

チャンネルエンコーダログの無効化
MediaLive コンソールの個々のチャンネルのエンコーダ関係のログ情報のキャプチャを無効にします。
チャンネルを編集して、[General settings] (全般設定) ページの [Channel logging] (チャンネルログ) で
[Logging] (ログ記録) を選択します。レベルを [DISABLED] (無効) に設定します。

ログの使用
いずれかのサービスでログを表示する場合と同じ方法で、 CloudWatch ログコンソールでエンコーダログ
と As-Run ログの両方を表示します。

ログ、ログ記録グループ、またはログストリームは、 MediaLive 自動的に設定されるため、 CloudWatch 
ログコンソールで設定する必要はありません。

• ロググループ—ロググループは常に次のとおりです:ElementalMediaLive.
• Log stream: ログストリームは次のように名前が付けられます。

• エンコーダログ — ARN/パイプラインと同じ名前が付きます。
• [As-run logs] (実行ログ) — ARN/パイプラインの末尾に _as_run が付いた名前が付きます。

例:

arn_aws_medialive_us-west-2_111122223333_channel_5106412_0

arn_aws_medialive_us-west-2_111122223333_channel_5106412_0_as_run

5106412 はチャンネル ID、0 はパイプラインです。

エンコーダログの内容
ログは JSON 形式です。

{ 
    "encoder_pipeline": 0, 
    "severity": "I", 
    "timestamp": "2018-05-21T16:36:41.650318", 
    "channel_arn": "arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:channel:5106412", 
    "logger_name": "", 
    "message": "Probing input media..." 
  },   
.
.
.
]

データは次のとおりです。

• encoder_pipeline: 0 または 1 (標準チャンネル (p. 167)として設定されており、2 つのパイプライン
がある場合)。
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• severity文字。ログ記録レベル (ログ記録を有効にするときに設定) は、ログに表示される重大度を制
御します。詳細については、「Log Levels and Verbosities」 (p. 331)(ログレベルと詳細度) を参照して
ください。

• timestamp: ISO 8601 形式の時刻: yyyy - mm - dd T hh : mm : ss : 小数で表した秒
• channel_arn: ARN とチャンネル ID。前の例では、チャンネルに ID 5106412 が含まれています。
• logger_name: これは空白の場合、または一連の関連するメッセージを結び付ける名前を示す場合があ

ります。
• message: メッセージ。文言は変更される可能性があるため、これに従って自動化しないように注意し

てください。

エンコーダログのログレベルと冗長性
このテーブルを使用するには、最初の列でレベルを確認してから全体を読み取り、このログ記録のレベル
でログに表示されるメールの重大度を特定します。

レベル デバッグメッ
セージ

情報メッセージ 警告メッセージ 重要なメッセー
ジ

致命的なメッ
セージ

DEBUG はい はい はい はい はい

INFO   はい はい はい はい

WARNING     はい はい はい

ERROR       はい はい

ログストレージの管理
チャンネルを削除した場合、 CloudWatch 関連するログはログに残ります。このようなログを削除す
るまでは、それらのストレージの使用料が継続して請求されます。ログを削除するには、ログデータ
保持期間を変更します。指定した保持期間の設定より古いデータは、すべて削除されます。詳細につ
いては、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドを参照してください。ログのロググループはで
すElementalMediaLive。

による MediaLive API 呼び出しのロギングAWS 
CloudTrail

AWS Elemental MediaLive CloudTrail はAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、またはAWSのサービスが
実行したアクションの記録を提供するサービスであると統合されています。 CloudTrail のすべての API 
MediaLive コールをイベントとしてイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、 
MediaLive コンソールからの呼び出しと、 MediaLive API オペレーションへのコード呼び出しが含まれま
す。証跡を作成する場合は、 CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 MediaLive バケットへのイベントの
継続的な配信を有効にすることができます 証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント
履歴で最新のイベントを表示できます。によって収集された情報を使用して CloudTrail、リクエストの作
成元の IP アドレス、 MediaLiveリクエストの実行日時などの詳細を調べて、リクエストの作成元の IP ア
ドレス、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、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。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。
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MediaLive 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。でアクティビティが発生すると 
MediaLive、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS の他ののサービスのイベントと共にイ
ベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細に
ついては、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

のイベントなど、AWSアカウントのイベントの継続的な記録用に MediaLive、証跡を作成します。追跡に
より CloudTrail 、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで
追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティション
のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを
配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行動のために
その他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取るおよび CloudTrail 複数のアカウントからログ

ファイルを受け取る

すべて MediaLive アクションは https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/apireference/ CloudTrail で
ログに記録されます。

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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

MediaLive ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail ログエントリを示しています。この例は、1 つの API コールのエントリを示し
ています。呼び出しは、で指定された IDuserIdentity、この場合はユーザー名のユーザーによって行
われますsantosp。呼び出しは、IP アドレス 203.0.113.33 のコンピュータで実行されている AWS CLI 
(userAgent で指定) からの CreateInput オペレーションです。

    { 
   “eventVersion”: “1.05", 
   “userIdentity”: { 
       “type”: “IAMUser”, 
       “principalId”: “AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE”, 
       “arn”: “arn:aws:iam::111122223333:user/santosp”, 
       “accountId”: “111122223333”, 
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       “accessKeyId”: “AKIAOSFODNN7EXAMPLE”, 
       “userName”: “santosp” 
   }, 
   “eventTime”: “2019-01-17T21:21:17Z”, 
   “eventSource”: “medialive.amazonaws.com”, 
   “eventName”: “CreateInput”, 
   “awsRegion”: “us-west-2”, 
   “sourceIPAddress”: “203.0.113.33”, 
   “userAgent”: “aws-cli/1.16.86 Python/2.7.15 Darwin/17.7.0 botocore/1.12.76”, 
   “requestParameters”: { 
       “mediaConnectFlows”: [], 
       “inputSecurityGroups”: [ 
           “9999999” 
       ], 
       “sources”: [], 
       “roleArn”: “MediaLiveAccessRole”, 
       “requestId”: “1111aaaa-9604-4459-a160-46a28ae166", 
       “name”: “live-studio-feed”, 
       “type”: “RTP_PUSH”, 
       } 
   }, 
   “responseElements”: { 
       “input”: { 
           “arn”: “arn:aws:medialive:us-west-2:111122223333:input:7780651”, 
           “id”: “7780651”, 
           “name”: “live-studio-feed”, 
           “type”: “RTP_PUSH”, 
           “sources”: [], 
           “destinations”: [ 
               { 
                   “url”: “rtp://198.51.100.10:1935”, 
                   “ip”: “198.51.100.10:1935”, 
                   “port”: “1935” 
               }, 
               { 
                   “url”: “rtp://192.0.2.131:1935”, 
                   “ip”: “192.0.2.131:1935”, 
                   “port”: “1935” 
               } 
           ], 
           “mediaConnectFlows”: [], 
           “state”: “DETACHED”, 
           “attachedChannels”: [], 
           “securityGroups”: [ 
               “9999999” 
           ], 
           “roleArn”: “” 
       } 
   }, 
   “requestID”: “d2f882ac-1a9d-11e9-a0e5-afe6a8c88993”, 
   “eventID”: “ebbe0290-7a1b-4053-a219-367404e0fe96”, 
   “readOnly”: false, 
   “eventType”: “AwsApiCall”, 
   “recipientAccountId”: “111122223333"
}
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チャンネルメンテナンスの管理
セキュリティ、信頼性、運用パフォーマンスを確保するため、AWS Elemental MediaLive サービスは基盤
となるシステムのメンテナンスを定期的に実行します。メンテナンス作業には、オペレーティングシステ
ムのパッチ適用、ドライバーの更新、ソフトウェアとパッチのインストールなどのアクションが含まれま
す。

メンテナンスは、必要に応じて各チャンネルで個別に行われます。

チャンネルメンテナンスを無効にすることはできません。ただし、メンテナンスをいつ行うかは制御でき
ます。

メンテナンスのルーチンは次のとおりです。

• チャンネルを作成すると、特定の曜日と 2 時間の時間枠など、 MediaLive 任意のメンテナンスウィンド
ウが自動的に割り当てられます。たとえば、木曜日の 4:00 から 5:00（UTC）です。

• チャンネルをメンテナンスする必要がある場合は、AWS Health Dashboardとメールで通知が届きます。
詳細については、「the section called “通知の管理” (p. 335)」を参照してください。

• 通知を受け取ったら、メンテナンスのタイミングを調整するかどうかを決定する必要があります。タ
イミングを調整する方法は複数あります。the section called “ハンドリングメンテナンスのオプショ
ン” (p. 336) を参照してください。

トピック
• メンテナンス情報の表示 (p. 334)
• メンテナンス通知の管理 (p. 335)
• メンテナンスイベントへの取り組み (p. 335)
• メンテナンスウィンドウを変更する (p. 336)
• MediaLive チャンネルメンテナンスの実施方法 (p. 337)

メンテナンス情報の表示
でのメンテナンス情報の表示 MediaLive
1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channels] (チャンネル) を選択します。

表示されるチャンネルのリストには、右側に「メンテナンスステータス」と「メンテナンスウィンド
ウ」 の 2 つの列があり、今後のメンテナンスイベント（ある場合）が表示されます。

Personal Health Dashboard でのメンテナンス情報の
表示
Personal Health Dashboard では、AWSアカウント内の全チャンネルの今後のメンテナンスイベントの情
報を確認できます。

1. https://phd.aws.amazon.com/phd/home#/ で AWS Health Dashboard を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [アカウントの状態] を選択し、次に [その他の通知] を選択します。フィルター
を使用して、MediaLive メンテナンスイベントを含むタイトルのイベントを検索します。

各イベントには、チャンネル、地域、州の日付が一覧表示されます。

メンテナンス通知の管理
チャネルをメンテナンスする必要がある場合は、チャネルごとに 1AWS Health Dashboard つの通知がに
届きます。さらに、AWSアカウントに関連付けられている E メールアドレスに EAWS メールを送信しま
す。

組織内の人に、 EventBridge これらの通知を配布するように設定することをお勧めします。詳細について
は、AWS Health Dashboardユーザーガイドを参照してください。これらの通知を受け取った人は、このメ
ンテナンストピックを読む必要があります。

メンテナンスイベントへの取り組み
チャンネルのメンテナンスの通知は、メンテナンスの締め切りの 21 日前までに届きます。通知にはこの
期限が明記されています。今後のメンテナンスイベントにどのように対処するかを決める必要がありま
す。

トピック
• メンテナンスのタイミングの仕組み (p. 335)
• ハンドリングメンテナンスのオプション (p. 336)
• メンテナンスイベント期間中にチャンネルを停止する (p. 336)
• メンテナンスイベントの再スケジュール (p. 336)

メンテナンスのタイミングの仕組み
次の例では、メンテナンスウィンドウが現在木曜日の 4:00 から 5:00 UTC（図の赤い日付マーク）に設定
されているとします。5 月 2 日 (火) にメンテナンスの通知を受け取ったとします。

• メンテナンスの締め切りは 5 月 23 日 (火) です。
• 緑色のバーは、現在のメンテナンスイベントの期間です。通知から期限までの期間です。この例では、

メンテナンスイベントの期間は 5 月 2 日から 5 月 23 日です。
• 紫色のバーはメンテナンス用開口部です。締め切りの7日前から締め切りまでの期間です。この例では、

メンテナンス開始は 5 月 16 日から 5 月 23 日です。
• 紫色のバーの赤いマークは、現在のメンテナンスウィンドウです。自動メンテナンスは、メンテナンス

の開始時に発生するメンテナンスウィンドウ中のある時間に行われるように設定されています。この例
では、5 月 18 日木曜日の 4:00 から 5:00（UTC）の間に発生するように設定されています。
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ハンドリングメンテナンスのオプション
メンテナンスについては、次のオプションがあります。

• メンテナンスウィンドウは、現在設定されているままにしておくことができます。
• 曜日とメンテナンスウィンドウの時間を変更できます。the section called “メンテナンスウィンドウを変

更する” (p. 337) を参照してください。
• メンテナンスウィンドウには、特定の日付と時刻を設定できます。「the section called “特定の日付を設

定” (p. 337)」を参照してください。

メンテナンスイベント期間中にチャンネルを停止する
通常の操作の一環として、たとえばチャネル構成を変更するなどの目的でチャネルを停止できます。

メンテナンスイベント期間中 (緑色のバー) にチャンネルを停止すると、再起動時に自動的にメンテナンス
が実行されます。メンテナンスイベントは完了したとみなされます。チャンネルのメンテナンスステータ
スが「不要」に変わります。

メンテナンスイベントの再スケジュール
MediaLive メンテナンスウィンドウ中にメンテナンスを実行できない場合は MediaLive 、翌週に同じメン
テナンスウィンドウにメンテナンスを再スケジュールします。この日付は、メンテナンスイベント期間
（緑色のバー）の期限を過ぎている可能性があります。 MediaLive は、引き続き毎週メンテナンス期間中
にメンテナンスを実行しようとします。

MediaLive メンテナンスイベントを再スケジュールするたびに、 MediaLive 新しい日付がコンソールの
チャンネルリストとに表示されますAWS Health Dashboard。

この再試行期間中、メンテナンスウィンドウを変更できますが、チャネルがまだメンテナンスイベント期
間（緑色のバー）にある場合に限ります。

メンテナンスウィンドウを変更する
メンテナンスウィンドウを変更するには、メンテナンスウィンドウを編集する方法と、特定の日付を設定
する方法の 2 つがあります。選択する方法は、変更を希望する理由によって異なります。以下の表は、こ
れら 2 つの方法の理由と期間を比較したものです。各行を読んで、2 つの方法を比較してください。

  メンテナンスウィンドウを編集
する

特定の日付を設定

変更の理由 次のメンテナンス開始 (紫色の
バー) まで待っても構わないが、
現在の曜日や時間が業務に合わ
ない場合は、この方法を使用し
てください。

次回メンテナンス開始まで待機
せずに、この方法を使用してく
ださい。メンテナンスイベント
期間の早い時期にメンテナンス
ウィンドウを移動させたい (緑色
のバー)。

変更できる期間 チャンネルを作成した瞬間か
ら、次のメンテナンスウィンド
ウが始まる1分前までの任意の時
間。

メンテナンスイベント期間 (緑色
のバー) の開始から、次のメンテ
ナンスウィンドウの開始の 1 分
前まで。メンテナンスイベント
期間以外は、メンテナンスウィ
ンドウを変更できません。
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メンテナンスウィンドウを変更する
現在のメンテナンスウィンドウは変更できます。以下のルールが適用されます。

• このウィンドウは、チャネルを作成した瞬間から、現在または次のメンテナンスイベントのメンテ
ナンスウィンドウの 1 分前まで、いつでも変更できます。したがって、この例に従えば、5 月 18 日
（木）3:59 UTC までいつでもウィンドウを変更できます。

• 新しいウィンドウは、次のメンテナンスイベントだけでなく、future メンテナンスイベントにも適用さ
れます。

• メンテナンスウィンドウは、週の早い日または遅い日に移動できます。メンテナンスは、メンテナンス
開始時にその時間帯に行われます。たとえば、メンテナンスウィンドウを土曜日の 03:00 UTCに変更で
きます。この特定のメンテナンスは、5月20日（土）午前3時から午前5時（UTC）に実施されます。

• 現在のメンテナンスイベントが発生しなくなる場合は、ウィンドウを変更することはできません。たと
えば、5 月 17 日木曜日の 1:00 UTC では、次の水曜日は締め切り後の 5 月 24 日なので、ウィンドウを
水曜日に変更することはできません。

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[チャンネル] を選択後、1 つ以上のチャンネルを選択します。ステータスが

「メンテナンスが必要」のチャンネルのみを選択してください。
3. [チャンネルアクション] を選択し、[チャンネルメンテナンスウィンドウの編集] を選択します。
4. 表示されるダイアログで、[開始日] と [開始時間] を設定します。[Save] (保存) を選択します。

特定の日付を設定
メンテナンスウィンドウには、特定の日付と時刻を設定できます。以下のルールが適用されます。

• メンテナンスイベント期間 (緑色のバー) の開始から現在のメンテナンスウィンドウの開始の 1 分前ま
で、いつでもウィンドウを変更できます。したがって、この例に従えば、ウィンドウは 5 月 2 日の 0.01 
UTC から 5 月 18 日木曜日の 3:59 UTC までいつでも変更できます。

• 特定の日付と時刻は、新しい日付がまだfuture ものである限り、メンテナンスイベント期間（緑色の
バー）のどの時点でもかまいません。

• このアクションは、メンテナンスの特定の日付を設定します。また、メンテナンスウィンドウの変更を
特定の日付の曜日と特定の日付の時刻に変更します。たとえば、5 月 9 日火曜日の 2:00 UTC を指定す
ると、メンテナンスウィンドウは火曜日の 2:00 UTC に完全に変わります。

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[チャンネル] を選択後、1 つ以上のチャンネルを選択します。ステータスが

「メンテナンスが必要」のチャンネルのみを選択してください。
3. [チャンネルアクション] を選択し、[チャンネルメンテナンスウィンドウの編集] を選択します。
4. 表示されるダイアログで、開始時間を設定します。開始日を無視。
5. 「今後のメンテナンス」セクションの「その他のメンテナンス設定」を展開します。「メンテナンス

ウィンドウの日付」 で、特定の日付を設定します。[Save] (保存) を選択します。

MediaLive チャンネルメンテナンスの実施方法
メンテナンスウィンドウ中のある時点で (日付と時刻)、 MediaLiveメンテナンスを開始します。チャンネ
ルでメンテナンスが開始されようとしているという通知はありません。

メンテナンス期間までの間、チャネルを監視したり、メンテナンスの準備をしたりする必要はありませ
ん。
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MediaLive 次のようにメンテナンスを行います。

• チャネルが標準チャネル (2 つのパイプライン) として設定されている場合は、 MediaLive 常に一度に 1 
つのパイプラインでメンテナンスを実行します。 MediaLive1 つのパイプラインを停止し、メンテナン
スを実行し、パイプラインを自動的に再起動します。次に、2 番目のパイプラインを停止してメンテナ
ンスを実行し、2 番目のパイプラインを自動的に再起動します。この方法では、通常、チャンネルから
の出力に影響はありません。

• チャンネルが単一回線チャンネルとして設定されている場合、 MediaLive パイプラインが停止され、
チャンネルが停止します。 MediaLive メンテナンスを実行し、チャネルを再起動します。メンテナンス
の実行中は、チャンネルからの出力はありません。

Note

標準チャネルで設定することは、メンテナンスイベントの影響を軽減する効果的な方法です。最
も重要な24時間365日のチャネルについては、この緩和策を検討することをお勧めします。
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AWS Elemental MediaLive リファレ
ンス

この章には、AWS Elemental のさまざまな特徴と機能に関する参照表が含まれています MediaLive。

トピック
• AAC でサポートされるサンプリングレートとビットレート (p. 339)
• サポートされている字幕 (p. 343)
• サポートされている入力コンテナとコーデック (p. 357)
• サポートされている出力コンテナとコーデック (p. 365)
• 変数データの識別子 (p. 370)

AAC でサポートされるサンプリングレートとビッ
トレート

このセクションでは、AAC オーディオコーデックの次の 4 つのプロパティを設定する方法について説明し
ます。

• プロファイル
• コーディングモード
• サンプルレート
• ビットレート

コンソールでは、これらのプロパティは AAC コーデック用の [Codec configuration] (コーデック設定) セ
クションの 4 つのフィールドにあります。ここに到達するには、[Create channel] (チャンネルの作成) 
ページで、表示される出力グループのうち適切な出力グループを選択します。[Output settings] (出力設定) 
で、[Audio] (オーディオ) セクションに移動します。[Codec settings] (コーデック設定) で、[AAC] を選択し
てから [Codec configuration] (コーデック設定) を展開します。これらのフィールドに入力する手順を確認
するには、「the section called “オーディオ設定” (p. 233)」を参照してください。

Note

4 つのフィールドすべてを設定できます。または、すべてのフィールドをデフォルトのままにし
ておくこともできます。
1 つまたは 2 つのフィールドのみを変更する場合は、有効でない組み合わせを作成することがあ
ります。次のセクションの表を参照して、作成した組み合わせが有効であることを確認します。

これらの 4 つのフィールドを設定するには

1. [Coding mode] (コーディングモード) を選択します。
2. そのプロファイルで有効なプロファイルを選択します。この手順に続く表を参照してください。
3. プロファイルモードとコーディングモードの組み合わせについて有効な [Sample rate] (サンプルレー

ト) を選択します。
4. そのサンプルレートでサポートされる範囲内のビットレートを選択します。
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コーディングモード 1.0
この表をスクロールダウンして、的のプロファイルを検索します。そして、サンプルレートとビットレー
トの有効な組み合わせを見つけるために、全体的に調べます。

プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

22050 8000 12000

24000 8000 12000

32000 12000 64000

44100 18000 64000

hev1

48000 18000 64000

8000 8000 14000

12000 8000 14000

16000 8000 28000

22050 24000 28000

24000 24000 28000

32000 32000 192000

44100 56000 256000

48000 56000 288000

88200 288000 288000

LC

96000 128000 288000

コーディングモード 1+1
この表をスクロールダウンして、的のプロファイルを検索します。そして、サンプルレートとビットレー
トの有効な組み合わせを見つけるために、全体的に調べます。

プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

32000 24000 128000

44100 40000 192000

48000 40000 192000

hev1

96000 224000 256000

8000 16000 28000LC

12000 16000 28000
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プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

16000 16000 56000

22050 48000 56000

24000 48000 56000

32000 64000 384000

44100 112000 512000

48000 112000 576000

88200 256000 576000

96000 256000 576000

コーディングモード 2.0
この表をスクロールダウンして、的のプロファイルを検索します。そして、サンプルレートとビットレー
トの有効な組み合わせを見つけるために、全体的に調べます。

プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

32000 16000 128000

44100 16000 96000

48000 16000 128000

hev1

96000 96000 128000

22050 8000 12000

24000 8000 12000

32000 12000 64000

44100 20000 64000

HEv2

48000 20000 64000

8000 16000 20000

12000 16000 20000

16000 16000 32000

22050 32000 32000

24000 32000 32000

32000 40000 384000

44100 96000 512000

LC

48000 64000 576000
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プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

88200 576000 576000

96000 256000 576000

コーディングモード 5.1
この表をスクロールダウンして、的のプロファイルを検索します。そして、サンプルレートとビットレー
トの有効な組み合わせを見つけるために、全体的に調べます。

プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

32000 64000 320000

44100 64000 224000

48000 64000 320000

hev1

96000 240000 320000

32000 160000 768000

44100 256000 640000

48000 256000 768000

LC

96000 640000 768000

コーディングモードとレシーバーミックス
出力に含めるAD (オーディオディスクリプション) オーディオトラックがある場合は、このコーディング
モードを選択します。

この表をスクロールダウンして、的のプロファイルを検索します。そして、サンプルレートとビットレー
トの有効な組み合わせを見つけるために、全体的に調べます。

プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

     

     

     

hev1

22050 8000 12000

24000 8000 12000

32000 12000 64000

hev1

44100 20000 64000
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プロファイル サンプルレート (Hz)。 最小有効ビットレート 
(ビット/秒)

最大有効ビットレート 
(ビット/秒)

48000 20000 64000

     

     

8000 8000 14000

12000 8000 14000

16000 8000 28000

22050 24000 28000

24000 24000 28000

32000 32000 192000

44100 56000 256000

48000 56000 288000

88200 288000 288000

LC

96000 128000 288000

サポートされている字幕
このセクションには、入力でサポートされている字幕形式と出力でサポートされている字幕形式を指定す
る表が含まれています。

指定した形式で字幕を出力できるかどうかは、いくつかの要因によって決まります。

• 入力コンテナのタイプ。指定した入力コンテナに目的の字幕の形式があるかどうか。
• 入力字幕の形式。指定した字幕の形式を目的の形式に変換できるかどうか。
• 出力コンテナのタイプ。指定した出力コンテナが目的の字幕形式をサポートしているかどうか。

トピック
• サポートされている形式に関する全般情報  (p. 343)
• 字幕カテゴリ (p. 346)
• サポートされている字幕情報の読み方 (p. 347)
• アーカイブ出力でサポートされている形式 (p. 348)
• HLS 出力または HLS MediaPackage 出力でサポートされている形式 (p. 350)
• Microsoft Smooth 出力でサポートされている形式 (p. 352)
• RTMP 出力でサポートされている形式 (p. 354)
• UDP 出力またはマルチプレックス出力でサポートされている形式 (p. 355)

サポートされている形式に関する全般情報
以下の表では、サポートされている形式、それらの形式が入力/出力でサポートされているかどうか、各形
式を定義する規格を示しています。
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サポートされる形式

字幕 入力でサポート 出力でサポート 説明

補助データ はい   「SMPTE 291M」に準
拠しているデータ: 補
助データPackage とス
ペースフォーマット」
とあれは補助データに
含まれています。

ARIB はい はい ARIB STD-B37 バー
ジョン 2.4 に準拠してい
る字幕です。

焼き付け   はい 入力から: エンコーダが
バーンインキャプショ
ンを読み取ることは技
術的に不可能です。し
たがって、入力からは
それらを字幕と見なす
ことはできません。

出力用: バーン取り込
み字幕は、テキストに
変換され、ビデオスト
リーム内のピクチャー
に直接オーバーレイさ
れる字幕です。

DVB-Sub はい はい ETSI EN 300 743 に準
拠している字幕です。

EBU-TT-D   はい EBU Tech 3380、EBU-
TT-D Subtitling 
Distributling 
Format、2018に準拠し
た字幕。

埋め込み はい はい ほとんどのコンテナ
では、EIA-608規格 
(CEA-608または「ラ
イン21キャプション」
とも呼ばれる) または
CEA-708規格 (EIA-708
とも呼ばれる) に準拠し
たキャプション。

リンク入力コンテナ
内: SMPTE 334 に準
拠する補助字幕として
配信される字幕。補助
字幕は、EIA-608 規格 
(CEA-608 または line 21 
字幕) または CEA-708 
規格 (EIA-708) に準拠し
ています。

埋め込み + SCTE-20 はい はい 動画内に埋め込みと 
SCTE-20 の両方がある
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サポートされる形式

字幕 入力でサポート 出力でサポート 説明
字幕です。埋め込み字
幕は SCTE-20 字幕の前
に挿入されます。

RTMP CaptionInfo   はい Adobe onCaptionInfo 
形式に準拠したキャプ
ション。

SCTE-20 はい   「SCTE-20 (2012): 
Methods for Carriage 
of CEA-608 Closed 
Captions and Non-Real 
Time Sampled Video」
規格に準拠している字
幕です。

SCTE-20 + 埋め込み   はい SCTE-43 に準拠してい
る字幕です。SCTE-20 
字幕は動画内で埋め込
み字幕の前に挿入され
ます。

SCTE-27 はい   「SCTE-27 (2011): 
Subtitling Methods for 
Broadcast Cable」規格
に準拠している字幕で
す。

SMPTE-TT   はい 標準の「SMPTE ST 
2052-1:2010」に準拠し
ている字幕

テレテキスト はい はい TS 入力から: EBU テレ
テキスト形式のキャプ
ション。

CDI 入力またはリンク
コンテナから: OP47 
テレテキスト形式 
(SMPTERDD-08) の字
幕。TU-R BT.1120-7 に
準拠している必要があ
ります。

TTML   はい 「Timed Text Markup 
Language 1 (TTML1) 
(Second Edition)」規
格に準拠している字幕
ファイルです。

WebVTT   はい 「webvtt:」に準拠し
ているキャプション 
The Web Video Text 
Tracks Format」(http:// 
dev.w3.org/html5/ 
webvtt/)。
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字幕カテゴリ

字幕カテゴリ
字幕は、出力に字幕を含める方法に基づいて 5 つのカテゴリに分類されます。

字幕形式 この形式のカテゴリ

ARIB オブジェクトスタイル

焼き付け 焼き付け

DVB-Sub オブジェクトスタイル

EBU-TT-D サイドカー

埋め込み 埋め込み

埋め込み + SCTE-20 埋め込み

RTMP CaptionInfo オブジェクトスタイル

SCTE-20 + 埋め込み 埋め込み

SCTE-27 オブジェクトスタイル

SMPTE-TT ストリーム

テレテキスト オブジェクトスタイル

TTML サイドカー

WebVTT サイドカー

埋め込み字幕
字幕はビデオエンコード内で送られます。ビデオエンコード自体は出力グループの出力に含まれます。そ
のビデオエンコードには字幕エンティティは 1 つしかありませんが、そのエンティティには最大 4 つの言
語の字幕を含めることができます。

オブジェクトスタイルの字幕
特定の出力グループ用のすべての字幕エンコードは、対応する動画およびオーディオと同じ出力に含まれ
ています。
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情報の読み取り

サイドカー字幕
特定の出力グループの各字幕エンコードは、それぞれ独自の "字幕のみ" の出力になります。出力グループ
には、複数の字幕出力を含めることができます (例えば、言語ごとに 1 つずつ)。

字幕のみの出力はそれぞれ、パッケージ化された出力内で別々のファイルになります。

ストリーム
特定の出力グループの各字幕エンコードは、それぞれ独自の "字幕のみ" の出力になります。出力グループ
には、複数の字幕出力を含めることができます (例えば、言語ごとに 1 つずつ)。

字幕のみの出力はそれぞれ、パッケージ化された出力内で別々のストリームになります。

焼き込み字幕
字幕はテキストに変換され、ビデオエンコード内のピクチャーに直接オーバーレイされます。厳密に言え
ば、オーバーレイが行われると、実際には字幕でなくなります。動画と見分けがつかないためです。

サポートされている字幕情報の読み方
字幕では、入力形式から特定の出力形式を生成する機能に制約があります。

入力の字幕から、特定の出力タイプで必要な出力形式を生成できることを確認する必要があります。例え
ば、ソースが SCTE-20 字幕を含む HLS 入力の場合、アーカイブ出力で DVB-Sub 字幕を生成できること
を確認する必要があります。

入力タイプと入力字幕形式が、選択した出力タイプで選択した字幕形式を生成できるかどうかを確認する
には、次の表を参照してください。セクション (p. 348)。

以下のステップに従ってください。
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アーカイブ出力

1. 出力コンテナの表を見つけます。例えば、アーカイブなどです。
2. その表で、指定した入力のコンテナタイプが最初の列にあるかどうかを確認します。例えば、HLS。
3. そのコンテナに入っている入力キャプションを 2 列目で検索します。例えば、SCTE-20
4. 3 列目で、必要な出力字幕形式を見つけます。例えば、DVB-Sub。

形式が表にある場合、入力は適切です。

フォーマットが記載されていない場合は、その入力のプロバイダーに別のソースを提供するよう依頼す
る必要があります。

サポートされている形式の表は、次のセクションにあります。

• the section called “アーカイブ出力” (p. 348)
• the section called “HLS MediaPackage または出力” (p. 350)
• the section called “Microsoft Smooth 出力” (p. 352)
• the section called “RTMP 出力” (p. 354)
• the section called “UDP またはマルチプレックス出力” (p. 355)

アーカイブ出力でサポートされている形式
このテーブルで、入力コンテナと字幕タイプを検索します。それから全体を読み、この入力コンテナと字
幕タイプがあるときにアーカイブ (MPEG-TS ファイル) でサポートされている字幕形式を探します。

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

ARIB ARIB

埋め込み 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

CDI コンテナ

テレテキスト DVB-Sub

テレテキスト

埋め込み 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

HLS コンテナ

SCTE-20 焼き付け

DVB-Sub
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アーカイブ出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕
埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

埋め込み 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

Link コンテナ

テレテキスト DVB-Sub

テレテキスト

補助 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

MP4 コンテナ

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

RTMP 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

SCTE-20 + 埋め込み
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HLS MediaPackage または出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

ARIB ARIB

DVB-Sub 焼き付け

DVB-Sub

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

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

SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-27 なし

MPEG-TS コンテナ (RTP または 
MediaConnect Protocol 経由)

テレテキスト DVB-Sub

テレテキスト

HLS 出力または HLS MediaPackage 出力でサポート
されている形式
このテーブルで、入力コンテナと字幕タイプを検索します。この入力コンテナと字幕タイプがある場合
は、次に全体を参照し、HLS 出力または HLS MediaPackage 出力または HLS 出力でサポートされている
字幕形式を探します。

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

ARIB なし

埋め込み 焼き付け

埋め込み

WebVTT

CDI コンテナ

テレテキスト テレテキスト

HLS コンテナ 埋め込み 焼き付け
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HLS MediaPackage または出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕
埋め込み

WebVTT

SCTE-20 焼き付け

埋め込み

WebVTT

埋め込み 焼き付け

埋め込み

WebVTT

Link コンテナ

テレテキスト 焼き付け

WebVTT

補助 焼き付け

埋め込み

WebVTT

MP4 コンテナ

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

埋め込み

WebVTT

RTMP コンテナ 埋め込み 焼き付け

埋め込み

WebVTT

ARIB なし

DVB-Sub 焼き付け

WebVTT

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

埋め込み

WebVTT

SCTE-20 焼き付け

埋め込み

WebVTT

MPEG-TS コンテナ

(RTP または MediaConnect 
Protocol 経由)

SCTE-27 焼き付け

WebVTT
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Microsoft Smooth 出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

テレテキスト 焼き付け

WebVTT

Microsoft Smooth 出力でサポートされている形式
このテーブルで、入力コンテナと字幕タイプを検索します。それから全体を読み、この入力コンテナを字
幕タイプがあるときに Microsoft Smooth 出力でサポートされている字幕形式を探します。

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

ARIB なし

埋め込み 焼き付け

EBU-TT

SMPTE-TT

TTML

CDI コンテナ

テレテキスト 焼き付け

EBU-TT

SMPTE-TT

TTML

埋め込み 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

HLS コンテナ

SCTE-20 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

埋め込み 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

Link コンテナ

テレテキスト 焼き付け

SMPTE-TT
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Microsoft Smooth 出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕
TTML

補助 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

MP4 コンテナ

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

RTMP コンテナ 埋め込み 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

ARIB なし

DVB-Sub SMPTE-TT

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

SCTE-20 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML

SCTE-27 焼き付け

SMPTE-TT

MPEG-TS コンテナ

(RTP または MediaConnect 
Protocol 経由)

テレテキスト 焼き付け

EBU-TT-D

SMPTE-TT

TTML
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RTMP 出力

RTMP 出力でサポートされている形式
このテーブルで、入力コンテナと字幕タイプを検索します。それから全体を読み、この入力コンテナを字
幕タイプがあるときに RTMP 出力でサポートされている字幕形式を探します。

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

ARIB なし

埋め込み 焼き付け

埋め込み
RTMP CaptionInfo

CDI コンテナ

テレテキスト なし

埋め込み 焼き付け

埋め込み

RTMP CaptionInfo

HLS コンテナ

SCTE-20 埋め込み

埋め込み 焼き付け

埋め込み

RTMP CaptionInfo

Link コンテナ

テレテキスト なし

補助 焼き付け

埋め込み

RTMP CaptionInfo

MP4 コンテナ

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

埋め込み

RTMP CaptionInfo

RTMP コンテナ 埋め込み 焼き付け

埋め込み

RTMP CaptionInfo

ARIB なし

DVB-Sub 焼き付け

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

埋め込み

RTMP CaptionInfo

MPEG-TS コンテナ

(RTP または MediaConnect 
Protocol 経由)

SCTE-20 埋め込み
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UDP またはマルチプレックス出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕
RTMP CaptionInfo

SCTE-27 焼き付け

テレテキスト なし

UDP 出力またはマルチプレックス出力でサポートさ
れている形式
このテーブルで、入力コンテナと字幕タイプを検索します。この入力コンテナと字幕タイプがある場合
は、次に全体を参照し、UDP または RTP を介した MPEG-TS ストリーミング出力または MPTS マルチプ
レックス出力でサポートされている字幕形式を探します。

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

ARIB ARIB

埋め込み 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

CDI コンテナ

テレテキスト 焼き付け

DVB-Sub

テレテキスト

埋め込み 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20
SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

HLS コンテナ

SCTE-20 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み
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UDP またはマルチプレックス出力

ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

埋め込み 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

Link コンテナ

テレテキスト 焼き付け

DVB-Sub

WebVTT

補助 焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

MP4 コンテナ

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

SCTE-20

SCTE-20 + 埋め込み

RTMP 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

SCTE-20 + 埋め込み

ARIB ARIBMPEG-TS コンテナ

(RTP または MediaConnect 
Protocol 経由)

DVB-Sub 焼き付け

DVB-Sub
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ソース字幕コンテナ ソース字幕入力 サポートされている出力字幕

埋め込みまたは埋め込み 
+SCTE-20

焼き付け

DVB-Sub

埋め込み

埋め込み + SCTE-20

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

SCTE-20 + 埋め込み

SCTE-27 なし

テレテキスト 焼き付け

DVB-Sub

テレテキスト

サポートされている入力コンテナとコーデック
このセクションでは、AWS Elemental MediaLive が取り込むことができる入力コンテンツの種類と入力ビ
デオおよび音声のコーデックについて説明します。

トピック
• サポートされている入力形式とプロトコル (p. 357)
• ライブ入力とファイル入力のサポート (p. 361)
• サポートされる入力クラス (p. 362)
• VPC 入力としてのセットアップのサポート (p. 362)
• 入力でサポートされているコーデック (p. 363)
• ビデオソースとオーディオソースの特徴 (p. 364)

サポートされている入力形式とプロトコル
次の表は、サポートされている入力タイプの一覧と、入力がソースコンテンツをどのように扱うかを説明
したものです。

表の後のセクションは、 MediaLive プッシュまたはプル入力をどのように取り込むかを説明しています。

トピック
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サポートされている入力形式とプロトコル

• プル入力による取り込み (p. 360)
• RTMP プッシュ入力による取り込み (p. 361)
• RTP プッシュ入力による取り込み (p. 361)

MediaLive 入力タイプ プッシュまたはプル？ ユースケース アップストリームシス
テムとサポートされて
いるプロトコル

CDI プッシュ VPC 内の非圧縮スト
リームを MediaLive上の
固定エンドポイントに
プッシュします。

プライベートクラウド
内の Amazon VPC

HLS

この表の後の「HLS 
inputs (p. 360)」を参
照してください。

安全な接続の有無にか
かわらず、HTTP プロ
トコルを使用して、外
部エンドポイントから 
HLS ストリームまた
はアセットをプルしま
す。

HTTP サーバーまたは

HTTPS サーバー

HLS セキュアな接続を使用
して、AWS Elemental 
MediaStore コンテナか
ら HLS ストリームまた
は VOD アセットをプル
します。

MediaStore カスタム
プロトコルを使用した 
AWS Elemental

HLS

プル

セキュアな接続を使用
して、Amazon S3 バ
ケットから HLS スト
リームまたは VOD ア
セットをプルします。

カスタムプロトコル経
由の Amazon S3

リンク プッシュ AWS Elemental Link 
デバイスからトランス
ポートストリーム (TS) 
をプッシュします。

内部接続を介した AWS 
Elemental Link

MediaConnect プッシュ AWS Elemental の
フローからトランス
ポートストリーム (TS) 
MediaConnect をプッ
シュします。

この入力は URI 
MediaConnect ではなく
フロー ARN を使用しま
す。

MediaConnect 内部
接続を介した AWS 
Elemental

MP4 安全な接続の有無にか
かわらず、HTTP サー
バーから MP4 ファイル
をプルします。

HTTP サーバーまたは

HTTPS サーバー

MP4

プル

セキュアな接続を使用
して、Amazon S3 バ

カスタムプロトコル経
由の Amazon S3
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MediaLive 入力タイプ プッシュまたはプル？ ユースケース アップストリームシス
テムとサポートされて
いるプロトコル

ケットから MP4 ファイ
ルをプルします。

では MediaLive、バケッ
ト名にドット表記を使
用しないでください。
例えば、mycompany-
videos は有効です
が、mycompany.videos
は有効ではありませ
ん。

トランスポートスト
リーム (TS) ファイル

安全な接続の有無にか
かわらず、HTTP サー
バーから TS ファイルを
プルします。.m2ts また
は.m2ts ファイル拡張子
がサポートされていま
す。

MediaLive 静的 TS ファ
イルのみをサポートし
ます。使用中に書き込
まれる TS ファイルの増
加をサポートしていま
せん。

HTTP サーバーまたは

HTTPS サーバー

トランスポートスト
リーム (TS) ファイル

プル

セキュアな接続を使用
して、Amazon S3 バ
ケットから TS ファイル
をプルします。.m2ts ま
たは.m2ts ファイル拡張
子がサポートされてい
ます。

MediaLive 静的 TS ファ
イルのみをサポートし
ます。使用中に書き込
まれる TS ファイルの増
加をサポートしていま
せん。

MediaLive では、バケッ
ト名にドット表記を使
用しないでください。
例えば、mycompany-
videos は有効です
が、mycompany.videos
は有効ではありませ
ん。

カスタムプロトコル経
由の Amazon S3
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MediaLive 入力タイプ プッシュまたはプル？ ユースケース アップストリームシス
テムとサポートされて
いるプロトコル

RTMP プル プル RTMP プロトコルを使
用して、外部エンドポ
イントからストリーム
をプルします。

MediaLive は、RTMPS 
プロトコルを使用した
入力をサポートしませ
ん。

RTMP プル経由の 
RTMP サーバー

RTMP プッシュ RTMP MediaLive プロト
コルを使用して、スト
リームを固定エンドポ
イントにプッシュしま
す。

MediaLive は、RTMPS 
プロトコルを使用した
入力をサポートしませ
ん。

RTMP プッシュ経由の 
RTMP サーバー

RTMP プッシュ

プッシュ

RTMP プロトコルを使
用して、VPC にあるス
トリームを MediaLive 
の固定エンドポイント
にプッシュします。

MediaLive は、RTMPS 
プロトコルを使用した
入力をサポートしませ
ん。

プライベートクラウド
内の RTMP を介した 
Amazon VPC

RTP RTP プロトコルを使用
して、トランスポート
ストリーム (TS) をプッ
シュします。 MediaLive

RTP プッシュ経由の 
RTP サーバー

RTP

プッシュ

RTP プロトコルを使用
して、VPC にあるト
ランスポートストリー
ム (TS) をプッシュしま
す。 MediaLive

プライベートクラウ
ド内の RTP を介した 
Amazon VPC

HLS

HLS では、メディアはトランスポートストリームでなければなりません。 MediaLive 他の種類のメディア
を含む HLS コンテンツの取り込みはサポートしていません。

プル入力による取り込み
プル入力の場合、 MediaLiveソースは継続的に外部のエンドポイントに発行されます。チャネル (入力に接
続されている) が実行中である場合、 MediaLive は入力に接続し、コンテンツを取り込みます。

360



MediaLive ユーザーガイド
ライブ入力とファイル入力のサポート

MediaLive チャンネルが実行中でない場合、入力に接続しません (他のアプリケーションが接続している可
能性があります)。

プル入力は、ストリーミング入力 (ソースが継続的に発行される場合) または VOD 入力 (ソースがエンドポ
イントで使用可能になり、変更されない場合) で機能します。

RTMP プッシュ入力による取り込み
RTMP プッシュ入力の場合、 MediaLive ソースは入力で指定されたエンドポイントへの配信を試みます。
ソースが入力のステータスに関する情報を取得できるように、ソースと MediaLive チャネルとの間にハン
ドシェイクが必要です。

チャネル (この入力に接続されている) が開始されると、 MediaLive はハンドシェイクメッセージに応答
し、コンテンツを取り込みます。チャンネルが実行中でない場合、 MediaLive 反応しません。ソースは一
時停止状態になります。

プッシュ入力はストリーミングソースでのみ機能します。

RTP プッシュ入力による取り込み
RTP プッシュ入力の場合、 MediaLive ソースは入力で指定されたエンドポイントへの配信を試みます。
ソースは、 MediaLive コンテンツがチャンネルによって取り込まれているかどうかを認識しません。

チャネル (この入力に接続されている) が開始されると、 MediaLive はソースに反応し、コンテンツを取り
込みます。チャンネルが実行されていない場合、 MediaLive 反応しません。ソースは引き続きエンドポイ
ントに発行しますが、 MediaLive そのアクションは無視します。

プッシュ入力はストリーミングソースでのみ機能します。

ライブ入力とファイル入力のサポート
次の表は、入力タイプがライブストリームと VOD アセットのどちらをサポートしているかを指定しま
す。

MediaLive 入力タイプ ライブストリームはサポートさ
れていますか?

VOD アセットはサポートされて
いますか?

CDI はい いいえ

HLS は HTTP または HTTPS 
サーバー、または HLS 
MediaStore

はい

MediaLive バッファセグメント
フィールドの値が 3 ～ 10 の場
合、は HLS 入力をライブスト
リームと見なします。

(このフィールドを [Channel]
の (チャンネル) ページに表
示するには、[Network input 
settings] (ネットワーク入力設
定) の [General input settings] (全
般入力設定) で [Network input]
(ネットワーク入力) を選択しま
す。HLS 入力設定について、[Hls 
input] (HLS 入力) を選択しま
す。[Buffer segments] (バッファ
セグメント) フィールドが表示さ
れます。)

はい

MediaLive [Buffer segments] 
(バッファセグメント) フィールド
の値が 11 以上または未定義 (空) 
の場合、入力を VOD アセットと
見なします。
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MediaLive 入力タイプ ライブストリームはサポートさ
れていますか?

VOD アセットはサポートされて
いますか?

Amazon S3 からの HLS はい、前の行で定義したとおり

ライブストリームのソースとし
て Amazon S3 はお勧めしませ
ん。

はい、前の行で定義したとおり

リンク はい いいえ

MediaConnect はい いいえ

MP4 いいえ はい、.mp4 ファイル拡張子のみ

トランスポートストリーム (TS) 
ファイル

いいえ はい、.ts と .m2ts ファイル拡張
子のみ

RTMP プル はい はい

RTMP プッシュ はい いいえ

RTP はい いいえ

サポートされる入力クラス
いくつかの入力は、いずれかの入力クラスとして設定できます。一部の入力は、単一クラスのクラスとし
てのみ設定できます。使用するクラスタイプは、パイプラインの復元を実装するかどうかによって異なり
ます。

MediaLive 入力タイプ 単一クラス入力として設定でき
る

標準クラス入力として設定でき
る

CDI いいえ はい

HLS はい はい

リンク はい はい

MediaConnect はい はい

MP4 はい はい

トランスポートストリーム (TS) 
ファイル

はい はい

RTMP プル はい はい

RTMP プッシュ はい はい

RTP いいえ はい

VPC 入力としてのセットアップのサポート
一部の入力は Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) で設定できます。詳細については、
「the section called “入力の作成” (p. 588)」を参照してください。
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MediaLive 入力タイプ VPC 入力として設定できます

CDI はい

HLS いいえ

リンク いいえ

MediaConnect いいえ

MP4 いいえ

トランスポートストリーム (TS) ファイル いいえ

RTMP プル いいえ

RTMP プッシュ はい

RTP はい

入力でサポートされているコーデック
次の表は、 MediaLive ソースコンテンツをサポートしているコーデックの一覧です。

Media Type ビデオコーデック オーディオコーデック

CDI

詳細については、「the section 
called “ビデオソースとオーディ
オソースの特徴” (p. 364)」を参
照してください。

非圧縮ビデオ PCMに包まれたドルビーE
PCM

HLS

この表の後の「HLS 
inputs (p. 364)」を参照してく
ださい。

H.264 (AVC) AAC

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルプラス

リンク HD Link コンテナに含まれている
コーデックは常にでサポートさ
れています MediaLive。

HDMIまたはSDI入力を使用する
場合は最大8チャンネルのPCM
オーディオ

UHD リンク Link コンテナに含まれている
コーデックは常にでサポートさ
れています MediaLive。

HDMI 入力を使用する場合は最大 
8 チャンネルの PCM オーディオ

SDI入力を使用する場合は最大16
チャンネルのPCMオーディオ

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルプラス

MediaConnect H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

MPEG-2

AAC

ドルビーデジタル

PCMに包まれたドルビーE
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Media Type ビデオコーデック オーディオコーデック
ドルビーデジタルプラス

MPEG オーディオ

PCM

MP4 H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

MPEG-2

AAC

PCMに包まれたドルビーE

トランスポートストリーム (TS) 
ファイル

H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

MPEG-2

AAC

ドルビーデジタル

PCMに包まれたドルビーE

ドルビーデジタルプラス

MPEG オーディオ

PCM

RTMP H.264 (AVC) AAC

RTP H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

MPEG-2

AAC

ドルビーデジタル

PCMに包まれたドルビーE

ドルビーデジタルプラス

MPEG オーディオ

PCM

HLS インプット

オーディオおよびビデオアセットは、単一のストリームに多重化できます。または、オーディオを別の
オーディオレンディショングループにすることもできます。レンディショングループでオーディオを使用
している場合は、#EXT-X-MEDIA タグにあるグループ ID と名前を使用してグループを選択できます。

ビデオソースとオーディオソースの特徴
[Orientation] (向き)

MediaLive ランドスケープビデオのみを取り込みます。 MediaLive ビデオソースがポートレートとして設
定されている場合、それを取り込みますが、ランドスケープに回転します。

入力フレームレート

MediaLive コンスタントフレームレート (CFR) 入力のみをサポートします。可変フレームレート (VFR) は
サポートされていません。

その他の特性
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コンテナ ビデオ特性 オーディオ特性

CDI — これらの特性は 
CDIMediaLive 入力でのみサポー
トされます。

• 非圧縮 YCbCr 4:2:2 8 ビット
• 非圧縮 YCbCr 4:2:2 10 ビット

• 24 ビット Big-Endian PCM
• モノラル (1.0)、デュアル

モノラル (2.0)、ステレオ 
(2.0)、5.1、7.1

• 222、SGRP
• 48kHz、96kHz

サポートされている出力コンテナとコーデック
このセクションでは、 MediaLive 生成できる出力コンテンツタイプ、出力ビデオと出力コーデックについ
て説明します。

トピック
• サポートされているコンテナとダウンストリームシステム (p. 365)
• VPC への配信のサポート (p. 367)
• 出力でサポートされているコーデック (p. 368)

サポートされているコンテナとダウンストリームシス
テム
次の表は、 MediaLive がサポートする出力形式とプロトコルの一覧です。

MediaLive 出力タ
イプ (出力グルー
プ)

ユースケース ダウンストリーム
システムとサポー
トされているプロ
トコル

サポートされてい
るライブ出力

サポートされてい
る VOD 出力

アーカイブ Amazon S3 バケッ
トにトランスポー
トストリーム (TS) 
ファイルを送信
します。この表
の後の「Amazon 
S3 Bucket 
Names (p. 367)」
を参照してくださ
い。

カスタムプロトコ
ル経由の Amazon 
S3

いいえ はい。チャンネル
には、1 つのアー
カイブ出力グルー
プのみを含めるこ
とができます。

フレームキャプ
チャ

一連の JPEG ファ
イルを Amazon 
S3 バケットに送
信します。この表
の後の「Amazon 
S3 Bucket 
Names (p. 367)」
を参照してくださ
い。

カスタムプロトコ
ル経由の Amazon 
S3

いいえ はい。チャンネル
には、最大 3 つ
のフレームキャプ
チャ出力グループ
を含めることがで
きます。
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MediaLive 出力タ
イプ (出力グルー
プ)

ユースケース ダウンストリーム
システムとサポー
トされているプロ
トコル

サポートされてい
るライブ出力

サポートされてい
る VOD 出力

標準コンテナまた
は fmp4 コンテナ
を持つ HLS

HLS ストリー
ムを HTTP PUT 
WebDav またはを
サポートするサー
バーに送信しま
す。

HTTP サーバー はい はい、出力グルー
プが VOD モード
用に設定されてい
る場合

標準コンテナまた
は fmp4 コンテナ
を持つ HLS

HTTPS PUT をサ
ポートしている
サーバーに HLS ス
トリームを送信す
るか WebDav、

HTTPS サーバー はい はい、出力グルー
プが VOD モード
用に設定されてい
る場合

標準コンテナまた
は fmp4 コンテナ
を持つ HLS

Akamai CDN に 
HLS ストリームを
送信します。

HTTP または 
HTTPS 経由の 
Akamai CDN

はい いいえ

標準コンテナのみ
を持つ HLS

HTTPS プロトコ
ルを使用して HLS 
MediaPackage ス
トリームを HLS ス
トリームを送信し
ます。

HTTPS 経由の 
AWS Elemental 
MediaPackage

はい いいえ

標準コンテナまた
は fmp4 コンテナ
を持つ HLS

HLS ストリームを 
MediaStore のコ
ンテナに送信しま
す。

カスタムプロト
コルを使用した 
AWS Elemental 
MediaStore

はい はい、出力グルー
プが VOD モード
用に設定されてい
る場合

標準コンテナまた
は fmp4 コンテナ
を持つ HLS

Amazon S3 バ
ケットに HLS ス
トリームを送信
します。この表
の後の「Amazon 
S3 Bucket 
Names (p. 367)」
を参照してくださ
い。

カスタムプロトコ
ル経由の Amazon 
S3

はい はい、出力グルー
プが VOD モード
用に設定されてい
る場合

MediaPackage HLS ストリームを 
1 MediaPackage 
チャンネルに送信
します。

HTTPS 
MediaPackage 
経由の AWS 
Elemental WebDav

はい いいえ

Microsoft Smooth Microsoft Smooth 
Streaming をサ
ポートするオリジ
ンサーバーまたは 
CDN にストリーム
を送信します。

HTTP または 
HTTPS 経由でサ
ポートされる CDN

はい いいえ
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MediaLive 出力タ
イプ (出力グルー
プ)

ユースケース ダウンストリーム
システムとサポー
トされているプロ
トコル

サポートされてい
るライブ出力

サポートされてい
る VOD 出力

マルチプレックス MediaLive マルチ
プレックスの一
部であるトランス
ポートストリーム 
(TS) を作成しま
す。

  はい いいえ

RTMP RTMP プロトコ
ルをサポートす
るサーバーにスト
リームを送信しま
す。

RTMP サーバー はい いいえ

RTMPS RTMPS プロトコ
ルをサポートす
るサーバーにスト
リームを送信しま
す。

RTMPS サーバー はい いいえ

UDP UDP をサポート
するサーバーにト
ランスポートスト
リーム (TS) を送信
します。

UDP サーバー はい いいえ

Amazon S3 バケット名

では MediaLive、バケット名にドット表記を使用しないでください。例えば、mycompany-videos は有
効ですが、mycompany.videos は有効ではありません。

VPC への配信のサポート
次の表は、VPC 配信用に設定されたチャンネルで、VPC 内の送信先に配信できるコンテナを指定してい
ます。VPC 配信の詳細については、「the section called “VPC 配信” (p. 568)」を参照してください。

MediaLive 出力タイプ (出力グ
ループ)

VPC 内の送信先に配信できる VPC 外の送信先に配信できる

アーカイブ バケット (Amazon S3 が VPC エ
ンドポイントで設定されている
場合)

はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

フレームキャプチャ バケット (Amazon S3 が VPC エ
ンドポイントで設定されている
場合)

はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

HTTP または HTTPS サーバーへ
の HLS

バケット (Amazon S3 が VPC エ
ンドポイントで設定されている
場合)

はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合
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MediaLive 出力タイプ (出力グ
ループ)

VPC 内の送信先に配信できる VPC 外の送信先に配信できる

Akamai サーバーへの HLS バケット (Amazon S3 が VPC エ
ンドポイントで設定されている
場合)

はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

HLS への MediaPackage、HTTP 
経由

いいえ はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

HLS から MediaStore いいえ はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

Amazon S3 への HLS バケット (Amazon S3 が VPC エ
ンドポイントで設定されている
場合)

はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

MediaPackage いいえ はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

Microsoft Smooth Amazon EC2 上のサーバー はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

マルチプレックス いいえ

チャンネルが VPC 配信用に設定
されている場合、マルチプレッ
クス出力を含めることはできま
せん。

いいえ

チャンネルが VPC 配信用に設定
されている場合、マルチプレッ
クス出力を含めることはできま
せん。

RTMP または RTMPS Amazon EC2 上のサーバー はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

UDP Amazon EC2 上のサーバー はい、Elastic IP アドレスをチャ
ンネルに関連付ける場合

出力でサポートされているコーデック
次の表は、 MediaLive サポートされているコーデックの一覧です。

コンテナ ビデオコーデック オーディオコーデック

アーカイブ H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

AAC

ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

ドルビーデジタルプラスとアト
モス

MPEG-1 レイヤー II (MP2)

フレームキャプチャ JPEG なし。フレームキャプチャ出力
にオーディオは含まれません。

標準コンテナを持つ HLS H.264 (AVC) AAC
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コンテナ ビデオコーデック オーディオコーデック
H.265 (HEVC) ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

ドルビーデジタルプラスとアト
モス

fMP4 コンテナを持つ HLS H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

AAC

ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

ドルビーデジタルプラスとアト
モス

MediaPackage H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

AAC

ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

ドルビーデジタルプラスとアト
モス

Microsoft Smooth H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

AAC

ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

マルチプレックス H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

AAC

ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

ドルビーデジタルプラスとアト
モス

RTMP または RTMPS H.264 (AVC) AAC

UDP H.264 (AVC)

H.265 (HEVC)

AAC

ドルビーデジタル (AC3)

ドルビーデジタルプラス (EAC3)

ドルビーデジタルプラスとアト
モス

MPEG-1 レイヤー II (MP2)
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変数データの識別子
変数データの識別子は、変数データを表すフィールド値に含めることのできる $ コードです。通常、変数
データ (日付と時刻など$dt$) MediaLive はチャンネルの実行時に解決されます。例えば、$dt$ は現在の
日付と時刻に解決されます。

これらの識別子を使用する場合は、チャンネルの末尾の 2 つ (またはそれ以上) の出力でターゲットが同一
にならないようにしてください。同一になっている場合、チャンネルは作成時に検証を通過しますが、開
始時には失敗します。

次のセクションでは、 MediaLive サポートされる変数識別子と、これらの識別子を使用できる場所の規則
について説明します。

サポートされる変数データ
MediaLive は、次の表に示す変数データ ID をサポートしています。各行の最初の列は、フィールドに入力
する文字列を指定します。2 番目の列は、 MediaLive 変数を解決した後のデータの形式を指定します。3 
番目の列は、データの説明です。

識別子 [Format] (形式) 説明

$dt$ YYYYMMDDTHHMMSS HLS 出力の場合、各セグメント
の UTC 日付と時刻。

他のすべての出力では、チャン
ネルの UTC 日付と開始時刻。

$d$ YYYYMMDD HLS 出力の場合、各セグメント
の UTC 日付と時刻。

他のすべての出力では、チャン
ネルが開始された UTC 日付。

$t$ HHMMSS HLS 出力の場合、各セグメント
の UTC 時間。

他のすべての出力では、チャン
ネルの UTC 開始時間。

$rv$ Kb 動画のビットレート。

$ra$ Kb 出力のすべてのオーディオビッ
トレートの合計。

$rc$ Kb 出力のコンテナビットレート、
または、出力の動画ビットレー
トとすべてのオーディオビット
レートの合計 (コンテナのビッ
トレートが指定されていない場
合)。

$w$ ピクセル 水平解像度。

$h$ ピクセル 垂直解像度。

$f$ 整数 FPS フレームレート (小数点以下
切り捨て)。例えば、"23.976" は 
"23" と表示されます。
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識別子 [Format] (形式) 説明

$$ $ エスケープ $。

$sn$ 整数、固定長 出力内の動画のセグメント番
号。

%0n ゼロ埋め修飾子 任意のデータ識別子の修飾子。
修飾子は、解決された値の左側
をゼロで埋めます。書式は %0n
です。ここで n は数値です。

例えば、$h$ 識別子の解決され
た値が 5 文字になるようにする
には、識別子を $h%05$ と指定
します。

垂直解像度が "720" である場合、
解決されゼロ埋めされた値は 
"00720" です。

変数データを使用するためのルール
この表は、前の表の可変データ識別子を使用できる場所を示しています。各行で、最初の 2 つの列は、識
別子を使用できる場所を指定します。3 番目の列は、その場所で使用できる識別子を指定します。

オブジェクト フィールド 適用可能な識別子

チャンネル – アーカイ
ブ、HLS、Microsoft Smooth 出
力グループ

出力グループの出力先フィール
ド

$dt$, $d$, $t$

チャンネル – アーカイ
ブ、Microsoft Smooth 出力グ
ループ

出力の名前修飾子フィールド $ra$、$rc$、$sn$ を除くすべ
て

チャンネル – HLS 出力グループ 出力の名前修飾子フィールド $sn$ を除くすべて

チャンネル – アーカイ
ブ、Microsoft Smooth 出力グ
ループ

出力内のセグメント修飾子
フィールド

$ra$、$rc$、$sn$ を除くすべ
て

チャンネル – HLS 出力グループ 出力内のセグメント修飾子
フィールド

$sn$ を除くすべて

スケジュール – HLS ID3 セグメ
ントのタグ付けアクション

タグフィールド すべて
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AWS Elemental の機能 MediaLive
この章には、AWS Elemental MediaLive 機能を実装するための詳細な手順が含まれています。これらの
機能は、チャンネルを作成または変更するとき、またはチャンネルスケジュールにアクションを追加する
ときに設定します。この手順では、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」および「設定:スケジュールの作
成 (p. 238)」で提供される限定的な情報について展開します。

トピック
• オーディオのみの出力 (p. 373)
• ドルビーアトモス搭載ドルビーデジタルプラス (p. 375)
• ドルビーE入力オーディオ入力 MediaLive (p. 378)
• HLS のオーディオレンディショングループ (p. 381)
• AWS Elemental Link デバイスの使用 (p. 389)
• 自動入力フェイルオーバーの実装 (p. 392)
• 字幕の使用 (p. 403)
• パートナー CDI 入力 (p. 426)
• チャネルクラスと入力クラス (p. 428)
• 動的入力 (p. 429)
• ID3 メタデータの使用 (p. 429)
• ID3 セグメントタグの操作 (p. 433)
• イメージオーバーレイの操作 (p. 435)
• 入力クリッピング (p. 437)
• ビデオ入力損失の処理 (p. 438)
• AWS Elemental での入力の準備MediaLive (p. 441)
• AWS Elemental での入力切り替え MediaLive (p. 448)
• AWS Elemental Link デバイスの操作 (p. 468)
• HLS マニフェスト内のパスのカスタマイズ (p. 469)
• 冗長な HLS マニフェスト (p. 473)
• モーショングラフィックスオーバーレイの操作 (p. 479)
• AWS Elemental でのマルチプレックスと MPTS MediaLive (p. 481)
• ニールセン透かし (p. 489)
• ニールセン透かしを ID3 に変換する (p. 492)
• パイプラインのロック (p. 493)
• パイプラインの冗長性を実装する (p. 497)
• チャンネルでの回復性の実装 (p. 504)
• SCTE-35 メッセージの処理 (p. 505)
• 出力間でのエンコードの共有 (p. 532)
• MPEG-2 TS での SMPTE-2038 からの補助データの取り込み (p. 533)
• ACL を使用して Amazon Simple Storage Service に配信する (p. 535)
• AWS Elemental Mailmental Mailmental MediaLive リソースのタグ付け (p. 535)
• タイムコードの設定 (p. 537)
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• トリックプレイトラックを実装する (p. 540)
• AWS Elemental での色空間処理 MediaLive (p. 543)
• 拡張 VQ モードの設定 (p. 563)
• レート制御モードの設定 (p. 565)
• VPC 経由でアウトプットを配信する (p. 568)

オーディオのみの出力
MediaLive オーディオのみを含む出力グループを持つチャンネルを設定できます。出力グループを次のよ
うに組み合わせてチャンネルを作成できます。

• 1 つのオーディオのみの出力グループ。
• 複数のオーディオのみの出力グループ。
• 1 つ以上のオーディオのみの出力グループおよびその他の標準 (video-plus-audio) 出力グループ。

通常の方法 (p. 164)でチャンネルを設定し、このセクションのガイドラインに従って、オーディオのみの
出力グループの入出力とエンコードを設定します。

Note

このセクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明している一般的なチャンネ
ルの作成手順を理解していることを前提としています。

トピック
• 入力 (p. 373)
• 出力グループと出力 (p. 374)
• Streams (p. 374)

入力
入力ソースのセットアップ
チャンネルは、1 つの入力または複数の入力を持つことができます。すべての出力グループ (オーディオの
みのグループとオーディオのみのグループの両方 video-and-audio) は、常に同じ入力を取り込みます。

入力には、次の 2 つのカテゴリの入力を使用できます。

• オーディオのみを含む入力。この場合、入力は以下の入力のいずれかでなければなりません。
• MediaConnect 入力
• RTP 入力

• オーディオとビデオの両方を含む入力 (およびオプションで字幕)。この場合、 MediaLive入力はサポー
トする任意の入力タイプの入力が可能です。

入力アタッチのセットアップ
各入力アタッチメントで、必要な数のオーディオセレクタを作成します。例えば、抽出する言語ごとにセ
レクタを作成します。または、使用可能なオーディオ品質またはコーデックごとにセレクタを作成しま
す。
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audio-and-video オーディオのみの出力グループと Audio-のみの出力のみを使用するために特別なオー
ディオセレクタを作成する必要はないことに注意してください。同じオーディオセレクタを、 audio-and-
video オーディオのみのグループと出力の両方のグループで使用できます。

出力グループと出力
出力グループのセットアップ
オーディオのみの出力は、次のタイプの出力グループで作成できます。

• HLS
• Microsoft Smooth
• RTMP
• UDP

出力のセットアップ
次の一覧では、出力グループに基づいて、必要な出力の数とタイプについて説明しています。

HLS 出力グループ

出力グループに次のように出力を作成します。

• 出力グループに 1 つのオーディオエンコードが含まれている場合、出力を 1 つ作成します。コンテナタ
イプオーディオのみに設定します。

• 出力グループに複数のオーディオエンコードが含まれている場合、ビデオを含まないオーディオレン
ディショングループを設定します。the section called “オーディオ - HLS のオーディオレンディショング
ループ” (p. 381) を参照してください。

Microsoft Smooth 出力グループ

オーディオエンコードごとに 1 つの出力を作成します。

RTMP 出力グループ

単一オーディオエンコードの 1 つの出力を作成します。(RTMP では、各出力グループで常に 1 つのオー
ディオしかサポートしません)。

UDP 出力グループ

すべてのオーディオエンコードについて 1 つの出力を作成します。

Streams
ストリーミングでのエンコードのセットアップ
出力内のストリーミングには、次の設定を使用します。

UDP を除くすべての出力

各出力の [Streams settings] (ストリーミング設定) で、各出力に 1 つのオーディオエンコードのみが含まれ
るように設定します。したがって、以下のことをする必要があります。

• MediaLive 自動的に追加されるビデオエンコードを削除します。
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• 字幕エンコーディングを追加しないでください。

UDP 出力

単一出力の [Streams settings] (ストリーミング設定) で、各出力にオーディオエンコードのみが含まれるよ
うに設定します。したがって、以下のことをする必要があります。

• 必要な数のオーディオエンコーディングを追加します。
• MediaLive 自動的に追加されるビデオエンコードを削除します。
• 字幕エンコーディングを追加しないでください。

エンコードの設定
[Streams settings] (ストリーミング設定) の [Audio] (オーディオ)で、各エンコードを以下のように設定しま
す。

• [Audio selector name] (オーディオセレクタ名) で、入力アタッチメントを設定したときに設定したオー
ディオソースの 1 つを選択します。

• [Codec settings] (コーデック設定) で、出力タイプがサポートする出力オーディオコーデックを選択しま
す。

ドルビーアトモス搭載ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスは、ドルビーデジタルプラス（ドルビーデジタルプラスはエンハンストAC-3とも呼ばれ
ます）のコーデックに基づいて構築されたサラウンドサウンドテクノロジーです。ドルビーデジタルプラ
スのマルチチャンネルサラウンドサウンド機能に加えて、ドルビーアトモスには高さに応じたオーディオ
チャンネルが追加されています。

以下の処理がサポートされています。

• オーディオ出力をドルビーアトモスでドルビーデジタルプラスとしてエンコードします。オーディオ入
力は、最大 16 チャンネルを含むソースでなければなりません。

• すでにドルビーデジタルプラスにドルビーアトモスを搭載した入力オーディオのパススルー。

Note

MediaLive ドルビーアトモスによるドルビーデジタルプラスのデコードはサポートしていませ
ん。

サポートされる入力
入力には以下の特性が必要です。

• ドルビーデジタルプラスをドルビーアトモスでエンコードする場合、オーディオ入力には、 MediaLive 
次の特性をサポートし、次の特性を持つ任意のオーディオソースを使用できます。
• 次の順序で最大 16 チャネル:

L R C LFE Ls Rs Lb Rb Tfl Tfr Tsl Tsr Tbl Tbr Lw Rw
• ソースのチャンネル数が 16 未満の場合は、 MediaLive すべてのチャンネルを抽出し、番号の大きい

方のチャンネルに無音部分を挿入して出力をパディングします。たとえば、ソースに2つのチャンネル
がある場合、 MediaLive それらのチャンネルをLとRに入れ、残りのチャンネルに無音を挿入します。
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• ソースのチャンネルが指定の順序になっていない場合、ダウンストリームのプレーヤーでは結果が間
違っている可能性があります。たとえば、雨が降る音は、天井のスピーカーではなく左側のスピー
カーから聞こえる場合があります。

• 48000 ヘルツのサンプリングレート。
• ドルビーアトモスソースを搭載したドルビーデジタルプラスを通過させるには、オーディオをドルビー

デジタルプラスがサポートする任意のコーディングモードとサンプリングレートにすることができま
す。

サポートされる出力
オーディオエンコーディング

MediaLive ドルビーデジタルプラスをドルビーアトモスに実装すると、出力で次のコーディングモードが
サポートされます。

• 5.1.4 コーディングモード
• 7.1.4 コーディングモード
• 9.1.6 コーディングモード

各コーディングモードでは、スピーカーチャンネルは次の表のように配置されます。

コーディングモード チャンネルアレンジ

5.1.4 L R C LFE Ls Rs Tfl Tfr Tbl Tbr

7.1.4 L R C LFE Ls Rs Lb Rb Tfl Tfr Tbl Tbr

9.1.6 L R C LFE Ls Rs Lb Rb Tfl Tfr Tsl Tsr 
Tbl Tbr Lw Rw

略称はドルビーの標準的な略語です。左、右、センター、LFE（低周波エフェクト）、左サラウンド、右
サラウンド、左バック、右バック、左前左上、右上、右上、右上、右上、左上、右、左上、右、ワイド。

チャンネルのセットアップ
ドルビーアトモスを1つ以上の出力に搭載したドルビーデジタルプラスを生成するには、以下の手順に従っ
てください。

Note

このセクションで説明する内容は、チャンネルを作成する一般的な手順を理解していることを前
提としています。

入力を設定するには

ソースオーディオがドルビーデジタルプラスの場合は、次の手順に従って、オーディオをドルビーアトモ
ス搭載のドルビーデジタルプラスに変換します。

1. のチャンネルで MediaLive、トランスコードまたはパススルーするドルビーデジタルプラスオーディ
オを含む入力を選択します。

2. 「一般入力設定」セクションで、「オーディオセレクターを追加」を選択します。
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3. フィールドに入力して、ドルビーデジタルプラスオーディオを抽出します。

ソースオーディオがドルビーデジタルプラスの場合に出力を設定するには

1. チャンネルで、オーディオを追加する出力グループに移動します。または、新しいグループを作成し
ます。

2. オーディオエンコードを追加する出力を作成します。
3. 出力の「ストリーム設定」セクションで、「オーディオ」セクションを選択します。フィールドには

以下のように入力します。

フィールド 説明

オーディオセレクター名 入力で設定したオーディオセレクターを選択し
ます。

コーデック設定 EAC3 アトモスを選択してください。

ビットレート コーディングモードに適用できる値を選択して
ください。

コーディングモード 目的のコーディングモードを選択します。詳細
については、「the section called “サポートされ
る出力” (p. 376)」を参照してください。

ダイヤルノルム ダイアログの正規化値を選択します。dialnorm 
設定は、出力オーディオゲインを調整しま
す。Dialnorm は、それぞれ -30 ～ 0 dB の出力
オーディオゲインに対応する 1 ～ 31 の範囲の整
数値です。

DRCライン

DRC RF

ドルビーダイナミックレンジ圧縮プロファイル
を選択します。各プロファイルが圧縮を処理す
る方法の詳細については、「開発者向けドル
ビーメタデータガイド：ドルビーメタデータガ
イド」の「ダイナミックレンジコントロール」
セクションを参照してください。

サラウンドトリム

ハイトトリム

ダウンストリームプレーヤーがドルビーデジタ
ルプラスとドルビーアトモスを処理するように
設定されておらず、チャンネルをリミックスす
る必要がある場合に、サラウンドチャンネルと
ハイトチャンネルに適用する最大減衰量を選択
します。

4. 必要に応じて、追加のオーディオフィールドに入力します。

ドルビーデジタルプラスとドルビーアトモスを入力から出力に渡すには

ソースオーディオがすでにドルビーデジタルプラス+ドルビーアトモス搭載の場合は、以下の手順に従って
ください。

1. チャンネルで、オーディオを追加する出力グループに移動します。または、新しいグループを作成し
ます。

2. オーディオエンコードを追加する出力を作成します。
3. 出力の「ストリーム設定」セクションで、「オーディオ」セクションを選択します。
4. 次のフィールドを設定します。
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• オーディオセレクター名:入力で設定したオーディオセレクターに設定します。
• オーディオコーデック:パススルーに設定します。

この設定では、入力で選択したオーディオソースがパススルーされます。

Important

オーディオコーデックを EAC3 ATMOS に設定しないでください。これはパススルーの正し
い値ではありません。このオプションを選択すると、出力には無音オーディオになることが
あります。

HLS マニフェストのサンプル
ドルビーデジタルプラスとドルビーアトモスをHLS出力グループに含めると、HLSマニフェストのオー
ディオラインは次の例のようになります。

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:4
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2208800,AVERAGE-
BANDWIDTH=2142800,CODECS="avc1.64001f,ec-3",RESOLUTION=1280x720,FRAME-
RATE=30.000,AUDIO="program_audio_0"
index_video.m3u8
#EXT-X-
MEDIA:TYPE=AUDIO,LANGUAGE="eng",NAME="English",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,CHANNELS="12/
JOC",GROUP-ID="program_audio_0",URI="index_audio.m3u8"

Channels最後の行の属性は、ドルビーアトモスを搭載したドルビーデジタルプラスにとって重要です。

• 12/JOCは、コーディングモードが5.1.4または7.1.4で、コーデックがドルビーデジタルとドルビーアト
モスであることを示します。

• 16/JOCは、コーディングモードが9.1.6で、コーデックがドルビーデジタルとドルビーアトモスである
ことを示します。

ドルビーE入力オーディオ入力 MediaLive
ドルビー E MediaLive オーディオを取り込むように AWS Elemental を設定できます。ドルビーEオーディ
オは、SMPTE-337のタグが付いたPCMストリームでラップする必要があります。このオーディオソース
を処理するためのオプションは次のとおりです。

• ソースオーディオから個々のプログラムを抽出し、出力に出力に変換またはリミックスします。
• 変換やリミックスなしで、すべてのプログラムに渡すことができます。
• ソースをセットアップして、プログラムの抽出とソース全体の処理の両方を行います。

トピック
• ドルビー E について (p. 379)
• Getting Ready (p. 379)
• プログラムを抽出するための入力のセットアップ (p. 379)
• オーディオを通すように入力をセットアップする (p. 380)
• 入力を抽出してパススルーするように設定する (p. 380)

378



MediaLive ユーザーガイド
ドルビー E について

ドルビー E について
PCMに包まれたドルビーEは、2つのオーディオトラックで配信される最大8つのドルビーEプログラムを
伝送できます。2 つのオーディオトラックは標準のステレオペア (つまり、2.0 コーディングモード) で
す。

2つのトラックには、オーディオのコーディングモードに必要なドルビーEプログラムの数が含まれていま
す。たとえば、オーディオが7.1オーディオの場合、すべてのドルビーEプログラムにコンテンツが含まれ
ています。オーディオが4つのステレオ言語の場合、すべてのドルビーEプログラムにコンテンツが含まれ
ています。ただし、オーディオが3つのステレオ言語のみの場合、コンテンツを含むドルビーEプログラム
は6つだけです。

ドルビーEオーディオでサポートされているコーディングモードは、AD、1.0（mono）、1.1、2.0（ステ
レオ）、3.2、4.0、5.1、7.1です。 MediaLive これらのコーディングモードはすべて入力側でサポートさ
れています。

Dolby E をサポートする入力タイプについては、を参照してくださいthe section called “入力でサポートさ
れているコーデック” (p. 363)。

Getting Ready
ドルビーEオーディオに含まれるプログラムについては、この入力についてコンテンツプロバイダーに問
い合わせてください。たとえば、英語の 7.1 オーディオが含まれている場合があります。また、ドルビー
Eプログラム1と2では英語、ドルビーEプログラム7と8ではパンジャブ語のステレオセット（英語、フラン
ス語、スペイン語、パンジャブ語）が4セット入っていることもあります。

プログラムを抽出するための入力のセットアップ
抽出するドルビーEプログラムをそれぞれ特定し、MediaLive オーディオセレクターにマップする必要があ
ります。 MediaLive 各オーディオセレクターは1つのドルビーEプログラムにマッピングされます。

Note

このセクションで説明する内容は、チャンネルを作成する一般的な手順を理解していることを前
提としています。

1. のチャンネルで MediaLive、デコードまたはパススルーするドルビーEオーディオを含む入力アタッチ
メントを選択します。

2. 「一般入力設定」セクションで、「オーディオセレクターを追加」を選択します。1 つのオーディオ
セレクター (オーディオセレクター 1) のフィールドが表示されます。

3. フィールドには以下のように入力します。

フィールド 説明

オーディオセレクター名 Dolby E プログラムに名前を割り当てます。例え
ば、DolbyE program1。

セレクター設定 ドロップダウンメニューから [オーディオトラッ
ク選択] を選択します。

ドルビー E デコード オーディオドルビーEデコードを選択しま
す。Dolby E プログラム選択フィールドが表示
されます。ドロップダウンメニューには、選択
可能な 8 つのドルビーEプログラムが表示されま
す。
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フィールド 説明

ドルビー E プログラムの選択 抽出するドルビーEプログラムを選択します。た
とえば、プログラム_1。

[トラックを追加する] フィールドは選択しないでください。このフィールドは Dolby E オーディオに
は適用されません。

4. より多くのドルビーEプログラムを抽出するには、「オーディオセレクターを追加」を必要な回数だ
け選択します。抽出するドルビーEプログラムごとに上記の手順に従います。

終了すると、抽出するプログラムごとに1つのオーディオセレクターが表示されます。

オーディオを通すように入力をセットアップする
Dolby E オーディオソース全体をパススルーして、出力にそのまま渡すことができます。

Note

このセクションで説明する内容は、チャンネルを作成する一般的な手順を理解していることを前
提としています。

1. のチャンネルで MediaLive、デコードまたはパススルーするドルビーEオーディオを含む入力アタッチ
メントを選択します。

2. 「一般入力設定」セクションで、「オーディオセレクターを追加」を選択します。1 つのオーディオ
セレクター (オーディオセレクター 1) のフィールドが表示されます。

3. フィールドには以下のように入力します。

フィールド 説明

オーディオセレクター名 Dolby E プログラムに名前を割り当てます。例え
ば、DolbyE passthrough。

セレクター設定 ドロップダウンメニューから [オーディオトラッ
ク選択] を選択します。

ドルビー E デコード オーディオドルビーEデコードを選択しま
す。Dolby E プログラム選択フィールドが表示
されます。ドロップダウンメニューには、選択
可能な 8 つのドルビーEプログラムが表示されま
す。

ドルビー E プログラムの選択 抽出するドルビーEプログラムを選択します。た
とえば、ALL_CHANNELS と入力します。

入力を抽出してパススルーするように設定する
ソースは、プログラムを抽出する方法と、ソース全体を渡す方法の両方を設定できます。

同じ入力アタッチメントに、パススルー用に 1 つのセレクターを設定し、プログラムを抽出するための複
数のセレクターを設定します。
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HLS のオーディオレンディショングループ
オーディオレンディショングループを含めるように HLS 出力グループを設定できます。オーディオレン
ディショングループは、ビデオに関連付けられた一連の (言語のセットなど) です。 MediaLive オーディ
オレンディショングループにより、ダウンストリームクライアントプレーヤーはビデオを選択し、複数の
オーディオエンコードからそのビデオに適用されるエンコードを選択できます。

オーディオレンディショングループの各オーディオエンコードは、オーディオレンディション、オーディ
オバリアント、またはオーディオバリアントストリームと呼ばれます。

HLS 出力グループは、次のいずれかの方法で設定できます。

• 通常の HLS 出力グループとして、動画、オーディオ (レンディショングループ内)、およびオプションの
字幕があります。

ビデオは、1 つのオーディオレンディショングループのみに関連付けられる場合もあれば、複数のオー
ディオレンディショングループに関連付けられる場合もあります。例えば、ビデオは、高ビットレート
オーディオで構成されるあるグループと、低ビットレートオーディオで構成される別のグループに関連
付けられる場合があります。

または、1 つのオーディオレンディショングループが複数のビデオに関連付けられる場合があります。
例えば、同じオーディオレンディショングループが高、中、低ビットレートのビデオに関連付けられる
場合があります。

• オーディオのみのレンディショングループとして。

この場合、この手順を実行しますが、動画の設定手順は無視してください。

Note

このセクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明している一般的なチャンネ
ルの作成手順を理解していることを前提としています。
コンソール内でこの機能に関連する主要なフィールドは、[Create channel] (チャンネルの作成) 
ページにある [HLS output group] (HLS 出力グループ) セクションの [Output settings] (出力設定) 
セクションの [HLS Settings] (HLS 設定) フィールドの下にあります。これらのフィールドに入力
する手順を確認するには、「the section called “手順” (p. 191)」を参照してください。

トピック
• オーディオレンディショングループについて (p. 381)
• オーディオレンディショングループを使用した出力の作成 (p. 383)
• サンプルマニフェスト (p. 388)

オーディオレンディショングループについて
標準コンプライアンス
このオーディオレンディショングループの実装は、HTTP ライブストリーミング draft-pantos-http-live-
streaming-18 セクション 4.3.4.1.1 に準拠しています。

例
例 1

HLS 出力グループは以下のもので構成されます。
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• 1 つのビデオ出力。
• 同じオーディオレンディショングループに属する 3 つのオーディオ出力 (多くの場合、英語、フランス

語、スペイン語)。

例 2

HLS 出力グループは以下のもので構成されます。

• 1 つのビデオ高出力。
• 1 つのビデオ中出力。
• 1 つのビデオ低出力。
• 同じオーディオレンディショングループに属する 3 つのオーディオ出力 (英語、フランス語、スペイン

語)。

例 3

HLS 出力グループは以下のもので構成されます。

• 1 つのビデオ高出力。
• 1 つのビデオ低出力。
• それぞれ AAC コーデックを使用する 2 つのオーディオ出力 (英語、フランス語)。これらの出力は両方

とも同じオーディオレンディショングループ RG1 に属します。
• それぞれ Dolby Digital コーデックを使用する 2 つのオーディオ出力 (英語、フランス語)。これらの出力

は両方とも同じオーディオレンディショングループ RG2 に属します。
• ビデオ高出力は、両方のオーディオレンディショングループに関連付けられています。
• ビデオ低出力は、RG1 オーディオレンディショングループのみに関連付けられています。
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オーディオレンディショングループを使用した出力の
作成
このセクションでは、HLS 出力グループにオーディオレンディショングループを作成する方法と、それら
のグループを適切なビデオ出力 (もしもあれば) に関連付ける方法について説明します。作成するエンコー
ドと関連付けは以下のとおりです。

• ビデオアセットごとに、1 つのビデオエンコードを含む 1 つのビデオ出力を作成します。出力には埋め
込み字幕を含めることもできますが、サイドカー字幕を含めることはできません。出力にオーディオエ
ンコードを含めることはできません。

• オーディオアセットごとに、1 つのオーディオエンコードを含み、他のエンコードを含まない、1 つ
のオーディオのみの出力を作成します。

• 各レンディショングループの ID を決定します。ID は、お客様が決定する名前です。例えば、AAC audio 
group とします。

• 複数のオーディオ出力を 1 つのレンディショングループにまとめるには、各オーディオ出力に同じオー
ディオグループ ID を割り当てます。

• 出力グループにビデオを含めたい場合、ビデオ出力をオーディオレンディショングループに関連付ける
には、そのビデオ出力にオーディオグループ ID を割り当てます。

トピック
• ステップ 1: ビデオとオーディオのエンコードを指定する (p. 383)
• ステップ 2: デフォルトと選択ルールを決定する (p. 385)
• ステップ 3: ビデオ出力を作成する (p. 387)
• ステップ 4: オーディオ出力を作成する (p. 387)
• 概要 (p. 388)

ステップ 1: ビデオとオーディオのエンコードを指定する
オーディオレンディショングループの要件を計画する必要があります。出力グループで必要なビデオエ
ンコードを指定する必要があります。次に、個々のオーディオエンコードを決定します。最後に、各エン
コードが属するオーディオレンディショングループを指定します。

エンコードを指定してマッピングするには

1. HLS 出力グループで必要なビデオエンコードを指定します。例えば、1 つの高解像度エンコードと 1 
つの低解像度エンコードです。

2. 必要なオーディオエンコードを指定します。例えば、英語とフランス語の AAC、英語とフランス語の 
Dolby Digital です。
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3. 必要なオーディオレンディションの数を決定します。ルール (p. 384)で、有効なレンディショング
ループを設計していることを確認します。

4. 各ビデオ、オーディオ、オーディオレンディショングループに名前を付けます。例:

• high definition という名前のビデオ出力。
• low definition という名前のビデオ出力。
• AAC EN という名前のオーディオ英語 AAC。
• AAC FR という名前のオーディオフランス語 AAC。
• DD EN という名前のオーディオ英語 Dolby Digital。
• DD FR という名前のオーディオフランス語 Dolby Digital。
• AAC オーディオの AAC group という名前のレンディショングループ。
• Dolby Digital オーディオの DD group という名前のレンディショングループ。

5. ビデオをオーディオレンディショングループに関連付ける方法を指定します。例:

• ビデオ high definition は AAC group および DD group に関連付けられます。
• ビデオ low definition は AAC group にのみ関連付けられます。

6. (オプション) 出力グループの設計の完全を期すため、必要な字幕を指定します。

レンディショングループのビデオとオーディオのルール

• 動画と字幕はどちらもオプションです。
• ビデオエンコードは、複数のレンディショングループに関連付けることができます。例えば、ビデオ

高は Dolby オーディオと AAC オーディオの両方に関連付けることができます。レンディショングルー
プごとに個別のビデオエンコードを作成する必要はありません。

• 同じビデオに関連付けられているすべてのレンディショングループには、同じオーディオエンコードが
含まれている必要があります。例えば、AAC グループと Dolby グループの両方が高解像度ビデオエン
コードに関連付けられている場合、これらのグループには同じオーディオ言語 (多くの場合、英語、フ
ランス語、スペイン語) が含まれている必要があります。

• オーディオエンコードは、1 つのオーディオレンディショングループにのみ属することができます。
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• オーディオレンディショングループは、複数のビデオに関連付けることができます。例えば、Dolby グ
ループは、高解像度ビデオエンコードと低解像度ビデオエンコードに関連付けることができます。ビデ
オごとに個別のレンディショングループを作成する必要はありません。

ステップ 2: デフォルトと選択ルールを決定する
オーディオレンディショングループを計画する 2 番目の部分として、以下のことを指定する必要がありま
す。

• デフォルトであるレンディション (存在する場合)。
• デフォルト以外のレンディションに自動選択が機能する方法

この情報は、このメディアアセットを再生するクライアントプレーヤーに役立つ場合があります。

• クライアントプレーヤーがオーディオ設定 (スペイン語など) で構成されているが、その設定が利用でき
ない場合、プレーヤーはこの情報を使用してオーディオを選択できます。

• または、クライアントプレーヤーがオーディオ設定で構成されていない場合、クライアントプレーヤー
はこの情報を使用してオーディオを選択できます。

(クライアントプレーヤーで構成されている設定が利用できる場合、プレーヤーはこの情報を無視し、その
設定を選択します。)

デフォルトと自動選択の動作を決定するには

• レンディショングループのオーディオレンディションごとに、以下の表から動作を選択します。オー
ディオごとに異なる値を設定できます。

以下の表の行ごとに、異なる動作を説明しています。

特定のオーディオレンディショ
ンの値

クライアントプレーヤーの動作 HLS マニフェストでの表現

Alternate Audio (代替オー
ディオ)、Auto Select (自動選
択)、Default (デフォルト)

クライアントプレーヤーはこの
オーディオレンディションを選
択する必要があります。レン
ディショングループの 1 つの
オーディオレンディションのみ
をデフォルトとして設定する必
要があります。そのように設定
しないと、クライアントプレー
ヤーが予期しない動作をする可
能性があります。

EXT-X-MEDIA で
DEFAULT=YES、AUTOSELECT=YES
を設定

Alternate Audio (代替オー
ディオ)、Auto Select (自動選
択)、Not Default (デフォルト以
外)

クライアントプレーヤーはこの
オーディオレンディションを選
択する可能性があります。レン
ディショングループの任意の数

EXT-X-MEDIA で
DEFAULT=NO、AUTOSELECT=YES
を設定
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特定のオーディオレンディショ
ンの値

クライアントプレーヤーの動作 HLS マニフェストでの表現

のレンディションをこの方法で
設定できます。

Alternate Audio (代替オーディ
オ)、not Auto Select (自動選択
なし)

クライアントプレーヤーはこの
オーディオレンディションを選
択することはありません。レン
ディショングループの任意の数
のレンディションをこの方法で
設定できます。

EXT-X-MEDIA で
DEFAULT=NO、AUTOSELECT=NO
を設定

Audio-Only Variant Stream 
(オーディオのみのバリアント
ストリーム)

クライアントは、低帯域幅のシ
ナリオで、ビデオではなくオー
ディオのみのレンディションを
再生できます。

EXT-X-STREAM-INF

Example 1

この例では、クライアントプレーヤーが任意のレンディションを自動選択できるように、オーディオレン
ディショングループを設定します。また、クライアントプレーヤーでデフォルトが設定されていない場合
に備えて、レンディショングループにデフォルトのオーディオが必要です。

• 1 つのオーディオレンディションのみを Alternate Audio (代替オーディオ)、Auto Select (自動選
択)、Default (デフォルト) に設定します。

• 他のすべてのオーディオレンディションを Alternate Audio (代替オーディオ)、Auto Select (自動選
択)、Not Default (デフォルト以外) に設定します。

• オプションで、ビデオを配信できないほど帯域幅が低いときに再生されるオーディオレンディションが
ある場合、そのオーディオをオーディオレンディションのみのバリアントストリームに設定します。

Example 2

この例では、クライアントプレーヤーが特定のレンディションのみを自動選択できるように、オーディオ
レンディショングループを設定します。また、クライアントプレーヤーでデフォルトが設定されていない
場合に備えて、レンディショングループにデフォルトのオーディオが必要です。

• 1 つのオーディオレンディションのみを Alternate Audio (代替オーディオ)、Auto Select (自動選
択)、Default (デフォルト) に設定します。

• 他の一部のレンディションを Alternate Audio (代替オーディオ)、Auto Select (自動選択)、Not Default 
(デフォルト以外) に設定します。

• 他の一部のレンディションを Alternate Audio (代替オーディオ)、not Auto Select (自動選択なし) に設定
します。

• オプションで、ビデオを配信できないほど帯域幅が低いときに再生されるオーディオレンディションが
ある場合、そのオーディオをオーディオレンディションのみのバリアントストリームに設定します。

Example 3

この例では、クライアントプレーヤーが任意のオーディオレンディションを自動選択できるように、オー
ディオレンディショングループを設定します。レンディショングループにデフォルトのオーディオレン
ディションが必要ないため、クライアントプレーヤーは常にオーディオを自動選択します。

• すべてのオーディオレンディションを Alternate Audio (代替オーディオ)、Auto Select (自動選択)、Not 
Default (デフォルト以外) に設定します。
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• オプションで、ビデオを配信できないほど帯域幅が低いときに再生されるオーディオレンディションが
ある場合、そのオーディオをオーディオレンディションのみのバリアントストリームに設定します。

ステップ 3: ビデオ出力を作成する
HLS 出力グループにビデオを含めたい場合、各ビデオエンコードについてこの手順を実行します。

この手順では、コンソールのチャンネルページの HLS 出力グループの出力セクションで、以下のフィール
ドを使用します。

• [Output settings] (出力設定) - [HLS settings] (HLS 設定)
• [Output settings] (出力設定) - [HLS settings] (HLS 設定) - [Audio rendition sets] (オーディオレンディショ

ンセット)

ビデオ出力を作成するには

1. [HLS output group] (HLS 出力グループ) の [HLS outputs] (HLS 出力) で、[Add output] (出力の追加) を
選択します。[Settings] (設定) を選択して、その出力の [Outputs] (出力) ページを表示します。

2. [Outputs] (出力) ページで、以下のように設定します。

• [Stream settings] (ストリーミング設定) で、[Audio 1] (オーディオ 1)、[Remove audio] (オーディオ
の削除) の順に選択します。これで、出力にはビデオエンコードのみが含まれます。オーディオレ
ンディショングループを含む出力グループで、各ビデオエンコードがそれぞれビデオのみの出力に
含まれるようになります。

• 「動画ストリーム、オーディオストリーム、字幕ストリーム (エンコード) のフィールド (p. 213)」
の説明に従って、残りのストリーミング設定を定義します。

3. [Output settings] (出力設定) セクションに以下のように入力します。

• [HLS settings] (HLS 設定) で、必要に応じて [Standard hls] (標準 hls)または [Fmp4] を選択します。
• [Audio rendition sets] (オーディオレンディションセット) で、このビデオ出力に関連付けるオーディ

オレンディショングループの名前を入力します。この名前をまだ作成していなくてもかまいませ
ん。ビデオ出力を複数のグループに関連付けるには、カンマ区切りリストを入力します。例:

AAC group, DD group

ステップ 4: オーディオ出力を作成する
HLS 出力グループのオーディオエンコードごとに、以下の手順に従います。

この手順では、コンソールのチャンネルページの HLS 出力グループの出力セクションで、以下のフィール
ドを使用します。

• [Output settings] (出力設定) - [HLS settings] (HLS 設定)
• [Output settings] (出力設定) - [HLS settings] (HLS 設定) - [Audio track type] (オーディオトラックタイプ)
• [Output settings] (出力設定) - [HLS settings] (HLS 設定) - [Audio group ID] (オーディオグループ ID)
• [Output settings] (出力設定) - [HLS settings] (HLS 設定) - [Sample type] (サンプルタイプ)

各オーディオ出力を作成するには

1. [HLS output group] (HLS 出力グループ) の [HLS outputs] (HLS 出力) で、[Add output] (出力の追加) を
選択します。[Settings] (設定) を選択して、その出力の [Outputs] (出力) ページを表示します。

2. [Outputs] (出力) ページで、以下のように設定します。
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• [Stream settings] (ストリーミング設定) で、[Video 1] (ビデオ 1)、[Remove video] (ビデオの削除) の
順に選択します。これで、出力にはオーディオエンコードのみが含まれます。オーディオレンディ
ショングループを含む出力グループで、各オーディオエンコードがそれぞれ独自の出力に含まれる
ようになります。

• 残りのストリーミング設定を通常の方法で定義します。
3. [Output settings] (出力設定) セクションに以下のように入力します。

• [HLS settings] (HLS 設定) で、[Audio only hls] (オーディオのみの hls) を選択します。追加のフィー
ルドが表示されます。

• [Audio track type] (オーディオトラックタイプ) で、デフォルトを決定 (p. 385)したときにこのオー
ディオエンコードに設定した値を選択します。

• [Audio group ID] (オーディオグループ ID) に、このオーディオエンコードが属するレンディション
グループの名前を入力します。例えば、AAC group と入力します。オーディオエンコードは、1 つ
のレンディショングループにのみ属することができます。

• [Segment type] (セグメントタイプ) で、[AAC] を選択します。

[Audio only image] (オーディオのみのイメージ) は無視します。このフィールドはオーディオレンディ
ショングループには適用されません。

概要
これらのステップを実行すると、以下の出力が得られます。

• 2 つ以上のオーディオのみの出力。各出力は、[Audio group ID] (オーディオグループ ID) で指定したオー
ディオレンディショングループに属します。

• オプションで、1 つ以上のビデオ出力。各出力は、[Audio rendition sets] (オーディオレンディション
セット) で指定した 1 つ以上のオーディオレンディショングループに関連付けられます。

サンプルマニフェスト
このサンプルマニフェストには、以下の要素が含まれています。

• 2 つのビデオ出力。2 つの EXT-STREAM-IN 行 (この例では最後の 2 行) で指定されています。
• 最初のビデオ出力は低帯域幅です。AUDIO パラメータで指定されているように、その出力が audio1

に関連付けられています。
• 2 番目のビデオ出力は高帯域幅です。AUDIO パラメータで指定されているように、その出力が audio2

に関連付けられています。
• 4 つのオーディオ出力。TYPE=AUDIO となっている 4 つの EXT-X-MEDIA 行で指定されています。オー

ディオ出力ごとに、パラメータの値はチャンネルの各オーディオ出力の以下のフィールドから取得され
ます。
• Type は常に Audio です。
• GROUP-ID は、[Output Settings] (出力設定) セクションの [Audio group ID] (オーディオグループ ID) 

の値です。
• LANGUAGE は、[Stream Settings] (ストリーミング設定) セクションの [Language Code] (言語コード) 

の値です。
• NAME は、[Stream Settings] (ストリーミング設定) セクションの [Stream Name] (ストリーミング名) 

の値です。
• AUTOSELECT と DEFAULT は、[Output settings] (出力設定) セクションの [Alternate Audio Track Type]

(代替のオーディオトラックタイプ) の値です。
• URI は、出力グループの [Destination] (送信先) フィールドの値です。
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これらすべてのフィールドの詳細については、「the section called “ステップ 4: オーディオを作成す
る” (p. 387)」を参照してください。

• 2 つのオーディオレンディショングループ。オーディオレンディショングループには、マニフェストに
独自の行がありません。オーディオレンディショングループは、オーディオ行に GROUP-ID パラメータ
があることで暗黙に指定されています。

• 2 つの字幕ストリーミング。EXT-X-MEDIA となっている 2 つの TYPE=SUBTITLES 行で指定されてい
ます。

     
#EXTM3U
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="AAC group",LANGUAGE="eng",NAME="English",AUTOSELECT=YES,\ 
 DEFAULT=YES,URI="eng1/aac-en.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="AAC group",LANGUAGE="fre",NAME="français",AUTOSELECT=YES,
\ DEFAULT=NO,URI="fr1/aac-fr.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="DD group",LANGUAGE="eng",NAME="English",AUTOSELECT=YES,\ 
 DEFAULT=YES,URI="eng2/dd-en.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="DD group",LANGUAGE="fr",NAME="français",AUTOSELECT=YES,\ 
 DEFAULT=NO,URI="fr2/dd-fr.m3u8" 
             
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",LANGUAGE="eng",NAME="English",
DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,FORCED=NO,URI="sub-en.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="subs",LANGUAGE="fra",NAME="French",
DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,FORCED=NO,URI="sub-fr.m3u8" 
             
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=195023,CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2",AUDIO="AAC 
 group"
lo/prog-index.m3u8,SUBTITLES="subs",URI="curling-hi.m3u8"
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=591680,CODECS="avc1.42e01e,mp4a.40.2",AUDIO="DD 
 group"
hi/prog-index.m3u8,URI="curling-lo.m3u8"

AWS Elemental Link デバイスの使用
AWS Elemental Link は、カメラやビデオ制作機器などのライブビデオソースを接続するハードウェアデバ
イス MediaLiveです。AWS Elemental Link デバイスは、AWS が管理する安全な接続を介して AWS に接続
します。ハードウェアデバイスが接続されると、 MediaLive MediaLive 自動的にデバイスとして表示され
ます。次いで、 MediaLive このデバイスを使用する Elemental Link 入力を作成します。その後、入力を他
の入力と同じようにチャンネルに接続して使用できます。

AWS Elemental Link デバイスの購入については、「Elemental Appliances and Software」(Elemental アプ
ライアンスとソフトウェア) を参照してください。

用語の定義:

• AWS Elemental Link は、物理ハードウェアデバイスです。
• MediaLive デバイスは内部の AWS Elemental Link MediaLive の表現です。
• Elemental Link 入力は、入力タイプの 1 MediaLive つです。
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での AWS Elemental Link のセットアップ MediaLive

このセクションの残りの部分では、AWS Elemental Link ハードウェア、 MediaLive デバイス、および 
Elemental Link 入力の操作方法の概要について説明します。

トピック
• での AWS Elemental Link のセットアップ MediaLive (p. 390)
• AWS Elemental Link デバイスを入力として使用する (p. 390)
• デバイス、入力、チャンネルのルール (p. 391)
• AWS Elemental Link ネットワーク診断 (p. 391)

での AWS Elemental Link のセットアップ MediaLive
物理ハードウェアデバイスをセットアップし、 MediaLive デバイスをチャンネルの入力として使用する権
限を設定する必要があります。

ハードウェアデバイスをデプロイするには

1. AWS Elemental Link デバイスをセットアップしてインターネットに接続するには、パッケージに記載
されている手順を参照してください。

デバイスは工場出荷時に、デバイスの購入時に指定した AWS アカウントとリージョンに接続するよ
うに設定されます。

Note

デバイスをインターネットに接続すると、次のドメインにアクセスして接続を確認します。
これらのドメインへのアウトバウンドトラフィックは普通です。

• amazon.com
• aws.amazon.com

2. 管理者が、 MediaLive デバイスを使用するアクセス許可を持っていることを確認してください。 
MediaLive 次のようなアクションにアクセスする必要がありますUpdateInputDevice。詳細なリス
トについては、「デバイス」the section called “MediaLive” (p. 31) という用語を含むアクションを参
照して検索してください。

3. デバイスを別の AWS アカウントに転送する必要がある場合、「the section called “デバイスの移管に
ついて” (p. 586)」の手順に従います。

AWS Elemental Link デバイスを入力として使用する
AWS Elemental Link MediaLive デバイスからの入力を持つチャンネルを作成する予定のユーザーである場
合、このセクションをお読みください。

MediaLive と AWS Elemental Link は連携して次のように動作します。

• ハードウェアデバイスがセットアップされると (前のセクションで説明したように)、 MediaLive 
MediaLive デバイスが自動的に作成されます。このデバイスは、コンソール (p. 581)のデバイスのリス
トに表示されます。

• MediaLive 現在のリージョンに接続されているデバイスを表示するには MediaLive 、を参照してくださ
いthe section called “デバイス” (p. 581)。

期待しているデバイスが表示されない場合、デバイスが AWS アカウントに転送される処理中の可能性
があります。着信転送の受け入れ (p. 586)が必要になる場合があります。

• オプションで AWS Elemental Link MediaLive デバイスの配信ビットレートを調整し、使用するポートを
指定する場合を除いて、お客様がデバイスを設定する必要はありません。
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デバイスの微調整の詳細については、「the section called “デバイス” (p. 581)」を参照してください。
• チャンネルでデバイスを使用するには、Elemental Link 入力を作成し MediaLive、デバイスをソース

として指定します。詳細については、the section called “AWS Elemental Link ソース” (p. 81)およびthe 
section called “AWS Elemental Link 入力” (p. 126)を参照してください。

• Elemental Link 入力をチャンネルで使用する準備ができたら、任意の入力をアタッチするのと同じ方法
で、その入力をチャンネルにアタッチします。詳細については、「the section called “入力設定 - 動画セ
レクタ” (p. 173)」および「the section called “入力設定 - オーディオセレクタ” (p. 174)」を参照してくだ
さい。

通常、お客様がこの設定を行うのは、アップストリームシステムのオペレータが AWS Elemental Link 
デバイスの電源を入れ、デバイスをインターネットに接続して、ビデオストリームの送信を開始した後
です。それを待ってから入力を接続することで、アイドルの入力および実行中のチャンネルに対して料
金が発生するのを回避できます。

デバイス、入力、チャンネルのルール
• MediaLive 各デバイスから最大 4 つの Elemental Link 入力を作成できます。その後、各入力を別のチャ

ンネルにアタッチできます。

この方法で入力を設定する場合、 MediaLive デバイスはレプリケートされません。Mediaはまだ 1 
MediaLive つしかありませんが、そのデバイスは複数の個別入力のソースです。

• 1 つのチャンネルに最大 2 つの Elemental Link 入力をアタッチできます。Elemental Link 入力はプッ
シュ入力なので、各入力はチャンネル内のプッシュ入力の最大数にカウントされます。
• これら 2 つの Elemental Link 入力を 1 つの標準チャンネルに接続して、パイプラインの冗長性を実装

できます。
• これらのElemental Link 入力の一方または両方を入力切り替えワークフロー (p. 448)の一部として複

数入力チャンネルに含めることができます。

AWS Elemental Link ネットワーク診断
すべての AWS Elemental Link デバイスは、デバイスのオンボードユーザーインターフェイスからネット
ワーク診断テストを実行できます。この機能を使用して、デバイスのネットワーク構成、インターネット
への接続、ストリーミング機能のトラブルシューティングを行うことができますAWS。

ネットワーク診断テストは、デバイスの起動時に自動的に実行されます。デバイスのオンボードユーザー
インターフェイスを使用して、ネットワーク診断テストを手動で実行することもできます。

ネットワーク診断の概要
AWS Elemental Link デバイスでは、以下のテストが可能です。

• IP アドレス有効 — 設定した IP アドレスがデバイスに正常に適用されたことをテストします。
• ゲートウェイ対応 — テストして、現在設定されているゲートウェイへのデバイスの接続を確認します。
• DNS 解決 — ホスト名が構成済みの各 DNS サーバに解決されることを確認します。
• AWS接続 — デバイスと AWS の間に HTTPS 経由で接続を確立できるかどうかをテストします。
• タイムサーバー接続 — ポート123のネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用して、デバイスが内

部タイムクロックを同期できるかどうかをテストします。
• ストリーム接続 — ポート 2088 を使用して AWS にビデオパケットを送信するデバイスの能力をテスト

します。
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診断に加えて、ネットワークpingツールも利用できます。ネットワーク ping ツールを使用して、Link デバ
イスから IP アドレスに ping を送信できます。これは、追加のネットワークテストとトラブルシューティ
ングの手順として使用できます。

AWS Elemental リンクネットワーク診断の使用方法
ネットワーク診断には、デバイスのオンボードユーザーインターフェイスへの接続が必要です。デバイス
のパッケージに記載されている指示に従って、ユーザーインターフェイスに接続します。次の手順は、
ネットワーク診断テストについて説明します。

1. デバイスのオンボードユーザーインターフェイスに接続したら、左側のナビゲーションペインを探しま
す。

2. [ネットワーク診断] を選択します。
3. ネットワーク診断ページには、以前に実行されたすべてのテストのリストが表示されます。以前のテス

トを選択し、[テストの詳細を表示] ボタンを使用して以前のテスト結果を表示できます。
4. 新しいテストを開始するには、ページ上部の [診断テストの実行] ボタンを選択します。
5. ネットワーク診断テストが開始されます。しばらくすると、テストが完了します。
6. テスト情報ページが表示されます。このページには、デバイスに関するネットワーク情報が一覧表示さ

れ、テスト結果が表示されます。
7. テスト結果には、診断ごとにテスト合格またはテスト不合格が表示されます。テストが失敗した場合に

は、失敗の原因と可能なトラブルシューティングの手順が表示されます。
8. [戻る] ボタンを選択すると、[ネットワーク診断] ページに戻ることができます。

自動入力フェイルオーバーの実装
チャンネルの入力を設定する場合、2 つのプッシュ入力を入力フェイルオーバーペア (またはフェイルオー
バーペア) として設定できます。このように設定すると、アップストリームシステム内、またはアップス
トリームシステムとチャンネル間で障害が発生した場合のソースの回復性が得られます。

チャンネルを設定して、入力内の次の問題の 1 MediaLive つ以上を検出するように、チャンネルを設定で
きます。

• ブラックビデオ (ビデオ障害)- MediaLive 指定期間中にコンテンツが黒と見なされた場合、フェイルオー
バーを実行します。

• オーディオ無音 (オーディオ障害)- MediaLive 指定されたオーディオセレクタが指定期間中に無音の場
合、フェイルオーバーを実行します。

入力ペアの各入力は、コンテンツをチャンネルに提供します。入力の 1 つはアクティブ入力で、もう 1 つ
はスタンバイ状態です。 MediaLive 常に切り替える準備ができているように両方の入力を取り込みます
が、通常はスタンバイ入力を直ちに破棄します。アクティブな入力に障害が発生すると、 MediaLive はた
だちにフェイルオーバーし、スタンバイ入力から処理を破棄するのではなく、スタンバイ入力から処理を
開始します。

Note

自動入力フェイルオーバーを実装する前に、チャンネルの回復性の別の形式であるパイプライン
の冗長性 (p. 497)についてお読みください。これらの機能の一方または両方を実装することもで
きます。

トピック
• 単一パイプラインチャンネルでの自動入力フェイルオーバー (p. 393)
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• 標準チャンネルでの自動入力フェイルオーバー (p. 395)
• CDI 入力による自動入力フェイルオーバーの設定 (p. 397)
• MediaConnect 入力による自動入力フェイルオーバーの設定 (p. 398)
• RTMP および RTP 入力による自動入力フェイルオーバーの設定 (p. 400)
• フェイルオーバーペアの役割の変更 (p. 402)
• チャンネルの開始 (p. 402)
• フェイルオーバーを手動で強制する (p. 402)
• 自動入力フェイルオーバおよび入力スイッチング (p. 403)

単一パイプラインチャンネルでの自動入力フェイル
オーバー
単一パイプラインチャンネルに自動入力フェイルオーバー (AIF) を実装して、アップストリームシステム
または、 MediaLiveアップストリームにあるネットワーク接続の障害からチャンネルを保護できます。

プッシュ入力では自動入力フェイルオーバーを実装できますが、プル入力には実装できません。

チャンネルは 3 つを超えるプッシュ入力を持てないことに留意してください。つまり、次のいずれかのシ
ナリオを実装できます。

• チャンネルに 1 つのプッシュ入力を設定し、その入力について自動入力フェイルオーバーを実装できま
す。

• チャンネルに 2 つのプッシュ入力を設定できます。この場合、作成した Push 入力の数が最大であるた
め、どちらの入力でも AIF を実行できません。

Note

シングルおよびスタンダードという用語の使用に注意してください。入力は標準クラスです。
チャンネルはシングルパイプラインです。

使用方法
選択したプッシュ入力について自動入力フェイルオーバーを実装するには、2 つの標準クラス入力を通常
の方法で作成します。チャンネルを作成するときは、これら 2 つの入力を接続し、フェイルオーバーペア
として設定します。これらのステップは両方とも、このトピックの後の設定セクションで説明します。

チャンネルを開始すると、チャンネルは両方の入力からコンテンツを取り込みます。この図では、 
MediaLive入力の赤い線が両方の入力を取り込んでいることを示しています。ただし、処理の対象として
チャンネルパイプラインに入る入力は 1 つ (例えば、下の図の青い入力) のみです。もう一方の入力 (黄色
の入力) は取り込まれますが、すぐに破棄されます。パイプラインは、通常の方法で、ダウンストリーム
システムに対して 1 つの出力を生成します。

次の図に示すように、コンテンツソースには 2 つのインスタンスがあります。
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障害処理
失敗した場合、動作は次のようになります。

• 最初の入力のアップストリームに障害が発生すると、自動入力フェイルオーバーが発生します。チャン
ネルは、既に取り込まれている 2 番目の入力の黄色のパイプラインに直ちにフェイルオーバーします。
チャンネルがフェイルオーバーし、その入力の処理を開始します。チャンネルパイプラインや出力に中
断はありません。

• チャンネルパイプライン (パイプライン 0 など) に障害が発生した場合、 MediaLive 出力の生成を停止
します。入力を切り替えても、問題は入力ではなくパイプラインにあるため、この失敗には役立ちませ
ん。

この図は、最初の入力のアップストリームに障害が発生した後のフローを示しています。 MediaLive 2 番
目の入力にフェイルオーバーしました。
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標準チャンネルでの自動入力フェイルオーバー
標準チャンネルに自動入力フェイルオーバーを実装して、アップストリームシステムまたは、 MediaLive
アップストリームにあるネットワーク接続の障害からチャンネルを保護できます。

プッシュ入力では自動入力フェイルオーバーを実装できますが、プル入力には実装できません。

チャンネルは 3 つを超えるプッシュ入力を持てないことに留意してください。つまり、次のいずれかのシ
ナリオを実装できます。

• チャンネルには 2 つのプッシュ入力を設定できますが、それらの入力に自動入力フェイルオーバーを実
装することはできません。

• チャンネルに 1 つのプッシュ入力を設定でき、その入力について自動入力フェイルオーバーを実装でき
ます。

使用方法
選択したプッシュ入力について自動入力フェイルオーバーを実装するには、2 つの標準クラス入力を通常
の方法で作成します。チャンネルを作成するときは、これら 2 つの入力を接続し、フェイルオーバーペ
アとして設定します。これらのステップは両方とも、このトピックの後の設定セクションで説明していま
す。

チャンネルを開始すると、 MediaLive 両方の入力からコンテンツを取り込みます。そのため、（図の赤い
線で示されているように）4つのソースが取り込まれます。ただし、最初の入力のコンテンツだけがチャン
ネルパイプラインに送られます。青いパイプラインのコンテンツはパイプライン 0 になります。緑のパイ
プラインのコンテンツはパイプライン 1 になります。

パイプラインは、通常の方法で、ダウンストリームシステムに対して 2 つの出力を生成します。ダウンス
トリームシステムは、1 つのパイプラインを処理し、もう一方のパイプラインを無視することを選択しま
す。
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障害処理

障害シナリオ 1

通常の処理が進行中で、アクティブ入力のパイプライン 0 に障害が発生した場合、パイプラインの冗長性
の復旧動作が発生します。

• チャンネルはすぐに2番目の入力 (既に取り込まれている) のパイプライン 0 にフェイルオーバーし、そ
の入力の処理を開始します。チャンネルは、パイプライン 0 の黄色の線とパイプライン 1 の緑の線を処
理します。(したがって、パイプライン 1 には変更はありません)。出力は影響を受けません。

• ダウンストリームシステムは、問題の前に選択したパイプラインからの出力を処理し続けます。ダウン
ストリームシステムは、パイプライン 0 の障害の影響を受けません。
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障害シナリオ 2
通常の処理が進行中で、最初の入力のアップストリームに障害が発生した場合、自動入力フェイルオー
バーが発生します。

• チャンネルはすぐに2番目の入力 (既に取り込まれている) にフェイルオーバーし、その入力の処理を開
始します。黄色の線はパイプライン 0、パイプライン 1 のピンクのラインで処理されます。出力は影響
を受けません。

• ダウンストリームシステムは、問題の前に選択したパイプラインからの出力を処理し続けます。ダウン
ストリームシステムは、最初の入力の障害の影響を受けません。

CDI 入力による自動入力フェイルオーバーの設定
CDI 入力と RTP 入力を自動入力フェイルオーバーで使用するには、アップストリームシステムが正しい方
法でソースを提供していることを確認し、入力とチャンネルを特定の方法で設定する必要があります。

Note

このセクションでは、「入力の作成 (p. 588)」と「チャンネルの作成 (p. 164)」で説明している
一般的なチャンネルの作成手順を理解しているものとします。

入力フェイルオーバーペアの入力を計画するには

1. コンテンツの適切な数のソースを提供するために、アップストリームシステムとともにアレンジして
ください。

• 単一のパイプラインチャンネルで自動入力フェイルオーバーを設定する場合は、2 つのソース、つ
まり入力ごとに 1 つずつが必要です。

• 標準チャンネルで自動入力フェイルオーバーを設定する場合は、4 つのソース、つまり入力ごとに 
2 つずつが必要です。

2. アップストリームシステムでパスが正しく設定されていることを確認します。最初の入力は、2 番目
の入力と比較して MediaLive、異なるネットワークパスを持つ必要があります。 MediaLive このルー
ルを強制することはできませんが、自動入力フェイルオーバーのポイントは、ソースが異なるパス
を介して到着するということです。そうでない場合、ルートに障害が発生すると、両方の入力が失敗
し、冗長性は実現されません。

3. ソースの入力タイプが CDI であることを確認してください。
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4. すべてのソースにまったく同じ動画、オーディオ、字幕、メタデータが含まれていることを確認しま
す。

入力フェイルオーバーペアの入力を作成するには

• 2 つのパートナー CDI 入力のセットを作成します。the section called “[CDI input] (CDI 入力) — パー
トナー CDI 入力” (p. 125) を参照してください。

2 つの独立した CDI 入力を作成する通常の手順に従わないでください。これら 2 つの入力をフェイル
オーバーペアとして設定することはできません。

入力をチャンネルにアタッチするには

1. プライマリ入力として設定するパートナー CDI 入力を決定します。
2. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Input attachments] (入力アタッチ) セクションで、通常

の手順に従ってプライマリ入力をアタッチします。現時点では、Automatic input failover settings (自
動入力フェイルオーバーの設定) は無視してください。

全般設定、特にセレクタをセットアップすることを忘れないでください。
3. 前のステップと同じ手順に従って、パートナー入力をアタッチします。
4. [Input attachments] (入力アタッチ) セクションの入力アタッチのリストで、アタッチした最初の入力

を選択します。

アタッチした最初の入力を選択する必要があります。もう 1 つのパートナー入力を選択すると、自動
入力フェイルオーバーを有効にできません。

5. [Automatic input failover settings] (自動入力フェイルオーバー設定) セクションで、[Enable automatic 
input failover settings] (自動入力フェイルオーバーの設定を有効にする) を選択します。このフィール
ドを有効にすると、入力アタッチのリスト内で、この入力に [Primary] (プライマリ) というラベルが付
けられます。

6. [Secondary input] (セカンダリー入力) で、パートナー入力を選択します。パートナー入力は、リスト
内の唯一の入力です。入力がリストされていない場合は、パートナー入力の作成を忘れています。今
すぐ作成します (p. 125)。

7. [Input preference] (入力の設定) で、必要なオプションを選択します。このフィールドは、 MediaLive 
がセカンダリ入力に切り替わり、プライマリ入力が再び正常になったときの動作を制御します。

• MediaLive EQUAL_INPUT_PREFERENCE — は、セカンダリ入力に残ります。プライマリ入力は引
き続き処理されますが、アクティブではありません。

• PRIMARY_INPUT_PREFERENCE — MediaLive プライマリ入力に切り替わります。プライマリ入
力がアクティブな入力になります。

8. フェイルオーバー条件の場合は、 MediaLive 入力損失の特定に使用したい条件を有効にします。
フィールドには、条件の仕組みを説明するヘルプが含まれています。

MediaConnect 入力による自動入力フェイルオーバー
の設定
MediaConnect 自動入力フェイルオーバーで入力を使用するには、入力とチャンネルの両方を特定の方法
で設定する必要があります。

Note

このセクションで説明する内容は、「 MediaConnect 入力の作成」と「チャンネルの作
成 (p. 133)」で説明している一般的なチャンネルの作成手順を理解していることを前提としてい
ます (p. 164)。
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入力フェイルオーバーペアの入力を計画するには

1. MediaConnect で作成する必要のあるフローを特定します。

• 単一入力チャンネルで自動入力フェイルオーバーを設定する場合は、2 つのフロー、つまり入力ご
とに 1 つずつが必要です。

• 標準チャンネルで自動入力フェイルオーバーを設定する場合は、4 つのフロー、つまり入力ごとに 
2 つずつが必要です。

2. すべてのフローにまったく同じ動画、オーディオ、字幕、メタデータが含まれていることを確認しま
す。

MediaConnect 標準チャンネルにフローを作成するには

4 つのフロー、プライマリ入力に 2 つ、セカンダリ入力に 2 つのフローを作成する必要があります。

• 次のように、the section called “ステップ 2: 入力を作成する” (p. 133) の手順を使用します。

正しいアベイラビリティーゾーンでフローを設定していることを確認します。プライマリ入力の 2 つ
のフローが A と B であり、セカンダリ入力の 2 つのフローが C と D であると仮定します。

• フロー A はアベイラビリティーゾーン X にある必要があります。
• フロー B はアベイラビリティーゾーン Y にある必要があります。
• フロー C はアベイラビリティーゾーン X にある必要があります。
• フロー D はアベイラビリティーゾーン Y にある必要があります。

チャンネルの起動時に、 MediaLive フローを次のように設定します。

• フロー A はパイプライン 0 に接続します。
• フロー C はパイプライン 0 に接続します。

• フロー B はパイプライン 1 に接続します。
• フロー D はパイプライン 1 に接続します。

これらの接続の結果、パイプライン 0 のアクティブな入力は、最初はアベイラビリティーゾーン X か
らのものです。パイプライン 1 のアクティブな入力は、最初はアベイラビリティーゾーン Y からのも
のです。1 つのアベイラビリティーゾーンに障害が発生した場合、影響を受けるパイプラインは 1 つ
だけです。障害シナリオの詳細については、「the section called “フェイルオーバーとフェイルバック
のシナリオ” (p. 402)」を参照してください。

MediaConnect 単一パイプラインチャンネルにフローを作成するには

入力ごとに 1 つずつ、2 つのフローを作成する必要があります。

• 次のように、the section called “ステップ 2: 入力を作成する” (p. 133) の手順を使用します。

同じアベイラビリティーゾーンでフローを設定していることを確認します。2 つの入力は、チャンネ
ル内の単一パイプラインへの 2 つのパスを提供します。フローの 1 つがコンテンツの送信に失敗する
と、その入力は失敗し、 MediaLive 他の入力に切り替わります。

入力フェイルオーバーペアの入力を作成するには

1. the section called “ステップ 2: 入力を作成する” (p. 133) の手順に従って、適切なタイプの入力を 1 つ
作成します。
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• 標準チャンネルでは、2 つのソースで入力を設定します。フロー A と B をこの入力に接続します。
• 単一パイプラインチャンネルでは、1 つのフローで入力を設定します。
• 入力に primary input のような名前を付けます。

2. 同じ方法で 2 番目の入力を作成します。

• 標準チャンネルでは、2 つのソースで入力を設定します。フロー C および D をこの入力に接続しま
す。

• 単一パイプラインチャンネルでは、1 つのフローで入力を設定します。
• 入力に secondary input のような名前を付けます。

入力をチャンネルにアタッチするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Input attachments] (入力アタッチ) セクションで、通常
の手順に従ってプライマリ入力をアタッチします。現時点では、Automatic input failover settings (自
動入力フェイルオーバーの設定) は無視してください。

2. 同じ手順に従って、セカンダリ入力を接続します。
3. [Input attachments] (入力アタッチ) セクションの入力アタッチのリストで、アタッチした最初の入力

を選択します。
4. [Automatic input failover settings] (自動入力フェイルオーバー設定) セクションで、[Enable automatic 

input failover settings] (自動入力フェイルオーバーの設定を有効にする) を選択します。このフィール
ドを有効にすると、入力アタッチのリスト内で、この入力に [Primary] (プライマリ) というラベルが付
けられます。

5. [Secondary input] (セカンダリー入力) で、セカンダリ入力を選択します。(これを行うと、この入力は
アタッチメントのリストで [セカンダリ] とラベル付けされます)。

6. [Input preference] (入力の設定) で、必要なオプションを選択します。このフィールドは、 MediaLive 
がセカンダリ入力に切り替わり、プライマリ入力が再び正常になったときの動作を制御します。

• MediaLive EQUAL_INPUT_PREFERENCE — は、セカンダリ入力に残ります。プライマリ入力は引
き続き処理されますが、アクティブではありません。

• PRIMARY_INPUT_PREFERENCE — MediaLive プライマリ入力に切り替わります。プライマリ入
力がアクティブな入力になります。

7. フェイルオーバー条件の場合は、 MediaLive 入力損失の特定に使用したい条件を有効にします。
フィールドには、条件の仕組みを説明するヘルプが含まれています。

RTMP および RTP 入力による自動入力フェイルオー
バーの設定
RTMP プッシュ入力と RTP 入力を自動入力フェイルオーバーで使用するには、アップストリームシステ
ムが正しい方法でソースを提供していることを確認し、入力とチャンネルを特定の方法で設定する必要が
あります。

Note

このセクションでは、「入力の作成」 (p. 588)と「チャンネルの作成」 (p. 164)で説明している
一般的なチャンネルの作成手順を理解しているものとします。

入力フェイルオーバーペアの入力を計画するには

1. コンテンツの適切な数のソースを提供するために、アップストリームシステムとともにアレンジして
ください。
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• 単一入力チャンネルで自動入力フェイルオーバーを設定する場合は、2 つのソース、つまり入力ご
とに 1 つずつが必要です。

• 標準チャンネルで自動入力フェイルオーバーを設定する場合は、4 つのソース、つまり入力ごとに 
2 つずつが必要です。

2. アップストリームシステムでパスが正しく設定されていることを確認します。最初の入力は、2 番目
の入力と比較して MediaLive、異なるネットワークパスを持つ必要があります。 MediaLive このルー
ルを強制することはできませんが、自動入力フェイルオーバーのポイントは、ソースが異なるパス
を介して到着するということです。そうでない場合、ルートに障害が発生すると、両方の入力が失敗
し、耐障害性は実現されません。

3. ソースの入力タイプが同じであることを確認してください。例えば、2 つの RTMP 入力があります。
4. すべてのソースにまったく同じ動画、オーディオ、字幕、メタデータが含まれていることを確認しま

す。

入力フェイルオーバーペアの入力を作成するには

1. the section called “入力” (p. 587) の手順に従って、適切なタイプの入力を 1 つ作成します。例え
ば、1 つの RTMP 入力です。

• 標準チャンネルでは、2 つのソースで入力を設定します。
• 単一パイプラインチャンネルでは、1 つのソースで入力を設定します。
• 入力に primary input のような名前を付けます。

2. 同じタイプの 2 番目の入力を作成します。ステップ 1 と同じ方法で入力を作成します。

入力に secondary input のような名前を付けます。

入力をチャンネルにアタッチするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Input attachments] (入力アタッチ) セクションで、通常
の手順に従ってプライマリ入力をアタッチします。現時点では、Automatic input failover settings (自
動入力フェイルオーバーの設定) は無視してください。

2. 同じ手順に従って、セカンダリ入力を接続します。
3. [Input attachments] (入力アタッチ) セクションの入力アタッチのリストで、アタッチした最初の入力

を選択します。
4. [Automatic input failover settings] (自動入力フェイルオーバー設定) セクションで、[Enable automatic 

input failover settings] (自動入力フェイルオーバーの設定を有効にする) を選択します。このフィール
ドを有効にすると、入力アタッチのリスト内で、この入力に [Primary] (プライマリ) というラベルが付
けられます。

5. [Secondary input] (セカンダリー入力) で、セカンダリ入力を選択します。(これを行うと、この入力は
アタッチメントのリストで [セカンダリ] とラベル付けされます)。

6. [Input preference] (入力の設定) で、必要なオプションを選択します。このフィールドは、 MediaLive 
がセカンダリ入力に切り替わり、プライマリ入力が再び正常になったときの動作を制御します。

• MediaLive EQUAL_INPUT_PREFERENCE — は、セカンダリ入力に残ります。プライマリ入力は引
き続き処理されますが、アクティブではありません。

• PRIMARY_INPUT_PREFERENCE — MediaLive プライマリ入力に切り替わります。プライマリ入
力がアクティブな入力になります。

7. フェイルオーバー条件の場合は、 MediaLive 入力損失の特定に使用したい条件を有効にします。
フィールドには、条件の仕組みを説明するヘルプが含まれています。
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フェイルオーバーペアの役割の変更
2 つの入力の役割を逆にして、プライマリ入力がセカンダリ入力になるようにすることができます。

入力の役割を反転するには

1. 入力アタッチメントのリストから、アタッチした最初の入力を選択します。
2. [Automatic input failover settings] (自動入力フェイルオーバー設定) セクションで、[Disable automatic 

input failover settings] (自動入力フェイルオーバーの設定を無効にする) を選択します。
3. 2 番目の入力を選択し、[Disable automatic input failover settings] (自動入力フェイルオーバーの設定を

無効にする) を選択します。2 番目の入力がプライマリ入力になります。

チャンネルの開始
通常の方法でチャンネルを開始します。 MediaLive チャンネルを開始すると、この動作に従います。

• 入力アタッチメントリストに入力フェイルオーバーペアだけが含まれている場合は、 MediaLive プライ
マリ入力から始まり、プライマリ入力は常にアタッチメントの先頭に表示されます。

• 最初の入力でも、常にスケジュールを使用するようにチャンネルを設定している場合は、 MediaLive ス
ケジュールの最初の入力から開始します。この入力には、任意の入力を指定できます。

• 起動時の動作を制御するチャンネルを設定していない場合 (推奨されません)、 MediaLive 入力アタッチ
メントリストの最初の入力から開始します。

フェイルオーバーとフェイルバックのシナリオ
フェイルオーバーは、次のルールに従います。

• アクティブな入力が 3 秒間異常な場合は、 MediaLive はもう一方の入力に切り替わります。

Input preference 設定が EQUAL_INPUT_PREFERENCEの場合、手動で他の入力に切り替えることもでき
ます。アクティブな入力が不安定であると思われる場合など、手動で切り替えると便利です。the section 
called “フェイルオーバーを手動で強制する” (p. 402) を参照してください。

フェイルバックは、次のルールに従います。

• 異常な入力が 30 秒以上再び正常になると、正常とマークされます。

入力が正常になると、 MediaLive 自動的に正常な入力に切り替わります。

• 現在アクティブな入力が 2 次入力の場合、 MediaLive は現在の入力にとどまるか (Input preference
設定が EQUAL_INPUT_PREFERENCE の場合)、プライマリ入力に切り替わります (Input preference
がPRIMARY_INPUT_PREFERENCE の場合)。

• アクティブな入力がプライマリ入力である場合、その入力は常に入力にとどまります。

フェイルオーバーを手動で強制する
手動フェイルオーバー用の自動入力フェイルオーバーを設定できます。

フェイルオーバーペアの内容は同一であることに留意してください。したがって、特定の理由でのみ切り
替えます。例:
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• アクティブな入力が低下しているように思えるかもしれませんが、 MediaLive はまだ他の入力にフェイ
ルオーバーする決定をしていません。

• 現在アクティブな入力に対して、ネットワーク上でメンテナンスを実行することもできます。

入力ペアの 2 つの入力を切り替えるには

1. 手動で入力を切り替える必要があると思われる場合は、フェイルオーバーペアを設定するとき
に、[Input preference] (入力設定) を [EQUAL_INPUT_PREFERENCE] に設定します。「the section 
called “設定 : その他の入力” (p. 400)」または「the section called “セットアップ: MediaConnect 入
力” (p. 398)」を参照してください。

2. 手動で切り替えるには、通常の方法でスケジュールに入力切り替えアクションを作成 (p. 245)しま
す。

入力を別の入力に切り替えるように設定し、[Start Type] (開始タイプ) を [Immediate] (即時) に設定し
ます。

自動入力フェイルオーバおよび入力スイッチング
自動入力フェイルオーバーを実装しても、入力スイッチングを実装できます。

Note

このセクションでは、「the section called “アクションの作成” (p. 245)」で説明している一般的な
チャンネルの作成手順を理解しているものとします。

自動入力フェイルオーバーでは、デプロイには、チャンネルのプッシュ入力のクォータを使い続ける入力
フェイルオーバーペアが含まれます。チャンネルにプッシュ入力をさらにアタッチすることはできませ
ん。しかし、さらに多くのプル入力を接続できるので、スケジュールを使用して、入力切替に適した複数
入力チャンネルを設定できます。以下の切り替えを実行できます。

• プル入力から別のプル入力へ。
• プル入力からフェイルオーバーペアのいずれかの入力へ。
• プライマリ入力またはセカンダリ入力からプル入力へ。

字幕の使用
ソースを取り込むときに字幕を抽出し、同じ形式または異なる形式で出力に含めるように AWS Elemental 
MediaLive チャンネルを設定できます。出力には複数の字幕を含めることができます。例えば、複数の言
語の字幕を含めることができます。ソース字幕アセットを取り込んで、1 つの出力で 1 つの形式に、別の
出力で別の形式に変換できます。

AWS Elemental MediaLive チャンネルの字幕の設定を行います。

デフォルトでは、AWS Elemental MediaLive は字幕を一切取り込みません (動画に埋め込まれている字幕
も取り込まれません)。取り込む字幕と出力する字幕を明示的に識別する必要があります。

Note

この字幕セクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているように、チャ
ンネルを作成する一般的な手順に精通していることを前提としています。また、チャンネルの作
成 (入力とチャンネルの関連付けを含む) を開始していることを前提とします。

トピック
• サポートされている機能  (p. 404)
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• 一般的なシナリオ (p. 407)
• 字幕の設定 (p. 409)
• 例 (p. 419)

サポートされている機能
このセクションでは、AWS Elemental MediaLive がサポートするさまざまな字幕機能について説明しま
す。

トピック
• サポートされる形式  (p. 404)
• 出力コンテナでの形式のサポート (p. 404)
• OCR 変換を使用する出力の制約 (p. 404)
• 複数の言語のサポート (p. 405)
• 出力字幕でのフォントスタイルのサポート (p. 405)

サポートされる形式
AWS Elemental MediaLive は、入力と出力でそれぞれ固有の形式をサポートしています。サポートされて
いる字幕形式、およびそれらの形式を定義する規格を示した表については、「the section called “サポート
される形式” (p. 343)」を参照してください。この表では、その形式が入力、出力、またはそれらの両方で
サポートされているかを示しています。

出力コンテナでの形式のサポート
出力に特定の形式の字幕を含めることができるかどうかは、いくつかの要因によって決まります。

• 入力コンテナのタイプ – 指定した入力コンテナに目的の字幕の形式があるかどうか。
• 入力字幕の形式 – 指定した字幕の形式を目的の形式に変換できるかどうか。
• 出力コンテナのタイプ – 指定した出力コンテナが目的の字幕形式をサポートしているかどうか。

例えば、入力コンテナが MP4 コンテナ、出力が HLS である場合、HLS 出力に WebVTT 字幕を含める必
要があります。MP4 コンテナが 608 埋め込み字幕を保持している場合にのみ、このユースケースを実装で
きます。例えば、MP4 コンテナが補助字幕を保持している場合は、実装できません。

サポートされている入力コンテナ、入力形式、および出力コンテナのあらゆる組み合わせの詳細について
は、「the section called “字幕: サポートされる形式” (p. 343)」を参照してください。

OCR 変換を使用する出力の制約
MediaLive 次のシナリオで OCR (光学文字認識) 技術を使用します。

• 入力字幕は、DVB-Sub または SCTE-27 です。
• 出力字幕は WebVTT 形式です

サポートされている言語での制約

OCR 変換では、言語ライブラリが使用されます。言語ライブラリは、変換の重要な要素です。このツール
は、単語を文字単位で認識するのではなく、文字列を辞書と照合して変換するので、変換速度が上がりま
す。 MediaLive 正しいライブラリを選択できるように、キャプションソースの言語を指定する必要があり
ます。字幕の言語と一致しない言語を選択すると、変換精度が低下します。

404



MediaLive ユーザーガイド
サポートされている機能 

MediaLive 現在 6 つの言語のライブラリが含まれている。つまり、 MediaLive 次のソース言語でのみOCR
変換を実行できる。

• オランダ語
• 英語
• フランス語
• ドイツ語

• ポルトガル語
• スペイン語

1 つの入力の言語数の制約

OCR 変換は、他の字幕変換よりも多くの処理リソースを使用します。したがって、各入力におい
て、OCR 変換を使用する字幕セレクタを最大 3 つまで作成できます。

次のルールが適用されます。

• 指定された形式が DVB-SUB または SCTE-27 の場合、セレクタは OCR 変換を使用し、セレクタを使用
する少なくとも 1 つの出力エンコードが WebVTT エンコード (p. 415)になります。

• 例えば、セレクタが SMPTE-TT エンコードでのみ使用される場合、DVB-Sub または SCTE-27 セレク
タは OCR 変換を使用しません (制限にはカウントされません)。

• セレクタが複数の WebVTT エンコード (2 つの出力グループなど) で使用されている場合、セレクタは制
限に対して一度だけカウントされます。

複数の言語のサポート
ソースに複数の言語の字幕が含まれる場合、以下のように出力に複数の言語を含めることができます。

• 埋め込みのパススルー – いずれの埋め込みソース形式でも、出力形式として埋め込みを指定した場合
は、入力に含まれるすべての言語が出力に含まれます。いずれの言語も削除することはできません。

• 埋め込み (入力) - 別の形式 (出力) – いずれの埋め込みソース形式でも、「埋め込み (入力) - 別の形式 (出
力)」を設定する場合、どの言語を抽出して出力に含めるかを指定できます。

• [Teletext passthrough] (テレテキストパススルー) – テレテキストソースがあって出力としてテレテキス
トを指定した場合、すべての言語 (ページ) が出力に含まれます。いずれの言語も取り除くことはできま
せん。実際、テレテキストコンテンツ全体が出力に含まれます。いずれのページも取り除くことはでき
ません。さらに、テレテキストのパススルーは TS 出力でのみサポートされています。

• [Teletext conversion] (テレテキスト変換) — テレテキストソースがあり、出力に別の形式を使用する場
合は、入力から抽出する言語と出力に含める言語を指定できます。

• ARIB のパススルー – ARIB ソースの場合、唯一可能な出力は ARIB です。入力に含まれるすべての言語
が出力に含まれます。いずれの言語も取り除くことはできません。

• その他の組み合わせ – 他のすべてのソースでは、ソース形式と出力形式に関係なく、入力から抽出する
言語と出力に含める言語を常に指定します。

出力字幕でのフォントスタイルのサポート
シナリオに応じて、出力字幕のフォントスタイルには以下の 3 つの可能性があります。

• フォントのスタイル (色、アウトライン、背景色など) を指定できます。
• 入力のフォントスタイルはパススルーされます。
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• フォントスタイルは常にダウンロードストリームプレーヤーによって制御されます。

この章の後半の手順では、フォントスタイルの設定方法について説明します。出力される字幕のスタイル
設定は、入力側 (p. 409)、出力側 (p. 416)、または両側について設定することができます。

フォントスタイルオプション

ソース字幕 出力字幕 フォントスタイルのオプション

ARIB ARIB なし。入力のフォントスタイル
は自動的に出力に渡されます。

サポートされている字幕形式 焼き付け 出力のフォントスタイルを指
定できます。スタイルを指定
しない場合は、AWS Elemental 
MediaLive のデフォルトが使用さ
れます。

DVB-Sub DVB-Sub なし。入力のフォントスタイル
は自動的に出力に渡されます。

サポートされている字幕形式 DVB-Sub 出力のフォントスタイルを指
定できます。スタイルを指定
しない場合は、AWS Elemental 
MediaLive のデフォルトが使用さ
れます。

埋め込みの組み合わせ 
(埋め込み、埋め込み + 
SCTE-20、SCTE-20 + 埋め込み)

EBU-TT-D スタイル情報の一部を指定し、
入力字幕から情報の一部を取
得できます。または、スタイル
データなしで字幕を設定するこ
ともできます。

テレテキスト EBU-TT-D スタイル情報の一部を指定し、
入力字幕から情報の一部を取
得できます。または、スタイル
データなしで字幕を設定するこ
ともできます。

テレテキスト テレテキスト なし。入力のフォントスタイル
は自動的に出力に渡されます。

埋め込みの組み合わせ 
(埋め込み、埋め込み + 
SCTE-20、SCTE-20 + 埋め込み)

TTML フォント情報をソースから出力
にコピーするように設定できま
す。

テレテキスト TTML フォント情報をソースから出力
にコピーするように設定できま
す。

埋め込みの組み合わせ 
(埋め込み、埋め込み + 
SCTE-20、SCTE-20 + 埋め込み)

WebVTT ソースから出力に色と位置スタ
イル情報を渡すように設定でき
ます。または、スタイルデータ
なしで字幕を設定することもで
きます。

テレテキスト WebVTT ソースから出力に色と位置スタ
イル情報を渡すように設定でき
ます。または、スタイルデータ
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ソース字幕 出力字幕 フォントスタイルのオプション
なしで字幕を設定することもで
きます。

その他 その他 コントロールなし: フォントスタ
イルは常にダウンロードプレー
ヤーによって決定されます。

一般的なシナリオ
次にサンプルのユースケースをいくつか示します。ユースケースは、複雑さの低いものから順に並べられ
ています。これらは、 MediaLive の多くの機能を説明するために紹介します。

トピック
• ユースケース A: 1 つの入力形式を 1 つの出力形式に引き渡す (変換なし) (p. 407)
• ユースケース B: 1 つの入力形式を 1 つの出力で 1 つの別の形式に変換する  (p. 407)
• ユースケース C: 1 つの入力形式を出力ごとに 1 つの別の形式に変換する (p. 408)
• ユースケース D: 1 つの字幕出力を複数のビデオエンコードで共有する (p. 408)

ユースケース A: 1 つの入力形式を 1 つの出力形式に引き渡す (変
換なし)
入力が 1 つの形式の字幕と複数の言語で設定されています。出力で形式を維持し、1 タイプの出力のみを
生成し、その出力にすべての言語を含めるとします。

例えば、入力に英語とフランス語の埋め込み字幕が含まれているとします。英語とフランス語の両方の埋
め込み字幕を含む HLS 出力を生成するとします。

ユースケース B: 1 つの入力形式を 1 つの出力で 1 つの別の形式
に変換する
入力が 1 つの形式の字幕と複数の言語で設定されています。出力で字幕を別の形式に変換するとしま
す。1 形式のみの出力を生成し、その出力にすべての言語を含めるとします。

例えば、入力にドイツ語とフランス語の埋め込み字幕が含まれているとします。字幕を DVB-Sub に変換
し、これらの両方の言語の字幕を UDP 出力に含めるとします。
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ユースケース C: 1 つの入力形式を出力ごとに 1 つの別の形式に
変換する
入力が 1 つの形式の字幕と複数の言語で設定されています。いくつかのタイプの出力を作成し、各出力で
字幕を異なる形式に変換するが、すべての言語を含めようとしているとします。

例えば、入力にチェコ語とポーランド語のテレテキスト字幕が含まれているとします。Microsoft Smooth 
出力と HLS 出力を生成するとします。Microsoft Smooth 出力で、両方の字幕を TTML に変換するとしま
す。HLS 出力で、両方の字幕を WebVTT に変換するとします。

ユースケース D: 1 つの字幕出力を複数のビデオエンコードで共
有する
このユースケースでは、ABR ワークフローでの字幕を取り上げます。

例えば、動画/オーディオメディアの 3 つの組み合わせ (低、中、高解像度動画用) があるとします。動画/
オーディオメディアの 3 つの組み合わせすべてに関連付ける 1 つの出力字幕アセット (英語とスペイン語
の埋め込み) があるとします。
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字幕の設定
チャンネルを作成するときに、入力字幕の形式を指定してから、出力ごとに字幕の形式を指定する必要が
あります。チャンネルを保存すると、入力コンテナ、ソース字幕の形式、出力コンテナのサポートされて
いる組み合わせに従って選択内容が検証されます。

トピック
• ステップ 1: 入力に字幕セレクタを作成する (p. 409)
• ステップ 2: 出力の字幕を計画する (p. 413)
• ステップ 3: 形式をカテゴリに対応付ける (p. 414)
• ステップ 4: 字幕エンコードを作成する (p. 414)

ステップ 1: 入力に字幕セレクタを作成する
使用する字幕を指定し、各字幕を字幕セレクタに割り当てる必要があります。字幕セレクタを作成しない
と、出力に字幕を含めることができません。すべての字幕がメディアから削除されます。

次に、チャンネルに字幕セレクタを追加して、必要な字幕を抽出する必要があります。抽出された各字幕
アセットは、1 つの字幕セレクタに含まれます。例えば、1 つのセレクタにチェコ語のテレテキスト字幕
が含まれているとします。

必要な字幕を特定するには

1. 入力に含まれている字幕を特定します (入力の提供元がこの情報を提供する必要があります)。字幕形
式と各形式の言語を特定します。

2. 使用する形式と言語を特定します。

DVB-Sub または SCTE-27 字幕を WebVTT に変換する場合に「」the section called “OCR 変換を使用
する出力の制約” (p. 404) を参照してください。 MediaLive

3. 以下のガイダンスを使用して、チャンネルの入力に作成する字幕セレクタの数を決定します。このガ
イダンスに従ってださい。

• ARIB のパススルー – すべての言語に対して 1 つの字幕セレクタ (実際には、コンテンツ全体に対して 1 
つの字幕セレクタ) を作成します。常にすべての言語が選択されます。

• 埋め込みパススルー – すべての言語に対して 1 つの字幕セレクタを作成します。常にすべての言語が選
択されます。詳細については、「the section called “埋め込みの情報 ” (p. 411)」を参照してください。

• 埋め込み (入力) - 別の形式 (出力) – 入力から抽出する言語と、出力に含める言語を指定します。指定さ
れた言語は、埋め込み字幕から抽出され、新しい形式に変換されます。

• [DVB-Sub or SCTE-27 In, WebVTT] (DVB-Sub または SCTE-27) で、WebVTT — 各言語に 1 つずつ字幕
セレクタを作成し、入力に最大で 3 つの言語セレクタを作成します。この制限の詳細については、「the 
section called “OCR 変換を使用する出力の制約” (p. 404)」を参照してください。

• テレテキストパススルー – すべての言語に対して 1 つの字幕セレクタ (実際には、コンテンツ全体に対
して 1 つの字幕セレクタ) を作成します。常にすべての言語が選択されます。詳細については、「the 
section called “テレテキストの情報” (p. 412)」を参照してください。

• [Teletext conversion] (テレテキスト変換) — テレテキストソースがあり、出力に別の形式を使用する場
合は、言語と形式の組み合わせごとに 1 つの字幕セレクタを作成します。

• その他の組み合わせ – 言語と形式の組み合わせごとに 1 つの字幕セレクタを作成します。

これで、作成する字幕セレクタのリストを用意できました。例:

• 字幕セレクタ 1: チェコ語のテレテキスト字幕
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• 字幕セレクタ 2: ポーランド語のテレテキスト字幕

字幕セレクタを作成するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインの [Input attachments] (入力アタッチ) で入力を選択しま
す。

2. [General input settings] (入力全般設定) で [Add captions selectors] (字幕セレクタの追加) を選択しま
す。

3. [Captions selector name] (字幕セレクタ名) に、適切な名前を入力します。例えば、Teletext 
Czech。

4. [Selector settings] (セレクタ設定) で、ソース字幕の形式を選択します。
5. 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。フィールドの詳細については、フィー

ルドの横にある [情報] リンクを選択してください。さらに、「DVB-Sub または SCTE-27 の情
報」 (p. 410)、「埋め込みの情報」 (p. 411)、または「テレテキストの情報」 (p. 412)を参照し
てください。

6. 必要に応じて、追加の字幕セレクタを作成します。

DVB-Sub または SCTE-27 の情報

DVB-subフォーマットとSCTE-27フォーマットはRTP入力でのみサポートされています。

• すべての DVB-Sub コンテンツは、セレクタに関係なくパススルーされます。
• SCTE-27 について字幕の場所を指定する必要があります。

次の表で説明する方法のいずれかで [PID] または [Language] (言語) コードフィールドの入力を完了しま
す。テーブルの各行は、これらの 2 つのフィールドを完了するための有効な方法を示しています。

PID 言語コード 結果

指定 空白 指定した PID から字幕を抽出し
ます。

空白 指定 MediaLive 指定された言語と一
致する最初の PID から字幕を抽
出します。これは、番号が最も
小さいPIDである場合も、しな
い場合もあります。

指定 指定 指定した PID から字幕を抽出し
ます。 MediaLive 言語コードを
無視するため、空白のままにし
ておくことをお勧めします。

空白 空白 ソースが DVB-Sub で出力が 
DVB-Sub の場合にのみ有効で
す。PID と言語のこの組み合わ
せでは、すべての入力 DVB-Sub 
PID が出力に含まれます。

SCTE-27 には無効です。

• 字幕を WebVTT に変換する場合は、字幕の言語も指定する必要があります。

[OCR language] (OCR言語) フィールドに値を入力して、このセレクタで指定した字幕の言語を指定しま
す。
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MediaLive 字幕を WebVTT に変換しない場合、このフィールドの値を無視します。

埋め込みの情報

入力字幕が埋め込み (EIA-608 または CEA-708)、埋め込み + SCTE-20、SCTE-20 + 埋め込み、または 
SCTE-20 のいずれかである場合は、このセクションを参照してください。

字幕セレクタの数

• 埋め込みパススルー – 字幕セレクタを 1 つだけ作成します。このシナリオでは、すべての言語が自動的
に抽出され、出力に自動的に含まれます。

• 埋め込み (入力) - 別の形式 (出力) – 出力に含める言語ごとに 1 つの字幕セレクタを作成します (字幕セレ
クタは最大 4 つまで)。

• 埋め込みパススルーと埋め込み変換の組み合わせ — 一部の出力と他の出力に埋め込みパススルーを設定
する場合は、出力に含める言語ごとにキャプションセレクターを 1 つ作成し embedded-to-other 、最大 
4 つのセレクターを作成します。埋め込まれたパススルー出力のセレクタについて心配する必要はあり
ません。 MediaLive このアクションを明示的に指定するセレクタはありませんが、出力のすべての言語
を抽出します。

Captions selector (字幕セレクタ) フィールド

• Selector settings (セレクタ設定):
• ソース字幕が埋め込み (EIA-608 または CEA-708)、埋め込み + SCTE-20、または SCTE-20 + 埋め込

みの場合は、埋め込みを選択します。
• ソース字幕が SCTE-20 のみの場合は、SCTE-20 を選択します。

• EIA-608 トラック番号 – このフィールドでは、抽出する言語を指定します。以下のように入力します。
• 埋め込みパススルーのみを設定する場合 (入力埋め込み字幕用に字幕セレクタを 1 つのみ作成する場

合) は、このフィールドは無視されるため、デフォルトのままにします。
• 埋め込みから別の形式への変換の場合 (複数の字幕セレクタを作成して言語ごとに 1 つ使用する場合) 

は、必要な言語を保持する (入力の) CC インスタンスの番号を指定します。

• Convert 608 to 708 (608 から 708 への変換): 埋め込みソース字幕として EIA-608 字幕、CEA-708 字
幕、または EIA-608 と CEA-708 の両方を指定できます。AWS Elemental MediaLive によってコンテン
ツの取り込み時にこれらの字幕がどのように処理されるかを指定できます。以下の表では、さまざまな
シナリオでの動作について説明しています。

EIA-608 (ソース) CEA-708 (ソース) 変換するフィールド 結果

はい いいえ アップコンバート CEA-708 データ
は、EIA-608 データ
に基づいて作成され
ます。EIA-608 データ
は、CEA-708 データの 
608 互換ビットとして
追加されます。

はい いいえ [Disabled] (無効) 元の EIA-608 は保持さ
れます。

いいえ はい アップコンバート 元の CEA-708 は保持さ
れます。
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EIA-608 (ソース) CEA-708 (ソース) 変換するフィールド 結果

いいえ はい [Disabled] (無効) 元の CEA-708 は保持さ
れます。

はい はい アップコンバート CEA-708 データは
破棄されます。新し
い CEA-708 データ
は、EIA-608 データ
に基づいて作成され
ます。EIA-608 データ
は、CEA-708 データの 
608 互換ビットとして
追加されます。

新しい CEA-708 データ
に CEA-708 の書式設定
機能は含まれません。

非推奨

はい はい [Disabled] (無効) 元の EIA-608、元の 
CEA-708 は保持されま
す。

• SCTE-20 detection (SCTE-20 検出) – ソース字幕で埋め込み (EIA-608 または CEA-708) と SCTE-20 を
組み合わせている場合は、このフィールドを [Auto] (自動) に設定できます。AWS Elemental MediaLive 
は 608/708 埋め込み字幕を優先的に使用しますが、必要に応じて SCTE-20 の字幕を使用するように
切り替えます。このフィールドを Off に設定した場合、AWS Elemental は SCTE-20 MediaLive キャプ
ションを使用しません。

テレテキストの情報

テレテキストは、字幕だけでなく複数タイプの情報を含むことができる形式のデータです。テレテキスト
は以下のいずれかの方法で処理できます。

• テレテキスト入力全体を含める場合は、テレテキストパススルーを設定する必要があります。テレテキ
スト全体が別の形式に変換されることはありません。

• 個々の字幕ページ (特定の言語の字幕) を抽出して、別の字幕形式に変換します。
• 個々の字幕のページ (特定の言語の字幕) を抽出してテレテキストで保持することはできません。個別に

抽出した字幕ページは、別の形式に変換する必要があります。

字幕セレクタの数

• テレテキストパススルー字幕を設定する場合は、出力に複数の言語を含めるときでも、字幕セレクタは 
1 つのみ作成します。このシナリオでは、すべての言語が自動的に抽出され、出力に含まれます。

• T 用に設定する場合はeletext-to-other、出力に含める言語ごとにキャプションセレクターを 1 つ作成し
ます。例えば、英語のテレテキストを抽出する 1 つのセレクタと、スウェーデン語のテレテキストを抽
出する 1 つのセレクタを作成します。

• 一部の出力でテレテキストパススルーを設定し、eletext-to-other 他の出力で T を設定する場合は、出力
に含める言語ごとにキャプションセレクターを 1 つ作成します。パススルー出力用のセレクタについて
懸念する必要はありません。 MediaLive はすべてのデータをパススルーします (ただし、このアクショ
ンを明示的に指定するセレクタはありません)。

Captions selector (字幕セレクタ) フィールド
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• Selector settings (セレクタ設定) – [Teletext] (テレテキスト) を選択します。
• Page number (ページ番号) – このフィールドでは、必要な言語のページを指定します。以下のように入

力します。
• テレテキストパススルー字幕を設定する場合 (つまり、入力字幕用にセレクタを 1 つのみ作成する場

合) は、このフィールドを空欄にします。値は無視されます。
• テレテキストを別の形式に変換する場合 (つまり、言語ごとに異なる複数の字幕セレクタを作成する

場合) は、[Language code] (言語コード) フィールドに値を入力して言語のページを指定します。この
フィールドを空のままにすると、チャンネルを保存するときに検証エラーが発生します。

位置決め長方形を含める

ソース字幕を EBU-TT-D に変換する場合は、オプションで出力内のビデオフレームに字幕を配置する長方
形を定義します。この機能を使用する場合は、次のように適用されます。

• この字幕セレクタを使用するすべての EBU-TT-D 出力に適用されます。
• この字幕セレクタを使用する他の形式の出力字幕には適用されません。位置情報は、これらの他の字幕

形式からは単に省略されます。

基礎となるビデオフレームを基準にした長方形を定義します。例えば、長方形の左端の位置を、ビデオフ
レーム全体の幅に対するパーセンテージで指定します。値 10 は、「フレーム幅の 10% の値 X を計算す
る」ことを意味します。次いで、ビデオフレームの左端を見つけ、X ピクセルをフレームに移動して、長
方形の左端を描きます」。

固定数ではなくパーセンテージを指定すると、長方形は同じ出力内の異なるビデオレンディション (異な
る解像度) に対して機能することを意味します。

位置決め長方形を定義するには

1. [Output rectangle] (出力長方形) フィールドで、[Caption rectangle] (字幕の長方形) を選択します。
2. 長方形の 4 辺のフィールド (左オフセット、幅、上オフセット、および高さ) に値を入力します。

ステップ 2: 出力の字幕を計画する
「the section called “ステップ 1: 入力に字幕セレクタを作成する” (p. 409)」の手順に従った場合は、出力
に含めることのできる字幕形式と言語のリストを用意できています。

次に、出力の字幕情報を計画する必要があります。

出力の字幕を計画するには

1. チャンネルで作成する出力メディアのタイプ (例えば、Microsoft Smooth、HLS など) を特定します。
2. 出力メディアごとに、作成する予定の動画とオーディオの組み合わせを特定します。
3. 出力メディアごとに、どの入力字幕をどの出力形式に変換するかを特定します。例えば、Microsoft 

Smooth 出力メディアの場合はテレテキスト字幕を TTML に変換し、HLS 出力メディアの場合は同じ
テレテキスト字幕を Web-VTT に変換します。

使用可能な出力形式は、入力形式と出力メディアタイプによって異なります。特定の入力形式でどの
出力字幕が使用可能かを判断するには、「the section called “字幕: サポートされる形式” (p. 343)」を
参照してください。

4. 各出力形式の言語を特定します。

• 一般には、各言語を個別にカウントします。
• 例外: 埋め込みパススルーの場合は、すべての言語を 1 つとしてカウントします。
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• 例外: テレテキストパススルーの場合は、すべての言語を 1 つとしてカウントします。

結果

これで、出力および各出力の字幕形式と言語のリストを用意できました。例:

• チェコ語の TTML 字幕を含む Microsoft Smooth 出力
• ポーランド語の TTML 字幕を含む Microsoft Smooth 出力
• チェコ語の WebVTT 字幕を含む HLS 出力
• ポーランド語の WebVTT 字幕を含む HLS 出力

複数の形式の出力

2 つ以上の異なる形式の字幕を出力に含めることができます。例えば、埋め込み字幕と WebVTT 字幕の両
方を HLS 出力に含めて、使用する字幕をダウンストリームシステムで選択可能にすることができます。複
数の形式には以下のルールのみが適用されます。

• 出力コンテナがすべての形式をサポートしている。the section called “字幕: サポートされる形
式” (p. 343) を参照してください。

• 出力に関連付けたすべての字幕のフォントスタイルが一致する。つまり必要なのは、最終的に同じ結果
になるようにすることで、その結果を得るために同じオプションを使用することではありません。例え
ば、出力に関連付けたすべての字幕で、第 1 言語は白色、第 2 言語は青色になるようにする必要があり
ます。

このスタイルの一致は少々扱いにくいことがあります。フォントスタイルのオプションについては、「出
力字幕でのフォントスタイルのサポート (p. 405)」を参照してください。

ステップ 3: 形式をカテゴリに対応付ける
出力に字幕エンコードを作成する手順は数通りあります。正しい手順は、出力字幕の "カテゴリ" によって
決まります。字幕には、the section called “字幕カテゴリ” (p. 346) で説明しているように、5 つのカテゴリ
があります。

用意した出力のリストに、選択した各字幕形式が属するカテゴリを記録しておきます。

ステップ 4: 字幕エンコードを作成する
用意した出力のリストを見ながら、各出力グループの字幕を 1 つずつ設定します。

字幕出力の形式カテゴリに適用される手順に従います。

• the section called “Microsoft Smooth のサイドカーまたは SMPTE-TT を除くすべての字幕” (p. 414)
• the section called “Microsoft Smooth のサイドカー字幕と SMPTE-TT” (p. 415)

Microsoft Smooth のサイドカーまたは SMPTE-TT を除くすべての字幕

追加する字幕アセットの形式が埋め込み、焼き付け、またはオブジェクトのカテゴリに属する場合は、以
下の手順に従います。字幕、動画、オーディオを同じ出力で設定します。

出力字幕を設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインで、既に作成した出力グループを見つけます。例え
ば、HLS 出力グループを見つけます。
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2. この出力グループに動画とオーディオを既に設定してある場合は、字幕を追加する出力を見つけま
す。また、動画とオーディオを設定していない場合は、この出力グループで新しい出力を作成しま
す。ここでは字幕を設定し、動画とオーディオは後から設定します。

3. 出力を選択します。
4. [Stream settings] (ストリーム設定) で [Add captions] (字幕の追加) を選択します。これで、未定義の字

幕がこの出力内でエンコードされました。
5. [Captions description name] (字幕説明の名前) にこの字幕アセットの名前を入力します。この名前は

チャンネル内で一意である必要があります (例えば、Embedded など)。または、デフォルト (自動生
成された名前) のままにします。

6. [Captions selector name] (字幕セレクタ名) に、入力における字幕セレクタを作成 (p. 409)する際に
作成した字幕セレクタの名前を入力します。この出力で字幕のソースである字幕アセットを識別する
セレクタを指定します。

7. [Captions settings] (字幕設定) で、出力字幕の字幕形式を選択します。
8. 選択した形式に対して表示されるフィールドに入力します。フィールドの詳細については、フィール

ドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してください。DVB-Sub または焼き付けのフォントスタイル
に関するヒントについては、「焼き付けまたは DVB-Sub 出力のフォントスタイル」 (p. 416)を参照
してください。

9. 出力形式が埋め込みで、出力グループが HLS の場合、マニフェストに字幕の言語の情報を含め
ることができます。出力設定 (字幕エンコードとは別) でこの設定を行います。「HLS マニフェス
ト」 (p. 417)を参照してください。

10. 出力形式が ARIB、DVB-Sub の場合、出力設定 (字幕エンコードとは別) で追加の設定を行う必要があ
ります。「ARIB 出力の場合は PIDS」 (p. 416)または「DVB-Sub 出力の場合は PID」 (p. 416)を
参照してください。

11. これで、字幕エンコードを完全に定義できました。
12. これらの手順を繰り返して、必要に応じて追加の出力と出力グループに字幕を作成します。

Microsoft Smooth のサイドカー字幕と SMPTE-TT
追加する字幕アセットの形式がサイドカーである場合、または Microsoft Smooth 出力グループの形式が 
SMPTE-TT である場合は、この手順に従います。the section called “字幕カテゴリ” (p. 346) を参照してく
ださい。

各字幕アセットを出力グループに含まれる独自の出力で設定します。

出力字幕を設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインで、既に作成した出力グループを見つけます。例え
ば、HLS 出力グループを見つけます。

2. 通常の方法で出力を作成するため、[HLS outputs] (HLS 出力) ペインで [Add output] (出力の追加) を選
択します。

3. 出力を選択して、[Stream settings] (ストリーム設定) ペインを表示します。デフォルトでは、未定義
のビデオエンコードと未定義のオーディオエンコードが 1 つずつ設定されています。

4. [Stream settings] (ストリーム設定) で、この出力から動画とオーディオのエンコードを削除するた
め、エンコードを選択してから [Remove video] (ビデオの削除) または [Remove audio] (オーディオの
削除) を選択します。これで出力は空になりました。

5. [Add captions] (字幕の追加) を選択します。これで、未定義の字幕がこの出力内でエンコードされまし
た。

6. [Captions description name] (字幕説明の名前) にこの字幕アセットの名前を入力します。この名前は
チャンネル内で一意である必要があります (例えば、WebVTT Czech など)。または、デフォルト (自
動生成された名前) のままにします。

7. [Captions selector name] (字幕セレクタ名) に、入力における字幕セレクタを作成 (p. 409)する際に
作成した字幕セレクタの名前を入力します。この出力で字幕のソースである字幕アセットを識別する
セレクタを指定します。
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8. [Captions settings] (字幕設定) で、出力字幕の適切な形式を選択します。
9. 選択した形式に対して表示されるフィールドに入力します。フィールドの詳細については、フィール

ドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してください。EBU-TT-D、TTML、および WebVTT キャプ
ションのフォントスタイルに関するヒントについてはthe section called “EBU-TT-D のフォントスタイ
ル” (p. 418)、the section called “TTML のフォントスタイル” (p. 418)およびを参照してくださいthe 
section called “WebVTT のフォントスタイル” (p. 419)。

10. これで、完全に定義された 1 つの字幕エンコードを含む 1 つの出力が作成されました。
11. これらの手順を繰り返して、必要に応じてこの出力グループまたは別の出力グループにサイドカー字

幕を作成します。

特定の出力形式の詳細
以下は、明記されている字幕形式にのみ該当する情報です。

焼き付けまたは DVB-Sub のフォントスタイル

出力字幕が焼き付けまたは DVB-Sub の場合は、字幕の外観を指定できます。

複数の出力で同じ字幕ソースを使用していて、両方の出力で同じ形式を使用している場合は、各出力で
フォントスタイル情報を同一に設定する必要があります。そのように設定しないと、チャンネルを保存す
るときにエラーが発生します。例えば、字幕セレクタ「埋め込み」から変換された DVB-Sub 字幕を含む
アーカイブ出力があるとします。また、同じ字幕セレクタから変換された DVB-Sub 字幕を含む UDP 出力
があります。フォントスタイル情報は、アーカイブ出力と UDP 出力で個別に設定する必要があります。
ただし、両方の出力に同じ情報を入力する必要があります。

例えば、出力 A でCaptions Selector 1 (字幕セレクタ 1) を使用し、[Destination Type] (送信先タイプ) 
を [Burn-in] (焼き付け) に設定できます。例えば、出力 B でCaptions Selector 1 (字幕セレクタ 1) を使用
し、[Destination Type] (送信先タイプ) を [Burn-in] (焼き付け) に設定できます。フォント情報を出力 1 で
一度、出力 2 でもう一度設定します。ただし、両方の出力ですべてのフォント情報を同一に設定する必要
があります。

ARIB の PID

出力グループが UDP/TS で出力字幕形式が ARIB の場合は、以下の手順を実行します。

• 該当する UDP 出力グループで、ARIB 字幕付きの出力を選択します。
• [PID settings] (PID 設定) の [ARIB captions PID control] (ARIB 字幕 PID コントロール) と [ARIB captions 

PID] (ARIB 字幕 PID) を次の表のように入力します。

ARIB 字幕 PID コントロール ARIB 字幕 PID 結果

Auto Ignore (無視) PID はエンコード中に自動的に割
り当てられます。この値は任意
の数値です。

Use Configured (設定値を使用) 10 進値または 16 進値を入力し
ます。

この PID は字幕に使用されま
す。

DVB-Sub の PID

出力グループが UDP で出力字幕形式が DVB-Sub の場合は、以下の手順を実行します。

• 該当する UDP 出力グループで、DVB-Sub 字幕を含む出力を選択します。
• [PID settings] (PID 設定) の [DVB-Sub PID] に、この出力の DVB-Sub 字幕の PID を入力します。また

は、デフォルトをそのままにします。
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テレテキストの PID

出力グループが UDP で出力字幕形式がテレテキストの場合は、以下の手順を実行します。

• 該当する UDP 出力グループで、テレテキスト字幕を含む出力を選択します。
• [PID settings] (PID 設定) の [DVB Teletext PID] (DVB Teletext の PID) に、この出力のテレテキスト字幕

の PID を入力します。または、デフォルトをそのままにします。

HLS マニフェストの例

言語情報

字幕が埋め込みで出力グループが HLS の場合は、マニフェストに字幕の言語の情報を含める必要があり
ます。この情報を含めないと、ダウンストリームプレーヤーが埋め込み字幕に関する情報を取得できませ
ん。マニフェストに言語情報を含めるには:

1. [Output groups] (出力グループ) の HLS 出力グループで、[Captions] (字幕) の [Captions language 
setting ] (字幕言語設定) にある [Insert] (挿入) を選択します。このオプションを選択すると、各埋め込み
字幕言語のマニフェストに行が挿入されます。次の手順で追加するマッピングと同じ数の行が挿入され
ます。

2. HLS 出力グループでさらに、[HLS outputs] (HLS 出力) の [Caption language mappings] (字幕言語マッ
ピング) にある [Add captions language mappings] (字幕言語のマッピングの追加) を選択します。

3. [Add captions language mappings (字幕言語のマッピングの追加)] をもう一度選択して、埋め込み字幕
アセットごとに 1 つのマッピンググループを追加します (グループは最大 4 つまで)。例えば、出力の埋
め込み言語に英語、フランス語、スペイン語が含まれている場合は、3 つのマッピンググループが必要
です。

4. 各マッピンググループで CC (字幕チャンネル) 番号とその言語のフィールドを設定します。ISO 639-2 
に従って、言語を 3 文字の ISO 言語コードとして指定します。例えば、字幕チャンネル 1 がフランス
語の場合、3 つのフィールドを「1」、「Fre」、「フランス語」に設定します。

言語を入力する順序はソース内の字幕の順序と一致する必要があります。例えば、字幕がフランス語、
英語、スペイン語、ポルトガル語の順である場合は、CC1 をフランス語に、CC2 を英語にというよう
に設定します。それらの順序が正しくないと、マニフェストの字幕に正しくない言語のタグが付けられ
ます。

アクセシビリティ情報

HLS MediaPackage または出力を作成するときに、キャプションをアクセシビリティキャプションとして
指定できます。アクセシビリティキャプションは、音声による会話に加えて、サウンド、音楽、その他の
オーディオ要素を説明するために使用されます。

• MediaLive HLS マニフェストの例

CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-spoken-
dialog,public.accessibility.describes-music-and-sound"

• HLS MediaPackage または出力グループで、特定の出力を選択し、ストリーム設定でキャプションを選
択します。「追加設定」セクションを展開し、「アクセシビリティ」オプションを使用して「アクセシ
ビリティ機能を実装」を選択します。これを選択すると、アクセシビリティキャプション属性が HLS マ
ニフェストに追加されます。

• アクセシビリティキャプション属性を含む EXT-X-MEDIA タグの例:

#EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,GROUP-ID="captions-group",NAME="accessibility-
captions1",LANGUAGE="eng",CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-
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spoken-dialog,public.accessibility.describes-music-and-
sound",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,URI="caption-accessibility-eng.m3u8"

EBU-TT-D のフォントスタイル

ソース字幕が埋め込み字幕またはテレテキスト字幕で、出力字幕が EBU-TT-D の場合は、オプションで
フォントスタイル情報の一部を指定できます。

EBU-TT-D 字幕エンコードは、ダウンストリームシステムが読み取り、処理する XML ファイルで構成され
ます。この XML ファイルには、フォントスタイル情報のセクションが含まれています。この情報の一部
を指定できます。

フォント情報を指定するには

1. EBU-TT-D 字幕がある出力で、字幕のセクションを表示します。
2. これらのフィールドに値を入力します。 MediaLive コンソールのフィールドの詳細については、

フィールドの横にある [情報] リンクを選択してください。

• スタイルコントロール
• ラインギャップを埋める
• Font Family (フォントファミリー)

この設定では、次のオプションのいずれか 1 つになります。

字幕の XML ファイルには、次のスタイル情報が含まれています。

スタイル情報 XML ファイル内のインクルード
オプションの値

XML ファイル内のエクスクルー
ドオプションの値

フォントスタイル情報 (位置、配
置、斜体など)

ソース字幕に一致するように設
定します。

左は空白のままにします。

フォントの色と背景色 ソース字幕に一致するように設
定します。

白のフォントと黒の背景に設定
します。

フォントサイズ 100% に設定します。 100% に設定します。

Font Family (フォントファミ
リー)

[Font Family] (フォントファミ
リー) で指定した値に設定しま
す。

[monospaced] (等幅) に設定しま
す。

ラインギャップ [Fill line gap] (ラインギャップを
埋める) で指定した値と一致する
ように設定します。

ギャップを未充填のままにする
ように設定します。

TTML のフォントスタイル

ソース字幕が埋め込み字幕またはテレテキスト字幕で、出力字幕が TTML の場合は、オプションでフォン
トスタイル情報の一部を指定できます。

フォント情報を指定するには

1. TTML 字幕がある出力で、字幕のセクションを表示します。
2. [Style control] (スタイルコントロール) を [Passthrough] (パススルー) または [Use_configured] に設定

します。
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[User_configured] を選択した場合、実際に設定できるフィールドはありません。

字幕の XML ファイルには、次のスタイル情報が含まれています。

スタイル情報 XML ファイル内のパススルーオ
プションの値

XML ファイル内のユーザー設定
オプションの値

フォントスタイル情報 (位置、配
置、斜体など)

ソース字幕に一致するように設
定します。

左は空白のままにします。

フォントの色と背景色 ソース字幕に一致するように設
定します。

白のフォントと黒の背景に設定
します。

フォントサイズ ソース字幕のサイズを一致させ
ます (指定されている場合)。それ
以外の場合は、字幕に使用でき
る高さの 80% に設定します。

左は空白のままにします。

Font Family (フォントファミ
リー)

ソース字幕のファミリを一
致させます (指定されてい
る場合)。それ以外の場合
は、monospaceSansSerif に設定
します。

左は空白のままにします。

ラインギャップ ラインギャップを塗りつぶさな
いように設定します。

ギャップを塗りつぶさないよう
に設定します。

WebVTT のフォントスタイル

ソース字幕が埋め込み字幕またはテレテキスト字幕で、出力字幕が WebVTT の場合は、オプションで、ス
タイル情報の一部を渡すことができます。

デフォルトでは [Style_Data] が選択されます。この値は、字幕エンコードのテキストとタイムスタンプ情
報のみを出力します。

[Passthrough] (パススルー) を選択した場合、位置と色のスタイルデータが出力にパススルーされます。こ
れには、テキストとタイムスタンプの情報も含まれます。

スタイル情報を指定するには

1. WebVTT 字幕がある出力で、字幕のセクションを表示します。
2. [Style control] (スタイルコントロール) を [No_Style_Data] または [Passthrough] (パススルー) に設定

します。

いずれかを選択した場合、設定できるフィールドはありません。[Passthrough] (パススルー) では、位
置と色のスタイルデータが出力にパススルーされます。No_Style_Data では、テキストとタイムスタ
ンプ情報のみが渡されます。

例
以下の例では、「the section called “一般的なシナリオ” (p. 407)」のユースケースを実装する方法につい
て説明しています。

トピック
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• ユースケース A: 1 つの入力形式を 1 つの出力形式に引き渡す (変換なし) (p. 420)
• ユースケース B: 1 つの入力形式を 1 つの別の出力形式に変換する (p. 421)
• ユースケース C: 1 つの入力形式を出力ごとに 1 つの別の形式に変換する (p. 421)
• ユースケース D: 1 つの字幕出力を複数のビデオエンコードで共有する (p. 423)

ユースケース A: 1 つの入力形式を 1 つの出力形式に引き渡す (変
換なし)
この例では、一般的なシナリオの最初のユースケース (p. 407)を実装する方法を示しています。入力が 1 
つの形式の字幕と複数の言語で設定されています。出力で形式を維持し、1 タイプの出力のみを生成し、
その出力にすべての言語を含めるとします。

例えば、入力に英語とフランス語の埋め込み字幕が含まれているとします。英語とフランス語の両方の埋
め込み字幕、1 つの動画と 1 つのオーディオを含む HLS 出力を生成するとします。

この例では、埋め込みパススルーワークフローの 2 つの重要な特徴を示しています。まず、個別の字幕セ
レクタは作成しません。すべての言語が自動的に含まれます。次に、HLS に出力する場合は、表示する言
語とその順序を指定できます。

このユースケースを設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインの [Input attachments] (入力アタッチ) で入力を選択しま
す。

2. [General input settings] (入力全般設定) で [Add captions selector] (字幕セレクタの追加) を選択して、
字幕セレクタを 1 つ作成します。[Selector settings] (セレクタ設定) を [Embedded source] (埋め込み
ソース) に設定します。

3. HLS 出力グループを作成します。
4. 1 つの出力を作成し、動画とオーディオを設定します。
5. その同じ出力で、以下のように字幕アセットを 1 つ作成します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): いずれかの埋め込み形式。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): フィールドを空白のままにし

ます。埋め込み字幕では、すべての言語が含まれます。
6. HLS 出力グループの [Captions] (キャプション) の [Captions language setting] (字幕言語設定) で

[Insert] (挿入) を選択します。
7. [HLS outputs] (HLS 出力) の [Caption language mappings] (字幕言語マッピング) で、[Add captions 

language mappings] (字幕言語のマッピングの追加) を 2 回 (言語ごとに 1 回) 選択します。
8. マッピングフィールドの最初のグループで「1」、「ENG」、「English」と入力し、2 番目のグルー

プで「2」、「FRE」、「French」と入力します。
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9. チャンネルの設定を終了したら、保存します。

ユースケース B: 1 つの入力形式を 1 つの別の出力形式に変換す
る
この例では、一般的なシナリオの 2 番目のユースケース (p. 407) (p. 407)を実装する方法を示していま
す。入力には 2 つの字幕言語が含まれ、1 つの出力でこれらの字幕が変換されます。例えば、入力にドイ
ツ語とフランス語の埋め込み字幕が含まれているとします。両方の字幕を DVB-Sub に変換し、1 つの動画
と 1 つのオーディオを追加して、UDP 出力を生成するとします。

このユースケースを設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインの [Input attachments] (入力アタッチ) で入力を選択しま
す。

2. [General input settings] (入力全般設定) で [Add captions selector] (字幕セレクタの追加) を 2 回選択
して、字幕セレクタ 1 (ドイツ語用) と字幕セレクタ 2 (フランス語用) を作成します。両方のセレクタ
で、[Selector settings (セレクタ設定)] を [Embedded source (埋め込みソース)] に設定します。

3. UDP 出力グループを作成します。
4. 1 つの出力を作成し、動画とオーディオを設定します。
5. この出力で、[Add captions] (字幕の追加) を選択して字幕エンコードを作成します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): DVB-Sub。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): ドイツ語。
• その他のフィールド: デフォルトをそのままにするか、必要に応じて入力します。

6. [Add captions] をもう一度選択して、字幕エンコードをもう 1 つ作成します。このエンコードをフラ
ンス語の字幕用に設定します。ドイツ語とフランス語のフォントフィールドを同一に設定します。

7. チャンネルの設定を終了したら、保存します。

ユースケース C: 1 つの入力形式を出力ごとに 1 つの別の形式に
変換する
この例では、一般的なシナリオの 3 番目のユースケース (p. 407) (p. 408)を実装する方法を示していま
す。入力が 1 つの形式の字幕と複数の言語で設定されています。複数の異なる形式の出力を生成するとし
ます。出力ごとに字幕を別の形式に変換するが、すべての言語を含めるとします。

例えば、入力にチェコ語とポーランド語のテレテキスト字幕が含まれているとします。Microsoft Smooth 
出力と HLS 出力を生成するとします。Microsoft Smooth 出力では、1 つの動画と 1 つのオーディオを含
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め、字幕を TTML に変換する必要があります。HLS 出力では、1 つの動画と 1 つのオーディオを含め、字
幕を WebVTT に変換する必要があります。

このユースケースを設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインの [Input attachments] (入力アタッチ) で入力を選択しま
す。

2. [General input settings] (入力全般設定) で [Add captions selector] (字幕セレクタの追加) を 2 回選択し
て、以下の字幕セレクタを作成します。

• チェコ語のテレテキストの字幕セレクタ 1。チェコ語の字幕を保持するページを指定します。
• ポーランド語のテレテキストの字幕セレクタ 2。ポーランド語の字幕を保持するページを指定しま

す。

字幕を 2 つの異なる出力 (Microsoft Smooth と HLS) に含めても、それらの字幕を入力から抽出する必
要があるのは 1 回のみです。したがって、言語ごとに作成する必要がある字幕セレクタは 1 つのみで
す。

3. Microsoft Smooth 出力グループを作成し、以下のように設定します。

• 1 つの出力を作成し、動画とオーディオを設定します。
• 1 つの字幕エンコードを含み、動画またはオーディオエンコードを含まない、2 番目の出力を作成

し、以下のように設定します。
• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): TTML。
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• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): チェコ語。
• [Style control] (スタイルコントロール): 必要に応じて設定します。

• 1 つの字幕エンコードを含み、動画またはオーディオエンコードを含まない、3 番目の出力を作成
し、以下のように設定します。
• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 2。
• [Captions settings] (字幕設定): TTML。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): ポーランド語。
• その他のフィールド: 2 番目の出力 (チェコ語の字幕) と同じ。

4. HLS 出力グループを作成し、以下のように設定します。

• 1 つの出力を作成し、動画とオーディオを設定します。
• 1 つの字幕エンコードを含み、動画またはオーディオエンコードを含まない、2 番目の出力を作成

し、以下のように設定します。
• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• Captions settings (字幕設定): WebVTT。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): チェコ語。
• その他のフィールド: 必要に応じて設定します。

• 1 つの字幕エンコードを含み、動画またはオーディオエンコードを含まない、3 番目の字幕出力を
作成し、以下のように設定します。
• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 2。
• Captions settings (字幕設定): WebVTT。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): ポーランド語。
• その他のフィールド: 2 番目の出力 (チェコ語の字幕) と同じ。

5. チャンネルの設定を終了したら、保存します。

ユースケース D: 1 つの字幕出力を複数のビデオエンコードで共
有する
この例では、ABR ワークフローで字幕を設定する方法を示しています。

最初の設定では、字幕が動画と同じ出力にある場合に ABR ワークフローを設定する方法を示しています。
つまり、字幕は埋め込みまたはオブジェクトスタイルです。

2 番目の設定では、字幕がサイドカーカテゴリに属している場合に ABR ワークフローを設定する方法が示
しています。この場合、各字幕エンコードはそれぞれ独自の出力に含まれます。

トピック
• 埋め込みまたはオブジェクトスタイルの字幕での設定 (p. 423)
• サイドカー字幕での設定 (p. 425)

埋め込みまたはオブジェクトスタイルの字幕での設定

この例では、一般的なシナリオの 4 番目のユースケース (p. 407) (p. 408)を実装する方法を示していま
す。例えば、3 つのビデオエンコード (低、中、高解像度動画用) と 1 つのオーディオを含む HLS 出力を
生成するとします。また、埋め込み字幕 (英語とスペイン語) を含み、3 つのビデオエンコードすべてに関
連付けるとします。
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このユースケースを設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインの [Input attachments] (入力アタッチ) で入力を選択しま
す。

2. [General input settings] (入力全般設定) で [Add captions selector] (字幕セレクタの追加) を選択して、
字幕セレクタを 1 つ作成します。[Selector settings] (セレクタ設定) を [Embedded source] (埋め込み
ソース) に設定します。

3. HLS 出力グループを作成します。
4. 1 つの出力を作成し、低解像度動画用に動画とオーディオを設定します。
5. その同じ出力で、以下のように字幕アセットを 1 つ作成します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): いずれかの埋め込み形式。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): 空のままにします。埋め込み

パススルーでは、すべての言語が含まれます。
6. 2 番目の出力を作成し、中解像度動画用に動画とオーディオを設定します。
7. その同じ出力で、以下のように字幕アセットを 1 つ作成します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): いずれかの埋め込み形式。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): 空白のままにします。埋め込

み字幕では、すべての言語が含まれます。
8. 3 番目の出力を作成し、高解像度動画用に動画とオーディオを設定します。
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9. その同じ出力で、以下のように字幕アセットを 1 つ作成します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): いずれかの埋め込み形式。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): 空白のままにします。埋め込

み字幕では、すべての言語が含まれます。
10. チャンネルの設定を終了したら、保存します。

サイドカー字幕での設定

この例では、字幕がサイドカーである ABR ワークフローを示しています。例えば、3 つのビデオエンコー
ド (低、中、高解像度動画用) と 1 つのオーディオを含む Microsoft Smooth 出力を生成するとします。こ
れらのエンコードを Microsoft Smooth 出力に含めます。英語とスペイン語の埋め込み字幕を取り込み、英
語とスペイン語の TTML 字幕に変換するとします。

このユースケースを設定するには

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインの [Input attachments] (入力アタッチ) で入力を選択しま
す。

2. [General input settings] (入力全般設定) で [Add captions selector] (字幕セレクタの追加) を 2 回選択し
て、以下の字幕セレクタを作成します。

• 字幕セレクタ 1: 埋め込み英語用。
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• 字幕セレクタ 2: 埋め込みスペイン語用。
3. Microsoft Smooth 出力グループを作成します。
4. 1 つのビデオエンコードを含む 1 つの出力を作成し、低解像度動画用に設定します。
5. 1 つのビデオエンコードを含む 2 番目の出力を作成し、中解像度動画用に設定します。
6. 1 つのビデオエンコードを含む 3 番目の出力を作成し、高解像度動画用に設定します。
7. 1 つのオーディオエンコードを含み、ビデオエンコードを含まない、4 番目の出力を作成します。
8. 1 つの字幕エンコードを含み、動画またはオーディオエンコードを含まない、5 番目の出力を作成

し、字幕エンコードを以下のように設定します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 1。
• [Captions settings] (字幕設定): TTML。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): 英語。

9. 1 つの字幕エンコードを含み、動画またはオーディオエンコードを含まない、6 番目の出力を作成
し、字幕エンコードを以下のように設定します。

• [Captions selector name] (字幕セレクタ名): 字幕セレクタ 2。
• [Captions settings] (字幕設定): TTML。
• [Language code] (言語コード) と [Language description] (言語の説明): スペイン語。

10. チャンネルの設定を終了したら、保存します。

パートナー CDI 入力
パートナー CDI 入力は、CDI 入力の特定の構成です。お客様しなければならない自動入力フェイルオー
バーをサポートする場合は、2 つの CDI 入力をパートナーとしてセットアップします。CDI ソースの場
合。2 つの入力は常に、2 つの入力が一緒に機能します。自動フェイルオーバー (p. 392)ペア。2 つの入
力は、フェイルオーバーペアとしてのみ組み合わせて使用できます。

トピックス
• 通常の入力とパートナー入力の比較 (p. 426)
• パートナー CDI 入力を使用するためのルール (p. 427)
• パートナー入力セットの作成 (p. 427)
• パートナー入力のセットの編集 (p. 427)
• パートナーの入力の削除 (p. 427)

通常の入力とパートナー入力の比較
CDI 入力を作成するときは、作成する必要があるかどうかを決定する必要があります。レギュラーCDI 入
力またはセットパートナーCDI 入力。この決定は、パイプラインの冗長性と自動入力フェイルオーバーの
実装方法によって異なります。

次の表に、ワークフローに応じて作成する入力のタイプを示します。

チャネルはパイプラインの冗長
性を設定しています

自動入力フェイルオーバー用に
この入力を設定する場合

作成する入力のタイプ

いいえ (単一パイプラインチャネ
ル)

いいえ One通常CDI 入力 (p. 120)。
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チャネルはパイプラインの冗長
性を設定しています

自動入力フェイルオーバー用に
この入力を設定する場合

作成する入力のタイプ

はい 1 組のパートナー CDI 入力-2 つ
の CDI 入力をパートナーとして
設定します。

いいえ One通常CDI 入力 (p. 120)。はい (標準チャンネル)

はい 2 組のパートナー入力:

• 2 つの CDI 入力が 1 組のパー
トナー入力としてセットアッ
プされます。

• さらに 2 つの CDI 入力を別の
パートナー入力セットとして
設定します。

パートナー CDI 入力を使用するためのルール
パートナーの入力には、次のルールが適用されます。

• 自動フェイルオーバー — パートナーの入力は、フェイルオーバーペアとしてのみ使用できます。
• 入力切り替え — 入力切り替えワークフローでは、パートナー入力を使用できません。場合によっては、

一方のパートナーに切り替え、他のパートナーに切り替える場合もあります。
• シングルチャネル — パートナー入力は 1 つのチャネルでのみ使用できます。1 つのパートナーを 1 つの

チャネルに、もう一方のパートナーを別のチャネルにアタッチすることはできません。

パートナー入力セットの作成
パートナー入力を作成するには、特別な手順を実行する必要があります。「the section called “[CDI input] 
(CDI 入力) — パートナー CDI 入力” (p. 125)」を参照してください。

パートナー入力のセットの編集
通常の CDI 入力を更新するのと同じ方法で入力を編集できます。「the section called “入力の編
集” (p. 589)」を参照してください。

パートナーの入力の削除
2 つの入力は等しくなります。特別な手順に従って作成する最初の入力は、所有者入力またはプリ
ンシパル入力ではありません。したがって、これらのルールは、次の場合に適用されます。削除す
る (p. 590)パートナーからの入力:

• 一方の入力は、もう一方の入力を削除せずに削除できます。

そうすると、残りの入力は単に通常の CDI 入力になります。最初の入力を削除しても、2 番目の入力の
名前は自動的に変更されません。たとえば、入力に myInput-partner という名前がある場合、パートナー
の CDI 入力ではなくなっても、myInput-partner という名前が付けられます。入力を編集して名前を変更
できます。

• 2 番目の入力を削除してから、最初の入力からパートナー入力を再度作成できます。新しい入力の IP ア
ドレスだろう割り当てられるポート5001年。
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• 最初の入力を削除してから、2 番目の入力からパートナー入力を再度作成できます。新しい入力の IP ア
ドレスだろう割り当てられるポート5000。

2 番目の入力の名前を変更しなかった場合 (デフォルトには接尾辞が付いています。たとえば、MyInput-
パートナー) を入力すると、新しい入力の名前が付きます。myInput-パートナー-パートナー。入力を編
集して名前を変更できます。

チャネルクラスと入力クラス
チャネルの特徴の 1 つは、そのクラスです。入力の特徴の 1 つは、そのクラスです。チャネルクラスと入
力クラスの両方を設定して、パイプラインの冗長性を実装または省略します。

チャネルクラスと入力クラスの概要については、このセクションを参照してください。次に、パイプライ
ンの冗長性の実装または省略の詳細については、を参照してください。the section called “パイプラインの
冗長性” (p. 497)。

チャネルクラスについて
次の操作を実行できます。ワークフローを計画する (p. 72)では、チャンネルのクラスを決める必要があり
ます。次の 2 つのチャネルクラスがあります。

• 標準クラス

ある標準チャネルには 2 つのエンコーディングパイプラインがあります。パイプラインが 2 つあると
き、両方のパイプラインがperformはエンコーディングです。一方のパイプラインに障害が発生しても、
もう一方のパイプラインからのダウンストリームシステムへの出力を続行できます。正確な方法の詳細
と図を参照MediaLive障害を処理します。を参照してください。the section called “パイプラインの冗長
性” (p. 497)。

• 単一パイプラインクラス

ある単一パイプラインチャネルエンコーディングパイプラインが 1 つあります。単一パイプラインに障
害が発生すると、ダウンストリームシステムへの出力が停止します。

チャンネルクラスは、次のときに設定します。チャネルを作成する (p. 165)。以下の操作を実行できま
す。アップグレードまたはダウングレード方法 (p. 502)既存のチャネルのクラス。

入力クラスについて
チャネルでパイプラインの冗長性を実装または省略する手順の一環として、各入力のクラスを決定する必
要があります。次の 2 つの入力クラスがあります。

• 標準クラス

標準クラスの入力には 2 つのパイプラインがあります。

すべてのタイプの入力を標準クラスの入力として設定できます。
• 単一クラスの入力には 1 つのパイプラインがあります。

すべての入力を単一クラス入力として設定できます。CDI 入力と RTP 入力をシングルクラス入力として
設定することはできません。
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チャンネルと入力クラスの組み合わせ
次の表は、チャネルクラスと入力クラスの有効な組み合わせについて説明します。セクションに追加しま
す。the section called “パイプラインの冗長性” (p. 497)ワークフローに適切な組み合わせを選択する方法
については、を参照してください。

チャネル 入力

標準チャネル すべての入力は標準クラスの入力でなければなり
ません。

単一パイプラインチャネル 入力は、シングルクラス入力と標準クラスの入力
の組み合わせである場合があります。

ほとんどのタイプの入力はシングルクラス入力に
なります。

CDI 入力または RTP 入力は標準クラスの入力にな
ります。

単一パイプラインチャネル 入力はすべて標準クラスの入力である場合があり
ます。。

動的入力
静的および動的ファイル入力で複数入力チャネルを設定できます。その後、チャネルスケジュールの入力
切り替え機能を使用して、ある入力から別の入力に切り替えることができます。静的入力は常に同じファ
イルに接続します。動的入力は、スケジュール内の入力スイッチで使用されるたびに、異なるファイルを
指します。

動的入力を使用すると、チャネルにアタッチできる入力数の制限を守りながら、チャネルで使用できる動
画ソースの数を増やすことができます。

次のいずれかの場所に保存されている MP4 またはトランスポートストリーム (TS) ファイル入力のみを動
的入力として設定できます。

• [Amazon S3]
• AWS ElementalMediaStore

動的入力のセットアップ
動的入力の計画と作成の詳細については、「the section called “動的入力” (p. 452)」を参照してくださ
い。

ID3 メタデータの使用
ID3 メタデータは、アーカイブ出力、HLS 出力、出力、出力、HLS MediaPackage 出力、出力、UDP 出力
に含めることができます。通常、ダウンストリームシステムがデータを予期し、それを解釈できることが
わかっている場合は、出力に ID3 メタデータを含めます。
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ID3 メタデータの要件は、ダウンストリームシステムの担当者から取得する必要があります。

チャンネルを作成または編集するときは、ID3 メタデータが有効になるように、チャンネルに個別の出力
を設定できます。ID3 メタデータは、次の 1 つ以上のソースから取得できます。

• 入力に既に存在するメタデータである場合があります。
• チャンネルの作成時に追加するメタデータである場合があります。
• スケジュールにアクションを作成することで追加したメタデータである場合があります。

ID3 メタデータは、出力タイプの特定のルールに従って MediaPackage (p. 431)、アーカイブ、HLS、ま
たは UDP 出力に含まれます。

トピック
• ID3 メタデータの有効化 (p. 430)
• ID3 メタデータを介したパススルー (p. 432)
• チャンネルの作成時の ID3 メタデータの挿入 (p. 432)
• スケジュールを使用した ID3 メタデータの挿入 (p. 433)

ID3 メタデータの有効化
ID3 メタデータを出力に含めるには、チャンネルを作成または編集するときに、その出力で ID3 メタデー
タを有効にする必要があります。

アーカイブ出力での有効化
アーカイブ出力に ID3 メタデータを含めるには、該当する各出力で機能を有効にする必要があります。

アーカイブ出力で ID3 メタデータを有効にするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページにある、[Output groups] (出力グループ) セクションの
[Archive] (アーカイブ) グループで、ID3 メタデータを有効にする出力を選択します。

2. [Container Settings] (コンテナ設定)、[PID Settings] (PID 設定)、[Timed Metadata Behavior] (時間指定
メタデータの動作) で、[PASSTHROUGH] を選択します。

3. [Timed Metadata PIDs] (時間指定メタデータの PID) には、ID3 メタデータを挿入する PID を入力しま
す。

4. 該当する出力ごとに繰り返します。

有効化の結果については、このセクションで後述する「the section called “ID3 メタデータの有効化の結
果” (p. 431)」を参照してください。

HLS 出力での有効化
HLS 出力に ID3 メタデータを含めるには、該当する各出力で機能を有効にする必要があります。

HLS 出力で ID3 メタデータを有効にするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページにある、[Output groups] (出力グループ) セクションの 
[HLS] グループで、ID3 メタデータを有効にする出力を選択します。

2. [HLS Settings] (HLS 設定) が [Standard hls] (標準 hls) に設定されていることを確認します。ID3 メタ
データは標準出力にのみ含めることができます。[Audio-only outputs] (オーディオのみの出力) オプ
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ション (このフィールドの他のオプション) は、オーディオレンディショングループの設定に使用さ
れ、このメタデータを含めることはできません。

3. [PID Settings] (PID 設定)、[Timed Metadata Behavior] (時間指定メタデータの動作) で、
[PASSTHROUGH] を選択します。

4. [Timed Metadata PIDs] (時間指定メタデータの PID) には、ID3 メタデータを挿入する PID を入力しま
す。

5. 該当する出力ごとに繰り返します。

有効化の結果については、このセクションで後述する「the section called “ID3 メタデータの有効化の結
果” (p. 431)」を参照してください。

MediaPackage 出力での有効化
ID3 MediaPackage メタデータを出力に含めるには、出力を設定する必要はありません。 MediaPackage 
出力は、この機能を有効にすると自動的に設定されます。

MediaPackage 出力での ID3 メタデータの処理については、the section called “ID3 メタデータの有効化の
結果” (p. 431)この章の後半を参照してください。

UDP 出力での有効化
UDP 出力に ID3 メタデータを含めるには、該当する各出力で機能を有効にする必要があります。

UDP 出力で ID3 メタデータを有効にするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページにある、[Output groups] (出力グループ) セクションの 
[UDP] グループで、ID3 メタデータを有効にする出力を選択します。

2. [Network Settings] (ネットワーク設定)、[PID Settings] (PID 設定)、[Timed Metadata Behavior] (時間
指定メタデータの動作) で、[PASSTHROUGH] を選択します。

3. [Timed Metadata PIDs] (時間指定メタデータの PID) に、メタデータを挿入する PID を入力します。
4. 該当する出力ごとに繰り返します。

有効化の結果については、このセクションで後述する「the section called “ID3 メタデータの有効化の結
果” (p. 431)」を参照してください。

ID3 メタデータの有効化の結果
チャンネルで ID3 メタデータを有効にした結果は次のとおりです。

• 入力に存在する TDRL または PRIV 以外の ID3 メタデータは、対応する出力に自動的に含まれます。
• 入力に存在する TDRL 型または PRIV 型の ID3 メタデータは、次のように対応する出力に渡されます。

• フレームの表現に「Elemental Technologies」が含まれていない場合、メタデータは渡されます。
• フレームの表現に「Elemental Technologies」が含まれている場合、メタデータは渡されません。メ

タデータは、渡されません。 MediaLive このメタデータのタイムスタンプが渡されたと想定するた
め、メタデータは渡されません。

• 出力グループで設定した ID3 メタデータは、チャンネルの作成時に ID3 メタデータを有効にした出力
に挿入されます。出力グループで ID3 メタデータをセットアップする方法については、「the section 
called “チャンネルの作成時の ID3 メタデータの挿入” (p. 432)」を参照してください。

• MediaLive スケジュールでアクションを作成して設定した ID3 メタデータは、対応する出力に含まれ
ます。スケジュールで ID3 メタデータをセットアップする方法については、「the section called “ スケ
ジュールを使用した ID3 メタデータの挿入” (p. 433)」を参照してください。
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出力の適格性は、次の表に示すように、出力グループのタイプによって異なります。

出力グループのタイプ 入力に存在する ID3 メ
タデータ

チャンネルの設定時に
指定する ID3 メタデー
タ

スケジュールを使用し
て挿入する ID3 メタ
データ

アーカイブ パススルー 出力に含まれない 出力に含める

HLS パススルー 出力に含める 出力に含める

MediaPackage パススルー 出力に含まれない 出力に含める

UDP パススルー 出力に含める 出力に含まれない

ID3 メタデータを介したパススルー
チャンネル入力の ID3 メタデータが自動的に出力に渡されるように出力を設定できます。ID3 メタデータ
をパススルーするには、出力で ID3 を有効にします。詳細については、「the section called “ID3 メタデー
タの有効化” (p. 430)」を参照してください。

チャンネルの作成時の ID3 メタデータの挿入
ID3 メタデータを有効にした HLS 出力または UDP 出力に対して、定期的に (10 秒ごとなど) ID3 メタデー
タを挿入するように設定できます。ID3 MediaPackage メタデータをアーカイブまたは出力に挿入するこ
とはできません。

チャンネルの作成時に ID3 メタデータを挿入するには

1. ID3 メタデータを有効にしていることを確認します。詳細については、「the section called “ID3 メタ
データの有効化” (p. 430)」を参照してください。

2. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで、HLS グ
ループまたは UDP グループを選択します。(ID3 MediaPackage メタデータをアーカイブグループま
たはグループに挿入することはできません)。

3. [ID3] を選択します。
4. [Timed Metadata ID3 Frame] (時間指定メタデータの ID3 フレーム) で、メタデータに適用する ID3 フ

レームタイプを選択します。

チャネルの作成時に挿入するメタデータ、および他のソースのいずれかからのメタデータには、PRIV 
を使用しないようにしてください。

5. [Timed Metadata ID3 Period] (時間指定メタデータ ID3 の期間) に、ID3 メタデータの繰り返し間隔 (秒
単位) を入力します。

UDP 出力グループの場合は、任意の長さを設定します。HLS 出力グループでは、期間 (間隔) を
セグメント長の半分に設定することをお勧めします。セグメントの長さを確認するには、[HLS 
output group] (HLS 出力グループ) で [Manifests and Segments] (マニフェストとセグメント) を選択
し、[Segment Length] (セグメント長) を確認します。

チャンネルを開始すると、最初の ID3 メタデータは出力の開始直後に挿入され、チャンネルの存続期間
中、指定された間隔で挿入されます。

ID3 メタデータのタイムスタンプは、出力タイムコードから派生します。これは、チャンネルが実行さ
れているときに、ID3 フレームが出力に挿入される時間を示しています。タイムスタンプは、チャンネル
の[General Settings] (全般設定) ページの[Timecode Configuration] (タイムコードの設定) セクションにある
[Source] (送信元) フィールドで指定した形式になります。
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スケジュールを使用した ID3 メタデータの挿入
MediaLive スケジュールでアクションを作成することで、特定の時刻に ID3 メタデータを挿入できます。
メタデータは、ID3 メタデータを有効にした各 HLS MediaPackage 出力または出力に挿入されます。UDP 
出力には挿入されません。

通常、ID3 メタデータを含めるにはダウンストリームシステムの指示に従います。

ID3 メタデータを挿入するには

1. ID3 メタデータを有効にしていることを確認します。詳細については、「the section called “ID3 メタ
データの有効化” (p. 430)」を参照してください。

2. スケジュールでアクションを作成します。詳細については、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」を
参照してください。

ID3 セグメントタグの操作
AWS Elemental MediaLive チャンネル内の HLS 出力および MediaPackage 出力の各セグメントに ID3 タ
グを含めることができます。通常、ダウンストリームシステムがデータを期待し、それを解釈できること
がわかっている場合は、出力に ID3 セグメントタグを含めます。

タグの内容に関する要件は、ダウンストリームシステムの担当者から取得する必要があります。

機能の仕組み

機能を有効にします。HLS 出力グループでは、チャンネル内の個々の HLS 出力グループを設定し、出力
グループ内のすべての出力に対して ID3 セグメントのタグ付けを有効にします。 MediaPackage 出力グ
ループには設定はありません。タグ付けは、これらの出力グループでは常に有効になります。

次に、チャンネルスケジュールに ID3 セグメントタグアクションを作成し、タグの内容を指定します。コ
ンテンツには二つのオプションがあります。

• フィールドのコンテンツは、ID3 フレームの ID3 タグ部分に入力します。フィールドは常に TXXX タイ
プです。 MediaLive ID3 フレーム全体を構築します。

• ID3 フレーム全体を指定します。

アクションの開始時に、チャンネルは HLS のすべてのセグメントにタグコンテンツの挿入を開始し、 
MediaPackage出力します。

新しいアクションを作成することで、タグの内容を変更できます。新しいアクションの開始時に、 
MediaLive 新しいタグの内容をすべてのセグメントに挿入します。

トピック
• ID3 メタデータとの比較 (p. 433)
• ID3 セグメントタグを挿入する (p. 434)

ID3 メタデータとの比較
ID3 セグメントのタグ付けに似た機能は、ID3 時間指定メタデータ (p. 429)です。両方のメタデータの
セットを含めるようにチャンネルを設定できます。両方のセットは、同じ PID に挿入されますが、異なる
タイプの ID3 メタデータとして挿入されます。

次に、2 つの機能の比較を示します。
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トピック タグオプションを使用
する ID3 セグメントタ
グ

ID3 オプションを使用す
る ID3 セグメントタグ

ID3 時間指定メタデータ

1 回または繰り返す？ Repeat

アクションの開始時
に、該当する出力のす
べてのセグメントに ID3 
MediaLive タグの挿入を
開始します。これは、
通常、チャンネルの存
続期間中、すべてのセ
グメントに挿入され続
けます。

Repeat

アクションの開始時
に、該当する出力のす
べてのセグメントに ID3 
MediaLive タグの挿入を
開始します。これは、
通常、チャンネルの存
続期間中、すべてのセ
グメントに挿入され続
けます。

1 回限りのイベント

アクションの開始時
に、1 回限りのイベント
として ID3 MediaLive メ
タデータを適用可能な
出力に挿入します。

該当する出力グループ HLS MediaPackage と
出力グループ。該当す
る出力グループで ID3 
セグメントタグ機能を
有効にする必要があり
ます。

HLS MediaPackage と
出力グループ。該当す
る出力グループで ID3 
セグメントタグ機能を
有効にする必要があり
ます。

アーカイブ、HLS 
MediaPackage、および 
UDP 出力グループ。該
当する出力グループで 
ID3 時間指定メタデータ
機能を有効にする必要
があります。

クリアテキストまたは
base64を提供します
か？

クリアテキスト

ID3 タグ内の TXXX 
フィールドの値のみを
指定します。この値は
クリアテキストとして
指定します。

Base64

完全に形成された ID3 
メタデータ項目 (ID3 仕
様に従ってヘッダーと
フレームの両方を含む) 
を指定し、base64 とし
てエンコードします。

Base64

完全に形成された ID3 
メタデータ項目 (ID3 仕
様に従ってヘッダーと
フレームの両方を含む) 
を指定し、base64 とし
てエンコードします。

一般的なコンテンツ すべてのセグメントで
繰り返したいコンテン
ツ

通常、コンテン
ツは、可変デー
タ (p. 370)の形式で可
変テキストのすべてま
たは一部で構成されま
す。 MediaLive 例え
ば、日付と時刻と現在
のセグメント番号で構
成されている場合があ
ります。これは、タグ
の内容がセグメントご
とに異なることを意味
します。

すべてのセグメントで
繰り返したいコンテン
ツ

1 回限りの含めるコンテ
ンツ

ID3 セグメントタグを挿入する
出力グループの出力に ID3 セグメントタグを含めるには、チャンネルを作成または編集するときに ID3 セ
グメントタグを有効にします。 MediaPackage 出力グループでこの機能を有効にする必要はありません。
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次いで、タグの挿入を開始するようにチャンネルを設定するには、 MediaLive スケジュールにアクション
を作成します。チャンネルは、該当する HLS MediaPackage 出力グループおよびすべての出力グループに
タグを挿入します。

HLS 出力で ID3 セグメントのタグ付けを有効にするには

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションの [HLS] グ
ループで、[ID3] を選択します。

2. [HLS ID3 Segment Tagging] で、[ENABLED] を選択します。
3. 必要に応じて、各出力で、タグの PID を指定します。出力で PID を指定しない場合、PID 502 

MediaLive を使用します。

この出力グループの出力を選択します。[Container Settings] (コンテナの設定) の [PID Settings] (PID 
の設定) の [Timed Metadata PIDs] に、ID3 タグを挿入する PID を入力します。

ID3 時間指定メタデータ機能でもこの PID が使用されることに注意してください。
4. 出力グループの該当する出力ごとに繰り返します。

MediaPackage出力で ID3 セグメントのタグ付けを有効にするには

MediaPackage 出力グループは、ID3 セグメントのタグ付けが有効で、PID 502 が指定された状態で自動的
に設定されます。

そのため、スケジュールにタグを挿入するアクションを作成すると、 MediaPackage 出力にはそのタグが
含まれます。アクションを作成しないと、出力にタグは含まれません。(MediaLive デフォルトのタグは挿
入しません)。

ID3 セグメントタグの挿入を開始するには

1. HLS 出力グループで ID3 セグメントタグが有効になっていることを確認します。
2. スケジュールにアクションを作成します。詳細については、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」を

参照してください。

通常、スケジュールにはアクションを 1 つだけ作成します。別のアクションを作成すると、そのアク
ションで指定されたタグが、前のアクションで指定したタグに置き換えられます。

MediaLive タグの挿入を停止するには、空のコンテンツを持つアクションを作成します。

イメージオーバーレイの操作
静止イメージオーバーレイ機能を使用すると、 MediaLive チャンネルの動画に静止イメージを重ね合わせ
ることができます。静止イメージとは、動きのない静止したイメージです。イメージを準備しての外部に
保存します MediaLive。次いで、のスケジュール (p. 238)機能を使用して、 MediaLive 実行中のチャンネ
ルに画像 (最大 8 つの異なる画像) が表示されるタイミングと、各画像が非表示になるタイミングを指定す
る時刻表を設定します。

例
例 1

特定の時間に静止イメージオーバーレイを挿入し、それを 10 秒間実行します。イメージオーバーレイを
動画フレームの右下隅に表示します。イメージオーバーレイを 50% 不透明にし、何もない状態から 2 秒
間で 50% の不透明度までフェードインして、挿入が終了する 2 秒前から何もない状態までフェードアウ
トします。
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例 2

2 つのイメージオーバーレイを挿入して、両方が同時に、または一部重なって動画フレームに表示される
ようにします。あるイメージオーバーレイをある場所に表示し、そのイメージオーバーレイがまだ表示さ
れている間に別のイメージオーバーレイが別の場所に表示されるように、イメージオーバーレイの表示を
わずかに重複させます。位置が部分的または完全に重なる場合は、どのイメージオーバーレイを一番上に
表示するかを指定します。

静止イメージオーバーレイの特徴
イメージファイルは 32 ビットの.bmp、.png、または.tga ファイルで、入力ビデオよりも大きい (ピクセル
単位) であってはなりません。

各イメージオーバーレイを開始時間と期間で設定できます。

一度に最大 8 つのイメージを挿入できます。各イメージは別々の「レイヤー」です。基となる動画の上に
同時に表示されるようにオーバーレイを設定することも、物理的にオーバーラップするように設定するこ
ともできます。不透明度や、フェードインとフェードアウトを適用するように設定できます。

イメージオーバーレイは、Image X フィールドと Image Y フィールドで指定されたビデオフレーム上の任
意の位置に挿入できます。 MediaLive コンソールのフィールドの詳細については、フィールドの横にある 
[Info] (情報) リンクを選択してください。

イメージは次のように処理されます。

• イメージは拡大縮小されずに、基となる動画ピクセルにピクセル単位でオーバーレイされます。

オーバーレイが基となる動画より大きい場合、または基となる動画の端を超える場合、およびシステム
がチャンネル作成時にこのエラーを識別できた場合は、その時点でエラーメッセージが表示されます。

システムがエラーを事前に識別できなかった場合は、チャンネルの実行中にエラーメッセージが表示さ
れます。チャンネルは停止しませんが、オーバーレイリクエストは失敗します。

• 個別の出力エンコードが作成される前に (それぞれの解像度と動画品質で) イメージがオーバーレイされ
ます。つまり、基となる動画が特定の出力エンコード用に拡大縮小される場合は、イメージも同様に拡
大縮小されます。

• イメージはすべての出力に挿入されます。

ステップ 1: 静止イメージオーバーレイファイルを準
備する
チャンネルで使用する各イメージオーバーレイを準備する必要があります。オーバーレイは、例え
ば MediaLive、Amazon S3 バケットの外部 (例えば、) に保存されます。イメージオーバーレイは、 
MediaLive の特定のチャンネルにも属しません MediaLive。正確には、イメージオーバーレイは MediaLive 
によって使用されます。

以下の手順に従って、必要なオーバーレイを準備します。

オーバーレイファイルを準備するには

1. 以下の特性を持つファイルを作成します。

• ファイルタイプ: .bmp、.png、または .tga ファイル。
• アスペクト比: オーバーレイのアスペクト比は任意です。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。
• ピクセル単位のサイズ: オーバーレイは、基となる動画と同サイズまでの任意の解像度 (ピクセル単

位のサイズ) にすることができます。
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2. チャンネルを出力するグラフィックプログラムを使用する場合は、アルファチャンネルを出力するよ
うに設定します。これにより、イメージオーバーレイが黒または白のボックスで表示されなくなりま
す。

3. 準備したファイルを MediaLive からアクセスできる場所に配置します。以下の方法のいずれかで場所
を指定できます。

• SSL を使用した Amazon S3 バケット。例:

s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/company-overlays/overlay.png

MediaLiveでは、Amazon S3 バケット名にドット表記を使用しないでください。例え
ば、company-overlays は受け入れられますが、company.overlays は受け入れられません。

• SSL を必要とするアクセス可能な URL。例:

https://203.0.113.0/corporate-logos/large.bmp
• SSL を使用しない、アクセス可能な URL。例:

http://203.0.113.254/corporate-logos/high-res.bmp
4. 場所を書き留めておきます。後で必要になります。

ステップ 2: オーバーレイを挿入する
チャンネルスケジュールに挿入アクションを作成して、動画にオーバーレイを挿入します。詳細について
は、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」および「the section called “アクションの作成” (p. 245)」を参照
してください。

スケジュールとは、各チャンネルにアタッチされているタイムテーブルのことです。スケジュールは、特
定の時間にチャンネルに対して実行するアクションを指定できるように設計されています。例えば、イ
メージオーバーレイを使用すると、スケジュール内にアクションを作成して、特定の期間の特定の時刻に
特定のイメージを、基となる動画にオーバーレイするように指定できます。

チャンネルの実行中には、設定は変更されず、変更できません。そのため、チャンネルスケジュールを使
用すると、チャンネルを停止して再設定することなく、動的に発生するアクションをチャンネルに適用で
きます。

入力クリッピング
ファイル入力をクリップして、MediaLive がファイルの一部のみを取り込むようにできます。ファイル
は、Amazon S3、AWS Elemental に保存されている MP4 ファイルである必要があります。MediaStore、
または HTTP 範囲リクエストをサポートする HTTP サーバ。

チャネルスケジュールの入力切り替えアクションの設定の一環として、ファイルをクリップします。した
がって、クリップされたファイルを使用するには、スケジュールを使用する必要があります。

入力スイッチングとの統合は、次のように動作します。メトリックMediaLive入力クリッピングを含むファ
イル入力に切り替える準備はできていますかMediaLiveは、ファイル全体ではなく、ファイルの一部を要求
する要求をアップストリームシステムに送信します。

入力クリッピングのファイル入力を設定するには

1. アップストリームシステムが HTTP サーバの場合は、そのシステムで範囲要求がサポートされている
ことを確認してください。サーバーが範囲要求をサポートしていない場合、入力スイッチが発生した
ときに入力損失の問題が発生します。

2. MP4 ファイル入力を通常の方法で作成します。「the section called “MP4 入力” (p. 135)」を参照して
ください。
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3. 入力を通常の方法でチャネルにアタッチします。「the section called “入力パート 1: 入力をアタッチ
する” (p. 168)」を参照してください。

4. クリップの開始時刻と終了時刻を指定する切り替え入力アクションをスケジュールに作成します。
「the section called “アクションの作成” (p. 245)」を参照してください。

開始点を指定できます (指定しない場合、取り込みはファイルの先頭から開始されます)。終了点を指
定できます (指定しない場合、取り込みはファイルの末尾で停止します)。または、開始点と終了点の
両方を指定できます。

チャネルがこの入力に切り替わると、指定されたポイントでファイルの取り込みが開始および停止しま
す。

取り込む別の部分を指定するたびに、この同じ入力を繰り返し再利用できます。これを行うには、開始時
刻と終了時刻が異なる別の切り替え入力アクションを作成します。

ビデオ入力損失の処理
MediaLive チャンネルへのビデオ入力が失われた場合のメディアの処理方法をカスタマイズできます。

トピック
• MediaLive ビデオ入力損失の処理方法 (p. 438)
• 置換コンテンツの設定 (p. 439)
• 配信のカスタマイズ (p. 439)

MediaLive ビデオ入力損失の処理方法
入力を取り込むときに MediaLive 、ビデオソースが失われたことを検出する場合があります。 MediaLive 
この損失により、入力損失の動作処理に従うようになります。 MediaLive 出力側で置換コンテンツ (フィ
ルフレーム) のエンコードを開始します。この処理により、チャンネルは引き続き動画コンテンツをエン
コードできます。（ MediaLive 重要なルールは、実行中のチャンネルは常にコンテンツをエンコードする
必要があるということです。）

チャンネルは、回復して通常のエンコーディングに戻るまで、入力損失処理を続けます。チャネルの回復
方法は、自動入力フェイルオーバーを実装しているかどうかによって異なります。

• 自動入力フェイルオーバーを実装すると (p. 392)、ビデオブラックフェールオーバーの状態によって
別の入力への切り替えがトリガーされるまで（または入力が回復するまで）入力損失処理が継続されま
す。2 番目の入力に障害が発生すると、入力損失処理が再開され、両方の入力の問題が修正されるまで
続行されます。

• 自動入力フェイルオーバーを実装しない場合、入力損失処理は、入力が回復するか、入力の問題を解決
するまで継続されます。

この 2 つの機能は互いに補完し合っていますが、動作のタイミングが異なります。

• 入力損失処理は、予想されるフレームが届かないとすぐに行われます。たとえば、入力のフレームレー
トが 60 FPS の場合、フレームが前のフレームから 17 ミリ秒以内に到着しないと処理が開始されます。
(17 ミリ秒は、約 1 秒を 60 で割った値です)。

• 自動入力フェイルオーバーのトリガーは長く、設定可能です。一般的なトリガーは 1000 ミリ秒です。

入力プロービング障害と比較した入力損失

入力損失処理は、以前は正常だった入力が不健全になった後にのみ行われます。
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その前に入力が失敗する可能性もあります。 MediaLive チャンネルが開始して最初の入力の取り込み
を開始すると、入力をプローブして、入力とソースの検出を試みます。検出に失敗すると、入力とチャ
ンネルはすぐに失敗します。問題を解決して、チャンネルを再起動する必要があります。問題は、入力
がない（この問題は主に RTMP 入力に当てはまります）、入力が現在のチャンネル仕様を超えている
か (p. 167)、入力設定が間違っていることが考えられます (p. 588)。

デフォルト動作の入力損失処理

入力損失処理のデフォルトは次のとおりです。

• 置換コンテンツのエンコード:受信した最後の有効なフレームを繰り返しエンコードします。これを1000
ミリ秒繰り返します。次に、ブラックフレームを 1000 ミリ秒エンコードします。次に、黒いスレート
を無期限にエンコードします。

• コンテンツの配信:デフォルトの処理では、エンコードされた置換コンテンツを送信 (配信) します。

入力損失処理のカスタマイズ

• 交換する内容のタイミングをカスタマイズしたり、スレートの内容をカスタマイズしたりできます。
• 一部の出力グループタイプでは、エンコードされたコンテンツが配信されないように配信を変更できま

す。

置換コンテンツの設定
置換コンテンツの表示時間をカスタマイズしたり、スレートに使用する画像や色をカスタマイズしたりで
きます。たとえば、スレートを画像に変更できます（「お待ちください」 など）。

Note

このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャンネルの作成また
は編集に精通していることを前提としています。

1. MediaLiveコンソールの「チャンネルを作成」ページで、「一般設定」 を選択します。グローバル構成
を拡張します。必要に応じて [グローバル構成を有効にする] を選択します。

2. [入力損失動作] で [入力損失動作] を選択します。追加のフィールドが表示されます。これらのフィール
ドは、次のように置換内容を制御します。
• Repeat Frame Msec で指定された時間の最後の有効なフレームをエンコードします。ゼロは無効を意

味します（リピートフレームをスキップして黒いフレームに移動します）。1,000です。
• リピートフレーム Msec の有効期限が切れたら、ブラックフレーム Msec で指定した時間だけブラッ

クフレームをエンコードします。ゼロは無効を意味します (黒いフレームを飛ばしてスレートに移
動)。1,000です。

• ブラックフレーム (ミリ秒) の有効期限が切れたら、「入力損失画像タイプ」で指定されている指定さ
れたスレートまたは色の送信に切り替え、次に「入力損失画像カラー」または「入力損失画像スレー
ト」を選択します。

3. 1 つ以上のフィールドの詳細については、動作をカスタマイズします。 MediaLive コンソールのフィー
ルドの詳細については、フィールドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してください。

配信のカスタマイズ
置換コンテンツのデフォルトの処理を変更して、エンコードされた出力を配信する代わりに置換コンテン
ツが配信されるようにすることができます。 MediaLivediscards 次のタイプの出力グループの処理を変更
できます。

• HLS
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• Microsoft Smooth
• RTMP
• UDP/TS

を除く他のすべてのタイプの出力グループには MediaPackage、 MediaLive 常にコンテンツを配信しま
す。 MediaPackage 出力グループの場合、 MediaLive 常に配信を一時停止します (p. 219)。

Note

このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャンネルの作成また
は編集に精通していることを前提としています。

1. MediaLiveコンソールの「チャンネルを作成」ページで、左側のナビゲーションバーで出力グループを
選択します。

2. 出力グループの「設定」セクションで、その出力グループの「入力損失アクション」フィールドを探し
ます。この出力グループのすべての出力 (ビデオを含まない出力を含む) に必要なオプションを選択しま
す。このステップの後の表を参照してください。

この表は、出力グループの配信オプションを示しています。列の各行を読みます。

出力グループのタイプ フィールド 説明

HLS

Microsoft Smooth

RTMP

EMIT 交換用コンテンツを配信しま
す。

これは、これらの出力グループ
のデフォルトです。

HLS

Microsoft Smooth

RTMP

OUTPUT チャンネルがリピートフレーム
を処理するように構成されてい
る場合は (p. 439)、リピート
フレームのみをエンコードしま
す。そのコンテンツが終了した
ら、この出力グループのすべて
の出力の配信を停止します。

基盤となる RTMP MediaLive 接
続は開いたままになることに注
意してください。

UDP EMIT 置換コンテンツをエンコード
し、この出力グループのプログ
ラムとすべてのテーブルを配信
します。

これは UDP のデフォルトです。

UDP DROP この出力グループのトランス
ポートストリーム全体の配信を
停止します。

UDP DROP トランスポートストリームか
らプログラムを削除します。 
MediaLive は、TS ビットレート
要件を満たすために、プログラ
ムをヌルパケットに置き換えま
す。
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出力グループのタイプ フィールド 説明
この出力グループのヌルパケッ
トとすべてのテーブルを配信し
ます。

レコメンデーション

配信が下流システムの期待に応えていることを確認する必要があります。

たとえば、チャネルが標準チャネル (2 つの冗長パイプラインを含む) の場合、下流システムが 2 番目のパ
イプラインからの出力に切り替わるように設定されている可能性があります。この場合は、出力の放出を
停止するように出力を設定するのが一番です。

別の例として、チャンネルには 1,000です。さらに、下流システムからの配信が失われると、下流のシス
テムが正常に動作しなくなる可能性があります MediaLive。そのため、出力を出力するように設定するの
が一番です。ダウンストリームのシステムは安定しているので、「待機してください」 MediaLive という
スレートを設定して、動画を見ている人の体験を向上させることもできます。

AWS Elemental での入力の準備MediaLive
次の場合に発生する遅延を低減するために、即時入力スイッチに関連付けられた入力を準備できま
す。MediaLiveスイッチを実行します。

入力を準備すると、遅延がはるかに少なくなります。MediaLiveは、即時入力切り替えを実行します。なぜ
ならこれは理由だMediaLiveすでに入力をプローブし、デコードを開始しました。入力を準備しないと、そ
の瞬間の遅延がありますMediaLiveschedule は、アクションとスイッチが発生した瞬間を受け取ります。

この状況では、入力を準備することをお勧めします。

• 即時開始タイプの入力に切り替える予定です。
• スイッチがいつ発生する必要があるかはわかりませんが、ほんの数秒の事前通知があるかもしれないこ

とはご存知でしょう。

入力を準備するには、入力準備へのアクションチャンネルスケジュール (p. 238)。通常、入力準備が適用
される入力スイッチは、即時入力スイッチです。入力準備自体は、一定の時間に開始するか、すぐに開始
するか、指定された入力スイッチに従って開始するように設定できます。

MediaLiveアクションをスケジュールに追加します。アクションの開始時間に、MediaLive入力の準備を開
始します。

固定入力スイッチまたはフォロー入力スイッチとして入力に切り替える場合は、入力を準備する利点はな
いことに注意してください。この場合、MediaLive事前に設定してください。

用語

このセクションでは、次の用語を使用します。

• アクションを準備する— スケジュールでの入力準備アクション。
• 関連付けられた切り替えアクション— 入力準備アクションが関連付けられている入力スイッチアクショ

ン。準備アクションは入力 A を準備します。関連付けられているスイッチアクションは入力 A に切り替
わります。

• 修正準備— 一定の時間に開始するように設定された入力準備アクション。
• 即時準備— すぐに開始するように設定された入力準備アクション。
• フォロー準備、フォロー開始準備、フォローエンド準備— 入力スイッチに従うように設定された入力準

備アクション。フォロー準備は、参照されたスイッチの開始または終了に従うことができます。
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• 参照切り替えアクション— フォロー入力準備のトリガーとして使用されている入力スイッチアクショ
ン。したがって、フォロー入力準備は、参照入力スイッチアクションに従います。

Note

このセクションのコンテンツでは、「」で説明している入力スイッチングに精通していることを
前提としています。the section called “入力切り替え” (p. 448)。

トピックス
• 入力準備のルールと制限 (p. 442)
• スケジュールでの入力準備アクションの設定 (p. 442)
• 実行時の入力準備アクションの動作の仕組み (p. 447)
• 入力準備アクションの変更 (p. 447)
• 入力準備アクションの削除と停止 (p. 448)

入力準備のルールと制限
アクティブな準備は一度に 1 つずつ

スケジュールには入力準備アクションをいくつでも含めることができますが、一度にアクティブにできる
入力準備アクションは 1 つだけです。

開始時間は少なくとも10秒前です

関連するスイッチの少なくとも 10 秒前に開始するように、各入力準備アクションを設定します。

RTMP プル入力がありません

チャネルで RTMP プル入力と入力準備機能の両方を有効にすることはできません。（RTMP プッシュ入力
は許容されます）。入力準備または RTMP プル入力という、より重要な機能を選択する必要があります。

• 入力準備機能を使用し、チャンネルにすでに RTMP プル入力がある場合は、まず入力を削除する必要が
あります。

• RTMP プル入力を追加し、チャネルに既にスケジュール内に入力準備アクションがある場合は、を参照
してください。the section called “機能の有効化” (p. 443)。

スケジュールでの入力準備アクションの設定
次の手順に従って、入力準備アクションをチャネルスケジュールに追加し、その入力に対するスイッチア
クションの前に入力を準備します。

チャンネルスケジュールに入力準備アクションを含めるには

1. ワンタイムアクションとして、チャンネルで入力準備機能を有効にします。チャネルがアイドル状態
のときは、この機能を有効にする必要があります。「the section called “機能の有効化” (p. 443)」を
参照してください。

2. 入力スイッチを計画し、チャンネルの入力準備をします。「the section called “計画開始” (p. 443)」
を参照してください。

3. 関連する入力スイッチに入力クリッピングが含まれている場合は、を参照してください。the section 
called “入力クリッピング” (p. 437)。

関連する入力スイッチが入力フェールオーバーペアの場合は、を参照してください。the section 
called “動的入力” (p. 429)。
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4. スケジュールにアクションを作成します。通常、チャンネルを初めて開始する前に、準備アクション
と切り替えアクションを作成します。次に、時間の経過とともにアクションを追加します。固定ス
イッチアクションを追加し、スイッチアクションに従います。準備アクションは、今後しばらくすぐ
に切り替えられることがわかるとすぐに追加します。通常、チャネルの実行中にこれらすべてのアク
ションを追加しますが、チャネルがアイドル状態のときにも追加できます。

スケジュールへの入力準備アクションの追加の詳細については、を参照してください。設定:スケ
ジュールの作成 (p. 238)。

トピックス
• 入力準備機能の有効化と無効化 (p. 443)
• 入力準備の開始タイプの計画 (p. 443)
• 入力準備と動的入力 (p. 446)
• クリッピングによる入力準備 (p. 446)
• 入力準備と自動入力フェイルオーバー (p. 447)

入力準備機能の有効化と無効化
スケジュールに入力準備アクションを追加する前に、この機能を有効にする必要があります。

この機能を有効にするには

• リポジトリの []チャネルの作成ページで、全般設定である。機能のアクティベーションセクション、
セットスケジュール準備アクションを入力するに[Enabled (有効)]。

機能を無効にするには

入力準備機能を無効にすることができます。

通常、入力準備を無効にする唯一の理由は、RTMP プル入力のアタッチ (p. 442)チャンネルに。

1. チャネルを停止します。
2. 削除 (p. 263)すべてのアクティブおよび将来の入力は、スケジュールからアクションを準備します。

古い入力準備アクションをスケジュールから削除する必要はありません。
3. リポジトリの []チャネルの作成ページで、全般設定である。機能のアクティベーションセクション、

セットスケジュール準備アクションを入力するにDisabled。
4. をアタッチします。RTMP プル入力 (p. 168)通常の方法で。

入力準備の開始タイプの計画
入力準備アクションをスケジュールに追加する前に、アクションの開始タイプを決定します。

トピックス
• 入力準備の開始のタイプ (p. 443)
• 開始タイプの選択に関するガイドライン  (p. 444)

入力準備の開始のタイプ
入力準備アクションには 3 つの開始タイプがあります。これらのスタートタイプは、入力スイッチのス
タートタイプと同じです。

• Fixed — 入力準備が特定の時間に開始されます。
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• Immediate — アクションをスケジュールに追加するとすぐに入力準備が開始されます。
• Follow — 入力準備は特定の入力スイッチに従います。リファレンス入力スイッチ。これは、開始また

は終了を持つことができます。フォローポイント—参照入力の先頭または参照入力の末尾に追従できま
す。

フォロー開始タイプでは、次のルールが適用されます。

• コンソールを使用して、フォローポイントを「」に設定したフォロー入力の準備を作成することはでき
ません。開始。開始オプションは、コンソールに表示されません。End オプションのみが表示されま
す。

• MediaLive入力の準備を開始します後参照入力はアクティブです。したがって、
• フォロースタート準備（CLI を使用してのみ作成可能）の場合は、参照入力がチャネルで開始される

前に prepare アクションを追加する必要があります。

リファレンススイッチがイミディエイトスイッチの場合は、スイッチアクションと準備アクションを
同じスイッチに含める必要があります。[バッチ更新] コマンド (p. 269)。

参照スイッチが固定スイッチまたはフォラスイッチの場合は、1 つのバッチ更新コマンドでスイッチ
アクションを追加し、後の batch update コマンドで準備アクションを追加できます。

• フォローエンド準備の場合、参照入力が終了する前に (取り込みが終了する前に) prepare アクション
を追加する必要があります。

• 同じ参照スイッチと同じフォローポイントに従うフォロー準備アクションを 2 つ作成することはできま
せん。したがって、
• お客様できないアクション 2 とアクション 4 を作成し、両方ともアクション 1 の開始に従います。
• しかし、アクション2を作成して、開始アクション1、およびアクション4をフォローする終わりアク

ション 1.

開始タイプの選択に関するガイドライン

シナリオに応じて、入力準備で使用する開始タイプを決定するためのガイドラインをいくつか示します。

一度に準備できるスイッチは 1 つだけです。準備アクションが開始されると、MediaLive入力の準備を開
始し、他のアクティブな入力準備アクションを自動的に停止します。

したがって、指針は、入力Xを準備し始めず、誤って設定してください。停止します入力 Y を入力 X の前
に準備する必要がある場合、入力 Y を準備します。

トピックス
• シナリオ A (p. 444)
• シナリオ B (p. 445)
• シナリオ C (p. 445)
• シナリオ D (p. 446)

シナリオ A

2 つの入力の間を反転しています。スイッチの開始は常に未決定であるため、各スイッチが即時スイッチ
になります。これらのスイッチの間にはスイッチが散在している可能性がありますが、準備は必要ありま
せん。

Switch to input A (immediate)
Switch to input B (immediate)
Switch to input A (immediate)
Switch to input B (immediate)
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最も簡単な計画は、A への各スイッチの後に B の準備を開始し、B への各スイッチの後に A の準備を開始
することです。各入力の準備アクションは、次のいずれかの開始タイプで設定できます。

• 固定。準備 B の開始時刻は、スイッチ A の開始時刻から少し後になります。
• 即時です。推奨。「B の準備」アクションは、即時の A スイッチと同時に追加することも、その直後に

追加することもできます。
• フォロー (開始)。準備Bアクションと即時Aスイッチを同じものに追加する必要があります[バッチ更新] 

コマンド (p. 269)。「B の準備」アクションの参照アクションは入力 A です。
• フォロー (終了)。スイッチ A がスケジュールに追加された後でも、[準備 B] アクションを追加できま

す。「B の準備」アクションの参照アクションは入力 A です。

例:

Switch to input A (immediate)
Prepare input B (immediate)
Switch to input B (immediate)
Prepare input A (immediate)
Switch to input A (immediate)
Prepare input B (immediate)
Switch to input B (immediate)

シナリオ B

Aへの即時スイッチがあり、いくつかの固定スイッチまたはフォラスイッチがあります。次の即時スイッ
チが再びAになるだろうと予想しています。

Switch to input A (immediate)
Switch to input C (fixed or follow)
Switch to input D (fixed or follow)
Switch to input A (immediate)

Aに切り替えた後、MediaLiveA の準備を続けます。したがって、再度準備する必要はありません。さら
に、インプットAがイミディエイトスイッチを持つ唯一の入力である場合、最初に切り替える前に A を一
度準備することができます。また準備する必要はありません。

シナリオ C

Aへの即時スイッチがあり、いくつかの固定スイッチまたはフォラスイッチがあります。あなたは次の即
時スイッチがBになるだろうと予想しています。

Switch to input A (immediate)
Switch to input C (fixed or follow)
Switch to input D (fixed or follow)
Switch to input B (immediate)

次の即時スイッチが入力 B になることがわかっているので、入力 A に切り替えた後いつでも準備を開始で
きます。各入力の準備アクションは、次のいずれかの開始タイプで設定できます。

• 固定。準備 B の開始時間は、スイッチ B の開始の少なくとも 10 秒前です。
• 即時です。推奨。「B の準備」アクションは、即時の A スイッチと同時に追加することも、その直後に

追加することもできます。
• フォロー (開始)。非推奨. たとえば、スイッチ C の開始またはスイッチ D の開始に従うように、準備 B 

アクションを設定できます。
• フォロー (終了)。非推奨. たとえば、スイッチ A の終端またはスイッチ C の末尾に追従するように [B の

準備] アクションを設定できます。スイッチ D の末尾に従うように設定しないでください。
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例:

Switch to input A (immediate)
Prepare input B (immediate)
Switch to input C (fixed or follow)
Switch to input D (fixed or follow)
Switch to input B (immediate)

シナリオ D

入力Bへの即時スイッチがあり、いくつかの固定スイッチまたはフォロースイッチがあります。別の即時
スイッチがあると予想していますが、最初は入力Bか入力Eのどちらになるかわかりません。

Switch to input A (immediate)
Switch to input C (fixed or follow)
Switch to input D (fixed or follow)
Switch to input B or E (immediate)

どの入力に切り替えるか分かれば、準備を始めることができます。これを準備する場合、現在の入力は 
A、C、または D のいずれかになります。各入力の準備アクションは、次のいずれかの開始タイプで設定
できます。

• 固定。準備 B（または E）の開始時間は、スイッチ B（または E）の開始の少なくとも 10 秒前です。
• 即時です。推奨。スイッチが B または E のどちらになるかわかり次第、入力の準備アクションを追加し

ます。
• フォロー (開始)。非推奨. たとえば、スイッチ C の開始またはスイッチ D の開始に従うように、準備 

B（または E）アクションを設定できます。
• フォロー (終了)。非推奨. たとえば、スイッチ A の終端またはスイッチ C の末尾に追従するように準備 

B（または E）アクションを設定できます。スイッチ D の末尾に従うように設定しないでください。

例:

Switch to input A (immediate)
Switch to input C (fixed or follow)
Switch to input D (fixed or follow)
Prepare input E (immediate)
Switch to input E (immediate)

入力準備と動的入力
関連する入力が動的入力 (p. 429)。ダイナミック入力のパスには変数があります。スケジュールに入力を
追加するたびに、置換文字列をクリックして、変数をファイルに置き換えます。

入力の準備アクションを設定するときは、この置換文字列を指定する必要があります。文字列は、スイッ
チアクションの置換文字列と完全に一致する必要があります。文字列が同一でない場合、MediaLive事前に
入力を準備しません。

このダイナミック入力をチャンネル内で複数回使用する場合があり、置換文字列はインスタンスごとに異
なる場合があります。各準備アクションで文字列を変更してください。

クリッピングによる入力準備
関連する入力が次のファイル入力である場合、入力スイッチの準備ができます。入力クリッピン
グ (p. 437)。

446



MediaLive ユーザーガイド
ランタイム動作

入力を準備アクションを設定するときは、クリップの開始と終了を指定する必要があります。入力する値
は、スイッチアクションの開始と終了と完全に一致する必要があります。値が同じでない場合、MediaLive
事前に入力を準備しません。

このファイル入力はチャンネル内で複数回使用でき、開始と終了はインスタンスごとに異なる場合があり
ます。各準備アクションの開始と終了を変更してください。

入力準備と自動入力フェイルオーバー
チャンネルには、次のように設定されている入力が含まれている場合があります。自動入力フェイルオー
バーペア (p. 392)。

フェールオーバーペアである入力に対して [入力の準備] アクションを設定する場合は、プライマリ入力を
関連する入力として指定してください（入力アタッチのフィールドスケジュールアクションの作成ページ
で)。セカンダリ入力を指定した場合、MediaLive事前に入力を準備しません。

メトリックMediaLiveは準備アクションを実行し、両方の入力を準備します。つまり、フェールオーバーペ
アのいずれかの入力に対して、以降の入力スイッチアクションを実行することができます。

ここでは、主要な動作のいくつかを説明するシナリオを示します。

1. 入力 A を準備するには、プライマリ入力を指定します。準備が始まります。
2. 一次入力を指定して、入力 A に切り替えます。チャンネルが入力 A に切り替わります。
3. 次に、入力 B を準備します。準備が開始されます。
4. 入力 A が劣化していることに気付いたので、セカンダリ入力に切り替えます。入力 A を準備する必要

はありません。入力 B の準備を開始しても、自動入力フェイルオーバープロセスの一環として、入力 A 
のセカンダリ入力が準備されています。したがって、スイッチはシームレスに進行します。

5. 入力 A から切り替えます。
6. 入力 A をもう一度準備します。後で切り替えるためです。プライマリ入力を指定します。準備が始まり

ます。
7. 入力 A に切り替えます。ただし、プライマリ入力はまだ劣化しているため、セカンダリ入力に切り替え

ます。準備アクションでプライマリ入力を指定したにもかかわらず、セカンダリ入力に切り替えること
ができます。MediaLive常に両方の入力を準備します。

実行時の入力準備アクションの動作の仕組み
スケジュールに追加するすべての準備アクションは、開始時刻までスケジュール内に配置されます。開始
時（固定、即時、または入力スイッチの後で可能）に、MediaLive現在アクティブな入力準備を停止し、新
しい入力準備を開始します。

最終的に、MediaLive関連付けられた入力に切り替えます。この時点で、MediaLive入力の準備が止まらな
い。入力準備は、無期限に続くか、別の入力準備が開始されるまで継続します。このパーペチュアル準備
特性は役に立ちます。例については、「」を参照してください。シナリオ B (p. 445)。

チャンネルに障害が発生した場合、MediaLiveチャネルを自動的に再起動します。スケジュールが、今後の
即時切り替えアクションがあることを示し、スケジュールにその入力に対する準備アクションも含まれて
いる場合は、MediaLive入力の準備を再開します。何もする必要はありません。

入力準備アクションの変更
入力準備アクションの変更については、「」を参照してください。the section called “アクションの変
更” (p. 265)。
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入力準備アクションの削除と停止
スケジュールから入力準備アクションを削除できます。チャンネルの現在の状態に応じて、アクションを
削除するためのルールが異なります。チャネルは、実行中、アイドル、またはリカバリ中である可能性が
あります。手動で停止した場合、チャネルはアイドル状態になります。チャネルが失敗した場合、チャネ
ルは回復しており、MediaLiveが自動的に再起動します。

アクションの削除の詳細については、「」を参照してください。the section called “アクションの削
除” (p. 263)。

チャネルの実行中にアクションを削除する

チャンネルが実行されているときは、過去の最新の入力準備アクションを削除することはできません。こ
のルールは、関連する入力スイッチが将来発生する可能性があるためです。メトリックMediaLiveチャネル
を自動的に再起動し、即時入力スイッチの入力が確実に準備されるように、入力準備を再開する必要があ
ります。

チャネルがアイドル状態のときにアクションを削除する

チャネルがアイドル状態のときは、入力準備アクションを削除できます。

入力準備の停止

アクティブな入力準備を停止するには、入力を指定しない即時入力準備を追加します。

アクションの追加の詳細については、「」を参照してください。the section called “アクションの作
成” (p. 245)。

AWS Elemental での入力切り替え MediaLive
1 つの入力のみを取り込むように設定するのではなく、複数の入力を順次取り込むように AWS Elemental 
MediaLive チャンネルを設定できます。この複数入力チャンネルを設定するには、複数の入力をチャンネ
ルにアタッチし、ある入力から別の入力に切り替えるタイミングを指定するアクションをチャンネルのス
ケジュールに追加します。

トピック
• 複数入力チャンネルと入力切り替え (p. 448)
• 入力切り替えのルールと制限 (p. 452)
• 入力切り替えのセットアップ (p. 453)
• スケジュールからのアクションの削除 (p. 466)
• 複数の入力を持つチャンネルの起動と再起動 (p. 467)

複数入力チャンネルと入力切り替え
複数の入力チャンネルで入力を取り込むために、チャンネルで入力切り替えを設定します。

トピック
• 複数入力チャンネルとスケジュール (p. 449)
• 一般的なユースケース (p. 449)
• 固定、即時、およびフォローのスイッチ (p. 450)
• 静的入力と動的入力 (p. 452)
• 入力準備 (p. 452)
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複数入力チャンネルとスケジュール
入力切り替えは次のように機能します。複数の入力アタッチメントを含むチャンネルを作成します。チャ
ンネルが作成されたら、そのチャンネルのスケジュールに入り、入力切り替えを追加して、ある入力ア
タッチメントから別のアタッチメントに移動するためのルールを作成します。チャンネルを開始すると、
チャンネルは自動的にスケジュールに従って入力を切り替えます。

複数入力チャンネルを正常に操作するには、次の点に注意してください。

スケジュールはチャンネル内に存在します

スケジュールは、チャンネルとは別には存在しません。コンソールで、既存のチャンネルの詳細ページで
スケジュールを確認できます。

暗黙的な切り替えはありません。

複数入力チャンネルでは、スケジュールに入力スイッチを追加して、チャンネルに切り替えるように指示
する必要があります。複数の入力アタッチメントを含むチャンネルは、スケジュールによって指定されて
いない限り、入力アタッチメントのリスト内の次の入力アタッチメントに切り替わりません。

「メイン」入力はありません

複数入力チャンネルでは、入力アタッチメントは、すべて同じステータスの入力のプールであると考える
必要があります。チャンネルは、メイン入力である入力が 1 つもなく、取り込ものが他にない場合に戻り
ます。

一般的なユースケース
スケジュール入力切り替えは、以下のユースケースをサポートしています。

ユースケース 1: 1 つのライブフィードと 1 つのファイル入力の切り替え

スポーツのトーナメントなど、特定のソースからのライブ (ストリーミング) フィードを処理するチャン
ネルがあります。ライブフィードは定期的に (個々のスポーツイベントの間などに)、ファイルコンテンツ 
(海の波の動画などのフィラー) に置き換える必要があります。数分後、同じライブフィードが再開されま
す。

1 つのライブ入力と 1 つのファイル入力でチャンネルを設定します。最初の入力はライブ入力です。

チャンネルを開始する前に、各時間の最上位にあるライブ入力に切り替えるアクション (午前 10 時、午前 
11:00 など) で構成されるスケジュールを作成します。

その後、チャンネルを開始します。各スポーツイベントが終了したらすぐに、スケジュールを「その場
で」修正して動画フィラーに切り替えます。ライブフィードがしばらくの間続き (スポーツの観客やスタ
ジアムを離れるプレイヤーなどを映している)、その後チャンネルはフィラー動画に切り替わります。毎時 
0 分に、チャンネルはライブフィードに切り替わります。

ユースケース 2: 1 つのライブフィードとファイル入力、およびファイル入力で始
まるチャンネル

ユースケース 1 と同じ要件がありますが、スポーツイベントの開始時から、ファイルクリップでチャンネ
ルを開始する必要があります。最初の 1 時間の冒頭で、動画フィラーを表示します。しかし、2 時間目以
降には、その日のそれまでのハイライトを表示します。

1 つのライブイベント (ライブ入力) といくつかのファイル入力を使用してチャンネルを設定します。1 つ
はオープニング用、1 つは動画フィラー用、さらにハイライト用にいくつか用意します。最初の入力は、
オープニングイベントのファイル入力です。
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チャンネルを開始する前に、ファイル入力が終了したらすぐにライブ入力に切り替えるためのアクション
を 1 つ含むスケジュールを作成します。

その後、チャンネルを開始します。ユースケース 1 と同様に、時間が経過したら、ライブ入力とファイル
入力を切り替えるためのアクションを追加するようにスケジュールを変更します。

ユースケース 3: 2 つのライブフィード

2 つの異なるソースからのライブフィードを処理するチャンネルがあります。必要に応じて、広告コンテ
ンツをチャンネルに挿入します。詳細については詳細については詳細については詳細については詳細につ
いては詳細については詳細については詳細については詳細については詳細については詳細については詳細
については詳細については詳細については詳細については詳細については詳細については MediaLive詳細
については詳細については (表示を広告コンテンツに置き換えるためにダウンストリームシステムによっ
て読み取られる SCTE-35 メッセージを挿入しません。)

ライブフィードは、同じスポーツイベントの開催地フィードとスタジオ内フィードで構成される可能性が
あります。あるライブフィードから別のライブフィードに切り替える必要があります。厳密な時間どお
りのスケジュールに従うのではなく、「その場で」切り替えのタイミングを合わせる必要があります。
場合によっては、あるライブフィードから広告に切り替える必要があります。広告が終了したら、ライブ
フィードの 1 つに戻る必要があります。

2 つのライブ入力と複数のファイル入力 (広告ごとに 1 つのファイル) でチャンネルを設定します。

チャンネルを開始する前に、スケジュール内の最初のアクションを含むスケジュールを作成します。その
アクションは、チャンネルに取り込む最初の入力「入力 A」への切り替えです。入力 A の開始時刻を、ス
ケジュール開始時刻より 1 分以上早い時刻に設定します。その後、チャンネルを開始します。 MediaLive 
スケジュールをすぐに読み取り、現在のアクションである入力 A に切り替えます。必要に応じて、その場
でスケジュールを変更して、1 つ以上の切り替えをキューに入れるアクションを追加します。

ユースケース 4: VOD-to-Live

MP4 ファイル入力のみ、またはほとんどの MP4 ファイル入力を年中無休で 24 時間処理するチャンネルが
あります。

一連のファイル入力を使用してチャンネルを設定し、1 つずつ実行します。各ファイルは最初から最後ま
でエンコードされ、次のファイルが開始されます。ファイルをクリップし、そのファイルの一部のみを再
生する場合もあります。

このチャンネルを、次のスケジュールされたメンテナンス期間 (数週間かかる場合があります) まで、停止
せずに実行します。

チャンネルあたり 20 入力の制限を回避するには、動的入力機能を利用します。パスとファイル名のすべ
てまたは一部の代わりに、変数を使用してファイル入力を作成します。変数にスロットされた異なるファ
イル名を使用するたびに、この動的入力を繰り返し使用するようにスケジュールを設定します。複数の動
的入力を設定できます。

固定、即時、およびフォローのスイッチ
スイッチの開始タイプに応じて、入力スイッチを分類できます。

• 固定 – これらの入力スイッチは特定の UTC 時刻に開始されます。

固定スイッチは UTC 時間を使用します。入力のタイムコードは使用されません。
• 即時 – 入力スイッチはできるだけ早く開始されます。このタイプのスイッチは、現在の入力を中断する

ため、フォロースイッチよりも固定スイッチに似ています。固定スイッチと比べたこのスイッチの利点
は、開始時間にバッファを計算する必要がないことです。

• フォロー — フォロー入力の切り替えは、 MediaLive前の入力が終了したとき (ファイルの終わりに達し
たとき) に開始されます。
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この開始タイプは、入力自体のプロパティではなく、スイッチのプロパティです。したがって、スケ
ジュールでは、固定スイッチで特定の入力に切り替え、後でフォラスイッチで同じ入力に切り替えること
ができます。

スイッチの種類と入力のタイプ

切り替えのタイプと入力のタイプ (ファイルとライブ) を組み合わせて、以下のタイプの切り替えを作成す
ることができます。

• 固定開始のファイル入力。直前の入力はファイルまたはライブ入力です。指定された開始時間に、 
MediaLive 直前の入力の取り込みを停止して新しい入力に切り替えます。

• 即時開始のファイル入力。直前の入力はファイルまたはライブ入力です。スケジュールにこのスイッチ
を入力すると、できるだけ早く、 MediaLive 直前の入力の取り込みを停止して新しい入力に切り替えま
す。

• 直前の入力をフォローするファイル入力。直前の入力はファイル入力である必要があります。ライブ入
力には終了がないため、ライブ入力にすることはできず、切り替えは実行されません。

• 固定開始のライブ入力。直前の入力はファイルまたはライブ入力です。指定された開始時間に、 
MediaLive 直前の入力の取り込みを停止して新しい入力に切り替えます。

• 即時開始のライブ入力。直前の入力はファイルまたはライブ入力です。スケジュールにこのスイッチを
入力すると、できるだけ早く、 MediaLive 直前の入力の取り込みを停止して新しい入力に切り替えま
す。

• 直前の入力をフォローするライブ入力。直前の入力はファイル入力である必要があります。ライブ入力
には終了がないため、ライブ入力にすることはできず、切り替えは実行されません。

次の表は、入力と開始タイプをまとめたものです。

現在の入力 次の入力 可能な開始タイプ

File File 固定または即時

File File フォロー

File ライブ 固定または即時

File ライブ フォロー

ライブ File 固定または即時

ライブ ライブ 固定または即時

フォローチェーン

一連のフォロー入力切り替えは、フォローチェーンと呼ばれます。各入力が終了すると、 MediaLive 次の
入力の取り込みを自動的に開始します。次の図は、フォローチェーンを示します。

   Input A    Fixed or Immediate   File 
     Input B  Follow               File 
     Input C  Follow               File 
     Input D  Follow               File or Live 
   Input E    Fixed or Immediate   File or Live 
    

フォローチェーンは、参照アクション (最初のフォローの上にある入力) から始まります。最後のフォロー
入力で終わります。前の例では、チェーンは参照アクション入力 A で始まり、入力 D で終了します。これ
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は、次の入力が正常にフォローできるように、末尾が定義されている必要があるためです。入力 E は固定
または即時であるため、チェーンを壊します。

静的入力と動的入力
複数入力チャンネルのファイル入力は、静的入力または動的入力として設定されます。以下の例ではMP4
ファイルを使用していますが、MP4ファイルとトランスポートストリーム (TS) ファイルの両方がサポート
されていることに注意してください。

• 静的入力の場合、入力のソースコンテンツは常に同じファイルになります。例えば、s3ssl://DOC-
EXAMPLE-BUCKET/my-movie.mp4。

• ダイナミック入力では、入力のソースコンテンツの全部または一部が変数になります。例え
ば、s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/movies/$urlPath$。この入力に切り替えるように設定する
たびに、変数を別のファイルに置き換えます。例えば、s3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/movies/
my-movie.mp41 つの入力スイッチとs3ssl://DOC-EXAMPLE-BUCKET/movies/mlaw.mp4別の入力
スイッチ。

動的入力を使用すると、チャンネルにアタッチできる入力数の制限を守りながら、チャンネルで使用でき
る動画ソースの数を増やすことができます。

動的入力をセットアップするには、ファイルの URL のすべてまたは一部として変数を付けて入力を作成し
ます。次いで、スケジュールで、その入力を使用する入力スイッチを作成するときに、変数を実際のファ
イル名に置き換えます。

入力切り替えのセットアップの手順については (p. 457)、このセクションの後半で、いくつかの入力をダ
イナミック入力として設定する必要があるかどうかの決定に関する詳細情報を提供します。

入力準備
スケジュールには、入力スイッチのヘルパーアクションである入力準備アクションが含まれます。

入力準備の詳細については、「the section called “入力準備” (p. 441)」を参照してください。

入力切り替えのルールと制限
このセクションでは、入力切り替えに適用されるルールと制限について説明します。

入力タイプのルール
入力切り替えに設定できる入力の数とタイプには、柔軟性があります。例:

• HLS MediaConnect ライブ入力と入力の両方を 1 つのチャンネルにアタッチできます。
• パブリックインターネットからのソースに使用される RTMP プッシュ入力と RTMP VPC プッシュ入力

の両方を持つことができます。

しかし、いくつかの制限もあります。

• チャンネルにアタッチできるプッシュ入力とプル入力の数。
• 特定の入力タイプの入力数。例えば、チャンネルに接続できる CDI 入力の数です。
• VOD アセットの使用。
• 異なるアベイラビリティーゾーンでの入力の使用。
• 入力切り替えワークフローでのダイナミック入力の使用。
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これらのルールの詳細については、「機能ルールと制限 (p. 18)」を参照してください。

最初のスイッチは静的である必要がある
チャンネルの最初のスイッチは、静的入力用である必要があります。動的入力にすることはできません。

入力切り替え数は無制限
チャンネルのスケジュールには、スケジュールされた入力切り替えアクションをいくつでも含めることが
できます。

特定の入力に何度でも切り替えることができます。

ファイル入力の再利用
静的ファイル入力から切り替えてから元に戻す場合、チャンネルはファイルの最初またはファイルクリッ
プの最初 (ファイルをクリップした場合) からファイルを取り込みます。このルールは、ファイルの終了前
にファイル入力から切り替えた場合でも適用されます。

このルールは、動的ファイル入力から切り替えて、URL の可変部分の値を変更せずに元に戻す場合にも適
用されます。チャンネルは常に最初から取り込みます。

入力切り替えのセットアップ
複数の入力を含むチャンネルを計画する場合、考慮する必要がある特別な要件があります。

このセクションでは、「セットアップ: チャンネルの計画 (p. 95)」で説明するように、チャンネルの設計
の一般的な手順に精通していることを前提としています。「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明する
とおりに、チャンネルを作成します。

トピック
• ステップ 1: 出力を計画する (p. 453)
• ステップ 2: ソースを評価する (p. 454)
• ステップ 3: ソースを静的入力と動的入力に整理する (p. 457)
• ステップ 4: 各入力のセレクタを設計する (p. 459)
• ステップ 5: スケジュールの入力スイッチを計画する  (p. 461)
• ステップ 6: 入力とチャンネルを作成する (p. 464)
• ステップ 7: 入力スイッチを含むスケジュールの設定 (p. 466)

ステップ 1: 出力を計画する
チャンネルの出力側を通常の方法で計画します。

• すべての出力グループを特定します。
• 各出力グループの出力タイプを特定します。
• 各出力の動画、オーディオ、字幕のエンコードを特定します。

詳細については、「セットアップ: アップストリームとダウンストリームの準備 (p. 68)」を参照してくだ
さい。

このステップを完了すると、出力グループのタイプの一覧、各出力グループのビデオ、オーディオ、およ
び字幕出力の数の一覧が表示されます。
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ステップ 2: ソースを評価する
複数入力チャンネルを計画する場合、必要なすべてのソースを特定する必要があります。次に、各ソース
のオーディオと字幕を評価して、ソースが入力切り替えシナリオに適していることを確認する必要があり
ます。

このステップの結果

このステップの後、入力として正常に設定し、チャンネルに入力切り替えを実装するために、チャンネル
に接続できる一連のソースがあります。これらのソースは、ライブソースまたはファイルソースのタイプ
別に分類されています。

トピック
• ソースを識別する (p. 454)
• ソースの動画を評価する (p. 454)
• ソースのオーディオを評価する (p. 454)
• ソースの字幕を評価する  (p. 456)

ソースを識別する

1. チャンネルの存続期間中、または少なくとも次に計画されているメンテナンス期間までに、必要なす
べてのソースを特定します。

2. どのソースがプッシュ入力で、どのソースがプル入力であることに注意してください。限度 (p. 18)を
超えないようにしてください。

3. どのソースがライブソースであり、どのソースがファイルソースであるかについて注意します。ソー
スがライブソースかファイル (VOD) ソースかについては、「the section called “入力:サポートされて
いるコンテナとコーデック” (p. 357)」を参照してください。

ソースの動画を評価する
複数入力チャンネルを計画する場合、動画に特別な要件はありません。AWS Elemental MediaLive がソー
スにあるビデオコーデックをサポートしていると仮定すると、そのソースをチャンネルの入力として使用
できます。

ソースが一致するビデオコーデックを持つ必要はありません。

ソースのオーディオを評価する
MediaLive は、複数入力チャンネルのソースからオーディオを抽出する柔軟性を提供しています。また、
これらのソースのオーディオに関する特別な要件もいくつかあります。

ソース内のオーディオを評価するには

1. 柔軟性の情報をお読みいただき、 MediaLive さまざまなオーディオソースがどのようにサポートされ
ているのかを理解してください。

2. 次に、オーディオソースの特定の制約に関する情報について、それぞれの要件をお読みください。各
ソースのオーディオがこれらの要件を満たしていることを確認してください。

3. ソースを拒否する場合は、アップストリームのシステムに問い合わせて、ソースコンテンツのより適
切なバージョンを提供できるかどうかを判断できます。

オーディオの使用における柔軟性

オーディオを評価するときは、次のルールに注意します。これらのルールにより、オーディオの抽出に柔
軟性があるため、さまざまなソースを使用できます。
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• ソースの言語が異なると、異なるコーデックを使用できます。例えば、ソースでは、英語が AAC で、ス
ペイン語が MPEG-2 となります。

• ソースのオーディオ言語を識別する方法は、複数入力チャンネルのすべてのソースで同じである必要は
ありません。

例えば、ソース 1 では、PID で言語を識別できます。ソース 2 では、言語コードで識別できます。

最初の要件: すべてのソースで各言語に同じコーディングモードが必要である

各出力言語はすべてのソースに存在する必要があり、コーディングモードはすべてのソースで同じである
必要があります。

例えば、チャンネルにアーカイブ出力グループが含まれており、このグループには、英語 2.0 用の 1 つの
オーディオエンコードと、フランス語 2.0 用の 1 つのオーディオエンコードが含まれているとします。

• 英語の AAC 2.0 オーディオとフランス語の Dolby Digital 5.1 を含むソースがあるとします。
• 英語の AAC 2.0 オーディオとフランス語の AAC 5.1 オーディオを含む 2 番目のソースがあるとしま

す。

英語の場合、このソースには、最初のソースと同じコーデックおよびコーディングモードのオーディオ
が含まれます。フランス語の場合、最初のソースと同じコーディングモードですが、コーデックは異な
ります。

このソースは許容されます。ソース 1 とソース 2 の比較では、コーデックがフランス語で異なるという
事実は関係ありません。要件は、コーディングモードが同じであることです。

• 英語の AAC 2.0 オーディオとフランス語の AAC 2.0 オーディオを含む 3 番目のソースがあるとしま
す。

フランス語では、オーディオのコーディングモードが最初のソースと異なるため、このソースは受け入
れられません。

2 番目の要件: 各言語は、必要な最高のコーディングモードを提供する必要がある

各言語について、すべてのソースには、チャンネル内のすべての出力の中で最も高いコーディングモード
を生成できるオーディオが含まれている必要があります。

例えば、チャンネルに、スペイン語 AAC 2.0 の 1 つのオーディオエンコードを含むアーカイブ出力グルー
プが含まれているとします。チャンネルには、スペイン語の Dolby Digital 5.1 の 1 つのオーディオエン
コードを含む 1 つの HLS 出力グループも含まれます。

• スペイン語の Dolby Digital 5.1 オーディオを含むソースがあるとします。

このソースには、スペイン語のすべての希望する出力オーディオエンコードを生成できるオーディオ
が含まれています。オーディオを 2.0 にリミックスするには、アーカイブ出力を設定する必要がありま
す。オーディオをリミックスするために HLS 出力を設定する必要はありません。

• スペイン語の AAC 2.0 を含む 2 番目のソースがあるとします。

このソースは受け入れられません。このソースでは、HLS 出力にスペイン語の Dolby Digital 5.1 を生成
できません。

3 番目の要件: MP4 ソースに同じ言語のバリエーションを含めない

言語の複数のバリエーションを含む MP4 ファイルは、望ましくない出力オーディオを生成する可能性が
あります。最善の結果を得るには、ファイルには 1 つのバージョンの言語のみが含まれている必要があり
ます。
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• 例えば、1 つの MP4 ソースに英語の AAC 5.1 オーディオが含まれているとします。チャンネル出力に
は、英語 2.0 用の 1 つのオーディオエンコードが必要です。したがって、出力でオーディオエンコード
を 5.1 から 2.0 にダウンミックスするように設定します。

• トラック 2 で英語の AAC 2.0、トラック 3 で英語の Dolby Digital 5.1 オーディオを含む 2 番目のソース
があるとします。

MediaLive 言語コードで MP4 ファイルからオーディオを抽出し、その言語を含む最初のトラックか
ら抽出します。この例では、AAC 2.0 を含むトラック 2 を抽出します。トラック 3 は無視されます。 
MediaLive 出力側では、このソースをリミックスしようとするため、オーディオの品質が低下します。

4 番目の要件: パススルーエンコードを生成する場合、すべてのソースに Dolby が含まれている必
要がある

出力の 1 つに、パススルーコーデックで設定されたエンコードが含まれている場合、すべてのソースに必
要なすべての言語で Dolby Digital、Dolby Digital Plus、または Dolby Atmos が含まれている必要がありま
す。

1 つのソースにこれらのコーデックのいずれかが含まれていない場合、複数入力チャンネルで使用するこ
とはできません。

コーデックのパススルーオプションを使用すると、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、または Dolby Atmos 
および任意のコーディングモードのオーディオを取り込み、トランスコーディングせずにパススルーでき
ます。

ソースの字幕を評価する

複数入力チャンネルのソースの字幕には特別な要件があります。

ソース内の字幕を評価するには

1. 字幕ソースの特定の制約については、次の各要件をお読みください。各ソースの字幕がこれらの要件
を満たしていることを確認してください。

2. ソースを拒否する場合は、アップストリームのシステムに問い合わせて、ソースコンテンツのより適
切なバージョンを提供できるかどうかを判断できます。

最初の要件: ソースには、すべての必要な字幕言語と形式が含まれている必要がある

複数入力チャンネルでは、すべての出力について、その出力で字幕を生成できる字幕がソースに存在する
必要があります。ソースにすべての出力字幕を生成するためのすべてのソース字幕がない場合、複数入力
チャンネルのソースとして使用することはできません。

例えば、チャンネルにアーカイブ出力グループが含まれており、このグループには、英語、フランス語、
スペイン語、ドイツ語の埋め込み字幕に対して 1 つの字幕エンコードが含まれているとします。チャンネ
ルには、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語ウェブ VTT 字幕用に 1 つずつ、4 つの字幕出力を含む 
1 つの HLS 出力グループも含まれています。

すべてのソースには、埋め込み字幕とウェブ VTT 字幕の両方を生成できる字幕ソースが含まれている必要
があります。ソースには、両方の出力タイプを生成できる字幕ソースを 1 つ含めるか、ソースに 2 つの字
幕ソースを含めることができます。

• 4 つの言語の埋め込み字幕を含むソースがあるとします。

埋め込み字幕は出力に埋め込み字幕を生成し、出力にウェブ VTT 字幕を生成できるため、このソースは
許容されます。

• 4 つの言語で DVB Sub を含むソースがあるとします。
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DVB Sub 字幕では出力に埋め込み字幕を生成できないため、このソースは許容されません。
• 英語、フランス語、ドイツ語、ブルガリア語の埋め込み字幕を含むソースがあるとします。

言語の 1 つがスペイン語ではなくブルガリア語であるため、このソースは許容されません。
• 英語とフランス語の埋め込み字幕を含むソースがあるとします。

出力言語の 2 つが欠落しているため、このソースは許容されません。

2 番目の要件: 埋め込みパススルーの場合、すべてのソースに同じ順序で言語が含まれている必要
があります

埋め込み字幕を含む出力が少なくとも 1 つあり、埋め込み字幕を持つソースが少なくとも 2 つある場合、
それらのソースで言語が同じ順序になっている必要があります。

パススルーとは、出力に 1 つ以上の言語の埋め込み字幕エンコードが必要であり、ソースに埋め込み字幕 
(通常は 4 つの言語) が含まれていることを意味します。例えば、出力には英語とスペイン語の埋め込み字
幕が必要です。ソースには、英語とスペイン語の埋め込み字幕が含まれており、場合によっては他の 2 つ
の言語が含まれます。

2 つのソースに異なる順序で埋め込み字幕言語がある場合、複数の入力チャンネルで両方のソースを使用
することはできません。ソースは 1 つのみ使用する必要があります。

前の要件の例をもう一度確認してください。

• 4 つのチャンネルの言語が、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の順序の埋め込み字幕が含まれ
ているソースがあるとします。

フランス語、スペイン語、ドイツ語、英語という異なる順序の言語の埋め込み字幕を含む 2 番目のソー
スがあるとします。

これらのソースの 1 つだけが受け入れられます。

このシナリオがチャンネルに適用される場合は、保持するソースと拒否するソースを決定する必要があり
ます。従うことができるルールの 1 つは次のとおりです。

• これらのソースの字幕言語の順序を比較します。
• 最も重要なソースの順序を特定するか、ほとんどのソースが従う順序を特定します。
• この順序に従うソースのみを受け入れます。他のソースを拒否します。

Note

この要件は、埋め込みパススルーにのみ適用されます。
チャンネルに埋め込み字幕を含む出力が含まれていない場合、ソースの言語の順序は関係ないた
め、埋め込み字幕を含む任意のソースを使用できます。埋め込み字幕がパススルーされていませ
ん。DVB-Sub などの別の形式に変換されています。

ステップ 3: ソースを静的入力と動的入力に整理する
このセクションは、「the section called “入力” (p. 587)」の情報を補足するものです。これは、複数入力
チャンネルで使用される入力に適用される情報を提供します。

ステップ 2 に従ってソースを評価すると、複数入力チャンネルに適した一連のソースが完成します。これ
らのソースは、静的ライブ入力、 MediaLive 動的ファイル入力、動的ファイル入力の 3 つの入力に整理す
る必要があります。
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このステップの結果

このステップを実行すると、次の一覧が表示されます。

• 静的ライブ入力として設定するソース。各ソースは 1 つの入力 (および 1 つの入力アタッチメント) にな
ります。

• 静的ファイル入力として設定するソース。各ソースは 1 つの入力 (および 1 つの入力アタッチメント) に
なります。

• 動的ファイル入力として設定するソース。複数のソースが 1 つの入力 (および 1 つの入力アタッチメン
ト) になります。

ライブソースを識別する
ライブソースであるソースを書き留めておきます。これらのソースはそれぞれ静的なライブ入力になりま
す。

ファイルソースを識別して整理する
ファイルソースを評価し、一部のソースを静的入力としてではなく、動的入力として実装する必要がある
かどうかを判断する必要があります。

静的入力は常に同じソースに関連付けられます。動的入力は、チャンネルにアタッチするたびに異な
るソースに関連付けることができます。したがって、より柔軟性が高く、チャンネルに接続する入力数
の制限を処理するのに役立ちます。動的入力の一般的な情報については、「the section called “動的入
力” (p. 452)」を参照してください。

ソースを整理するには

1. ファイルソースをセットに整理します。各セット内のソースはすべて、同じアクセス認証情報を使用
して、同じソースロケーション (Amazon S3 内の同じバケットなど) に保存されます。

例えば、バケット内に「prerolls」というファイルソースのセットがあり、バケット内に「filler」とい
う別のセットがあるとします。バケットごとに異なるアクセス認証情報があるため、それぞれが独自
のセットです。

2. 変換する字幕が埋め込まれた入力がある場合は、このステップをお読みください (パススルーではな
く)。埋め込み字幕を含む入力がない場合、または埋め込み字幕を含む入力があるが、常に出力に渡さ
れる場合は、この手順をスキップします。

• 各セット内で、埋め込み字幕を含むファイルソースを識別します。これらの字幕をパススルーする
のではなく、変換する出力が少なくとも 1 つあるかどうかを確認します。

• 埋め込み字幕を含む各ソースで、言語の順序を識別します。
• 必要に応じて、言語の順序に従ってセットを分割します。

例えば、Amazon S3 バケット内に、言語が英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の順に 1 セッ
トのファイルソースがあるとします。同じバケットに、フランス語、スペイン語、ドイツ語、およ
び英語の別のセットがある場合があります。このセットを 2 つのセットに分割します。

3. 識別したセットのリストを作成します。例えば、次のセットがあるとします。

• 英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の順に字幕が埋め込まれた Amazon S3「preroll」バケッ
トのファイルソース

• フランス語、スペイン語、ドイツ語、および英語の順序で字幕が埋め込まれた Amazon S3「filler」
バケットのファイルソース

• 英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語など、異なる順序で字幕が埋め込まれた Amazon S3 
「filler」バケットのファイルソース

4. ファイルソースの各セットが静的ファイル入力になるか、動的ファイル入力になるかを決定します。
次の規則に従います。

458



MediaLive ユーザーガイド
入力切り替えのセットアップ

• 複数のファイルソースを含むセットは、1 つの動的入力になります。
• 1 つのファイルソースのみを含むセットは、静的入力になることができます。ただし、後でその場

所からの他のファイルソース (例えば、その Amazon S3 バケットから) を使用する可能性がある場
合は、ファイル入力の制限 (p. 18)を超えないように、セットを動的入力として扱います。

ステップ 4: 各入力のセレクタを設計する
ステップ 3 に従ってソースを別の入力および入力タイプ (静的および動的) に整理した後、各入力から抽出
するコンテンツを特定する必要があります。

このステップの結果

このステップの後、以下のものを取得します。

• すべての入力の名前
• 各入力のビデオ、オーディオ、および字幕セレクタのリスト

トピック
• 入力および入力の添付ファイル名を計画する (p. 459)
• 動画セレクタを計画する  (p. 459)
• オーディオセレクタを計画する  (p. 460)
• 字幕セレクタを計画する  (p. 461)

入力および入力の添付ファイル名を計画する

入力および入力アタッチメントの名前を計画する必要があります。ヒントをいくつか紹介します。

• 入力と入力アタッチメントに同じ名前を使用します。
• エンティティが静的か動的かを示すインジケータを含めます。
• 静的入力の場合は、ビデオソースの名前またはビデオソースの説明を入力します。
• 動的入力の場合は、ステップ 2 で決定した特性のインジケータを含めます。これにより、入力切り替え

アクションで URI を指定したときに、不適切なビデオソースがアタッチされないようになります。

例えば、静的入力の場合:

• static-filler
• static-live-studio-feed

例えば、ダイナミック入力の場合:

• dynamic-s3-preroll-bucket-embedded-EN-FR-ES-DE
• dynamic-s3-preroll-bucket-embedded-FR-ES-DE-EN

動画セレクタを計画する

各入力から抽出できる動画は 1 つだけです。特定の入力に複数の動画が含まれている場合は、その特定の
動画を抽出する動画セレクタを作成します。特定の入力に含まれる動画が 1 つだけの場合、動画セレクタ
を作成する必要はありません。AWS Elemental は、 MediaLive その動画を自動的に検出して抽出します。
出力側では、その 1 MediaLive つの動画アセットを自動的に使用します。
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オーディオセレクタを計画する
オーディオセレクタを計画する際に従う必要があるいくつかのルールがあります。入力のオーディオセレ
クタを設定するときは、抽出する言語を指定しますが、その入力のオーディオ形式を指定しません。AWS 
Elemental MediaLive は、その入力を抽出して、出力に含めることができます。出力は、抽出された特定の
言語を見つけることができることを想定しています。

ルール 1: すべての入力で同じ数のセレクタを計画する

各入力のセレクタは、すべての出力オーディオエンコードを生成するのに十分なアセットを抽出する必要
があります。さらに、すべての入力には同じ数のセレクタが必要です。

例えば、英語とフランス語の AAC 2.0 オーディオを必要とする出力があるとします。英語とフランス語の 
Dolby 5.1 オーディオを必要とする 2 番目の出力があります。フランス語、スペイン語、ポルトガル語の 
Dolby 5.1 オーディオを必要とする 3 番目の出力があります。

• 最初の入力に 4 つの言語で Dolby Digital 5.1 が含まれている場合、言語ごとに 1 つずつ 4 つのセレクタ
を作成する必要があります。これら 4 つのセレクタによって抽出されたオーディオは、すべての言語を
生成できます。最初の出力に Dolby Digital 5.1 を生成でき、2 番目の出力に AAC 2.0 を生成できます。
これは、リミックス用に出力を設定できるためです。

チャンネルには 7 つの出力オーディオエンコードがありますが、7 つのセレクタは必要ありません。
• 2 番目の入力にフランス語の Dolby Digital 5.1 が含まれていて (他の言語は含まれていない)、英語、スペ

イン語、ポルトガル語の AAC 2.0 も含まれている (フランス語はない) 場合は、4 つのセレクタを作成し
ます。フランス語のセレクタは、Dolby Digital 5.1 でのみそのオーディオを見つけます。他の言語のセレ
クタは、AAC 2.0 でのみこれらのオーディオアセットを見つけます。

• 3 番目の入力に 4 つの言語で Dolby Digital 5.1 が含まれ、4 つの言語で AAC 2.0 も含まれている場合で
も、4 つのセレクタのみが作成されます。

この入力に対してのみ、フランス語と英語の AAC 2.0 オーディオを抽出するセレクタを作成すると考え
られがちですが、最初の入力にこれらのセレクタがないため、これを行うことはできません。すべての
入力は、同じ数のセレクタを持つ必要があることに留意してください。

ルール 2: Dolby Digital Plus 7.1 の個別のセレクタを計画する

チャンネルに Dolby Digital Plus 7.1 の出力が少なくとも 1 つ含まれている場合は、そのオーディオアセッ
トの入力ごとに 1 つのセレクタを作成します。出力側では、Dolby Digital Plus 7.1 の各オーディオエン
コードで、そのセレクタにオーディオエンコードがマッピングされます。

すべての入力のすべてのセレクタを特定すると、次のようなリストが表示されることがあります。

• 英語のセレクタ
• フランス語のセレクタ
• スペイン語のセレクタ
• ポルトガル語のセレクタ
• EAC3 パススルーのセレクタ (EAC3 は Dolby Digital Plus の別の名前です)

これらの各セレクタは、その入力のオーディオ形式に関係なく、すべての入力に適用されます。

ルール 3: すべての入力で同じセレクタ名を計画する

特定の言語のすべてのセレクタは、すべての入力で同じ名前を持つ必要があります。このルールが存在す
るのは、各出力がセレクタを 1 回のみ参照するためです。出力は、異なる入力ごとにセレクタを 1 回参照
しません。

言語を含むセレクタ名を付けることをお勧めします。Dolby Digital Plus 7.1 のセレクタを作成しない限
り、形式を含めないでください。
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字幕セレクタを計画する

入力の字幕セレクタを設定するときは、入力から抽出する形式と言語の両方を指定します。各入力には、
その入力の字幕形式に適したセレクタの数があります。したがって、各入力に異なる数のセレクタが含ま
れる場合があります。字幕を抽出する方法は、オーディオを抽出する方法とは異なります。

ルール 1: 入力と出力に適した入力のセレクタ数を計画する

各入力で、入力形式と出力形式に適したセレクタの数を作成する必要があります。

• 例えば、字幕をパススルーするために埋め込みを抽出する場合は、1 つのセレクタを作成します。
• 埋め込みを抽出して TTML に変換する場合は、言語ごとに 1 つのセレクタを作成します。

すべての入力のすべてのセレクタを特定すると、次のようなリストが表示されることがあります。

• 埋め込みパススルーのセレクタ – 入力 1、入力 3、入力 4 に適用
• 埋め込み用のセレクタ、英語 – 入力 1、入力 3、入力 4 に適用
• 埋め込み用のセレクタ、フランス語 – 入力 1、入力 3、入力 4 に適用
• DVB Sub のセレクタ、英語 – 入力 2 に適用
• DVB Sub のセレクタ、フランス語 – 入力 2 に適用
• テレテキストパススルーのセレクタ – すべての入力に適用

入力 1、3、4 にはそれぞれ 4 つのセレクタが含まれていることに注意してください。入力 2 には 3 つのセ
レクタが含まれています。

ルール 2: すべての入力で同じセレクタ名を計画する

すべての一意のセレクタは、すべての入力で同じセレクタ名である必要があります。このルールが存在す
るのは、各出力がセレクタを 1 回のみ参照するためです。出力は、セレクタが存在する異なる入力ごとに
セレクタを 1 回参照しません。

各セレクタに言語とソース形式を含むセレクタ名を付けることをお勧めします。わかりやすい名前は、出
力側で正しいセレクタを選択するのに役立ちます。

ステップ 5: スケジュールの入力スイッチを計画する
各入力のセレクタを設計した後 (ステップ 4)、これらの入力を取り込むときに従う順序を計画する必要が
あります。 MediaLive

このステップの結果

このステップに続いて、チャンネルに追加する最初の入力として 1 つの入力が特定されました。

また、入力切り替えの順序付きリストも特定しました。切り替えごとに次の項目があります。

• スイッチのアクション名。
• スイッチに関連付けられている入力アタッチの名前。
• スイッチの入力は、静的または動的のいずれかです。
• スイッチのタイプ。固定、フォロー、または即時

トピック
• アクション名を計画する (p. 462)
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• 入力切り替えの順序を計画する (p. 462)
• 入力スイッチのリストの例 (p. 463)
• 次の入力が固定または即時の場合の移行の処理 (p. 463)
• 次の入力がフォローの場合の移行の処理 (p. 464)
• 入力の準備 — 次の入力が即時であるときのレイテンシーを低減 (p. 464)

アクション名を計画する

入力切り替えアクションの名前を計画する必要があります。アクション名は、各チャンネルのスケジュー
ル内で一意である必要があります。

静的入力の場合、アクションに名前を付けると、どの入力が適用されるかを示すことができます。たとえ
ば、「 static-live-studio-feedを参照してください。

• static-live-studio-feed-action-1
• static-live-studio-feed-action-2
• static-live-studio-feed-action-3

動的入力の入力切り替えアクションでは、入力名 (または名前の一部) とファイルの URL (または URL の
一部) を使用できます。例:

• dyn-preroll-EN-FR-ES-DE-ad-ward-cars-1
• dyn-preroll-EN-FR-ES-DE-ad-zel-cafe
• dyn-preroll-EN-FR-ES-DE-ad-ward-cars-2

入力切り替えの順序を計画する

コンソールまたは CLI を使用してスケジュールにアクションを作成する前に、入力の切り替え順序を計画
することをお勧めします。

入力切り替えの順序を計画するには

1. 最初の位置に、取り込む入力アタッチメントを配置します。 MediaLive この入力は、スケジュールの
即時切り替えになることに注意してください。

2. スイッチのリストを作成し、各スイッチに使用する入力アタッチを作成します。各スイッチの開始タ
イプ (固定、即時、またはフォロー) を決定します。詳細については、「the section called “固定、即
時、およびフォローのスイッチ” (p. 450) と the section called “ルールと制限” (p. 452)」を参照し
てください。

固定スイッチとフォロー入力スイッチを順序付きリストに整理できるはずです。開始時刻がわ
からないため、即時スイッチを順序付きリストに含められない場合があります。手順の後にあ
る例 (p. 463)を参照してください。

入力の切り替えについて、次のことに注意してください。

• 入力アタッチメントは、何度でも切り替えることができます。
• 動的入力に切り替えるときは、動的入力のその使用に適用される URL を指定する必要があります。

作成した一覧で、各使用法の URL を指定します。
3. 切り替え間の移行の処理については、このセクションで後述する情報を参照してください。リスト内

の入力アタッチメントごとに、移行の処理方法を書き留めます。

スケジュールのモデルについて
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スケジュールに入力スイッチを設定するには、次の 2 つのモデルがあります。

• 推奨モデルでは、スケジュールのみを使用して、すべての入力の取り込みを制御します。このモデルで
は、チャンネル内の入力アタッチメントの順序は関係ありません。最初の入力スイッチが、最初に取
り込む入力への即時切り替えになるようにスケジュールを設定します。チャンネルが開始されるとすぐ
に、チャンネルが取り込みを開始する前に、チャンネルはその即時切り替えを実行します。

このセクションの前半のステップでは、このモデルのスケジュールを設計する方法を示します。
• もう 1 つのモデルでは、 MediaLive 最初の入力アタッチメントが取り込む最初の入力です。最初の取り

込み後にのみ、入力切り替えを実行するようにスケジュールを設定します。

このモデルは、入力アタッチの順序とスケジュールを確認する必要があるためです。最初のモデルで
は、1 か所から取り込み順序をスケジュール (スケジュール) をモニタリングします。

入力スイッチのリストの例

この例では、予定されている入力スイッチの一覧を示します。最初の入力は、ファイル入力に即座に切り
替えます。次いで、フォラスイッチである短いファイル入力がいくつか存在するため、スイッチは前の入
力の最後に発生します。これらの入力は次々と実行されますが、いつでもこれを中断して、すぐに最初の
ライブ入力に切り替えることができるように計画されています。その後、スケジュールは 2 つのライブ入
力を行ったり来たりします。正確なタイミングが分からないので、このスイッチを即時スイッチとして設
定することになります。

順序付きリスト: アクション名、開始タイプ、入力添付ファイル名

• スタートアップ、即時、バナー
• static-1, follow, short-clip-12
• static-2、follow、short-clip-32
• static-3、follow、short-clip-77
• static-4, follow, short-clip-18

いつでも発生する即時スイッチ:

• static-live-studio、-1
• static-live-alternate、-2

次の入力が固定または即時の場合の移行の処理

スケジュールを計画するときには、ファイル入力 (入力 A) から固定時間に開始される入力 (入力 B) また
は即時開始される入力に切り替えるときにギャップが生じないことを確認する必要があります。入力 B は
ファイルまたはライブ入力です。現在の入力が切り替えの開始時間より前に終了すると、ギャップが生じ
る可能性があります。

各入力アタッチの [Source end behavior] (ソース終了時の動作) フィールドはギャップを制御します。(この
フィールドは、[Input attachments] (入力アタッチ) ページのチャンネルの [General input settings] (一般入
力設定) セクションに表示されます)。この状況でスムーズに移行するには、2 つの方法があります。

• 入力 A の [Source end behavior] (ソース終了時の動作) フィールドを [LOOP] (ループ) に設定した場合、 
MediaLive 入力 A が終了すると、入力 B の開始時刻になるまで再び入力 A を取り込みます。

• 入力 A の [Source end behavior] (ソース終了時の動作) フィールドを [CONTINUE] (続行) に設定する
と、入力 A は一度だけ取り込まれます。入力が終了すると、チャンネルは一連の [Input Loss Behavior]
(入力損失時の動作) フィールドで指定された動作に従います (「繰り返しフレーム」ロジックは適用され
ません)。入力 B の開始時刻になると、入力損失時の動作は終了し、チャンネルは入力 B に切り替わり
ます。
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(このフィールドを表示するには、[グローバル構成] の [一般入力設定] の [入力損失動作] で [入力損失
動作] を選択します。 さらにフィールドが表示されます。 詳細については、「を参照してくださいthe 
section called “入力損失処理” (p. 438)。

次の入力がフォローの場合の移行の処理

スケジュールを計画するときは、ある入力から「フォロー入力」への切り替えが成功することを確認する
必要があります。

現在の入力 (入力 A) がループするように設定されている場合、フォロー入力 (入力 B) は成功しませ
ん。AWS Elemental MediaLive はファイルの終わりに達すると、ファイルの先頭から再び取り込み始めま
す。

各入力アタッチの [Source end behavior] (ソース終了時の動作) フィールドはルーピングを制御します。(こ
のフィールドは、[Input attachments] (入力アタッチ) ページのチャンネルの [General input settings] (一般
入力設定) セクションに表示されます)。

• 入力 A の [ソース終了時の動作] は常に [CONTINUE] に設定します。入力 A が終了すると、チャンネル
がすぐに入力 B に切り替わります。

チャンネルを作成するときには、スケジュールの次の計画入力がフォロー入力であるすべての入力
アタッチの [Source end behavior] (ソース終了時の動作) を [CONTINUE] に設定することが重要で
す。[CONTINUE] を使用して入力を設定しなかった場合は、次の入力をフォロー入力にしてスケジュール
を設定することはできません。スケジュールアクションをキャンセルし、入力アタッチを変更して、スケ
ジュールアクションを再試行する必要があります。

入力の準備 — 次の入力が即時であるときのレイテンシーを低減

即時入力スイッチとして特定した入力スイッチがあっても、そのスイッチがいつ必要になるかわからない
場合があります。わずか数秒前に通知されることだけしかわかりません。このような場合、prepare input
アクションを作成して、あらかじめ入力を準備しておくとよいでしょう。詳細については、「the section 
called “入力準備” (p. 441)」を参照してください。

ステップ 6: 入力とチャンネルを作成する
ステップ 1～5 で計画を実行したら、入力を作成してチャンネルを作成する準備が整います。

複数入力チャンネルでは、チャンネルを開始する前に、すべての入力がチャンネルに存在している必要が
あります。チャンネルの実行中に入力を追加することはできません。したがって、次の計画されたメンテ
ナンス期間までに必要なすべての入力を特定する必要があります。

トピック
• 入力を作成する (p. 464)
• チャンネルの最初の入力を識別する (p. 465)
• チャンネルを作成する (p. 465)

入力を作成する

このセクションは、「the section called “入力” (p. 587)」の情報を補足するものです。複数の入力アタッ
チを含むチャンネルで使用する入力の作成に特に適用される情報を紹介します。

チャンネルを作成するには、次の点に注意して、「the section called “入力の作成” (p. 588)」のステップ
に従います。
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• このセクションの前のステップで特定した入力を作成します。
• 各入力を正しいタイプ (静的ライブ、静的ファイル、または動的ファイル) として設定してください。

静的ライブ入力または静的ファイル入力を作成するための特別なステップはありません。

動的入力を作成するには、ファイルソースの URL に変数を入力する必要があります。この変数が存在
する場合、 MediaLive 入力を動的入力として認識します。詳細については、「the section called “動的入
力” (p. 429)」を参照してください。

チャンネルの最初の入力を識別する

チャンネルの入力アタッチメントファイルのリストで、最初の入力として設定する入力を識別します。

• この入力は、取り込む最初の入力に切り替えるスケジュールを使用するため、取り込む最初の入力では
ありません。

• 動的ファイル入力にすることはできません。チャンネルを開始するには、ライブ入力または静的ファイ
ル入力のいずれかである必要があります。

チャンネルを作成する

このセクションは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」の情報を補足するものです。複数の入力アタッチ
を含むチャンネルの作成に特に適用される情報を紹介します。

次の点に注意し、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」の説明に従ってチャンネルを作成する手順に従いま
す。

チャンネルと入力の詳細ペイン

チャンネルの [Channel and input details] (チャンネルと入力の詳細) ペインの [Input specifications] (p. 167)
(入力仕様) セクションで、最も要求の厳しい入力を満たすか、またはそれを超えるように各オプションを
設定します。

入力アタッチメントペイン

チャンネルの [Input attachments] (入力添付ファイル) ペインで、作成した入力 (p. 464)のアタッチメント
を設定します。

各入力アタッチメントを設定するには

1. [Input attachments] (入力アタッチ) ペインで [Add] (追加) を選択します。
2. 入力を選択します。添付ファイルを計画した (p. 459)ときに決定した名前を入力します。
3. [Confirm] (確認) を選択すると、一般設定のフィールド、ビデオセレクタフィールド、オーディオセレ

クタフィールド、字幕セレクタフィールドが表示されます。
4. 必要に応じて、これらのフィールドに入力します。

以下の点に注意してください。

• 識別したすべての入力をアタッチします。入力を省略すると、チャンネルを停止しない限り、入力をア
タッチできません。

最初の入力アタッチメントは既に特定されている (p. 462)はずです。チャンネルで最初に表示されるよ
うに、このアタッチメントを最初に作成してください。

• 残りの入力アタッチメントを任意の順序で追加します。
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• 各入力アタッチの [General input settings] (入力全般設定) セクションで、[Source end behavior] (ソース
終了時の動作) を正しく機能するように設定します。詳細については、「the section called “次の入力が
固定または即時の場合の移行の処理” (p. 463)」を参照してください。

• 各入力アタッチメントの [General input settings] (一般入力設定) セクションで、アタッチメントを計画
した (p. 459)ときに作成した計画に従って、次のフィールドセットを設定します。
• [Video selector] (ビデオセレクタ) のフィールド
• [Audio selectors] (オーディオセレクタ) のフィールド
• [Caption selectors] (字幕セレクタ) のフィールド

出力グループ

チャンネルの [Output groups] (出力グループ) ペインで、通常の手順に従って、the section called “ステッ
プ 1: 出力の計画” (p. 453) で特定したすべての出力グループを作成します。

ステップ 7: 入力スイッチを含むスケジュールの設定
入力とチャンネルの作成後 (ステップ 6)、スケジュール内にアクションを作成して必要な入力切り替えを
設定する必要があります。入力切り替えアクションの作成の詳細については、「the section called “アク
ションの作成” (p. 245)」を参照してください。

スケジュールを設定する際は、以下のガイドラインに従ってください。

• チャンネルを開始する前に、少なくともいくつかの固定入力スイッチを作成し、入力切り替えアクショ
ンに従う必要があります。

• 新しいチャンネルの最初の入力スイッチは、即時入力スイッチでなければなりません。この入力切り替
えは、チャンネルを開始する前に作成する必要があります。このように設定することで、入力の取り込
みの順番が常にスケジュールで制御されることになります。

• 他の即時スイッチでは、チャンネルを開始する前にスケジュールにスイッチを追加できる場合がありま
す。または、チャンネルが実行された後にのみ追加できる場合もあります。これらの戦略のどれが計画
に適用されるかについての考え方が必要です。

• 定期的にスケジュールの更新を計画します。チャンネルを停止することなく、スケジュールにアクショ
ンを追加できることに注意してください。

スケジュールからのアクションの削除
スケジュールから入力スイッチアクションを削除できます。チャンネルの現在の状態に応じて、アクショ
ンを削除するためのさまざまなルールがあります。チャンネルは、実行中、アイドル、または復旧中の可
能性があります。手動で停止した場合、チャンネルはアイドル状態になります。チャンネルが不具合から
復旧すると MediaLive 、自動的に再起動します。

チャンネルの実行中にアクションを削除する

チャンネルが動作しているときは、削除できる入力スイッチアクションに制限があります。 MediaLive 
現在アクティブな入力に関する情報を保持する必要があります。チャンネルに障害が発生した場合、 
MediaLive 適切な入力で復旧して取り込みを開始できるように、その情報を保持する必要があります。し
たがって、このルールが適用されます

• 最新の固定入力、即時入力の切り替えを削除することはできません。「最も最近」という用語は、以下
のいずれかを意味します。
• 入力は、現在取り込んでいる入力です。つまり、最新の入力とアクティブな入力は同じです。
• 入力は、最新に取り込まれた固定入力または即時入力のスイッチです。アクティブ入力は、フォロー

入力かもしれません。
• この最新の固定入力または即時入力の切り替えに続くフォローチェーンのアクションを削除することは

できません。例えば、次の図で、入力 A が最新の固定入力スイッチまたは即時入力スイッチであると仮
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定します。アクション B、C、D は削除できませんが、フォローチェーンに含まれない E は削除できま
す。

   Input A    Fixed 
     Input B  Follow 
     Input C  Follow  
     Input D  Follow 
   Input E    Immediate 
    

チャンネルのアイドル中にアクションを削除する

チャンネルがアイドル状態のときに、アクションがスケジュール内に残っている限り、入力切り替えアク
ションを削除できます。

フォローチェーン内のアクションを削除するには、フォローチェーン全体を削除してから、フォロー
チェーンを再作成しますが、不要なアクションは省略する必要があります。the section called “アクション
の削除” (p. 263) を参照してください。

チャンネルが復旧中にアクションを削除する

チャンネルが復旧している間は、入力スイッチアクションを削除できます。

複数の入力を持つチャンネルの起動と再起動
チャンネルを作成し、そのスケジュールにアクションを追加したら、チャンネルを開始できます。

チャンネルを開始する前に、チャンネルに接続されている入力の準備ができていることを確認してくださ
い。

• プッシュ入力は、チャンネルを開始する前にプッシュ済みである必要があります。プッシュ入力がチャ
ンネルの最初の入力でなくても、プッシュ済みである必要があります。

• チャンネルの最初の入力がファイル入力の場合は、プルする準備ができている必要があります。
• 最初の入力ではないファイル入力は、入力への切り替えが行われる約 30 秒前までは、プルの準備がで

きていなくてもかまいません。

トピック
• 実行時の処理 (p. 467)
• チャンネルの再開 (p. 468)
• 空のスケジュールで起こること (p. 468)

実行時の処理
チャンネルを開始すると、AWS Elemental MediaLive がチャンネルの準備を整えるまでに少し時間がかか
ります。

チャンネルの準備ができ次第、 MediaLive スケジュールを調べて、開始時刻が現在であるかまたは開始時
刻が遅延している、即時の入力切り替えがあるかどうかを判別します。

• このアクションが見つかったら、その入力に切り替えて取り込みを開始します。
• このアクションが見つからなかった場合は、チャンネルにリストされている最初の入力アタッチの取り

込みを開始します。
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推奨どおりにチャンネルとスケジュールを設定すると、チャンネルの準備ができ次第、取り込む最初の入
力への即時切り替えが検出されます。 MediaLive

チャンネルの再開
スケジュールされた入力切り替えのために設定されている複数の入力を含むチャンネルを再開する
と、AWS Elemental MediaLive はスケジュールを調べて、現在どの入力が動作している必要があるのかを
判別します。 MediaLive 、以下のように動作します。

• その入力がライブ入力の場合、 MediaLive 現在のフレームでその入力の取り込みを開始します。
• その入力が固定時間または即時に開始するように設定されたファイル入力である場合 MediaLive、その

ファイルまたはファイルクリップの開始 (入力をクリップした場合) からその入力の取り込みを開始しま
す。スケジュールされた時刻と現在時刻の違いは調整されません。例えば、現在の UTC が 13:10:00 だ
とします。スケジュールは 13:00:00 に入力 X に切り替えるよう指定しています。 MediaLive ファイル
の 10 分からではなく、最初からインジェストを開始します。

• フォロー入力のチェーンが原因で現在の入力があいまいな場合、 MediaLive はフォロー入力を無視しま
す。チャンネルを再開した UTC 時間を基準として、過去の最新の固定入力または即時入力を見つけま
す。ファイルの先頭から入力の取り込みを開始します。

例えば、スケジュールが次のようになっているとします。
• ライブ入力 X の固定開始時間は 11:00
• ファイル入力 A の固定開始時間は 11:06
• ファイル入力 B の開始時刻はフォロー
• ファイル入力 C の開始時刻はフォロー
• ライブ入力 D の固定開始時間は 12:15

シナリオ 1: 入力 X がアクティブだった 11:04 にチャンネルが停止したとします。12:09 にチャンネルを
再開します。現在時刻を基準とした最新の固定入力スイッチは 11:06 です。これはファイル入力 A への
切り替えです。入力 A MediaLive にアクセスし、その入力を先頭から取り込み始めます。

シナリオ 2: 入力 X がアクティブだった 11:04 にチャンネルが停止したとします。12:16 にチャンネルを
再開します。現在時刻を基準とした最新の固定入力スイッチは 12:15 です。これはライブ入力 D への切
り替えです MediaLive 。入力 D にアクセスし、取り込みを開始します。

シナリオ 3: 入力 A がアクティブだった 11:08 にチャンネルが停止したとします。12:14 にチャンネルを
再開します。現在時刻を基準とした最新の固定入力スイッチは 11:06 です。これはファイル入力 A への
切り替えです。入力 A MediaLive に戻り、取り込みを開始します。ライブ入力に切り替えるとき、12:15 
までファイル A を C に取り込みます。ファイル A の少なくとも一部が取り込まれます。ファイル B と 
C を取り込む可能性があります。ただし、12:15 には間違いなく入力 D に切り替わります。

空のスケジュールで起こること
チャンネルがスケジュールの最後の入力を完了し (スケジュールが空になるように)、入力がループしない
ように設定している場合、 MediaLive 取り込みを停止しますが、チャンネルは引き続き実行されます。
チャンネルの料金は引き続き発生しています。

AWS Elemental Link デバイスの操作
AWS Elemental Link デバイスの操作については、「」を参照してください。the section called “AWS 
Elemental Link デバイス” (p. 389)。

AWS Elemental Link デバイスをソースとして持つ Elemental Link 入力の操作については、「」を参照して
ください。the section called “AWS Elemental Link 入力” (p. 126)。
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HLS マニフェスト内のパスのカスタマイズ
このセクションは、HLS 出力にのみ適用されます。HLS メインマニフェスト内には、各子マニフェストへ
のパスがあります。それぞれの子マニフェストの中には、そのマニフェストのメディアファイルへのパス
があります。

必要に応じてこれらのパスの構文を変更できます。通常、構文の変更が必要なのは、ダウンストリームシ
ステムに特別なパス要件がある場合に限られます。Akamai CDN では、通常、構文を変更する必要があり
ます。

ダウンストリームシステムがの場合、カスタムパスを設定しないでくださ
い。MediaPackage。MediaPackageはデフォルトのパスで動作します。

Note

HLS マニフェストのこのセクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明してい
るように、チャネルを作成する一般的な手順に精通していることを前提としています。
この機能に関連するコンソールの主要なフィールドは、ロケーションのグループ化HLS 出力グ
ループのセクションに追加します。チャネルの作成ページで. これらのフィールドに入力する手順
を確認するには、「the section called “手順” (p. 191)」を参照してください。

トピックス
• カスタムパスを設定する手順 (p. 469)
• マニフェストの仕組み (p. 470)
• カスタムパスのルール (p. 471)
• カスタムパスの設定に関するガイダンス (p. 471)
• カスタムの例パス (p. 472)

カスタムパスを設定する手順
次のフィールドは、マニフェスト内のパスに関連しています。

• [HLS 出力グループ] – [場所] – [Base URL manifest (ベース URL マニフェスト)] フィールド
• [HLS 出力グループ] – [場所] – [Base URL content (ベース URL コンテンツ)] フィールド

マニフェストでカスタムパスを設定するには

1. ダウンストリームシステムに問い合わせて、カスタムパスが必要かどうかを確認します。メインマニ
フェストに子マニフェストへのカスタムパスが必要な場合や、子マニフェストにメディアファイルへ
のカスタムパスが必要な場合や、メインマニフェストと子マニフェストの両方にカスタムパスが必要
な場合があります。「the section called “マニフェストの仕組み” (p. 470)」を参照してください。

2. に注意して、パスを設計します。構文とパスを構築するためのルール (p. 206)。

さまざまなダウンストリームシステムについては、このガイダンス (p. 471)を参照してください。

これらの例 (p. 472)を参照してください。
3. [HLS 出力グループ] ページの [場所] セクションで、次のいずれか、または両方のフィールドに入力し

ます。

• (ベース URL マニフェスト A)そしてBase URL マニフェスト B)。 単一パイプラインチャネルの場合
は、フィールド A にのみ入力します。標準チャネルの場合は、フィールド A とフィールド B に入
力します。

• Base URL Content A:そしてBase URL Content B)。 単一パイプラインチャネルの場合は、フィール
ド A にのみ入力します。標準チャネルの場合は、フィールド A とフィールド B に入力します。
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マニフェストの仕組み
次のセクションでは、マニフェストパスの仕組みについて説明します。

デフォルトでのマニフェストパスの仕組み
MediaLive が作成するマニフェストには、他のファイルへのパスに関する情報が含まれます。具体的な内
容は次のとおりです。

• メインマニフェスト内のコンテンツには、各子マニフェストへのパスが含まれます。

デフォルトでは、このパスの構文は次のとおりです。

baseFilename nameModifier extension

例:

curling-high.m3u8

パスは、メインマニフェストの場所からの相対パスです。
• 各子マニフェスト内のコンテンツには、そのメディアファイルへのパスが含まれます。

デフォルトでは、このパスの構文は次のとおりです。

baseFilename nameModifier optionalSegmentModifier counter extension

例:

curling-high-000001.ts

パスは、子マニフェストの場所からの相対パスです。

カスタムパスの仕組み
マニフェスト内のデフォルトパスが、ダウンストリームシステムが 3 つのファイルセットを処理する方法
に適していない場合は、[ベース URL] フィールドに入力できます。

• を完了します。Base URL ManifestフィールドはそのようにMediaLive子マニフェストへのカスタムパス
を構築します。

• を完了します。Base URL ContentフィールドはそのようにMediaLiveメディアファイルへのカスタムパ
スを構築します。

パスをカスタマイズすると、構文が変更されます。

• [Base URL manifest (Base URL マニフェスト)] フィールドに入力すると、子マニフェストパス (メイン
マニフェスト内) の構文は次のようになります。

baseURLManifest baseFilename nameModifier extension

例:
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http://viewing/sports/curling-high.m3u8

• [Base URL content (Base URL コンテンツ)] フィールドに入力すると、メディアファイルパス (子マニ
フェスト内) の構文は次のようになります。

baseURLContent baseFilename nameModifier optionalSegmentModifier counter 
        extension

例:

http://viewing/media/sports/curling-high-000001.ts

MediaLive がこれらのパスをどのように構築するか
子マニフェストへのカスタムパスは、次のように構築されます。

• [Base URL manifest (ベース URL マニフェスト)] フィールドまたは [Base URL content (ベース URL コ
ンテンツ)] フィールド、あるいはその両方に入力します。

例:

http://198.51.100/sports/viewing/

値の末尾にあるスラッシュに注意してください。
• MediaLive は、その値をデフォルトパス (p. 470)の前に追加します。例:

http://198.51.100/sports/viewing/curling-high.m3u8

カスタムパスのルール
次のルールをダウンストリームシステムの担当者と共有します。

一般的なルールでは、カスタムパスが環境で機能することを確認するのはダウンストリームシステムの責
任です。MediaLiveでは、値を検証しません。したがって、

• プロトコルが指定されている場合 (オプション)、これは [Destination URL (送信先 URL)] フィールドで指
定したプロトコルと同じである必要があります。

• 同じパイプラインの [Base URL manifest (ベース URL マニフェスト)] フィールドと [Base URL content 
(ベース URL コンテンツ)] フィールドには、同じ値または異なる値を入力できます。これらは、任意の
部分 (ドメイン、パス) で同じでも、異なっていてもかまいません。

• これらの値は、相対パスまたは絶対パスになります。
• 子マニフェストへの相対パスは、常にメインマニフェストの場所からの相対パスです。
• メディアファイルへの相対パスは、常に子マニフェストの場所からの相対パスです。
• パスはスラッシュで終わる必要があります。

カスタムパスの設定に関するガイダンス
さまざまなダウンストリームシステムで [ベース URL] フィールドを使用するためのガイダンスを次に示し
ます。
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ダウンストリームシステムを制御する場合のカスタムパスの設定

ダウンストリームシステムを制御する場合があります。たとえば、ダウンストリームシステムは Amazon 
S3 またはMediaStoreAmazon に接続されていますCloudFront。HLS ファイルの処理に、1 つ以上のファイ
ルセットの移動が必要な場合があります。この場合、これらの [ベース URL] フィールドに入力して、ファ
イルの最終的な場所のパスと一致させることができます。

ダウンストリームパッケージャが MediaPackage である場合のカスタムパスの設定

ダウンストリームパッケージがMediaPackageでは、Base URLフィールドは空です。MediaPackageは、
この情報を使用しません。

サードパーティーのダウンストリームシステムを使用する場合のカスタムパスの設定

サードパーティーのダウンストリームシステムを使用する場合、ダウンストリームシステムは、これらの 
[ベース URL] フィールドに入力するかどうかを通知する必要があります。

カスタムの例パス
次のすべての例では、次のことを前提としています。

• メインマニフェストでは、子マニフェストへのデフォルトパスは次の相対パスです。

curling-high.m3u8

• 子マニフェストでは、メディアファイルへのデフォルトパスは次の相対パスです。

curling-high-000001.ts

Example 1

ダウンストリームシステムは、ファイルを MediaLive プッシュする場所からファイルを移動します。ダウ
ンストリームシステムは、子マニフェストが親マニフェストと同じ相対的な場所にあり、さらにメディア
ファイルも子マニフェストと同じ相対的な場所にあるようファイルを移動します。

したがって、パスをカスタマイズする必要はありません。デフォルトパスは、移動後も機能します。

Example 2

メインマニフェストと子マニフェストに、それぞれのファイルへの絶対パスを含めます。次のように設定
します。

• [Base URL manifest A (ベース URL マニフェスト A)] フィールドに入力して、次の絶対パスを指定しま
す。

http://198.51.100/sports/viewing/

メインマニフェスト内では、子マニフェストへのパスは次のようになります。

http://198.51.100/sports/viewing/curling-high.m3u8

• [Base URL content (ベース URL コンテンツ)] フィールドに入力して、次の絶対パスを指定します。

http://203.0.113.55/sports/viewing/

子マニフェスト内では、メディアファイルへのパスは次のようになります。
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http://203.0.113.55/sports/viewing/curling-high-000001.ts

この例は、2 つのファイルセットのドメインが異なる可能性があることを示しています。

Example 3

親マニフェストに子マニフェストへの絶対パスを含めます。ただし、子マニフェストに、子マニフェスト
からの相対パスであるメディアファイルへのパスを含めます。この場合、子マニフェストへのパスをカス
タマイズしますが、メディアファイルへのデフォルトパスを引き続き使用します。

• [Base URL manifest A (ベース URL マニフェスト A)] フィールドに入力して、次の絶対パスを指定しま
す。

パイプライン A のメインマニフェスト内では、子マニフェストへのパスは次のようになります。

http://198.51.100/sports/viewing/curling-high.m3u8

• [Base URL content A (ベース URL コンテンツ A)] フィールドには入力しません。

子マニフェスト内では、メディアファイルへのパスはデフォルトのままです。

curling-high-000001.ts

冗長な HLS マニフェスト
標準チャネルで HLS 出力グループを作成すると、冗長なマニフェストを有効にすることができます。冗長
なマニフェストにより、ダウンストリームシステム (マニフェストを読み込む) は、MediaLive からの出力
失敗をより適切に処理できます。

冗長なマニフェスト機能が有効になっている場合、各パイプラインのメインマニフェストは、独自の子マ
ニフェストと他のパイプラインの子マニフェストの両方を参照します。ダウンストリームシステムは、1 
つのパイプラインの子マニフェストへのパスを検索します。そのパイプラインに問題がある場合、そのパ
イプラインの子マニフェストに問題があります。その後、ダウンストリームシステムはメインマニフェス
トを再度参照して、他のパイプラインの子マニフェストを見つけることができます。このようにして、ダ
ウンストリームシステムは、常にマニフェストとメディアの処理を続行できます。

冗長なマニフェストを正常に実装するために、ダウンストリームシステムが HLS 仕様に記載されている方
法で冗長なマニフェストを処理できることを確認する必要があります。

Note

HLS マニフェストのこのセクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明してい
るように、チャネルを作成する一般的な手順に精通していることを前提としています。
この機能に関連するコンソールの主要なフィールドは、マニフェストとセグメントのグループ
化HLS 出力グループ「」セクションチャネルを作成するページで. これらのフィールドに入力す
る手順を確認するには、「the section called “手順” (p. 191)」を参照してください。

トピックス
• 冗長なマニフェストを設定する手順 (p. 474)
• HLS マニフェストのメディアコンテンツ (p. 476)
• ほとんどのダウンストリームシステムのルール (p. 476)
• Akamai CDN のルール (p. 477)
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• 冗長なマニフェストを他の機能と組み合わせる (p. 478)

冗長なマニフェストを設定する手順
冗長なマニフェストを設定するには、出力グループの機能をオンにします。また、出力名と送信先パスの
設計も調整します (冗長なマニフェストを実装しない HLS 出力と比較して)。

次のフィールドは、特に冗長なマニフェストに関連しています。

• [HLS 出力グループ] – [マニフェストとセグメント] – [Redundant manifests (冗長なマニフェスト)] 
フィールド

冗長なマニフェストを設定するには

1. ダウンストリームに話すシステム冗長なマニフェストをサポートしているかどうかを確認します。
2. 「the section called “送信先フィールド — HTTP サーバー” (p. 205)」の情報を確認します。マニフェ

ストは、MediaLive から出力されると見なされます。したがって、出力の送信先に関する一般的な
ルールが冗長なマニフェストに適用されます。

3. 2 つのパイプラインの URL を設計します。HLS ファイルの URL には、特別な要件があります。該当
するセクションを読んでください。

• the section called “ほとんどのシステムのルール” (p. 476)
• the section called “Akamai のルール” (p. 477)

これらのルールは、「the section called “送信先フィールド — HTTP サーバー” (p. 205)」の情報を補
足するものです。

4. マニフェストのカスタムパスも必要な場合は、「the section called “カスタムパスの仕組
み” (p. 470)」の情報を必ず読んでください。URL を設計する際、カスタムパスのルールを考慮する
必要があります。

5. [HLS 出力グループ] セクションで、[マニフェストとセグメント] と [Redundant manifests (冗長なマニ
フェスト)] に対して [有効] を選択します。このフィールドは、出力グループ内のすべての出力に適用
されます。

6. 設計に従って、次のフィールドに入力します。

• [出力グループ] – [HLS グループ送信先] セクション
• [出力グループ] – [HLS 設定] – [CDN] セクション
• [出力グループ] – [場所] – [ディレクトリ構造]
• [出力グループ] – [場所] – [Segments per subdirectory (サブディレクトリごとのセグメント)]
• HLS 出力 — [出力設定] — [名前修飾子]
• HLS 出力 — [出力設定] — [セグメント修飾子]

• [HLS 出力グループ] — [場所] — [ベース URL マニフェスト](カスタムパスも設定している場合)
• [HLS 出力グループ] — [場所] — [ベース URL コンテンツ](カスタムパスも設定している場合)

この機能によって HLS マニフェストのコンテンツがどのように変更されるかについては、「the section 
called “HLS マニフェストのメディアコンテンツ” (p. 476)」を参照してください。

この結果セットアップ
次の 3 つの障害シナリオで冗長なマニフェストがどのように機能するかについて説明します。
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シナリオ A — 入力損失時のアクションが出力を放出することです。

いずれかのパイプラインで入力が失われ、入力損失時のアクションフィールド (p. 214)は、 に設定されま
す。EMIT_OUTPUT,MediaLiveでは、親マニフェストと子マニフェストが引き続き更新されます。

ダウンストリームシステムの観点からは、どちらのパイプラインの親マニフェストまたは子マニフェスト
に変更はありません。メディアファイル内のコンテンツはフィラーコンテンツですが、ダウンストリーム
システムがマニフェストを読み込む方法には影響しません。

シナリオ B — 入力損失時のアクションが出力を一時停止することです

いずれかのパイプライン (パイプライン 0 など) で入力が失われ、[入力損失時のアクション] フィールドが 
[PAUSE_OUTP] に設定されている場合、MediaLive は、次の操作を実行します。

• パイプライン 0 の子マニフェストのリスト化を削除する。
• 子マニフェストを削除するために、パイプライン 0 の子マニフェストの場所にリクエストを送信する。

パイプライン 0 のメインマニフェストを読み込んだダウンストリームシステムの結果、パイプライン 0 の
メインマニフェストを読み込んだ結果、パイプライン 0 の子マニフェストのリスト化は見つかりません。
システムは、パイプライン 0 のメインマニフェストで、代替の子マニフェストを探します。パイプライン 
1 の子マニフェストが見つかった場合、その子マニフェストの読み込みに切り替わります。

パイプライン 1 のメインマニフェストを読み込んでいるダウンストリームシステムは、おそらくパイプラ
イン 1 の子マニフェストを読み込んでいるため (それらの子マニフェストがメインマニフェストに最初に
表示されるため)、影響を受けません。

シナリオ C — パイプラインの失敗

パイプラインが失敗する可能性もあります。この失敗は、入力の失敗と同じではありません。パイプライ
ンが失敗した場合 (パイプライン 0 など)、次のことが発生します。

• 出力が停止します。
• パイプライン 0 のメインマニフェストは削除されません。これには、パイプライン 0 の子マニフェスト

のリスト化が引き続き含まれています。
• 新しいメディアファイルが生成されていないため、子マニフェストは更新されません。そのため、子マ

ニフェストは古いです。
• パイプライン 1 のメインマニフェストは変更されません。これには、パイプライン 0 (およびパイプライ

ン 1) の子マニフェストのリスト化が引き続き含まれています。

パイプライン 0 のメインマニフェストを読み込んだダウンストリームシステムの結果、パイプライン 0 の
メインマニフェストを読み込んだ結果、パイプライン 0 の子マニフェストのリスト化が見つかりますが、
そのマニフェストは古いです。マニフェストが古いことをシステムが検出できる場合、システムは、パイ
プライン 0 のメインマニフェストに戻り、代替の子マニフェストを検索できます。パイプライン 1 の子マ
ニフェストが見つかった場合、その子マニフェストの読み込みに切り替わります。

パイプライン 1 のメインマニフェストを読み込んでいるダウンストリームシステムは、影響を受けませ
ん。これらのシステムは、おそらくパイプライン 1 の子マニフェストを読み込んでいます (それらの子マ
ニフェストがメインマニフェストに最初に表示されるため)。

Note

HLS 出力のダウンストリームシステムが AWS Elemental の場合MediaStoreとすると、を設定で
きます。MediaStore古い入力を削除してください。「」を参照してください。オブジェクトのラ
イフサイクルポリシーのコンポーネント。子マニフェストが削除された後、MediaStore は、シナ
リオ B の「マニフェストが削除されました」ロジックにフォールバックします。
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HLS マニフェストのメディアコンテンツ

HLS マニフェストのメディアコンテンツ
冗長なマニフェストを設定すると、HLS マニフェストのコンテンツが変更されます。これにより、マ
ニフェスト内のメディア情報 (動画、オーディオ、および字幕の情報) が変更されます。この情報はすべ
て、#EXT-X-STREAM-INF タグとして表示されます。

次のセクションでは、標準 (冗長ではない) マニフェストおよび冗長なマニフェストにおけるそれらのタグ
の数とそれらのタグの内容について説明します。

標準マニフェストの内容
標準チャネルでは、2 つのパイプラインがあります。各パイプラインは、独自のマニフェストのセットを
生成します。したがって、パイプライン 0 には、1 つのメインマニフェスト、1 つの子マニフェストセッ
ト、1 つのメディアファイルセットがあります。同様に、パイプライン 1 には同じファイルセットがあり
ます。マニフェストは、独自のパイプラインのファイルのみを参照します。

各パイプラインのメインマニフェストの動画情報は、次のようになります。

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=629107 ...  
curling-high.m3u8       

冗長なマニフェストの内容
冗長なマニフェスト機能が有効になっている場合、各メインマニフェストは、独自のパイプラインおよび
他のパイプラインの子マニフェストを参照します。

この機能は、子マニフェストには影響しません。子マニフェストは、独自のメディアファイルのみを参照
します。

以下に、マニフェスト内の動画情報がどのように表示されるかについての例を示します。パイプライン 0 
の BaseFilename がファーストカーリングそしてパイプライン 1 の場合その他カーリング。

パイプライン 0 のマニフェストは、次のようになります (パイプライン 0 の子マニフェスト情報が最初に
表示されます)。

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=629107 ...  
first-curling-high.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=629107 ...  
other-curling-high.m3u8

パイプライン 1 のマニフェスト内の動画情報は、次のようになります (パイプライン 1 の子マニフェスト
情報が最初に表示されます)。

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=629107 ...  
other-curling-high.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=629107 ...  
first-curling-high.m3u8       

ほとんどのダウンストリームシステムのルール
Akamai 以外のダウンストリームシステムで冗長なマニフェストを設定する場合は、このセクションをお
読みください。ダウンストリームシステムが Akamai CDN の場合は、「the section called “Akamai のルー
ル” (p. 477)」を参照してください。
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Akamai のルール

ダウンストリームシステム (Akamai を除く) のルールは、次の要件に基づいています。

• MediaLive が、両方のパイプラインから同じ場所 (プロトコル/ドメイン/パス) にファイルをプッシュす
る。

• 場所が同じである場合、パイプラインのベースファイル名は異なっている必要がある。
• カスタムマニフェストパス (p. 470)も実装する場合、マニフェスト内の URL は同じである必要があ

る。

ダウンストリームシステムがこれらの制限で動作できることを確認します。

フィールド ルール

2 つの送信先 URI (A と B) のプロトコル/ドメイン/
パス部分

両方のフィールドで同一である必要があります。

2 つの送信先 URI (A と B) のベースファイル名部
分

各フィールドで異なっている必要があります。

それできないつかいます変数識別子 (p. 370)日付ま
たは時刻が含まれます。

NameModifier各出力の このフィールドのインスタンスは 1 つだけです。
どちらのパイプラインも同じ値を使用します。

それできないつかいます変数識別子 (p. 370)日付ま
たは時刻が含まれます。

セグメント修飾子 このフィールドのインスタンスは 1 つだけです。
どちらのパイプラインも同じ値を使用します。

それできますつかいます変数識別子 (p. 370)日付ま
たは時刻が含まれます。

Base URL Manifest A (ベース URL マニフェスト 
A) と

Base URL Manifest B (ベース URL マニフェスト 
B)

これらのフィールドは、カスタムマニフェストパ
ス (p. 470)も実装している場合にのみ適用されま
す。

両方のフィールドに入力します。

Base URL Content A (ベース URL コンテンツ A) 
と

Base URL Content A (ベース URL コンテンツ B)

これらのフィールドは、カスタムマニフェストパ
ス (p. 470)も実装している場合にのみ適用されま
す。

両方のフィールドに入力します。

Akamai CDN のルール
Akamai CDN で冗長なマニフェストを設定する場合は、この表をお読みください。ダウンストリームシス
テムが Akamai CDN でない場合は、「the section called “ほとんどのシステムのルール” (p. 476)」を参照
してください。

フィールド ルール

2 つの送信先 URI (A と B) のプロトコル/ドメイン/
パス部分

互いに異なっていても、同じでもかまいません。

BaseFilename2 つの送信先 URI (A と B) の一部 互いに異なっていても、同じでもかまいません。
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冗長なマニフェストを他の機能と組み合わせる

フィールド ルール
それできないつかいます変数識別子 (p. 370)日付ま
たは時刻が含まれます。

プロトコル/ドメイン/パスとベースファイル名の
組み合わせは、A と B で一意である必要がありま
す。このルールにより、2 つのパイプラインの出
力ファイルが互いに上書きされないようになりま
す。

名前修飾子 このフィールドのインスタンスは 1 つだけです。
どちらのパイプラインも同じ値を使用します。

それできないつかいます変数識別子 (p. 370)日付ま
たは時刻が含まれます。

セグメント修飾子 このフィールドのインスタンスは 1 つだけです。
どちらのパイプラインも同じ値を使用します。

それできますつかいます変数識別子 (p. 370)日付ま
たは時刻が含まれます。

Base URL Manifest A (ベース URL マニフェスト 
A) と

Base URL Manifest B (ベース URL マニフェスト 
B)

これらのフィールドは、カスタムマニフェストパ
ス (p. 470)も実装している場合にのみ適用されま
す。通常、Akamai CDN では、カスタムマニフェ
ストパスを実装します。

両方のフィールドに入力します。

Base URL Content A (ベース URL コンテンツ A) 
と

Base URL Content A (ベース URL コンテンツ B)

これらのフィールドは、カスタムマニフェストパ
ス (p. 470)も実装している場合にのみ適用されま
す。

両方のフィールドに入力します。

冗長なマニフェストを他の機能と組み合わせる
冗長なマニフェストとカスタムパス機能の組み合わせ

冗長なマニフェストでカスタムパスを設定できます。ルールに従っていることを確認するカスタムパスの
場合 (p. 471)また、ダウンストリームシステムの冗長マニフェストの場合、Akamai CDN (p. 477)また
は別のダウンストリームシステム (p. 476)。

冗長なマニフェストとオーディオレンディショングループの組み合わせ
Note

このセクションの情報は、オーディオレンディショングループのマニフェストに精通して
いることを前提としています。詳細については、「the section called “サンプルマニフェス
ト” (p. 388)」を参照してください。

冗長なマニフェストを設定しており、オーディオレンディショングループがある場合、MediaLiveは、親マ
ニフェスト内のオーディオレンディショングループへの参照を自動的に調整します。

行の各ペア (たとえば、高解像度動画の場合、#EXT-X-STREAM-INF) で、MediaLive はそのレンディショ
ングループの名前を調整します。このようにして、レンディショングループへの参照はパイプラインごと
に異なります。これにより、クライアントプレーヤーがマニフェストを読み込むときに、同じパイプライ
ンから動画とオーディオが選択されます。
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モーショングラフィックスオーバーレイ

パイプライン 0 の動画の #EXT-X-STREAM。AUDIO の値を書き留めます。

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=541107,...AUDIO="aac-audio-0", ... 

パイプライン 1 の動画の #EXT-X-STREAM。AUDIO の値を書き留めます。

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH =541107, ...AUDIO="aac-audio-1",... 

モーショングラフィックスオーバーレイの操作
モーショングラフィックスのオーバーレイ機能を使用すると、[] 内のビデオにモーションイメージを重ね
合わせることができますMediaLiveチャネル。モーションイメージは HTML5 モーショングラフィックア
セットに基づいています。

モーショングラフィックスオーバーレイを設定するには、次の 2 つの領域で作業を実行する必要がありま
す。

• あなたは選択する必要がありますHTML5 オーサリングシステム。HTML5 アセットを準備するには、こ
のオーサリングシステムを使用する必要があります。また、アセットを外部に継続的に公開する必要が
あります。MediaLive。

• OnMediaLiveでは、モーショングラフィックオーバーレイを含める各チャンネルでモーショングラ
フィックスを有効にする必要があります。

チャンネルを開始したら、スケジュール (p. 238)での機能MediaLiveをクリックして、実行中のチャンネル
にモーショングラフィックを挿入します。スケジュールがアクションを受け取るとすぐに、MediaLiveコン
テンツのダウンロードとレンダリングを開始します。モーショングラフィックスのアクションがアクティ
ブである限り、コンテンツは継続的にダウンロードおよびレンダリングされます。スケジュールで非アク
ティブ化アクションを作成することで、いつでもイメージを非アクティブ化できます。

料金
モーショングラフィックスのオーバーレイ機能を備えたチャンネルの実行には料金がかかります有
効 (p. 480)。現在チャンネルにモーショングラフィックスのオーバーレイが挿入されていない場合でも、
料金が発生します。

この電荷は、チャンネル内の最大のビデオ出力に基づいています。

この課金を停止するには、この機能を無効にする必要があります。

このモードの使用料金については、MediaLive料金表。https://aws.amazon.com/medialive/pricing/

トピックス
• ステップ 1: モーショングラフィックアセットを準備する (p. 479)
• ステップ 2: 機能を有効にする (p. 480)
• ステップ 3: オーバーレイを挿入する (p. 481)

ステップ 1: モーショングラフィックアセットを準備
する
オーサリングシステムを使用して、アセットを作成し、フェードや不透明度などの機能の実装を含むコン
テンツを管理します。
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ステップ 2: 機能を有効にする

MediaLiveグラフィックオーバーレイを表示する上での役割は、アセットのレンダリングと、指定された時
間にアセットを挿入してビデオから削除することに限定されます。MediaLiveモーショングラフィックを操
作するための機能はありません。

モーショングラフィックアセットを準備するには

1. オーサリングシステムを使用してアセットを作成します。HTML5 コンテンツは、以下の要件を満たし
ている必要があります。

• 標準のブラウザベースのレンダリング手法を使用する任意の HTML5 オーサリングシステムを使用
できます。

• ビデオとオーディオ以外の任意の HTML5 タグを使用できます。
• Javascript を組み込んで、ソース URL に公開されるアセットを動的に制御する機能を提供するバッ

クエンドシステムとやり取りできます。
• コンテンツのサイズは、チャンネル内の最大のビデオレンディションの幅と高さに合わせる必要が

あります。MediaLiveフレーム全体にアセットの解像度を変更することはできません。ただし、ク
ロップせずに小さなビデオレンディションに合わせてコンテンツのサイズを縮小します。

2. モーショングラフィックアセットを、パブリック IP アドレス経由でアクセス可能なソース URL に公
開します。

3. 場所をメモします。これは、スケジュールアクションを追加するときに必要になります。
4. モーショングラフィックスアセットのロケーションでファイルをダウンロードするためにログインが

必要な場合は、必要なユーザー名とパスワードを取得します。認証情報をメモします。これらは、ス
ケジュールアクションを追加するときに必要になります。

ステップ 2: 機能を有効にする
モーショングラフィックオーバーレイを挿入するチャンネルごとに、この手順を実行します。

Note

このセクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明している一般的なチャネル
の作成手順を理解していることを前提としています。

この機能を有効にするには

チャンネルを作成するとき、または既存のチャンネルを変更する場合は、次の手順を実行します。

1. 表示する全般チャネルの設定[] セクションを選択し、モーショングラフィックスの設定ペイン。
2. [] をオンにするモーショングラフィックスの設定を有効にする。追加のフィールドが表示されます。
3. フィールドを以下のように設定します。

• モーショングラフィックスの挿入— に設定します。[Enabled (有効)]。
• モーショングラフィックスの設定— 値を次のままにしておきます。HTML モーショングラフィック

ス(唯一のオプション)。

のこのセクションの詳細については、チャネルの作成コンソールの「」ページを参照してくださ
い。the section called “全般設定” (p. 177)。

チャンネルを作成または保存すると、モーショングラフィックスオーバーレイ用に設定されます。つ
まり、チャンネルスケジュールにアクションを追加すると、モーショングラフィックスのオプション
がアクションの種類フィールド。
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ステップ 3: オーバーレイを挿入する

Important

モーショングラフィックスオーバーレイ機能が有効になっているチャンネルを保存すると、現在
挿入されているモーショングラフィックスのオーバーレイがない場合でも、チャンネルの実行時
に適用される機能に対して料金が発生します。
この課金を停止するには、この機能を無効にする必要があります。

機能を無効にするには

モーショングラフィックス機能を無効にするには、モーショングラフィックスの設定を有効にするフィー
ルド。

ステップ 3: オーバーレイを挿入する
準備ができたら、チャネルスケジュールでアクションを作成して、オーバーレイをアクティブ化（挿入）
できます。アクションは、チャンネルが開始される前またはすでに実行されている間、いつでも作成でき
ます。

スケジュールとは、各チャネルにアタッチされているタイムテーブルのことです。スケジュールは、特定
の時間にチャネルに対して実行するアクションを指定できるように設計されています。モーショングラ
フィックが特定の時間アクティブになるように、または無期限にアクティブになるようにアクションを設
定できます。どちらの場合も、非アクティブ化アクションを作成することで、いつでもオーバーレイを停
止できます。

詳細については、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」および「the section called “アクションの作
成” (p. 245)」を参照してください。

AWS Elemental でのマルチプレックスと MPTS 
MediaLive

MediaLive マルチプログラムトランスポートストリーム (MPTS) を作成するようにマルチプレックスを設
定できます。RTP または UDP を介したトランスポートストリーム (TS) コンテンツの配信経験があるサー
ビスプロバイダーであれば、 MediaLive マルチプレックスに関心があることでしょう。

Note

MediaLive マルチプレックスとは、 MediaLive内のエンティティを指します。MPTS とは、デジ
タル伝送技術の標準用語です。配信用の MPTS を作成するには、 MediaLiveマルチプレックスを
作成して操作します。

トピック
• AWS Elemental でのマルチプレックスと MPTS の概要 MediaLive (p. 481)
• マルチプレックスに関する制約事項 (p. 482)
• マルチプレックスのセットアップ (p. 483)
• マルチプレックスの開始、一時停止、または停止 (p. 486)

AWS Elemental でのマルチプレックスと MPTS の概
要 MediaLive
マルチプログラムトランスポートストリーム (MPTS) は、複数のプログラムを伝送する UDP トランス
ポートストリーム (TS) です。AWS Elemental MediaLive では、すべての可変ビットレートプログラムで構
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成するか、すべてを固定ビットレートプログラムで構成するか、すべてを固定ビットレートプログラムで
構成するか、すべてを固定ビットレートプログラムで構成するか、すべてを固定ビットレートプログラム
で構成するか、すべてを固定ビットレートプログラムで構成するか、すべてを固定ビットレートプログラ
ムで構成するか、すべてを固定ビットレートプログラムで構成するか

MPTS を作成するには、 MediaLive マルチプレックスを作成します。次いで、このマルチプレックスに最
大 20 MediaLive 個のプログラムを追加します。最後に、プログラムごとに 1 MediaLive つのチャンネルを
作成し、各チャンネルをそのプログラムに関連付けます。

チャンネル

チャンネルは、 MediaLive 特定の方法で設定された通常のチャンネルです。チャンネルはマルチプレック
ス専用です。つまり、このチャンネルを使用して MPTS 出力と他の出力 (SPTS UDP 出力や HLS 出力な
ど) の両方を生成することはできません。

サポートされているソースは、 MediaConnect 入力または MP4 入力を使用するソースです。

チャンネルには、マルチプレックスタイプの出力グループが 1 つのみ含まれます。出力グループ内の出力
は 1 つだけです。この出力はトランスポートストリームです。入力と出力に関する以上の特殊な要件を除
いて、チャンネルは通常のチャンネルと同じです。チャンネルは、ビデオ、オーディオ、および字幕を生
成する際に、UDP 出力に関するルールに従います。

チャンネルは常に標準チャンネルです。チャンネルには、UDP 出力に実装できる通常のチャンネル機能 
(入力スイッチングや SCTE-35 広告使用メッセージなど) を含めることができます。

プログラム

MediaLive チャンネルはプログラムにアタッチされます。

プログラムは、このプログラム内のビデオのビットレートに関する情報を提供します。各プログラムは、
固定ビデオビットレートまたは可変ビデオビットレートを持つことができます。可変ビデオビットレート
の場合、マルチプレックスはすべてのプログラムの需要に基づいてプログラムのビットレートを割り当て
ます。

マルチプレックス

各プログラムはマルチプレックスにアタッチされます。マルチプレックスには、最大 20 のプログラムを
含めることができます。

MediaLive マルチプレックスは、MPTS 全体のビットレートなど、MPTS の設定情報を提供します。

マルチプレックスの開始

準備が完了したら、マルチプレックスとチャンネルを開始します (プログラムは開始しません。)

MPTS は RTP 出力です。 MediaLive MPTS を作成し、AWS Elemental MediaConnect MediaLive に配信し
ます。AWS Elemental は、RTP MediaConnect 出力を資格のあるソースとして自動的にセットアップしま
す。この資格のあるソースをセットアップするための手順は不要です。ただし、MPTS の配布を完了する
には、その資格のあるソースを使用するフローを作成する必要があります。

マルチプレックスの開始方法の詳細については、「the section called “マルチプレックスの開始、一時停
止、または停止” (p. 486)」を参照してください。資格のあるソースの詳細については、AWS Elemental 
MediaConnect ユーザーガイドの「フローの作成」を参照してください。

マルチプレックスに関する制約事項
次にマルチプレックスに関連する制限の概要を示します。

• 作成できるマルチプレックス数にサービスクォータがあります。詳細については、「クォータ (p. 16)」
を参照してください。
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• マルチプレックスには、以下の制限が適用されます。
• 各マルチプレックスが生成する MPTS は 1 つのみです。MPTS には 2 つのパイプラインがあるた

め、2 つの送信先に送信されます。
• すべてのマルチプレックス出力にビデオを含める必要があります。

• プログラムには、以下の制限が適用されます。
• マルチプレックス内の各プログラムは単一使用です。プログラムは 1 つのマルチプレックスにのみア

タッチされ、そのマルチプレックスでのみ使用できます。
• マルチプレックス内のチャンネルには、以下の制限が適用されます。

• 各チャンネルは単一使用です。チャンネルはマルチプレックス内の 1 つのプログラムにのみアタッチ
でき、そのマルチプレックスでのみ使用できます。

• 各チャンネルには、マルチプレックスタイプの出力グループが 1 つのみ含まれます。他のタイプの出
力グループを含めることはできません。

マルチプレックスのセットアップ
MPTS には、 MediaLive マルチプレックス、 MediaLive プログラム、 MediaLiveチャンネル ( MediaLive 
およびそれらにアタッチされた入力) の 3 つのコンポーネントがあります。これらのコンポーネントは、
次の順序で作成する必要があります。

• MediaLive マルチプレックスを作成します。
• このマルチプレックス内にプログラムを作成します。プログラムは単独では存在できず、常にマルチプ

レックス内に存在します。
• 1 つのチャンネルを作成してプログラムにアタッチします。マルチプレックスチャンネルは単独で存在

できず、常にプログラム内に存在します。

ステップ 1: アベイラビリティーゾーンを計画する
マルチプレックス用の 2AWS つのアベイラビリティーゾーンを特定します。AWS Elemental は、これら 2 
MediaLive つのゾーンでマルチプレックスのパイプラインを実行します。次のガイドラインに従ってくだ
さい。

• マルチプレックスに入力を含める場合、 MediaConnect その入力が既に存在しているときは、その入力
内のフローのリージョンとアベイラビリティーゾーンを書き留めます。以下のステップでは、同じリー
ジョンとアベイラビリティーゾーンを使用するようにマルチプレックスを設定します。

• マルチプレックスに入力を含める場合、 MediaConnect その入力が既に存在していないときは、リー
ジョンとアベイラビリティーゾーンを選択します。フローとマルチプレックスは同じリージョンとアベ
イラビリティーゾーンを使用する必要があります。

• MediaConnect マルチプレックスに入力が含まれない場合は、マルチプレックス内の 2 つのパイプライ
ンのリージョンとアベイラビリティーゾーンを選択します。

ステップ 2: マルチプレックスを作成する
マルチプレックスを作成します。マルチプレックスは、特定したリージョンとアベイラビリティー
ゾーンで必ず作成します。詳細については、「the section called “マルチプレックスとプログラムの作
成” (p. 595)」を参照してください。

ステップ 3: 入力を作成する
作成するチャンネル用の入力を作成する必要があります。他のチャンネルと同様に、各チャンネルを作成
する前に入力を作成する必要があります。
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• 通常の入力を作成する (p. 588)手順に従います。
• マルチプレックスで使用するチャネルの入力として、MP4 入力または MediaConnect 入力を選択できま

す。
• MediaConnect 入力の場合は、以下のルールに従ってください。

• MediaConnect 入力内のフローでは、ステップ 1 で特定したリージョンとゾーンを使用する必要があ
ります。

• MediaConnect すべての入力は、これらの同じ 2 つのゾーンを使用する必要があります。

ステップ 4: プログラムを作成する
マルチプレックスに追加するプログラムを作成します。詳細については、「the section called “マルチプ
レックスとプログラムの作成” (p. 595)」を参照してください。マルチプレックスごとに最大 20 のプログ
ラムを追加できます。マルチプレックスは既に存在している必要があります。

ステップ 5: チャンネルを作成する
プログラムごとにチャンネルを作成します。プログラムは既に存在している必要があります。

コンソールでは、2 つの方法を使用してプログラム内のチャンネルを作成できます。

• [Program details] (プログラムの詳細) ページを使用する場合。各プログラムを作成すると、プログラム
のチャンネルを即座に作成するためのリンクを含む、プログラムの詳細が表示されます。このリンクを
選択すると、[Create channel] (チャンネルの作成) ページが表示されます。このページの多くのフィール
ドには、マルチプレックスで使用するチャンネルに適用可能な値が既に設定されています。 MediaLive 
自動的に設定されるフィールドの概要については、「」を参照してくださいthe section called “制限事
項” (p. 484)。

• ナビゲーションペインを使用する場合。ナビゲーションペインから [Channel] (チャンネル) を選択し
て、通常の方法でチャンネルを作成できます。一部のフィールドの設定方法については、「the section 
called “制限事項” (p. 484)」を参照してください。

チャンネルフィールドの入力方法の詳細については、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」を参照してくだ
さい。

制限事項

マルチプレックスで使用するチャンネルの設定には、いくつかの制限があります。

出力グループの制限

チャンネルには、マルチプレックスタイプの出力グループを 1 つのみ含めることができます。このタイプ
は、UDP 出力グループのルールに従います。この出力グループには出力を 1 つのみ含めることができま
す。

出力の制限

出力フィールドには、以下の制限が適用されます。

フィールド 値

[Multiplex destination] (マルチプレックス送信先) の
[Multiplex program] (マルチプレックスプログラム) 
フィールド

リストから、このチャンネルが属するマルチプ
レックスプログラムを選択します。
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フィールド 値

[Stream settings] (ストリーム設定) の [Video] (ビデ
オ)

出力に含めることができるビデオアセットは 1 つ
のみです。

[Stream settings] (ストリーム設定) の [Audio] (オー
ディオ)

出力にはゼロ個以上のオーディオアセットを含め
ることができます。

[Stream settings] (ストリーム設定) の [Captions]
(字幕)

出力にはゼロ個以上の字幕アセットを含めること
ができます。

ビデオの制限

ビデオのフィールドには、以下のルールが適用されます。

フィールド 値

[Width] (幅) と [Height] (高さ) (解像度) 幅と高さの両方の値を設定します。幅は最大 1920 
ピクセルです。高さは最大 1080 ピクセルです。

Codec settings (コーデック設定) [H.264] (AVC) または [H.265] (HEVC) を選択しま
す。

[Aspect Ratio] (アスペクト比) の [PAR control]
(PAR コントロール) フィールド

値を設定します。これは必須です。ソースからの
アスペクト比に従うように設定しないでくださ
い。

[Rate control] (レート制御) の [Rate control mode]
(レート制御モード) フィールド

[Multiplex] (マルチプレックス) を選択します。

[Rate control] (レート制御) の [Buffer size] (バッ
ファサイズ) フィールド

空白のままにしておきます。

[Frame rate] (フレームレート) の [Framerate] (フ
レームレート) フィールド

値を設定します。これは必須です。ソースからの
フレームレートに従うように設定しないでくださ
い。

分子と分母は、この範囲の 10 進値になる必要があ
ります。

• サポートされる最低レートは 23.97 フレーム/秒 
(2400/1001) です。

• サポートされる最大レートは 60 フレーム/秒で
す。

[GOP structure] (GOP 構造) [GOP size units] (GOP サイズの単位) 
で、[FRAMES] を選択します。次に、[GOP 
structure] (GOP 構造) を 6 以上に設定します。

または、[GOP size units] (GOP サイズの単位) で
[SECONDS] を選択します。次に、[GOP structure]
(GOP 構造) を 0.1 以上に設定します。

[Codec details] (コーデックの詳細) の [Profile] (プ
ロファイル) フィールド

コーデックが H.264 の場合は、次のいずれかのプ
ロファイルを選択します。

• BASELINE
• HIGH

485



MediaLive ユーザーガイド
マルチプレックスの開始、一時停止、または停止

フィールド 値
• MAIN

コーデックが H.265 の場合は、次のいずれかのプ
ロファイルを選択します。

• BASELINE
• HIGH
• HIGH_10BIT
• MAIN

制限されない機能

チャンネルの一部の機能は、通常のチャンネルで設定するのと同じ方法で設定できます。

• このセクションの前の表に記載されていないビデオ設定フィールドについては、ワークフローに合わせ
てフィールドを設定できます。

• オーディオの場合、通常のチャンネルの UDP 出力グループと同じように設定できます。
• 字幕の場合、通常のチャンネルの UDP 出力グループと同じように設定できます。具体的には、入力字

幕と出力字幕が UDP 出力グループのルールに従っていることを確認します。the section called “字幕: サ
ポートされる形式” (p. 343) を参照してください。

• その他の機能については、その機能が UDP 出力グループで使用できれば、マルチプレックス内のチャ
ンネルで使用できます。

マルチプレックスの開始、一時停止、または停止
実行時に、マルチプレックスとマルチプレックス内のチャンネルの両方を開始します。マルチプレックス
とチャンネルは別々に停止できます。プログラムは開始も停止も行いません。(プログラムに対しては、作
成と削除以外のアクションは実行できません)。

トピック
• 各アクションの要約 (p. 486)
• マルチプレックスの開始 (p. 487)
• マルチプレックスでのアクティビティの一時停止 (p. 488)
• マルチプレックスでのアクティビティの停止 (p. 488)

各アクションの要約
次の表は、マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの開始、停止、および一時停止の機能をま
とめたものです。

項目 アクション 注意

マルチプレックス スタート マルチプレックスとチャンネル
は任意の順に開始できます。

  [Stop] (停止) マルチプレックスを停止し、
チャンネルを実行したままにす
ることができます。
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項目 アクション 注意
しかし、マルチプレックスを停
止する操作上の理由はありませ
ん。マルチプレックスは停止せ
ずに編集できます。

  [Pause] (一時停止) マルチプレックスは一時停止で
きません。

プログラム すべて プログラムは開始も停止も行い
ません。

チャンネル スタート マルチプレックスで使用する
チャンネルは、マルチプレック
スを開始する前も含めて、いつ
でも開始できます。

  [Stop] (停止) マルチプレックスを停止せずに
チャンネルを停止できます。
チャンネルを編集するには、
チャンネルを停止する必要があ
ります。

  [Pause] (一時停止) マルチプレックスで使用してい
るチャンネルは一時停止できま
せん。

マルチプレックスの開始
MPTS のストリーミングを開始するには、マルチプレックスとチャンネルを開始します。チャンネルを開
始してからマルチプレックスを開始できます。または、マルチプレックスを開始してからチャンネルを開
始できます。

チャンネルがマルチ入力チャンネルの場合は、これらのチャンネルの開始と再開に関する標準の推奨事項
が適用されます。詳細については、「the section called “チャンネルの起動と再起動” (p. 467)」を参照し
てください。

MPTS のコンテンツ

マルチプレックスとチャンネルを開始すると、 MediaLive これらのすべてのコンポーネントがで開始され
ます。 MediaLive2 つのマルチプレックスパイプラインを作成し、それぞれが別個の MPTS アセットを作
成します。MPTS のコンテンツは以下のとおりです。

• 各プログラムのエントリを含む SDT。
• PATには、 MediaLive チャンネルが関連付けられた各プログラムのエントリを含む PAT。
• 使用されている各ストリームのエントリを含む、プログラムごとの PMT。プログラムの作成時に、すべ

ての固定プログラムストリームに PID MediaLive を割り当てます。実行時に、PMT は実際にコンテンツ
が入っている PID のみを参照します。

• ストリームごとに 1 つの PID。

マルチプレックスの実行中に、プログラムやチャネルを追加または削除したり、チャネルを変更したりす
ると、 MediaLive は MPTS テーブルを動的に変更します。

エンコード
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MediaLive は各チャンネルのコンテンツを通常の方法でエンコードしますが、 MediaLive MediaLive マ
ルチプレックスは各チャンネルと継続的に通信し、各ビデオセグメントのビットレートを提供します。 
MediaLive マルチプレックスは、すべてのチャンネルの出力から MPTS を作成します。

配信

MPTS は RTP 出力です。 MediaLive MPTS を作成し、AWS Elemental MediaConnect MediaLive に配信し
ます。AWS Elemental は、RTP MediaConnect 出力を資格のあるソースとして自動的にセットアップしま
す。この資格のあるソースをセットアップするための手順は不要です。ただし、MPTS の配布を完了する
には、その資格のあるソースを使用するフローを作成する必要があります。

エンタイトルメント名には、文字列「multiplex」とマルチプレックス ID が含まれているため、 
MediaConnect ユーザーは簡単に識別できます。

資格のあるソースの詳細については、AWS Elemental MediaConnect ユーザーガイドの「フローの作成」
を参照してください。

マルチプレックスでのアクティビティの一時停止
マルチプレックスは一時停止できません。停止することだけができます。また、マルチプレックスで使用
しているチャンネルも一時停止できません。このルールは、通常のチャンネルを一時停止できる場合でも
適用されます。

マルチプレックスでのアクティビティの停止
マルチプレックスまたはチャンネルを停止できます。

マルチプレックスの停止
通常、マルチプレックスが実稼働環境に入った後では、マルチプレックスを停止するのは削除する場合の
みです。[Maximum Video Buffer Delay] (最大ビデオバッファ遅延) フィールドを変更する場合を除き、マ
ルチプレックスを変更するために停止する必要はありません。

マルチプレックスを停止すると、チャンネルは引き続き実行されます。ただし、出力は MPTS にはないの
で、出力は送信先に送信されません。

マルチプレックスを停止すると、マルチプレックスの料金は発生しなくなります。ただし、マルチプレッ
クス内のチャンネルを停止しない限り、これらのチャンネルに対して料金が発生します。

マルチプレックスを停止するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、停止するマルチプレックスを

選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Multiplex actions] (マルチプレックスアクション)、[Stop multiplex] (マルチ

プレックスの停止) の順に選択します。プログラムがあり、これらのプログラム内に実行中のチャン
ネルがある場合、チャンネルは引き続き実行されますが、チャンネルの出力は送信先に送信されませ
ん。

マルチプレックス内のチャンネルの停止
チャンネルの設定を変更または削除するには、チャンネルを停止する必要があります。

チャンネルを停止しても、マルチプレックスは引き続き実行されます。 MediaLive 関連付けられたプログ
ラムの PAT を削除するために PMT を変更します。

チャンネルを停止すると、そのチャンネルの料金は発生しなくなります。ただし、マルチプレックスを停
止しない限り、マルチプレックスの料金が引き続き発生します。実行中のマルチプレックスの料金を確認
した結果、マルチプレックスを停止するメリットがないと判断する場合もあります。
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チャンネルを停止するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、チャンネルのプログラムを選

択します。
3. [Programs] (プログラム) ペインで、該当するプログラムを選択し、[Multiplex actions] (マルチプレッ

クスアクション)、[Stop channel] (チャンネルの停止) の順に選択します。

また、通常のチャンネルを停止するのと同じ方法で、マルチプレックス内のチャンネルを停止することも
できます。詳細については、「操作:チャネルの開始、停止、一時停止 (p. 293)」を参照してください。

ニールセン透かし
AWS Elemental MediaLive をセットアップして、新しい Nielsen ウォーターマークを作成し、出力オー
ディオに挿入できます。通常、ニールセン透かしを使用いるのは、コンテンツプロバイダーとディストリ
ビューションプロバイダーのみです。Nielsen Company の協力を得て透かしを実装しない場合は、このセ
クションを読む必要はありません。

コンテンツにすでにウォーターマークが含まれている場合は、それらを ID3 メタデータに変換して、その
メタデータを出力に含めることもできます。パススルーと ID3 への変換の詳細については、「」を参照し
てくださいthe section called “ID3 へのニールセン透かしを ID3” (p. 492)。

トピック
• オーディオ要件 (p. 489)
• Getting Ready (p. 490)
• ニールセン透かしのセットアップ (p. 491)

オーディオ要件
サポートされているオーディオ
以下の要件を満たしている必要があります。

• サンプルレート周波数:48 kHz (毎秒48000サンプル)。
• 最大 8 つのオーディオチャンネル、インターリーブされたサンプル。
• オーディオは、次の表で指定されているコーディングモードとチャンネルレイアウトのいずれかに準拠

している必要があります。

表の各行を読んで、最初のセルに示されているコーディングモードのチャネルレイアウトを確認してくだ
さい。

チャン
ネルの
数

コー
ディン
グモー
ド

第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章 5 章 第 6 章 7 章 第 8 章

1 モノラ
ル

左              
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チャン
ネルの
数

コー
ディン
グモー
ド

第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章 5 章 第 6 章 7 章 第 8 章

2 ステレ
オ

ステレ
オ左

ステレ
オ右

           

6 5.1 オー
ディオ

前面左 前面右 中央 LFE サラウ
ンド左

サラウ
ンド右

   

8 5.1 オー
ディオ
+ステレ
オ

前面左 前面右 中央 LFE サラウ
ンド左

サラウ
ンド右

ステレ
オ左

ステレ
オ右

推奨最小ビットレート
次の表に挙げられた最小オーディオビットレートに従うことを強くお勧めします。オーディオビットレー
トを推奨値よりも低く設定すると、透かしが確実に検出されないことがあります。

コーデック コーディングモード 最小ビットレート (kbps)

ステレオ 192ドルビーデジタル

5.1 384

ステレオ 192ドルビーデジタルプラス

5.1 192

LC プロファイルを使用した AAC ステレオ 128

HEV1 プロファイルを搭載した 
AAC

5.1 256

MPEG-1、レイヤー II ステレオ 96

Getting Ready
ウォーターマークの準備をするには

1. NAES II (N2) または NAES VI (NW) の透かしを挿入するか、または CBET の透かしを挿入するかどう
かを指定します。NAES II は、米国で使用されています。CBETはカナダで使用されています。1 つま
たは両方のタイプを同じオーディオエンコードに挿入できます。

2. Nielsen Company の連絡先から次の情報を取得します。

• NAES IIまたはNAES VIウォーターマークの場合:
• ソース識別コード (SID)。
• NAESチェックディジットコード。

• CBET ウォーターマークの場合:
• CBETソース識別 (CSID) コード。
• CBETチェックディジットコード。
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セットアップする

チャンネルごとに別々の値のセットを取得する必要があります。
3. CBET ウォーターマークを設定する場合は、ソースオーディオに既にあるウォーターマークの処理方

法を指定します。オプションは次のとおりです。

• 既存の透かしをすべて削除し、新しい透かしに置き換えます。
• 既存のウォーターマークはそのままにしておきます。 MediaLive オーディオストリームのウォー

ターマークのない部分にのみ新しいウォーターマークが挿入されます。

ニールセン透かしのセットアップ
Note

このセクションの情報は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明している一般的なチャンネ
ルの作成手順を理解していることを前提としています。また、ウォーターマークを含むオーディ
オエンコード (出力) がすでに設定されていることも前提としています。

ニールセン透かしを作成するには

1. MediaLive コンソールの「チャンネルを作成」ページで、左側のナビゲーションバーで出力グループ
を選択します。次に、出力を選択します。ストリーム設定ペインで、目的の「オーディオ」タブを選
択します。

[Codec settings] (コーデック設定) セクションで、[Additional encoding settings] (追加のエンコード設
定) セクションを展開します。「追加設定」ドロップダウンメニューを展開し、「オーディオウォー
ターマーク設定」 フィールドを探します。

2. 「オーディオウォーターマーク」を選択し、次に「Nielsen ディストリビューションタイプ」を選択
します。

3. 適用するオプションを次から選択します。

• 番組の内容:通常、このオプションは組織がネットワーク放送局の場合に適用されます。
• 最終配信:通常、このオプションは、組織が放送関連会社またはケーブルネットワークプロバイダー

である場合に適用されます。
4. CBETウォーターマークを含めたい場合は、「CBET設定」フィールドで「Nielsen CBET」を選択しま

す。追加のフィールドが表示されます。

NAES ウォーターマークを含める場合は、「NAES II と NW の設定」フィールドで「NAES II」と
「NW」を選択します。追加のフィールドが表示されます。

同じ出力オーディオに両方のウォーターマークを含めることができます。
5. テーブルの説明どおりに、フィールドを入力します。

エリア フィールド 説明

CBET ソースID (CSID) ニールセンから得た価値。

CBET チェックディジット ニールセンから得た価値。

CBET 設定

CBET ステップサイド 有効:既にソースにある Nielsen 
ウォーターマークはそのまま残
ります。 MediaLive オーディオ
の既存のウォーターマークがな
い部分にのみ新しいウォーター
マークが挿入されます。
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ID3 へのニールセン透かしを ID3

エリア フィールド 説明
無効:既存の Nielsen ウォー
ターマークは削除されます。 
MediaLive オーディオ全体に新
しいウォーターマークが挿入さ
れます。

ソース ID (SID) ニールセンから得た価値。

数字をチェック ニールセンから得た価値。

NAES II および NW の設定

タイムゾーン ウォーターマークに適用するタ
イムゾーンを選択します。また
は、デフォルトの UTC のまま
にします。

ニールセン透かしを ID3 に変換する
チャネル内の 1 つ以上の入力においてオーディオにニールセン透かしが含まれている場合、これらの透か
しを ID3 メタデータに変換するようにチャネルを設定できます。これらの透かしは、ニールセンがサポー
トする測定および分析機能の一部です。

このオプションは、以下の場合にのみ適用されます。

• チャネル内の 1 つ以上の入力においてオーディオにニールセン透かしが含まれている。
• チャネル内の少なくとも 1 つの出力にニールセン ID3 タグを含めることができる。例: HLS 出力グルー

プ。
• 少なくとも一部の再生デバイスがニールセン SDK を実装していることが判明している。この SDK は 

ID3 タグを処理する機能を提供します。

透かしを ID3 タグに変換しても、元の透かしは削除されません。ID3 タグを含めた出力には、透かしと 
ID3 タグの両方が含まれます。ID3 タグを含めない出力には、透かしのみが含まれます。

オーディオから透かしを削除することはできませんが、ニールセン SDK を実装していない再生デバイスで
は、透かしが単に無視されます。

Note

この機能と、出力に ID3 メタデータを挿入 (p. 429) する機能を混同しないでください。

透かしを ID3 タグとして設定するには

1. [Create channel (チャネルの作成)] ページの [General settings (全般設定)] セクションの [Nielsen 
Configuration (ニールセン設定)] ペインで、[Enable Nielsen configuration (ニールセン設定を有効にす
る)] を選択します。

2. フィールドを以下のように設定します。

• Nielsen PCM to ID3 tagging: 選択有効。
• ディストリビューター ID: 必要に応じて、ニールセンから取得したディストリビューター ID を入力

します。ここに入力した ID は、常にソース透かし内にあるソース ID (SID) とともに ID3 メタデー
タに追加されます。

3. 出力グループに移動し、さらに ID3 タグを含める出力に移動します。出力グループは、アーカイブグ
ループ、HLS グループ、または UDP グループにする必要があります。出力グループが HLS の場合、
出力は標準出力であることが必要です (オーディオのみの出力ではありません)。
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パイプラインロック (出力ロック)

(出力グループがMediaPackageでは、出力を設定する必要はありません。 出力が標準出力の場
合、ID3 タグは常にパススルーされます)。

4. [Archive (アーカイブ)] 出力グループの場合は、[Output settings (出力設定)] セクションを次のように設
定します。

• [PID settings (PID 設定)] を選択します。
• [Nielsen ID3 (ニールセン ID3)] で、[PASSTHROUGH] を選択します。

5. [HLS] 出力グループの場合は、[Output settings (出力設定)] セクションを次のように設定します。

• [Standard hls (標準 HLS)] を選択します。
• [PID settings (PID 設定)] を選択します。
• [Nielsen ID3 behavior (ニールセン ID3 動作)] の場合は、[PASSTHROUGH] を選択します。

6. [UDP] 出力グループの場合は、[Output settings (出力設定)] セクションを次のように設定します。

• [Network settings (ネットワーク設定)] を選択します。
• [PID settings (PID 設定)] を選択します。
• [Nielsen ID3 (ニールセン ID3)] で、[PASSTHROUGH] を選択します。

パイプラインのロック
パイプラインロック機能により、2 つのパイプラインロック機能により、標準チャンネル内の 2 つのパイ
プラインが互いに正確なフレームであることが保証されます。パイプラインのロック用にモードを設定で
きます。パイプラインのロックを無効にすることはできません。

「出力ロック」という言葉はよくご存知かもしれません。では MediaLive、「パイプラインロック」とい
う用語が使用されています。どの用語を使用しても、効果は同じです。つまり、フレーム単位の正確な出
力です。

トピック
• パイプラインロックの要件 (p. 493)
• ステップ 1: 入力の検証 (p. 494)
• ステップ 2: パイプラインのロックのセットアップ (p. 494)
• トラブルシューティング (p. 496)

パイプラインロックの要件
チャンネル要件

チャンネルは、1 つの入力のみを接続した標準チャンネルでなければなりません。パイプラインロック
は、複数の入力を持つチャンネルでは機能しません。

出力要件

パイプラインのロックは、次のタイプの出力グループでのみ機能します。

• HLS
• MediaPackage
• Microsoft Smooth
• UDP

493



MediaLive ユーザーガイド
ステップ 1: 入力の検証

チャンネルには、サポートされている出力グループ以外の出力グループを含めることができます。 
MediaLive これらの出力グループについてパイプラインロックを実行しません。つまり、2 つのパイプラ
インが互いにフレーム精度になるという保証はありません。

ステップ 1: 入力の検証
入力ソースが次の要件を満たしていることを確認するには、アップストリームシステムに話しかける必要
があります。

• 入力のタイプ。入力を HLS にはできません。
• 入力にタイムコードが埋め込まれているかどうか。次のルールが適用されます。

• いずれのロックモード (p. 495)についても、入力にタイムコードが埋め込まれている必要がありま
す。

• エポックロックモードの場合、埋め込みタイムコードはエポック時間から 2 分以内である必要があり
ます。タイムコードが 2 分以上オフになっている場合、 MediaLive ソースがパイプラインのロック要
件を満たしていないと見なします。

• ソースに異なるフレームレートがある場合、各入力フレームレートは目的の出力フレームレートへの単
純変換でなければなりません。単純変換の詳細については、このセクションで後述する要件を参照して
ください。

入力がこれらの要件を満たしていなくても、これを使用できますが、 MediaLive どの出力でもパイプライ
ンロックを実行しないので、残りの手順に従っても意味がありません。つまり、2 つのパイプラインが互
いにフレーム精度になるという保証はありません。

フレームレート要件

入力フレームと目的の出力フレームレートの間の変換は単純変換、つまり次の文のいずれかが適用されな
ければなりません。

• 出力フレームレートは、入力フレームレートの整数倍でなければなりません。例えば、入力フレーム
レートは 45 FPS、出力フレームレートは 90 FPS になります。

• 入力フレームレートは、出力フレームレートの整数倍でなければなりません。例えば、入力フレーム
レートは 60 FPS、出力フレームレートは 30 FPS になります。

これらのルールでは、フレームレートが整数になる可能性があることに注意してください。例えば、入力
フレームレートが 29.97 FPS で出力フレームレートが 59.94 FPS の場合。

以下は複合的なフレームレートの例です。次のいずれかの組み合わせがチャンネルに適用されている場
合、入力を使用できません。

• 入力 FPS は 59.4、出力 FPS は 60 です。
• 入力 FPS は 45、出力 FPS は 60 です。
• 入力 FPS は 29.97、出力 FPS は 23.978 です。

ステップ 2: パイプラインのロックのセットアップ
パイプラインのロックは常に有効になっています。ただし、 MediaLive 出力グループでパイプラインロッ
クを正常に実行できるようにするには、チャンネルを設定する必要があります。

Note

このセクションの内容は、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明する一般的なチャンネルの
作成手順に精通していることを前提としています。
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ステップ 2: パイプラインのロックのセットアップ

パイプラインロックのモードとタイムコードの設定
パイプラインのロックモードを設定する

1. 作成するチャンネルのナビゲーションペインで、[General settings] (全般設定) を選択します。次い
で、 [Global configuration] (グローバル構成) を選択します。

2. [Enable global configuration] (グローバル設定の有効化) を選択します。
3. [Output locking mode] (出力ロックモード) で、モード (pipeline_locking または epoch_locking) を選択

します。オプションの詳細については、フィールドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してくださ
い。

4. [General settings] (全般設定) セクションで、[Timecode configuration] (タイムコードの設定) を選択し
ます。[Source] (ソース) を [Embedded] (埋め込み) に設定します。このフィールドを設定する必要が
あり、設定しないと 2 MediaLive つのパイプラインロックを実行しません。

オプションで [Sync threshold] (同期しきい値) を設定します。このフィールドは、パイプラインの
ロックには影響しません。

HLS MediaPackage、または Microsoft Smooth 出力グループの
セットアップ
HLS 出力グループまたは Microsoft Smooth 出力グループでは、各ビデオエンコードのフレームレートを設
定する必要があります。

パイプラインのロックをセットアップする

1. 作成しようとするチャンネルのナビゲーションペインで、[HLS or Microsoft Smooth] グループを選択
します。

2. 必要に応じて、出力と各出力のビデオエンコードを作成し、最初のビデオエンコードを選択します。
3. [Codec settings] (コーデック設定)フィールドで、コーデックを選択します。追加のフィールドが表示

されます。
4. [Frame rate] (フレームレート) セクションを選択し、以下のフィールドを設定します。

• [Framerate control] (フレームレート制御): [Specified] (指定) を選択することをお勧めします。オプ
ション Initialize_from_source は、パイプラインのロックではうまく機能しません。

• フレームレート分子とフレームレート分母: 出力について望ましい解像度を設定します。入力フレー
ムレートから出力フレームレートへの変換で要件 (p. 494)が満たされていることを確認します。

5. チャンネルのセットアップを続行します。

UDP 出力グループのセットアップ
UDP 出力グループでは、セグメンテーションマーカーに関する情報を取得し、各ビデオエンコードのフ
レームレートのセグメンテーションマーカーを設定する必要があります。

パイプラインのロックをセットアップする

1. 出力でのセグメンテーションの設定方法に関する情報が必要です。この情報は、コンソールの [Create 
channel] (チャンネルの作成) ページにあるフィールドに表示されます。フィールドを表示するには、
ナビゲーションペインで [Archive group] (アーカイブグループ) を選択します。次いで、出力を選択し
て [Network settings] (ネットワーク設定) を選択します。以下のフィールドの徳也にある [Info] (情報) 
リンクを選択します。

• セグメンテーションマーカー
• セグメンテーション時間
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トラブルシューティング

• EBP 先読みミリ秒
• フラグメント時間
• セグメンテーションスタイル
• EBP 配置
• EBP オーディオ間隔

2. ダウンストリームシステムの連絡先に話しかけて、これらのフィールドの推奨値を取得します。
3. 作成しようとするチャンネルのナビゲーションペインで、[Archive output] (アーカイブ出力) グループ

を選択します。
4. 必要に応じて、出力を作成します。次いで、[Output settings] (出力設定]) で、[Network settings] (ネッ

トワーク設定)を選択します。追加のフィールドが表示されます。
5. [Container settings] (コンテナ設定) を選択し、ステップ 1 のリストに表示されたセグメンテーション

フィールドについて値を設定します。フィールドによっては、選択したセグメンテーションマーカー
に適用されない可能性があります。

6. 必要に応じて、各出力にビデオエンコードを作成し、最初のビデオエンコードを選択します。
7. [Codec settings] (コーデック設定)フィールドで、コーデックを選択します。追加のフィールドが表示

されます。
8. [Frame rate] (フレームレート) セクションを選択し、以下のフィールドを設定します。

• [Framerate control] (フレームレート制御): [Specified] (指定) を選択することをお勧めします。オプ
ション Initialize_from_source は、パイプラインのロックではうまく機能しません。

• フレームレート分子とフレームレート分母: 出力について望ましいフレームレートを設定します。入
力フレームレートから出力フレームレートへの変換で要件 (p. 494)が満たされていることを確認し
ます。

9. チャンネルのセットアップを続行します。

トラブルシューティング
パイプラインロックにより、2 MediaLive つのパイプラインロックを実行する出力グループで、標準チャ
ンネル内の 2 つのパイプラインが互いに確実に正確なフレームになります。

パイプラインが同期していないことに自らまたはダウンストリームシステムが気付いた場合は、次のトラ
ブルシューティングを実行します。

• MediaLive チャンネル内の入力タイプのパイプラインロックをサポートしていることを確認してくださ
い。

• 入力ソースにタイムコードが埋め込まれていることを確認します。
• エポックロックモードを選択した場合は、埋め込まれたタイムコードがエポックタイムから 2 分以内で

あることを確認します。
• 影響を受ける出力グループで 2 MediaLive つのパイプラインロックをサポートしていることを確認して

ください。パイプラインロックは、すべての出力グループに適用されるわけではありません。

• フレームレート制御を Initialize_from_source 以外に変更してあることを確認します。
• 入力フレームレートと出力フレームレートが互いに単純変換であることを確認します。
• ソース内のフレームレートが変更された場合、ビデオのセクションにはフレームレートの単純変換がな

いため、 MediaLive その期間パイプラインロックを実行できない可能性があります。
• UDP 出力グループでセグメンテーションマーカーを設定することも忘れないでください。サポートされ

ている他の出力グループについては、常に出力がセグメント化されるので、このことを気にする必要は
ありません。

• 想定するセグメンテーションマーカータイプをダウンストリームシステムが設定していることを確認し
ます。
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パイプラインの冗長性を実装する
2 つのエンコーディングパイプラインを持つチャンネルを設定して、チャンネル処理パイプライン内での
回復性を実現できます。

2 つのエンコーディングパイプラインでチャンネルを設定すると、両方のパイプラインがソースコンテン
ツを取り込み、出力を生成します。現在のパイプラインで障害が発生した場合、ダウンストリームシステ
ムはコンテンツを受信していないことを検出し、他の出力に切り替えることができます。ダウンストリー
ムシステムの中断はありません。 MediaLive 次に、2 番目のパイプラインを数分以内に再起動します。

2 つのエンコーディングパイプラインを持つチャンネルは、標準チャンネルと呼ばれます。

パイプラインの冗長性を実装する必要がない場合は、チャンネルを単一パイプラインチャンネルとして設
定します。単一パイプラインが失敗すると、 MediaLive ダウンストリームシステムに配信する出力の作成
を停止します。

トピック
• パイプラインの冗長性を実装するかどうかを決定する (p. 497)
• 標準チャンネルのセットアップ (p. 498)
• アップグレードオプション付きの単一パイプラインチャンネルのセットアップ (p. 499)
• アップグレードの可能性なしの単一パイプラインチャンネルのセットアップ (p. 500)
• 既存のチャンネルのパイプラインの冗長性の変更 (p. 502)

パイプラインの冗長性を実装するかどうかを決定する
実装するチャンネルクラスを決定するには、パイプラインの冗長性を実装する必要があり、それが可能か
どうかを判断する必要があります。

ステップ 1: パイプラインの冗長性の実装の必要性を判断する
パイプラインの冗長性を実装する必要があるかどうかを判断してください。冗長なパイプラインの明らか
な利点と合わせて、以下の点を考慮してください。

• 出力をAWS Elemental に送信する場合は MediaPackage、入力冗長性 MediaPackageをサポートするた
めにはパイプラインの冗長性を実装します。 MediaLive 次に、 MediaPackage チャンネル上の 2 つの入
力に 2 つの同一の出力を送信します。でパイプライン障害が発生した場合 MediaLive、 MediaPackage 
使用する入力をシームレスに切り替するロジックがあります。

• 標準チャンネルのメリットを、単一パイプラインチャンネルと比較した標準チャンネルの処理料金の差
と比べて検討します。チャンネルの料金については、「http://aws.amazon.com/medialive/pricing/」を参
照してください。

• パイプラインの冗長性をまだ実装する必要はないと判断した場合、後で実装できるようにオプションを
残しておく設定のしかたがあります。このセクションの後半では、そのように設定する手順を説明しま
す。

ステップ 2: パイプラインの冗長性の実装が必要かどうかを判断
する
標準チャンネルを設定することに決めた場合、標準チャンネルを設定できるかどうかを判断する必要があ
ります。以下の手順に従ってください。

• アップストリームシステムに連絡して、入力ごとに 2 つのソースストリームを送信できるかどうかを判
断します。送信できない場合、標準チャンネルとして設定することはできません。
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複数入力チャンネルでは、すべての入力に 2 つのソースストリームが含まれている必要があります。複
数のアップストリームシステムからのソースコンテンツがある場合は、すべてのアップストリームシス
テムが 2 つのソースを提供できる必要があります。アップストリームシステムが 2 つのソースを提供で
きない場合、標準チャンネルとして設定することはできません。

• ダウンストリームシステムに連絡して、必要に応じてダウンストリームシステムが 2 つの同一の出力
セットを処理できるかどうかを判断します。 MediaLive この意思決定セクションで説明したように、常
に 2 MediaPackage つの出力を処理できることに注意してください。

ダウンストリームシステムにこの能力がない場合、標準チャンネルとして設定するメリットはありませ
ん。

ステップ 3: 正しい手順に従う
チャンネルに実装するパイプラインの冗長オプションを特定したら、以下のセクションを参照してくださ
い。

• パイプラインの冗長性をすぐに実装し、アップストリームシステムが 2 つのソースストリームを提供で
きる場合は、「the section called “標準チャンネル” (p. 498)」を参照してください。

• 現時点ではパイプラインの冗長性を実装する必要はないけれども、後でパイプラインの冗長性に簡単に
アップグレードできるようにしたい場合、「the section called “アップグレードオプション付きの単一パ
イプラインチャンネル” (p. 499)」を参照してください。

• 現時点でも将来的にもパイプラインの冗長性を実装しない場合は、「the section called “アップグレード
なしの単一パイプラインチャンネル” (p. 500)」を参照してください。

標準チャンネルのセットアップ
新しいチャンネルでパイプラインの冗長性を実装する場合は、入力を標準クラスの入力として設定し、
チャンネルを標準チャンネルとして設定してください。

ワークフローの計画を立てる際には、以下のガイドラインに従ってください。

• アップストリームシステムがソースコンテンツの 2 つのインスタンスを提供できることを確認しま
す。the section called “ソース形式とパッケージングを評価する” (p. 75) を参照してください。

• 入力を作成する場合 (p. 119)、すべての入力を標準クラスの入力として設定します。

一部の入力 (CDI 入力と RTP 入力) は、常に標準クラスの入力として設定されています。その他すべて
の入力については、[Input class] (入力クラス) フィールドを [Standard input] (標準入力) に設定できま
す。

• チャンネルを作成する場合、以下の操作を行います。
• 通常は、 チャンネルを標準チャンネルとして設定します。the section called “チャンネルと入力の詳

細” (p. 165) を参照してください。
• 入力をチャンネルにアタッチする (p. 168)ステップでは、標準クラスの入力のみをアタッチします。

単一クラスの入力を標準チャンネルに接続しようとすると、チャンネルを作成できません。
• 上流システムに連絡して、2 つのコンテンツソースを提供するように依頼してください。

パイプラインの冗長性の仕組み
標準チャンネルを設定すると、チャンネルにはパイプライン 0 とパイプライン 1 とうい 2 つのパイプライ
ンができます。各入力には 2 つのパイプラインも含まれます。コンテンツソースは各パイプラインに接続
されています。
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次の図に示すように、アップストリームシステムはコンテンツの 2 つのインスタンスを入力として提供し
ます。1 つのインスタンスは青い線で示されたパイプラインに、もう一方のインスタンスは緑の線で示さ
れたパイプラインに移動します。これらの各ラインは、チャンネル内の 2 つのパイプラインのいずれかに
接続されています。チャンネルは、ダウンストリームシステムの出力の 2 つの同一のインスタンスを生成
します。ダウンストリームシステムは、1 つのインスタンス (青いパイプラインからの出力) を処理し、も
う一方のインスタンス (緑のパイプラインからの出力) を無視するという選択をします。

障害処理
何らかの問題が発生してパイプラインが機能しなくなることがあります。

• 失敗したパイプラインが、ダウンストリームシステムが処理しているパイプライン (例えば、青いパイ
プライン) の場合、ダウンストリームシステムは他の出力に切り替えることができます。

• 数分後、障害が発生したパイプラインは自動的に再起動し、出力を生成します。ダウンストリームシス
テムは、緑のパイプラインからの出力を処理し続けるか、青いパイプラインに戻ることができます。そ
の意思決定は、以下のアクションを実行します MediaLive。

この図では、アップストリームシステムが引き続きソースコンテンツを青いパイプラインに送信してお
り、これはアップストリームシステムが動作しているけれどもパイプライン 0 が失敗したことを示してい
ます。ダウンストリームシステムは、グリーンパイプラインのソースコンテンツを使用して、代わりにパ
イプライン 1 の処理を開始しました。

アップグレードオプション付きの単一パイプライン
チャンネルのセットアップ
初めてチャンネルを作成するときには、パイプラインの冗長性なしでもチャンネルを設定できます。ただ
し、後でパイプラインの冗長性を簡単にアップグレードできるようにしておきたい場合があります。

ワークフローの計画を立てる際には、以下のガイドラインに従ってください。

• 入力を作成する場合 (p. 119)、すべての入力を標準クラスの入力として設定します。

一部の入力 (CDI 入力と RTP 入力) は、常に標準クラスの入力として設定されています。その他すべて
の入力については、[Input class] (入力クラス) フィールドを [Standard input] (標準入力) に設定できま
す。
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• チャンネルを作成する場合、以下の操作を行います。
• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとしてセットアップする the section called “チャンネルと入

力の詳細” (p. 165) を参照してください。
• 入力をチャンネルにアタッチする (p. 168)ステップで、アタッチする入力が標準クラスの入力である

ことを確認します。
• 上流システムに連絡して、コンテンツソースを 1 つ提供するように依頼してください。

単一パイプラインチャンネルの仕組み
アップグレードオプション付きで単一パイプラインチャンネルを設定すると、チャンネルは単一パイプラ
インチャンネルでありながら入力はすべて標準クラスの入力になります。

• チャンネルには 1 つのパイプライン (パイプライン 0) が含まれます。
• 各標準クラスの入力には 2 つのパイプラインが含まれます。ただし、1 つのコンテンツソースに接続さ

れているパイプラインは 1 つのみです。もう一方の入力パイプラインは無効化されています。

次の図に示すように、アップストリームシステムは、ソースコンテンツの 1 つのインスタンスを入力とし
て、青い線で示されたパイプラインに提供します。入力は、その 1 つのインスタンスをチャンネル内の 1 
つのパイプラインに提供します。チャンネルは、ダウンストリームシステムの出力の 1 つの同一のインス
タンスを生成します。入力内のもう一方のパイプライン (緑のパイプライン) は常に無効化されています。

障害処理
何か問題が発生してパイプラインが機能しない場合、 MediaLive 出力の作成を停止します。ダウンスト
リームシステムは出力の受信を停止します。

アップグレードの可能性なしの単一パイプラインチャ
ンネルのセットアップ
現時点でも将来的にもパイプラインの冗長性を実装しない場合、チャンネルを単一パイプラインチャンネ
ルとして設定し、可能であれば入力を単一クラスの入力として設定します。

Note

このオプションを実装する前に、「setting up without pipeline redundancy, but with the option to 
easily upgrade later on (p. 499)」(後に備えてアップグレードオプション付きでパイプラインの
冗長性をセットアップする方法) についての説明をお読みください。

ワークフローの計画を立てる際には、以下のガイドラインに従ってください。

• 入力を作成するときは (p. 119)、次のように入力を設定します。
• CDI 入力と RTP 入力を標準入力としてセットアップします。それがこれらの入力を設定する唯一の方

法だからです。
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• 他のすべての入力を単一クラス入力として設定します。この方法で入力を設定するには、[Input class]
(入力クラス) フィールドを [Single input] (単一入力) に設定します。

• チャンネルを作成する場合、以下の操作を行います。
• チャンネルを単一パイプラインチャンネルとしてセットアップする the section called “チャンネルと入

力の詳細” (p. 165) を参照してください。
• 入力をチャンネルにアタッチする (p. 168)ステップで、識別した入力をアタッチします。入力は、標

準クラスの入力と単一クラスの入力の両方になる可能性があります。
• 上流システムに連絡して、コンテンツソースを 1 つ提供するように依頼してください。チャンネルに 

CDI 入力または RTP 入力が含まれている場合でも、これらの入力のアップストリームシステムはソース
を 1 つだけ提供する必要があります。

単一パイプラインチャンネルの仕組み
アップグレードプロビジョニングなしで単一パイプラインチャンネルを設定する場合、チャンネルは単一
パイプラインチャンネルになります。入力は、単一クラス入力と標準クラスの入力の組み合わせになる可
能性があります。

• チャンネルには 1 つのパイプライン (パイプライン 0) が含まれます。
• チャンネルにアタッチされる各単一クラス入力には、1 つのパイプラインが含まれています。入力は 1 

つのコンテンツソースに接続されます。

次の図に示すように、アップストリームシステムは、ソースコンテンツの 1 つのインスタンスを入力と
して、青い線で示されたパイプラインに提供します。入力は、その 1 つのインスタンスをチャンネル内
の 1 つのパイプラインに提供します。チャンネルは、ダウンストリームシステムの出力の 1 つの同一の
インスタンスを生成します。

• チャンネルに接続されている各 CDI 入力または RTP 入力には、2 つのパイプラインが含まれます。た
だし、1 つのコンテンツソースに接続されているパイプラインは 1 つのみです。もう一方の入力パイプ
ラインは無効化されています。

次の図に示すように、アップストリームシステムは、ソースコンテンツの 1 つのインスタンスを入力と
して、青い線で示されたパイプラインに提供します。入力は、その 1 つのインスタンスをチャンネル内
の 1 つのパイプラインに提供します。チャンネルは、ダウンストリームシステムの出力の 1 つの同一の
インスタンスを生成します。入力内のもう一方のパイプライン (緑のパイプライン) は常に無効化されて
います。
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障害処理
何か問題が発生してパイプラインが機能しない場合、 MediaLive 出力の作成を停止します。ダウンスト
リームシステムは出力の受信を停止します。

既存のチャンネルのパイプラインの冗長性の変更
既存のチャンネルでパイプラインの冗長性を有効または無効にするには、チャンネルクラスを更新する必
要があります。

チャンネルを単一パイプラインチャンネルに変更する
標準チャンネルを単一パイプラインに変更して、チャンネルのパイプラインの 1 つを削除し、パイプライ
ンの冗長性を排除できます。

チャンネルクラスを変更するには、チャンネルがアイドル状態である必要があります (実行中ではない)。

チャンネルクラスを単一パイプラインチャンネルに変更するには

1. [Channels] (チャンネル) ページでチャンネルを選択します。(チャンネル名は選択しないでくださ
い。)

2. メニューで、[Actions] (アクション)、[Other channel actions] (他のチャンネルのアクション)、[Update 
channel class to SINGLE_PIPELINE] (チャンネルクラスを SINGLE_PIPELINE に更新) の順に選択し
ます。

3. ダイアログボックスで [確認] を選択します。 MediaLive 次に、は以下のアクションを実行します。

• チャンネルの 2 番目のパイプライン (パイプライン 1) が削除されます。
• 各出力グループの 2 番目の送信先アドレスが削除されます。
• 入力の 2 番目のエンドポイントは削除されません。入力は変更されません。次に、チャンネルを再

起動すると、2 MediaLive 番目のエンドポイントは無視します。

MediaLive 次に、は以下のアクションを実行します。更新が完了すると、ステータスは IDLE に変わり
ます。

4. プッシュ入力ごとに、2 番目のエンドポイントに入力をプッシュする必要がなくなったことをアップ
ストリームシステムに通知できます。各出力グループのダウンストリームシステムに、2 番目の送信
先からの出力がなくなったことを通知したい場合もあります。

チャンネルクラスを標準に変更する
単一パイプラインチャンネルを標準チャンネルに変更できます。当初、標準クラス入力とアップグレード
の可能性 (p. 499)を持つ単一パイプラインチャンネルを設定する場合は、この手順に従います。

以下の手順を実行します。

• アップストリームシステムで、ソースコンテンツの 2 つのインスタンスの送信を開始するように配置し
ます。

• チャンネルを停止します (p. 293)。
• チャンネルクラスを標準クラスに変更します。このリストの後にある手順を参照してください。

これで、標準クラスの入力を持つ単一パイプラインチャンネルから、標準クラスの入力を持つ標準チャ
ンネルにアップグレードしました。

• チャンネルを再起動します (p. 293)。
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チャンネルクラスを変更するには

1. 出力グループごとに 2 番目の送信先アドレスを取得します。各アドレスは、各出力グループのダウン
ストリームシステムにあります。

例えば、チャンネルに HLS 出力グループ (HTTPS サーバーをダウンストリームシステムとして使用
するもの) とアーカイブ出力グループ (Amazon S3 バケットをダウンストリームシステムとして使用
するもの) がある場合、HTTPS サーバーの新しい送信先アドレスへの URL と、Amazon S3 バケット
内の新しいフォルダへの URL を入力する必要があります。

チャンネルを最初にセットアップしたときに送信先アドレスを計画したのと同じ方法で、ここでこれ
らの送信先を計画してください (p. 83)。各ダウンストリームシステムの所有者に連絡する必要がある
場合があります。

2. [Channels] (チャンネル) ページでチャンネルを選択します。(チャンネル名は選択しないでくださ
い。)

3. メニューで、[Actions] (アクション)、[Other channel actions (他のチャンネルのアクション)]、[Update 
channel class to STANDARD (チャンネルクラスを STANDARD に更新)] の順に選択します。

4. ダイアログボックスで [Confirm] (確認) を選択します。
5. [Update channel class to STANDARD] (チャンネルクラスを STANDARD に更新) ページで、ステップ 

1 で識別した送信先アドレスを入力します。チャンネルの出力グループごとに 1 つのフィールドがあ
ります。

6. [送信] を選択します。 MediaLive チャンネルを更新して、パイプライン 1 という新しいパイプライン
を作成します。このパイプラインのソースは、以前は休止状態になっていた URL です。チャンネルを
開始すると、 MediaLive その URL からコンテンツを取り出し、出力を生成し、すべての出力グルー
プの新しい送信先に出力を送信します。

クラスの変更 — オプション B
単一パイプラインチャンネルを標準チャンネルに変更できます。当初、単一パイプライン入力を持つ単一
パイプラインチャンネル (p. 500)を設定する場合は、この手順に従います。

以下の手順を実行します:

• アップストリームシステムで、ソースコンテンツの 2 つのインスタンスの送信を開始するように配置し
ます。

• チャンネルを停止します (p. 293)。
• 各単一クラス入力をデタッチします。入力をデタッチするには、チャンネルを編集 (p. 580)して、ア

タッチされた入力を削除します。
• 各入力を編集 (p. 589)して標準クラスに変換し、2 番目のソースを追加します。
• チャンネルを編集してチャンネルクラスを標準チャンネルに変更します。このリストの後にある手順を

参照してください。
• チャンネルを編集 (p. 580)して、各入力を再アタッチします。

これで、チャンネルを単一クラス入力を持つ単一パイプラインチャンネルから、標準クラスの入力を持
つ標準チャンネルにアップグレードしました。

• チャンネルを再起動します (p. 293)。

チャンネルクラスを変更するには

1. 出力グループごとに 2 番目の送信先アドレスを取得します。各アドレスは、各出力グループのダウン
ストリームシステムにあります。
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例えば、チャンネルに HLS 出力グループ (HTTPS サーバーをダウンストリームシステムとして使用
するもの) とアーカイブ出力グループ (Amazon S3 バケットをダウンストリームシステムとして使用
するもの) がある場合、HTTPS サーバーの新しい送信先アドレスへの URL と、Amazon S3 バケット
内の新しいフォルダへの URL を入力する必要があります。

チャンネルを最初にセットアップしたときに送信先アドレスを計画したのと同じ方法で、ここでこれ
らの送信先を計画してください。各ダウンストリームシステムの所有者に連絡する必要がある場合が
あります。

2. 新しく追加されたパイプラインにコンテンツを提供する 2 番目のソースの 2 番目の URL を含めるよ
うに、すべての単一クラス入力の URL を編集します。

• プッシュ入力の場合は、2 番目の 入力ソースのにアドレスを含めるように入力を編集 (p. 589)し
ます。そのアドレスをアップストリームシステムの所有者に提供して、ソースコンテンツをその
アドレスにプッシュできるようにします。また、アップストリームシステムから、新しいソースの
プッシュ元のアドレスを見つける必要があります。このアドレスがチャンネルの入力セキュリティ
グループの対象であることを確認してください。

• プル入力の場合は、ダウンストリームシステムの所有者から新しいアドレスを取得します。その
アドレスを含めるように入力を編集 (p. 589)します。2 番目のパイプラインが作成されると、 
MediaLive は 2 番目のソースコンテンツ (2 番目のパイプライン用) をプルできます。

3. [Channels] (チャンネル) ページでチャンネルを選択します。(チャンネル名は選択しないでくださ
い。)

4. メニューで、[Actions] (アクション)、[Other channel actions (他のチャンネルのアクション)]、[Update 
channel class to STANDARD (チャンネルクラスを STANDARD に更新)] の順に選択します。

5. ダイアログボックスで [Confirm] (確認) を選択します。
6. [Update channel class to STANDARD (チャンネルクラスを STANDARD に更新)] ページで、ステップ 

1 で識別した送信先アドレスを入力します。チャンネルの出力グループごとに 1 つのフィールドがあ
ります。

7. [送信] を選択します。 MediaLive チャンネルを更新して、パイプライン 1 という新しいパイプライン
を作成します。チャンネルを開始すると、 MediaLive このパイプラインからの出力をすべての出力グ
ループの新しい送信先に送信します。

チャンネルでの回復性の実装
AWS Elemental MediaLive には、チャンネルの回復性を提供するいくつかの機能があります。

• 自動入力フェイルオーバー – 1 つの入力フェイルオーバーペアに 2 つの入力を設定できます。このよう
に設定すると、アップストリームシステム、またはアップストリームシステムとチャンネルの間で障害
が発生した場合に回復性が得られます。詳細については、「the section called “自動入力フェイルオー
バー” (p. 392)」を参照してください。

• 入力損失動作 — チャンネルを設定して、 MediaLive ビデオ入力が失われた場合の動作を制御できま
す。この機能はすべての入力、つまり自動入力フェイルオーバーで設定された入力と、そうでない入力
をカバーします。

詳細については、「the section called “入力損失処理” (p. 438)」を参照してください。
• パイプラインの冗長性 — 2 つのパイプラインでチャンネルをセットアップして、チャンネルパイプライ

ン内での回復性を実現できます。この機能は、チャンネルのチャンネルクラス機能によって制御されま
す。詳細については、「the section called “パイプラインの冗長性” (p. 497)」を参照してください。
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SCTE-35 メッセージの処理
SCTE-35 メッセージおよび SCTE-104 メッセージを処理するように AWS Elemental MediaLive チャンネ
ルを設定できます。これらのメッセージは、広告掲載イベント（広告掲載イベント）、その他の広告掲載
対象外のイベント、その他の広告掲載対象外のイベント（プログラムやチャプターなど）に関する情報を
提供します。

トピック
• メッセージの処理について (p. 505)
• [Getting ready] (準備中): SCTE-35 ソース (セグメントまたはマニフェスト) を設定します。 (p. 512)
• 準備開始: 広告表示モードの設定 (p. 514)
• 出力でマニフェストデコレーションを有効にする (p. 516)
• 出力で広告表示のブランキングを有効にする (p. 521)
• 出力でブラックアウトを有効にする (p. 525)
• SCTE-35 パススルーまたは削除を有効にする (p. 528)
• スケジュールを使用した SCTE-35 メッセージの挿入 (p. 530)
• POIS シグナルコンディショニング (p. 530)

メッセージの処理について
SCTE-35 メッセージは、ソース MPEG-2 トランスポートストリーム (TS) に含めることができるメッ
セージです。SCTE-104 メッセージは、AWS Elemental Link ハードウェアデバイスからのソースコ
ンテンツに含めることができるメッセージです。SCTE-104 メッセージは、入力を取り込むとすぐに 
MediaLive 、SCTE-35 メッセージに自動的に変換されます。

Note

の広告表示機能を使用するには MediaLive、SCTE-35 標準規格の知識が必要で、SCTE-67 標準規
格の知識も必要になる場合があります。また、入力をエンコードするときに、以上の標準規格を
実装する方法についても知っておく必要があります。
このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャンネルの作成また
は編集に精通していることを前提としています。

入力側での SCTE-35 のサポート

入力側では、SCTE-35 メッセージは MPEG-2 トランスポートストリーム (TS) 入力にのみ含めることがで
きます。入力がこれらのメッセージを含む場合、メッセージが取り込み中に処理される (渡される) か、無
視されるようにチャンネルを設定できます。

出力側での SCTE-35 のサポート

出力側では、入力を (削除するのではなく) 渡すよう設定した場合、入力からの SCTE-35 メッセージが、
その出力タイプに適切なキュー情報に変換されるよう、各出力を設定できます。このキュー情報の形式は
次のどちらかまたは両方となります。

• TS 出力の SCTE-35 メッセージ
• マニフェスト (またはスパーストラック) デコレーション

いくつかの出力にキュー情報を含めるように、そしていくつかは除外するように設定するため、各出力を
個別に設定します。
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広告表示情報の付属として、キュー情報内の動画、オーディオ、字幕をブランクアウトするようセット
アップすることもできます。

トピック
• 入力タイプでサポートされている機能 (p. 506)
• サポートされている出力機能 (p. 506)
• 処理機能 – デフォルトの動作 (p. 508)
• 機能別の処理の範囲 (p. 508)
• 出力タイプでサポートされている機能 (p. 509)

入力タイプでサポートされている機能
SCTE 35 メッセージは、 MediaLive次のタイプの入力にのみ表示されます。

• Elemental Link 入力
• HLS 入力
• MediaConnect 入力
• RTP 入力
• トランスポートストリーム (TS) 入力
• AWS CDI 入力

次のテーブルは、どの入力に広告表示情報が含まれる可能性があるか、 MediaLive およびその情報を処理
する方法を示しています。表を読むには、最初の列で入力を探し、行全体を読み込みます。

入力 トランスポート
ストリームでの 
SCTE-35 メッセー
ジの解釈

入力マニフェスト
の広告表示情報の
解釈

Elemental Link はい 該当しない

HLS はい はい

MediaConnect はい 該当しない

RTMP いいえ 該当しない

RTP はい 該当しない

トランスポートス
トリーム (TS) ファ
イル

はい 該当しない

AWS CDI はい 該当しない

サポートされている出力機能
マニフェストデコレーション

マニフェストが広告表示情報で修飾されるように、出力を設定できます。マニフェストデコレーション
は、広告表示情報の 2 つのソースで動作します。
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• 入力がトランスポートストリーム (TS) の場合、チャンネル入力で見つかった広告表示情報
• MediaLive スケジュールを使用して出力に追加された SCTE-35 メッセージの種類を発行する

マニフェストデコレーションは HLS 出力、 MediaPackage 出力、および Microsoft Smooth 出力にのみ適
用されます。

• マニフェストが次のいずれかのスタイルに従ってデコレーションされるように、HLS 出力を設定できま
す。
• Adobe
• Elemental
• SCTE-35 拡張

• MediaPackage 出力は常にマニフェストが装飾されるように設定されます。マーカースタイルは常に 
SCTE-35 拡張スタイルです。AWS から配信する出力に SCTE-35 メッセージを実際に使用しない場合は 
MediaPackage、AWS Elemental MediaPackage 側でチャンネルを設定してマーカーを取り除くことが
できます。

• Microsoft Smooth 出力の設定により、元の SCTE-35 メッセージのコンテンツに対応する指示をスパー
ストラックに含めることができます。

希望する動作に合わせてチャンネルを設定する必要があります。詳細については、「the section called “ マ
ニフェストデコレーション” (p. 516)」を参照してください。

ブランキングとブラックアウト

TS 入力の SCTE-35 メッセージのキューアウトとキューインの指示は、動画、オーディオ、および字幕ス
トリームの特定のコンテンツに対応しています。このコンテンツを出力でブランクアウトするように設定
できます。

• 広告表示のコンテンツをブランクアウトするには、広告表示ブランキング機能を使用します。
• 他のメッセージのコンテンツをブランクアウトするには、ブラックアウト機能を使用します。

希望する動作に合わせてチャンネルを設定する必要があります。

詳細については、the section called “広告表示のブランキング” (p. 521)およびthe section called “ブラック
アウト” (p. 525)を参照してください。

SCTE-35 パススルー

入力からのすべての SCTE-35 メッセージが出力に渡されるよう、TS 出力をセットアップできます。また
は、出力からこれらのメッセージを削除するようセットアップできます。

必要な動作はチャンネルで設定する必要があります。詳細については、「the section called “SCTE 35 
メッセージのパススルー” (p. 528)」を参照してください。

スケジュールを使用した SCTE-35 メッセージの挿入

チャンネルスケジュール (p. 242)を使用して、TS 出力に SCTE-35 メッセージを挿入できます。例えば、
チャンネルスケジュールにアクションを追加して、実行中のチャンネルにスプライス挿入を挿入できま
す。

この機能の主なユースケースは、入力に SCTE-35 メッセージがまだ含まれていない場合に、SCTE-35 
メッセージを出力に追加することです。

詳細については、「the section called “メッセージの種類を発行する” (p. 530)」を参照してください。
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処理機能 – デフォルトの動作
SCTE-35 MediaLive のデフォルトの処理は次のとおりです。

• パススルーなし – SCTE-35 メッセージを任意のデータストリーム出力から削除します。例外が 1 つあり
ます。 MediaPackage 出力では、パススルーは常に有効になっています。

• ブランキングまたはブラックアウトなし – 動画コンテンツはいずれのイベントでもブランクアウトされ
ません。コンテンツはそのまま残されます。

• マニフェストデコレーションなし – SCTE-35 メッセージからイベント情報への変換は、いずれの出力マ
ニフェストやデータストリームでも行われません。例外が 1 つあります。 MediaPackage 出力の場合、
マニフェスト装飾は常に有効になっており、無効にすることはできません。

この動作を必要としている場合、この SCTE-35 セクションをこれ以上読む必要はありません。

通常、これらのデフォルト値は、チャンネル出力に広告表示情報を含める場合にのみ変更します。以下
に、デフォルトを変更した場合の例を示します。

• パススルーを有効にします。
• チャンネルに HLS、Microsoft Smooth 出力グループが含まれている場合は MediaPackage、マニフェス

トデコレーションを有効にします。
• コンテンツプロバイダーとの契約に応じて、動画コンテンツを空白またはブラックアウトします。

機能別の処理の範囲
SCTE-35 の機能別に影響する出力グループと出力の範囲は異なります。

ブラックアウトまたは広告表示のブランキング

ブラックアウトは、グローバル出力レベルに適用されます。ブラックアウトを有効にすると、すべての関
連コンテンツが、すべての出力グループのすべての出力でブランキングされます。

広告表示のブランキングは、グローバル出力レベルでも適用されます。ブランキングを有効にすると、す
べての出力グループのすべての出力ですべての広告が非表示になります。

デコレーション

マニフェストデコレーションは、出力グループレベルに適用されます。出力グループでマニフェストデコ
レーションを有効にすると、その出力グループのすべての出力にマニフェストがデコレーションされま
す。
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SCTE-35 のパススルーまたは削除

SCTE-35 のパススルーまたは削除は、出力レベルに適用されます。個々の TS 出力でパススルーまたは削
除を有効にできます。メッセージは、特定の出力に限り、パススルーされるか削除されます。

出力タイプでサポートされている機能
このセクションでは、さまざまなタイプの出力に適用される SCTE-35 機能について説明します。

トピック
• MPEG-2 コンテナのアーカイブ出力 (p. 509)
• フレームキャプチャ出力 (p. 510)
• HLS 出力 (p. 510)
• MediaPackage (出力) (p. 510)
• Microsoft Smooth 出力 (p. 511)
• RTMP 出力 (p. 511)
• UDP 出力 (p. 511)

MPEG-2 コンテナのアーカイブ出力

アーカイブ出力 (MPEG-2 コンテナ内のトランスポートストリーム) では、SCTE-35 MediaLive 機能を次の
ようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – サポートされています。
• マニフェストデコレーショ – これらの出力にはマニフェストがないため、サポートされていません。
• ブランキングとブラックアウト – 該当します。チャンネルレベルで機能が有効になっている場合、出力

のコンテンツはブランクまたはブラックアウトされます。
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入力からメッセージを削除し (パススルーを無効にして)、ブランキングとブラックアウトは有効にしない
ように設定してください。この場合、(入力で) メッセージでマークされた動画コンテンツは (出力で) マー
クされません。

• その動画コンテンツの権利をお持ちの場合は、この方法で設定しても問題はありません。
• 権利がない場合、そのコンテンツを見つける唯一の方法は、SCTE-35 メッセージの場所を特定する IDR 

i-frame を探すことです。

フレームキャプチャ出力

フレームキャプチャ出力では、SCTE-35 MediaLive 機能を次のようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – 該当しません。
• マニフェストデコレーショ – これらの出力にはマニフェストがないため、サポートされていません。
• ブランキングとブラックアウト – 該当します。チャンネルレベルで機能が有効になっている場合、出力

のコンテンツはブランクまたはブラックアウトされます。

フレームキャプチャ出力は、SCTE-35 メッセージのパススルーをサポートしていません。ただし、ブラン
キングまたはブラックアウトが (チャンネルレベルで) 有効になっている場合、SCTE-35 メッセージが存在
しない場合でも、ブラックアウトの開始と停止の間にあるコンテンツはブランキングまたはブラックアウ
トされます。

HLS 出力

HLS 出力 (トランスポートストリーム) MediaLive では、SCTE-35 機能を次のようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – サポートされています。
• マニフェストデコレーション – サポートされています。
• ブランキングとブラックアウト – 該当します。チャンネルレベルで機能が有効になっている場合、出力

のコンテンツはブランクまたはブラックアウトされます。

MediaLive では、パススデコレーションとマニフェストデコレーションの次の組み合わせがサポートされ
ています。

• パススルーが有効で、デコレーションが有効です。
• パススルーが無効で、デコレーションが有効です。
• パススルーが無効で、デコレーションも無効です。この組み合わせの設定には注意してください。た

だし、ブランキングとブラックアウトは無効のままにしておきます。この場合、(入力で) メッセージで
マークされた動画コンテンツは、(出力で) マークされません。さらに、マニフェストには、その動画コ
ンテンツを識別するための情報がありません。
• その動画コンテンツの権利をお持ちの場合は、この方法で設定しても問題はありません。
• 権利がない場合、そのコンテンツを見つける唯一の方法は、SCTE-35 メッセージの場所を特定する 

IDR i-frame を探すことです。

MediaPackage (出力)

MediaPackage 出力では、SCTE-35 MediaLive 機能を次のようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – 常に有効になっています。
• マニフェストデコレーション – 常に有効になっています。
• ブランキングとブラックアウト – 該当します。チャンネルレベルで機能が有効になっている場合、出力

のコンテンツはブランクまたはブラックアウトされます。
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Microsoft Smooth 出力

マイクロソフトのスムーズ出力では、SCTE-35 MediaLive 機能を次のようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – 該当しません。SCTE-35 メッセージは、この出力には含まれませ
ん。

• マニフェストデコレーショ – これらの出力にはマニフェストがないため、サポートされていません。た
だし、スパーストラックに命令を含めるようにを設定できます。

• ブランキングとブラックアウト – 該当します。チャンネルレベルで機能が有効になっている場合、出力
のコンテンツはブランクまたはブラックアウトされます。

次の組み合わせになるように設定することに注意してください。

• スパース・トラックが有効になっていません。
• ブランキングとブラックアウトが有効になっていません。

この場合、(入力で) メッセージでマークされた動画コンテンツは、(出力で) マークされません。

• その動画コンテンツの権利をお持ちの場合は、この方法で設定しても問題はありません。
• 権限がない場合は、Microsoft Smooth 出力でこれらのブランクとブラックアウトをプログラムで見つけ

ることはできません。

RTMP 出力

RTMP 出力では、SCTE-35 MediaLive 機能を次のようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – 該当しません。
• マニフェストデコレーション – サポートされていません。
• ブランキングとブラックアウト – 該当します。チャンネルレベルで機能が有効になっている場合、出力

のコンテンツはブランクまたはブラックアウトされます。

UDP 出力

UDP 出力 (トランスポートストリーム) では、SCTE-35 MediaLive 機能を次のようにサポートします。

• SCTE-35 メッセージのパススルー – サポートされています。
• マニフェストデコレーショ – これらの出力にはマニフェストがないため、サポートされていません。
• ブランキングとブラックアウト – サポートされています。

入力からメッセージを削除し (パススルーを無効にして)、ブランキングとブラックアウトは有効にしな
いように設定してください。この場合、(入力で) メッセージでマークされた動画コンテンツは、(出力で) 
マークされません。

• その動画コンテンツの権利をお持ちの場合は、この方法で設定しても問題はありません。
• 権限がない場合、そのコンテンツを見つける唯一の方法は、SCTE-35 メッセージの場所を特定する IDR 

i-frame を探すことです。
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[Getting ready] (準備中): SCTE-35 ソース (セグメント
またはマニフェスト) を設定します。
チャンネルに HLS 入力がある場合は、SCTE-35 メッセージの送信元を識別するように入力を設定する必
要があります。考えられるソースが 2 つあります。

• トランスポートストリーム (TS) のセグメント。このタイプのソースは、SCTE-35 メッセージを含むこ
とができるすべての入力に適用されます。特定の SCTE-35 パケット識別子 (PID) が選択されていない限
り、TS に存在する最初の PID が使用されます。

• HLS 入力マニフェスト内のタグ。このタイプのソースは HLS 入力にのみ適用されます。

HLS 以外の入力のソースを設定するには

1. [Create/Edit channel] (チャンネルの作成) ページのナビゲーションペインで、[Input attachments] (入
力アタッチ) を選択します。

2. [General input settings] (全般入力設定) で、以下のフィールドに値を入力します。

• SCTE-35 PID: PID 値を入力します。値が空白の場合、入力に存在する最初の SCTE-35 PID が選択
されます。

3. 必要に応じて、他の入力アタッチについても繰り返します。

Note

HLS 入力について次の手順に従うだけです。他のすべての入力の場合、SCTE-35 メッセージの
ソースは常に TS セグメントです。

HLS 入力のソースを設定するには

1. [Create/Edit channel] (チャンネルの作成) ページのナビゲーションペインで、[Input attachments] (入
力アタッチ) を選択します。

2. HLS 入力ごとに、[Network input settings] (ネットワーク入力設定) で [HLS input settings] (HLS 入力設
定) の [HLS input] (HLS 入力) を選択します。追加のフィールドが表示されます。

3. SCTE-35 ソースから SEGMENTS (デフォルト) or MANIFEST。

トピック
• サポートされるマニフェスト形式 (p. 512)
• SCTE-35 MediaLive メッセージの作成方法 (p. 513)
• MediaLive メッセージの種類を発行する方法:preroll (p. 513)

サポートされるマニフェスト形式
HLS 入力マニフェストを SCTE-35 ソースとして使用するように設定した場合は、次のセクションをお読
みください。

MediaLive は SCTE35 スプライス挿入メッセージを EXT-X-CUE-OUT から生成でき、オプションでソース 
HLS マニフェスト内の EXT-X-CUE-IN タグを付けられます。これらのタグでサポートされている形式の例
を次に示します。

• #EXT-X-CUE-OUT:DURATION=60.000
• #EXT-X-CUE-OUT:DURATION="60.000"
• #EXT-X-CUE-OUT:60.000
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• #EXT-X-CUE-OUT:"60.000"
• #EXT-X-CUE-IN

SCTE-35 MediaLive メッセージの作成方法
それぞれについてEXT-X-CUE-OUT、 MediaLive 次のデータを含むスプライスススススススメッセージを
作成します。

• splice_event_id: MediaLive 現在の入力から作成する最初の CUE-OUT メッセージに対して 1 から始
まる増分する数値。

• out_of_network_indicator: true (1)
• program_splice_flag: true (1)
• duration_flag: true (1)
• break_duration:

• auto_return: 1
• reserved: 0
• duration: マニフェストからの継続時間。90kHz ティックに変換されます。例えば、15 秒は 

1350000 ティックです。
• splice_immediate_flag: 0 (false)
• splice_time: 入力マニフェストで、この EXT-X-CUE-OUT に続くビデオセグメントの最初のフレーム

のビデオ PTS を使用します。
• unique_program_id: 0
• avail_num: MediaLive 現在の入力から作成する最初の CUE-OUT メッセージに対して 1 から始まる増

分する数値。
• avails expected: 0

それぞれについてEXT-X-CUE-IN、次のデータを含むスプライス挿入タイプの SCTE-35 MediaLive メッ
セージを作成します。

• splice_event_id: マニフェスト内の最新の EXT-X-CUE-OUT の ID。
• out_of_network_indicator: false (0)
• program_splice_flag: true (1)
• duration_flag: false (0)
• splice_immediate_flag: 0 (false)
• splice_time: 入力マニフェストで、この EXT-X-CUE-IN に続くビデオセグメントの最初のフレームの

ビデオ PTS を使用します。
• unique_program_id: 0
• avail_num: EXT-X-CUE-OUT の直近の値
• avails expected: 0

MediaLive メッセージの種類を発行する方法:preroll
MediaLive CE-OUT に対応する SCTE-35 メッセージを挿入するときにプリロールを含めます。このプリ
ロールは、SCTE-35 メッセージ内の splice_time の 5 秒前です。

MediaLive チャンネルにプリロールを許可するのに十分なバッファリングがない場合、プリロールを減ら
します。バッファは秒単位で以下の積です。

• 入力セグメント期間。入力マニフェストで指定されます。
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• バッファに含めるセグメントの数。この値は、HLS 入力をアタッチするときの [Buffer segments] (バッ
ファセグメント) フィールドで設定します。

例えば、セグメント期間が 6 秒、セグメント数が 3 の場合、バッファは 18 秒です。

適切なプリロールを確保する

入力の計算されたバッファが 5 秒未満の場合、 MediaLive プリロールを減らします。 MediaLive プリロー
ルを 0 に減らすことがあります。これは、SCTE35 メッセージのPTS値がスプライス時間の PTS に等しい
ことを意味します。

プリロールが不十分にならないように、バッファは少なくともプリロールに 1 セグメントを加えた値にす
ることをお勧めします。以下の手順に従います。

• ステップ 1: 入力の最小バッファを秒単位で計算する: 秒単位のプリロール + 秒単位の 1 セグメントの長
さ

• ステップ 2: その最小バッファ内のセグメント数を計算する:最小バッファをセグメント長で割る
• ステップ 3: その最小値を四捨五入して整数にします。または、その最小値が 3 未満である場合、その数

値を 3 に切り上げます。
• ステップ4: この数字 (または必要に応じて、より大きな数字) を入力アタッチの [Buffer segments] (バッ

ファセグメント) に入力します。

例えば、セグメントの長さが 2 秒であると仮定します。

• ステップ 1: 5 + 2 = 7
• ステップ 2: 7 秒を 2 で割った = 3.5
• ステップ 3: 4 に切り上げます。
• ステップ4: この数字 (または、より大きな数字) を入力アタッチの [Buffer segments] (バッファセグメン

ト) に入力します。

準備開始: 広告表示モードの設定
SCTE 35 処理のモードを設定する必要があります。 MediaLive ワークのブランキング、ブラックアウト、
マニフェストデコレーションの機能は、モードによって異なります。

広告表示モードを設定するには

1. 作成するチャネルのナビゲーションペインで、[General settings] (全般設定) を選択します。[Avail 
configuration] (表示の設定) を選択します。

2. フィールドに以下のように入力します。

フィールド 説明

設定を利用する 組織に SCTE 35 メッセージに関する決定を処
理する POIS サーバーがある場合は、ESAMthe 
section called “POIS シグナルコンディショニ
ング” (p. 530) を選択して今すぐお読みくださ
い。
それ以外の場合は、SCTE-35スプライスイン
サートまたはSCTE-35タイムシグナルアポスを
選択してください。選択するモードは、ソース
に存在すると予想されるメッセージタイプと、
それらのメッセージの処理方法によって異なり
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フィールド 説明
ます。このページの後半で表を参照してくださ
い。

広告有効オフセット 必要に応じて値を設定します。 MediaLive コン
ソールのフィールドの詳細については、フィー
ルドの横にある [情報] リンクを選択してくださ
い。

ウェブ配信許可フラグ

地域ブラックアウトフラグなし

通常は [フォローする] のままにします。これら
のフィールドの詳細については、「the section 
called “広告表示のブランキングの制限フラ
グ” (p. 524)」を参照してください。

この表は、2 つの異なる広告掲載モードの仕組みを示しています。各モードが広告掲載と見なすメッセー
ジタイプとセグメンテーションタイプの組み合わせを識別します。どちらのモードでも、 MediaLive スプ
ライス挿入メッセージとタイムシグナルメッセージの両方を確認することに注意してください。

この表を読むには、最初の列でメッセージタイプ、2 番目の列でセグメンテーションタイプを見つけてく
ださい。3 列目と 4 列目は、モードがスプライス挿入モードで、モードがタイムシグナル APOS モードの
場合に、 MediaLive このメッセージの組み合わせを広告として扱うかどうかを指定します。

メッセージタイプ ID 分割タイプ、ID スプライス挿入モード
ではこのメッセージは
広告広告として扱われ
ますか？

タイムシグナル APOS 
モードではこのメッ
セージは広告広告とし
て扱われますか?

分割記述子なし いいえ いいえ

プロバイダー広告 
(0x30/0x31)

はい、広告として扱い
ます

いいえ

ディストリビューター
広告 (0x32/0x33)

はい、広告として扱い
ます

いいえ

プロバイダー紹介の機
会 (0x34/0x35)

はい、広告として扱い
ます

いいえ

ディストリビューター
紹介の機会 (0x36/0x37)

はい、広告として扱い
ます

いいえ

ブレーク (0x22/0x23) はい、広告として扱い
ます

いいえ

ススススススス

その他: プログラム、
チャプター、ネット
ワーク、スケジュール
未設定

はい、広告として扱い
ます

いいえ

分割記述子なし 時報メッセージには適
用されません

時報メッセージには適
用されません

プロバイダー広告 
(0x30/0x31)

はい、広告として扱い
ます

いいえ

タイムシグナル

ディストリビューター
広告 (0x32/0x33)

はい、広告として扱い
ます

いいえ
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メッセージタイプ ID 分割タイプ、ID スプライス挿入モード
ではこのメッセージは
広告広告として扱われ
ますか？

タイムシグナル APOS 
モードではこのメッ
セージは広告広告とし
て扱われますか?

プロバイダー紹介の機
会 (0x34/0x35)

はい、広告として扱い
ます

はい、広告として扱い
ます

ディストリビューター
紹介の機会 (0x36/0x37)

はい、広告として扱い
ます

はい、広告として扱い
ます

ブレーク (0x22/0x23) はい、広告として扱い
ます

はい、広告として扱い
ます

その他: プログラム、
チャプター、ネット
ワーク、スケジュール
未設定

いいえ いいえ

出力でマニフェストデコレーションを有効にする
以下の出力については、元の入力の SCTE-35 メッセージを解釈し、対応する指示を出力マニフェストに
挿入できます。

• HLS
• Microsoft Smooth (指示はスパーストラックに挿入されます)。

MediaPackage 出力は HLS 出力の一種で、マニフェスト装飾を有効にして設定されます。これらの出力で
デコレーションを無効にすることはできません。

マニフェストデコレーションは、出力グループレベルで有効にします。この機能を特定の出力グループで
有効にすると、そのグループに属するすべての出力でマニフェストデコレーションが行われます。

マニフェストデコレーションを一部の出力に含めて、他の出力に含めない場合は、指定したタイプの 2 つ
の出力グループ (2 つの HLS 出力グループなど) を作成する必要があります。

トピック
• デコレーションの有効化 – HLS (p. 516)
• デコレーションの有効化 – Microsoft Smooth (p. 517)
• マニフェストとスパーストラックでの SCTE-35 イベントの処理方法 (p. 517)
• サンプルマニフェスト – HLS (p. 519)

デコレーションの有効化 – HLS
マニフェストデコレーションは出力グループレベルで有効にします。つまり、該当グループに属するすべ
ての出力のマニフェストに SCTE-35 コンテンツに基づく指示が含まれます。

デコレーションを有効にするには

1. 作成するチャンネルで、広告表示モードが設定済みであることを確認します。the section called “準備
を整える: 広告利用モードを設定する” (p. 514) を参照してください。

2. ナビゲーションペインで、必要な HLS 出力グループを見つけます。
3. [Ad Marker] (広告マーカー) で、[Add ad markers] (広告マーカーの追加) を選択します。
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4. [HLS ad markers] (HLS 広告マーカー) で、広告マーカーのタイプを選択します。マーカーのタイプ別
の詳細については、「サンプルマニフェスト – HLS (p. 519)」を参照してください。

5. 必要に応じて操作を繰り返し、他のタイプのマーカーを追加します。

各出力のマニフェストには、選択したタイプ別に異なるタグのセットが含まれます。

デコレーションの有効化 – Microsoft Smooth
Microsoft Smooth の場合、マニフェストデコレーションを有効にすると、スパーストラックに指示が挿入
されます。

マニフェストデコレーションは出力グループレベルで有効にします。つまり、該当グループに属するすべ
ての出力のスパーストラックに SCTE-35 コンテンツに基づく指示が含まれます。

デコレーションを有効にするには

1. 作成するチャンネルで、広告表示モードが設定済みであることを確認します。the section called “準備
を整える: 広告利用モードを設定する” (p. 514) を参照してください。

2. ナビゲーションペインで、必要な Microsoft Smooth 出力グループを見つけます。
3. [Sparse track] (スパーストラック) で、[Sparse track type] (スパーストラックタイプ) として

[SCTE_35] を選択します。
4. 出力で暗号化が有効になっている場合に限り、[Acquisition point ID] (取得ポイント ID) を入力します。

証明書のアドレスを入力します。

マニフェストとスパーストラックでの SCTE-35 イベントの処理
方法
マニフェストまたはスパーストラックを有効にすると、最大 3 MediaLive つのタイプの情報が挿入されま
す。この情報を挿入するためのトリガーはモードに依存します。

情報のタイプ

指示のタイプ 挿入時

Base64 出力内のすべての SCTE-35 メッセージに関する
情報がマニフェストに組み込まれます。SCTE-35 
メッセージ全体が base64 形式で追加されます。

キューアウト、キューイン 広告表示に対応する SCTE-35 メッセージでは、
キューアウト、キューインの指示が挿入されま
す。

ブラックアウト SCTE-35 拡張広告マーカースタイルにのみ適用さ
れます (HLS 出力については、「the section called 
“デコレーションの有効化 – HLS” (p. 516)」を参
照してください)。

広告表示に対応していない SCTE-35 メッセージで
は、ブラックアウトが有効になっている場合、ブ
ラックアウト開始/終了の指示が挿入されます。ブ
ラックアウトが有効になっていない場合、これら
の指示は挿入されません。
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スプライス挿入モード

この表は、 MediaLive スプライス挿入モードが有効な場合の処理を示しています。この表は MediaLive 、
ソースで特定のメッセージタイプとセグメンテーションタイプに遭遇したときの反応を示しています。

この表を読むには、最初の列でメッセージタイプ、2 番目の列でセグメンテーションタイプを見つけてく
ださい。次に、他の3列を読んでください。「はい」 MediaLive を選択すると、このタイプのメッセージ
タイプとセグメンテーションタイプが見つかったときに、このタイプの情報がマニフェストに挿入されま
す。

メッセージタイプ 
ID

分割タイプ base64 情報を挿入
します

キューアウト、
キューイン情報を
挿入します

ブラックアウト情
報を挿入

分割記述子なし はい  

プロバイダー広告 はい はい

ディストリビュー
ター広告

はい はい

配置機会 はい はい

[Break] (ブレーク) はい はい  

ススススススス

その他: プログラ
ム、チャプター、
ネットワーク、ス
ケジュール未設定

はい はい はい

分割記述子なし 時報メッセージには適用されません

プロバイダー広告 はい はい  

ディストリビュー
ター広告

はい はい

配置機会 はい はい

[Break] (ブレーク) はい はい  

タイムシグナル

その他: プログラ
ム、チャプター、
ネットワーク、ス
ケジュール未設定

はい いいえ はい

タイムシグナル APOS モード

この表は、タイムシグナル APOS MediaLive モードが有効になっている場合の処理を示しています。この
表は MediaLive 、ソースで特定のメッセージタイプとセグメンテーションタイプに遭遇したときの反応を
示しています。

この表を読むには、最初の列でメッセージタイプ、2 番目の列でセグメンテーションタイプを見つけてく
ださい。次に、他の3列を読んでください。「はい」 MediaLive を選択すると、このタイプのメッセージ
タイプとセグメンテーションタイプが見つかったときに、このタイプの情報がマニフェストに挿入されま
す。

518



MediaLive ユーザーガイド
マニフェストデコレーション

メッセージタイプ 
ID

分割タイプ base64 情報を挿入
します

キューアウト、
キューイン情報を
挿入します

ブラックアウト情
報を挿入

分割記述子なし はい

プロバイダー広告 はい

ディストリビュー
ター広告

はい

配置機会 はい

[Break] (ブレーク) はい    

ススススススス

その他: プログラ
ム、チャプター、
ネットワーク、ス
ケジュール未設定

はい

プロバイダー広告 はい

ディストリビュー
ター広告

はい

配置機会 はい はい

[Break] (ブレーク) はい はい  

タイムシグナル

その他: プログラ
ム、チャプター、
ネットワーク、ス
ケジュール未設定

はい はい

サンプルマニフェスト – HLS
MediaLive 出力用に以下の HLS マニフェストスタイルをサポートしています。

• Adobe
• Elemental
• SCTE-35 拡張

このセクションでは、出力マニフェストの各スタイルの広告マーカーのタグ付けについて説明します。

Note

MediaLive 入力ソースにアタッチされたマニフェストの広告表示デコレーション情報を解釈しま
せん。

広告マーカー: Adobe

広告表示ごとに CUE: DURATION を挿入します。途中で参加するクライアントプレーヤーに対して、現在
利用できる広告表示があることを示すために CUE-OUT CONT (継続タグ) を挿入することはしません。広
告表示の最後に CUE-IN タグは挿入されません。
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構造

Segment Tag タグ数

広告表示が始まるセグメント。 1 つの CUE: DURATION タグ 1

タグの内容
• CUE:DURATION には以下が含まれています。

• duration – 継続時間 (小数秒単位)
• id – すべての広告表示の CUE タグ間で一意の ID
• タイプ — SpliceOut
• time – 広告表示の PTS 時間 (小数秒単位)

例

これは広告表示が 414.171 PTS までのタグです。

#EXT-X-CUE:DURATION="201.467",ID="0",TYPE="SpliceOut",TIME="414.171"

広告マーカー: Elemental

構造

Segment Tag タグ数

広告表示が始まるセグメント。 CUE-OUT 1

後続の各セグメント。 CUE-OUT-CONT 0〜n

広告表示が終わるセグメント。 CUE-IN 1

タグの内容
• CUE-OUT (DURATION を含む)
• CUE-OUT-CONT (経過時間と継続時間を含む)
• CUE-IN (コンテンツなし)

例

#EXT-X-CUE-OUT:30.000  
.
.
.
# EXT-X-CUE-OUT-CONT: 8.308/30  
.
.
.
# EXT-X-CUE-OUT-CONT: 20.391/30
.
.
.
# EXT-X-CUE-IN 
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広告マーカー: SCTE-35 拡張

構造

Segment Tag タグ数

広告表示が始まるセグメント。 OATCLS-SCTE35 1

広告表示が始まるセグメント。 ASSET 1

広告表示が始まるセグメント。 CUE-OUT 1

後続の各セグメント。 CUE-OUT-CONT 0〜n

広告表示が終わるセグメント。 CUE-IN 1

タグの内容
• OATCLS-SCTE35 (元の SCTE-35 広告表示メッセージの base64 エンコードされた raw バイトを含

む)。
• ASSET (元の SCTE35 メッセージに指定されていた CAID または UPID を含む)。
• 広告表示ごとに 1 つの CUE-OUT。
• CUE-OUT-CONT (以下を含む):

• 広告表示の経過時間。
• 元の SCTE35 メッセージで宣言されている継続時間。
• SCTE35 (元の SCTE-35 広告表示メッセージの base64 エンコードされた raw バイトを含む)。

以上の行は、広告表示が終了するまで繰り返されます。
• CUE-IN (広告表示の終了を示す)。

例

#EXT-OATCLS-SCTE35:/DA0AAAAAAAAAAAABQb+ADAQ6QAeAhxDVUVJQAAAO3/PAAEUrEoICAAAAAAg
+2UBNAAANvrtoQ==   
#EXT-X-ASSET:CAID=0x0000000020FB6501   
#EXT-X-CUE-OUT:201.467
.
.
.
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=5.939,Duration=201.467,SCTE35=/DA0AAAA+…AAg
+2UBNAAANvrtoQ==
.
.
.
#EXT-X-CUE-IN

出力で広告表示のブランキングを有効にする
広告表示のブランキングを有効にして、広告表示に対応する SCTE-35 メッセージのコンテンツをブラン
クアウトできます。詳細については、「準備開始: 広告表示モードの設定 (p. 514)」の広告表示モードを
参照してください。

類似の機能はブラックアウト (p. 525)です。

ブランキングには以下の処理が伴います。
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• このイベントに関連付けられている動画コンテンツを、指定したイメージに置き換えるか、黒のイメー
ジに置き換える。

• このイベントに関連付けられているオーディオを削除する。
• このイベントに関連付けられている字幕を削除する。

マニフェストデコレーション/引き渡しとの比較

広告表示のブランキングは、すべての出力に一括して適用されます。一部の出力 (HLS 出力など) をブラン
クアウトして、他の出力 (Microsoft Smooth 出力など) をブランクアウトしないという選択はできません。 
all-or-nothing それは決定です。

マニフェストデコレーションと引き渡しの対象範囲はより狭く、これらの機能に対応する出力にのみ適用
されます。

Important

次のような状況にならないように注意してください。

• パススルーは行いません。
• 特定の出力ではマニフェストの装飾は行いません (サポートされていないか、サポートしていな

いため)。
• ブランクを実装します

この状況では、空白コンテンツが発生する場所を示すマーカーは表示されません。このブランキ
ングの発生箇所を確認する唯一の方法は、SCTE-35 メッセージがあった場所を示す IDR i-frame 
を探すことです。

トピック
• ブランキングの有効化 (p. 522)
• 広告表示のブランキングのトリガー (p. 523)
• 広告表示のブランキングの制限フラグ (p. 524)

ブランキングの有効化
広告表示のブランキング機能を有効にする場合は、この手順に従います。

ブランキングを有効にするには

1. 作成するチャネルのナビゲーションペインで、[General settings] (全般設定) を選択します。
2. まだ行っていない場合は、広告表示モードを設定します。the section called “準備を整える: SCTE-35 

ソースを設定する” (p. 512) を参照してください。このモードは、発生する可能性のあるすべてのイ
ベントのうち、どれをブランキングのトリガーとして処理するかを識別し、それによってビデオを非
表示にするタイミングが決まります (p. 523)。

3. 「一般」設定のまま、「有効」欄の「状態」で「有効」を選択します。
4. [Avail blanking image] (表示のブランキングイメージ) で、適切な値を選択します。

• [Disable] (無効化): シンプルな黒のイメージを使用してブランクアウトします。
• [Avail blanking image] (表示のブランキングイメージ): 指定したイメージを使用してブランクアウ

トします。[URL] フィールドに、S3 バケット内のファイルへのパスを入力します。との統合では 
MediaLive、バケット名にドット表記を使用しないでください。例えば、mycompany-videos は
受け入れられますが、mycompany.videos は受け入れられません。ファイルのタイプは .bmp ま
たは .png であることが必要です。また、S3 バケットにアクセスするためのユーザー名と Systems 
Manager パスワードパラメータを入力します。the section called “パスワードパラメータを作成する
機能について” (p. 43) を参照してください。
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広告表示のブランキングのトリガー
広告表示のブランキングでは、どの SCTE-35 イベントに伴ってコンテンツのブランクアウトが発生する
かを、広告表示モードの設定でコントロールします。

スプライス挿入モードのトリガー

このセクションでは、広告表示モードがスプライス挿入モードであるときに、どのメッセージタイプと分
割タイプの組み合わせが、広告表示のブランキングでブランクアウトされるかについて説明します。

メッセージタイプ ID 分割タイプ スプライス挿入モードではこの
メッセージは広告として扱われ
ますか？

分割記述子なし いいえ

プロバイダー広告 (0x30/0x31) はい、広告として扱います

ディストリビューター広告 
(0x32/0x33)

はい、広告として扱います

プロバイダー紹介の機会 
(0x34/0x35)

はい、広告として扱います

ディストリビューター紹介の機
会 (0x36/0x37)

はい、広告として扱います

ブレーク (0x22/0x23) はい、広告として扱います

ススススススス

その他: プログラム、チャプ
ター、ネットワーク、スケ
ジュール未設定

いいえ

分割記述子なし 時報メッセージには適用されま
せん

プロバイダー広告 (0x30/0x31) はい、広告として扱います

ディストリビューター広告 
(0x32/0x33)

はい、広告として扱います

プロバイダー紹介の機会 
(0x34/0x35)

はい、広告として扱います

ディストリビューター紹介の機
会 (0x36/0x37)

はい、広告として扱います

ブレーク (0x22/0x23) はい、広告として扱います

タイムシグナル

その他: プログラム、チャプ
ター、ネットワーク、スケ
ジュール未設定

いいえ

タイムシグナル APOS モードのトリガー

このセクションでは、広告表示モードがタイムシグナル APOS モードであるときに、どのメッセージタ
イプと分割タイプの組み合わせが、広告表示のブランキングでブランクアウトされるかについて説明しま
す。
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メッセージタイプ ID 分割タイプ タイムシグナルAPOSモードでは
このメッセージは広告広告とし
て扱われますか？

分割記述子なし いいえ

プロバイダー広告 いいえ

ディストリビューター広告 いいえ

配置機会 いいえ

[Break] (ブレーク) いいえ

ススススススス

その他: プログラム、チャプ
ター、ネットワーク、スケ
ジュール未設定

いいえ

分割記述子なし 時報メッセージには適用されま
せん

プロバイダー広告 いいえ

ディストリビューター広告 いいえ

配置機会 はい、広告として扱います

[Break] (ブレーク) はい、広告として扱います

タイムシグナル

その他: プログラム、チャプ
ター、ネットワーク、スケ
ジュール未設定

いいえ

広告表示のブランキングの制限フラグ
入力の制限

SCTE-35 メッセージのタイプが time_signal である場合、これらのメッセージには分割記述子が含まれて
います。

SCTE-35 メッセージのタイプが splice_insert である場合、これらのメッセージには分割記述子が含まれて
いるときと含まれていないときがあります。

入力内の SCTE-35 メッセージに分割記述子が含まれている場合、これらの分割記述子には常に 2 つのタ
イプのフラグが含まれます。各フラグの値は、「true」または「false」であり、状況に応じてブランクア
ウトするかどうかについて追加のガイダンス情報を提供します。

• web_delivery_allowed_flag
• true の場合、ウェブ配信用のストリームに広告表示イベントのコンテンツを含めることに制限はあり

ません。ウェブ配信用のストリームのコンテンツはブランクアウトする必要がありません。
• false の場合は、制限が適用され、コンテンツをブランクアウトする必要があります。

• no_regional_blackout_flag

(このフラグの文言は紛らわしいです。regional_delivery_allowed_flag "と考えてください)。
• true の場合、リージョンのマーケット用のストリームに広告表示イベントの動画を含めることに制限

はありません。リージョンのマーケット用のストリームのコンテンツはブランクアウトする必要があ
りません。
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• false の場合は、制限が適用され、コンテンツをブランクアウトする必要があります。

どちらのフラグも存在しない場合 (通常 splice_inserts で発生) は、両方とも false と見なされます。ブラン
キングが発生します。

両方のフラグが存在する場合 (通常 time_signal の場合で、1 つのフラグしか存在しないのは珍しいことで
す)、一方のフラグの「false」が他方のフラグの「true」よりも優先されます。ブランキングが発生しま
す。

通常、入力内のメッセージでは、これらのフラグのうち 1 つだけが false に設定され、1 つの制限のみが適
用されます。通常、リージョン配信の制限とウェブ配信の制限が両方とも適用されることはありません。
これは、コンテンツのリージョン配信が制限されているとすれば、ウェブ配信も制限されているとは見な
されないためです (この場合、リージョンの概念が意味をなさなくなります)。

MediaLive におけるこれらの制限の表現

には、 MediaLive これらのフラグに対する 2 MediaLive つの応答方法を制御するための 2 つのフィール
ドがあります。the section called “ブランキングの有効化” (p. 522) を参照してください。通常、2 つの
フィールドを [Follow] (フォロー) に設定し、 MediaLive フラグの値によって暗示される動作に従うよう指
示します。

出力でブラックアウトを有効にする
ブラックアウトを有効にすると、他のイベントタイプの SCTE-35 メッセージのコンテンツをブラックア
ウトできます。準備開始: 広告表示モードの設定 (p. 514)このタイプには、チャプターやプログラムが含
まれます。

(類似する機能に関する説明が、「the section called “広告表示のブランキング” (p. 521)」にあります。)

ブラックアウトには以下の処理が伴います。

• イベントに関連付けられている動画コンテンツを、指定したイメージに置き換えるか、黒のイメージに
置き換える。

• イベントに関連付けられているオーディオを削除する。
• イベントに関連付けられている字幕を削除する。

マニフェストデコレーション/引き渡しとの比較

ブラックアウトは、すべての出力に一括して適用されます。一部の出力 (HLS 出力など) をブラックアウ
トして、他の出力 (Microsoft Smooth 出力など) をブラックアウトしないという選択はできません。 all-or-
nothing それは決定です。

マニフェストデコレーションと引き渡しの対象範囲はより狭く、これらの機能に対応する出力にのみ適用
されます。

Important

この点に注意してください。パススルーを行わず、特定の出力でマニフェストのデコレーション
を行わない場合でも (サポートされていないか、サポートしないという理由で)、ブランクを実装
した場合、ブランクされたコンテンツが発生する場所を示す「マーカー」は表示されないからで
す。このブランキングの発生箇所を確認する唯一の方法は、SCTE-35 メッセージがあった場所を
示す IDR i-frame を探すことです。

トピック
• ブラックアウトの有効化 (p. 526)
• ブラックアウトのトリガー (p. 526)

525



MediaLive ユーザーガイド
ブラックアウト

• ブラックアウトの制限フラグ (p. 528)

ブラックアウトの有効化
ブラックアウト機能を有効にする場合は、この手順に従います。

ブラックアウトを有効にするには

1. 作成するチャネルのナビゲーションペインで、[General settings] (全般設定) を選択します。
2. まだ行っていない場合は、広告表示モードを設定します。the section called “準備を整える: SCTE-35 

ソースを設定する” (p. 512) を参照してください。このモードでは、発生する可能性のあるイベント
のうち、どれがブラックアウトのトリガーとして処理されるかが特定され、ビデオがブラックアウト
されるタイミングが決まります (p. 526)。

3. 「一般」設定のままで、「ブラックアウト」スレートの「状態」で「有効」を選択します。
4. [Blackout slate image] (ブラックアウトスレートイメージ) で、適切な値を選択します。

• [Disable (無効化)]: シンプルな黒のイメージを使用してブラックアウトします。
• [Avail blanking image] (表示のブランキングイメージ): 指定したイメージを使用してブラックアウ

トします。[URL] フィールドに、Amazon S3 バケット内のファイルへのパスを入力します。との
統合では MediaLive、バケット名にドット表記を使用しないでください。例えば、mycompany-
videos は受け入れられますが、mycompany.videos は受け入れられません。ファイルのタイプ
は .bmp または .png であることが必要です。また、S3 バケットにアクセスするためのユーザー
名と Systems Manager パスワードパラメータを入力します。このキーの詳細については、「the 
section called “パスワードパラメータを作成する機能について” (p. 43)」を参照してください。

5. ネットワーク終了ブラックアウトを有効にする (つまり、ネットワーク送信が終了したときにコンテ
ンツをブラックアウトし、ネットワーク送信が再開したときにのみブラックアウトを削除する) 場合
は、引き続き以下をお読みください。これを有効にしない場合は、これで設定完了です。

6. [Network end blackout] (ネットワーク終了ブラックアウト) で、[Enabled] (有効) を選択します。
7. [Network end blackout image] (ネットワーク終了ブラックアウトイメージ) で、適切な値を選択しま

す。

• [Disable] (無効化): シンプルな黒のイメージを使用してブラックアウトします。
• [Network end blackout image] (ネットワーク終了ブラックアウトイメージ): 指定したイメージを使

用してネットワーク終了ブラックアウトを行います。[URL] フィールドに、Amazon S3 バケット
内のファイルへのパスを入力します。との統合では MediaLive、バケット名にドット表記を使用
しないでください。例えば、mycompany-videos は受け入れられますが、mycompany.videos
は受け入れられません。ファイルのタイプは .bmp または .png であることが必要です。また、S3 
バケットにアクセスするためのユーザー名と Systems Manager パスワードパラメータを入力しま
す。the section called “パスワードパラメータを作成する機能について” (p. 43) を参照してくださ
い。

8. [Additional settings] (その他の設定) で、[Network ID] xxxx-xxxx-c (ネットワーク ID) にネットワークの 
EIDR ID を 10.nnnn/xxxx- xxxx- xxxx- この ID を持つネットワーク終了イベントによってのみブラック
アウトがトリガーされます。

ブラックアウトのトリガー
ブラックアウト機能は、分割タイプが [Other] (その他) である time_signal メッセージによってのみトリ
ガーされます。splice_insert メッセージ (すべての分割タイプ) でトリガーされることはなく、[Other] (そ
の他) を除く任意のタイプの time_signal メッセージでトリガーされることはありません。

タイプ ID が「スプライス挿入」と「タイムシグナル」である SCTE-35 メッセージには、「その他」の 
time_signal メッセージが含まれます。したがって、ブラックアウトを有効にする場合、広告表示モー
ド (p. 514)は関係ありません。ブラックアウトは、どちらのモードでも同様に機能します。
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分割ID は、次の表に示すように、イベントに基づいてブラックアウトをトリガーします。

メッセージタイプ ID SCTE-35 分割タイプ ブラックアウト開始 ブラックアウト終了

ススススススス すべて トリガーではない トリガーではない

プロバイダー広告、
ディストリビューター
広告、ブレーク

トリガーではない トリガーではない

チャプター開始 ブラックアウト開始  

チャプター終了   ブラックアウト終了

ネットワークエンド ブラックアウト開始  

ネットワークスタート   ブラックアウト終了

プログラム開始 ブラックアウト開始  

プログラム終了   ブラックアウト終了

スケジュール未設定の
イベントの開始

ブラックアウト開始  

タイムシグナル

スケジュール未設定の
イベントの終了

  ブラックアウト終了

例えば、ブラックアウト機能を有効にすると、プログラム開始メッセージが発生すると常にブランキング
が発生し、プログラム終了メッセージが発生すると常にブランキングが終了します。

ネットワークイベントに基づくブラックアウトのトリガーは、その他のイベントとは異なることに注意し
てください。

• ネットワークでは、「ネットワーク終了」指示に発生したときにブランキングが開始します。
• その他のイベントでは、「イベント開始」指示が発生したときにブランキングが開始します。

終了イベントのトリガー階層

イベントには、次の表に示す強度の階層があります。ブラックアウトを終了させることができるイベント
は、ブラックアウトを開始したイベントと同等以上の強度のイベントのみです。

例えば、ブラックアウトを開始したのがプログラム開始である場合、これを終了させることができるのは
ネットワーク開始、スケジュール未設定のイベントの終了、またはプログラム終了です。チャプター終了
では終了させることができません。 MediaLive チャプター終了による「ブラックアウト終了」指示を無視
します。

SCTE-35 分割タイプ Strength

ネットワーク 1 (最強)

スケジュール未設定のイベント 2

プログラム 3

チャプター 4 (最弱)
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ブラックアウトの制限フラグ
入力の制限

ブラックアウトトリガーであるメッセージの分割記述子には、常に 2 つのタイプのフラグが含まれます。
これらのフラグは、状況に応じてブラックアウトするかどうかの追加のガイダンス情報を提供します。

• web_delivery_allowed_flag
• true の場合、ウェブ配信用のストリームにイベントのコンテンツを含めることに制限はありません。

ウェブ配信用のストリームのコンテンツはブラックアウトする必要がありません。
• false の場合は、制限が適用され、コンテンツをブラックアウトする必要があります。

• no_regional_blackout_flag
• true の場合、リージョンのマーケット用のストリームにイベントの動画を含めることに制限はありま

せん。リージョンのマーケット用のストリームのコンテンツはブラックアウトする必要がありませ
ん。

• false の場合は、制限が適用され、コンテンツをブラックアウトする必要があります。

両方のフラグが存在する場合 (通常はそうですが、1 つのフラグしか存在しないのは珍しいことです)、一
方のフラグの「false」が他方のフラグの「true」よりも優先されます。ブラックアウトが発生します。

通常、入力内のメッセージでは、これらのフラグのうち 1 つだけが false に設定され、1 つの制限のみが適
用されます。通常、リージョン配信の制限とウェブ配信の制限が両方とも適用されることはありません。
これは、コンテンツのリージョン配信が制限されているとすれば、ウェブ配信も制限されているとは見な
されないためです (この場合、リージョンの概念が意味をなさなくなります)。

これらのフラグの表現 MediaLive

には、 MediaLive これらのフラグに対する 2 MediaLive つの応答方法を制御するための 2 つのフィール
ドがあります。the section called “ブランキングの有効化” (p. 522) を参照してください。通常、2 つの
フィールドを [Follow] (フォロー) に設定し、 MediaLive フラグの値によって暗示される動作に従うよう指
示します。

SCTE-35 パススルーまたは削除を有効にする
入力の SCTE-35 メッセージを以下の出力のデータストリームにパススルーする (含める) ように、 
MediaLive チャンネルを設定できます。

• アーカイブ出力グループ内の出力
• HLS 出力グループ内の出力。
• MediaPackage 出力グループで出力します。これらのタイプの出力グループでは、パススルーは常に有

効になります。無効にすることはできません。
• UDP 出力グループ内の出力。
• マルチプレスグループで出力する。マルチプレックス出力グループの場合、SCTE-35パススルーはデ

フォルトで有効になっています。

動画との調整

SCTE-35 メッセージの PTS は、対応する動画フレームの PTS に一致するように調整されます。

引き渡しは出力レベルで適用

SCTE-35 の引き渡しまたは削除は、出力レベルに適用されます。メッセージは、特定の出力に限り、引き
渡されるか削除されます。ほとんどの出力において、デフォルトの動作 (設定フィールドを変更しない場
合) はメッセージを削除することです。 MediaPackage出力の場合、デフォルトの動作はメッセージをパス
スルーすることですが、この動作は変更できません。
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入力からのパケット識別子 (PID) の選択

ソースに複数の SCTE-35 PID が含まれている場合は、特定の PID を選択して出力に渡すことができま
す。デフォルトでは MediaLive 、入力に存在する最初の SCTE-35 PID を選択します。これは、[Input 
attachment] (入力アタッチ) の [General input settings] (全般入力設定) から特定の PID 値を選択することで
変更できます。選択した PID 値が入力に存在しない場合、SCTE-35 PID は入力から渡されず、アラートが
トリガーされます。

アーカイブ出力のパススルーの有効化
アーカイブ出力のパススルーを有効または無効にする場合は、この手順に従います。

パススルーを有効にするには

1. 作成しているチャンネルで、設定する出力が含まれている [Archive] (アーカイブ) 出力グループを見つ
けます。

2. その出力を選択します。
3. [PID settings] (PID 設定) で、以下のフィールドを設定します。

• [SCTE-35 control] (SCTE-35 コントロール): [Passthrough] (パススルー) に設定します。
• [SCTE-35 PID]: デフォルトの PID を使用するか、SCTE-35 メッセージの送信先の PID を入力しま

す。
4. 必要に応じて、当該または他の Archive (アーカイブ) 出力グループに属する他の出力に同じ操作を繰

り返します。

入力内のすべての SCTE-35 メッセージが、設定した出力のデータストリームに挿入されます。

HLS 出力のパススルーの有効化
HLS 出力のパススルーを有効または無効にする場合は、この手順に従います。

パススルーを有効にするには

1. 作成しているチャンネルで、設定する出力が含まれている HLS 出力グループを見つけます。
2. その出力を選択します。
3. [PID settings] (PID 設定) で、以下のフィールドを設定します。

• [SCTE-35 behavior] (SCTE-35 動作): [Passthrough] (パススルー) に設定します。
• [SCTE-35 PID]: デフォルトの PID を使用するか、SCTE-35 メッセージの送信先の PID を入力しま

す。
4. 必要に応じて、当該または他の HLS 出力グループに属する他の出力に同じ操作を繰り返します。

入力内のすべての SCTE-35 メッセージが、設定した出力のデータストリームに挿入されます。

UDP 出力のパススルーの有効化
UDP 出力のパススルーを有効または無効にする場合は、この手順に従います。

パススルーを有効にするには

1. 作成しているチャンネルで、設定する出力が含まれている UDP 出力グループを見つけます。
2. その出力を選択します。
3. [PID settings] (PID 設定) で、以下のフィールドを設定します。
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• [SCTE-35 control] (SCTE-35 コントロール): [Passthrough] (パススルー) に設定します。
• [SCTE-35 PID]: デフォルトの PID を使用するか、SCTE-35 メッセージの送信先の PID を入力しま

す。
4. 必要に応じて、当該または他の UDP 出力グループに属する他の出力に同じ操作を繰り返します。

入力内のすべての SCTE-35 メッセージが、設定した出力のデータストリームに挿入されます。

入力から SCTE-35 パケット識別子 (PID) を選択する
入力から特定の SCTE-35 を選択したい場合、こちらの手順に従います。

PID を選択するには

1. 作成または編集中のチャンネルで、PID を選択したい入力添付ファイルに移動します。
2. その入力アタッチを選択します。
3. [General input settings] (全般入力設定) で、以下のフィールドに値を入力します。

• SCTE-35 PID: PID 値を入力します。値が空白の場合、入力に存在する最初の SCTE-35 PID が選択
されます。

4. 必要に応じて、他の入力アタッチについて繰り返します。

スケジュールを使用した SCTE-35 メッセージの挿入
チャンネルスケジュール (p. 242)を使用して、SCTE-35 メッセージをコンテンツに挿入します。例えば、
チャンネルスケジュールにアクションを追加して、特定の時間に実行中のチャンネルにスプライス挿入を
挿入できます。

この機能の主なユースケースは、ソースコンテンツに SCTE-35 メッセージが含まれていない場合
に、SCTE-35 メッセージを追加することです。

SCTE-35 メッセージをコンテンツに挿入するには、スケジュールにアクションを作成します。詳細につい
ては、「設定:スケジュールの作成 (p. 238)」を参照してください。

SCTE-35 MediaLive メッセージをチャンネルに挿入すると、 MediaLive 入力に含まれていた SCTE-35 
メッセージを処理するのと同じ方法でメッセージを処理します。この処理は、チャンネルを作成し、次の
オプションを設定するときに定義します。

• ブランキング
• ブラックアウト
• マニフェストデコレーション
• パススルー

これらのオプションの概要については、「the section called “機能別の処理の範囲” (p. 508)」と「the 
section called “出力タイプでサポートされている機能” (p. 509)」を参照してください。

POIS シグナルコンディショニング
POIS サーバーがコンテンツ内の SCTE-35 メッセージに対してシグナルコンディショニングを実行できる
ように AWS Elemental MediaLive チャネルを設定できます。 MediaLiveコンテンツにSCTE-35メッセージ
が見つかるたびに、 MediaLive そのメッセージをPOISサーバーに送信します。POIS サーバーは、新しい 
SCTE 35 メッセージを作成するか、元のメッセージを別のコンテンツに置き換えるか、既存のメッセージ
を削除するか、何もしないかの応答を送り返します。

530



MediaLive ユーザーガイド
POIS シグナルコンディショニング

Note

POIS シグナルコンディショニングを実装するには、組織が POIS サーバーにアクセスできる必要
があります。

トピック
• 対応している仕様のバージョン (p. 531)
• POIS シグナルコンディショニングについて (p. 531)
• POIS シグナルコンディショニングのセットアップ (p. 532)

対応している仕様のバージョン
MediaLive ESAM API を使用して POIS サーバーと通信します。 MediaLive ESAM 仕様の次のバージョン
に従います。

OpenCable 仕様代替コンテンツリアルタイムイベントシグナリングおよび管理 API、OC-SP-ESAM-API-
I03-131025

POIS シグナルコンディショニングについて
POIS サーバーがコンテンツ内の SCTE-35 MediaLive メッセージを処理するようにチャネルを設定できま
す。

Note

POIS シグナルコンディショニングを実装するには、組織が POIS サーバーにアクセスできる必要
があります。

サポート対象のコンディショニングアクション

MediaLive コンテンツにSCTE-35メッセージが見つかるたびに、 MediaLive そのメッセージをPOISサー
バーに送信します。POIS サーバーは次のいずれかの方法で応答します。

• 置換:元のSCTE-35メッセージの内容を置き換えてに送信します MediaLive。出力には、元のSCTE 35
メッセージのみが含まれ、新しいコンテンツが含まれます。

• 削除:SCTE 35 MediaLive メッセージを削除するように指示します。出力には元の SCTE 35 メッセージ
は含まれません。

• 操作なし: MediaLive 何もしないように指示します。出力には、元のコンテンツを含む元の SCTE 35 
メッセージが含まれます。

POIS サーバーから返される SCTE 35 メッセージは SCTE 35 規格に完全に準拠しています。

チャネル数と POIS サーバ数

• MediaLive 各チャネルは 1 つの POIS サーバとしか通信できません。
• 1 つの POIS MediaLive サーバーは複数のチャネルと通信できます。この場合、POIS サーバーは POIS 

取得ポイント ID とゾーン ID の独自の組み合わせを使用して各チャネルを識別します。

POIS シグナルコンディショニングと標準チャンネル

チャネルが標準チャネル (2 つのパイプライン) の場合、各パイプラインは SCTE 35 メッセージを POIS 
サーバーに送信します。POIS サーバーは各要求に応答します。各パイプラインは独自の応答を処理しま
す。通常、POIS サーバーは両方のパイプラインに同じ命令を送信します。
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POIS シグナルコンディショニングのセットアップ
POIS シグナルコンディショニングでは、 MediaLive チャンネルと POIS サーバーを同じ情報で設定する
必要があります。

必要な情報
POIS オペレータから次の情報を取得します。

• POIS サーバーのエンドポイント。これは、イベントを送信する POIS サーバーの MediaLive URL で
す。URL にはからアクセスできる必要があります MediaLive。

• 取得ポイント ID とゾーン ID (オプション)。この 2 つのフィールドは MediaLive 、と POIS サーバが
チャネルに対して共通の識別子を持つことを保証します。

• POIS エンドポイントの認証情報 (POIS サーバーが認証情報を必要とする場合)

チャンネルの設定
POIS サーバーに関する情報を使用してチャネルを設定する必要があります。

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. チャンネルの詳細を表示します。「一般設定」セクションで、「利用設定」を展開します。
3. フィールドに以下のように入力します。

• アベイラブル設定:ESAM
• POIS エンドポイント:POIS オペレーターから取得した URL。
• 取得ポイントID: POIS オペレーターから取得した値。
• ゾーンアイデンティティ:POIS オペレーターから取得した値。
• 広告利用オフセット:POIS オペレーターから別の値を入力するように指示されない限り、0 を入力し

ます。
• POIS エンドポイント認証情報 (オプション): POIS サーバーがユーザー名とパスワードを必要とする

場合は、これらのフィールドに入力します。

出力間でのエンコードの共有
1 つのチャネル内の複数の出力間で 1 つのエンコードを共有できます。チャンネル内の新しいエンコード
の基礎となるように、エンコードのクローンを作成できます。

エンコードを共有する
これらの出力に同一のエンコードを使用する場合は、複数の出力間でエンコードを共有できます。エン
コードを共有する場合、チャンネルにはエンコードのインスタンスが 1 つしかありません。影響を受ける
すべての出力は、そのエンコードを使用します。

たとえば、次の出力グループを含むチャンネルがあるとします。

• 1 つのアーカイブ出力グループ、1 つの動画エンコード
• ABR スタックに 3 つのビデオエンコードを持つ 1 つの HLS 出力グループ。
• RTMP 出力グループが 1 つで、ビデオエンコードが 1 つです。

RTMP 出力グループのビデオエンコードは、HLS 出力グループのビデオエンコードの 1 つと同じ場合
があります。したがって、5 つのビデオエンコードを作成する代わりに、4 つのエンコードを作成しま
す。RTMP 出力グループを設定して、HLS 出力グループから適切なエンコードを共有します。
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エンコード共有は、動画、オーディオ、字幕に適用されます。エンコードを共有すると、フィールドへの
入力の労力が軽減されます。また、出力間で同一のエンコードを作成するときにエラーが発生するリスク
も低減します。誤って1つのフィールドを別の方法で入力する可能性はありません。

エンコード共有には、次のルールが適用されます。

• エンコードを共有すると、エンコードのソースセレクターを含むすべてのフィールドを共有します。

すべての設定フィールドを共有するが、異なるソースに基づいている 2 つのエンコードを作成する場
合は、できない単一のエンコードインスタンスを共有します。代わりにすべきだエンコードを複製す
る (p. 533)。

• 任意のエンコードは、必要な数の出力間で共有できます。
• チャンネルで複数のエンコードを共有できます。
• 共有できるのは同じチャンネル内だけです。チャンネル間で共有することはできません。

チャンネルの作成時にエンコードのクローンを作成する手順については、を参照してください。the 
section called “セットアップビデオ” (p. 230),the section called “オーディオ設定” (p. 233), およびthe 
section called “字幕の設定” (p. 235)。

エンコードを複製する
チャンネル内の新しいエンコードの基礎となるように、エンコードのクローンを作成できます。

たとえば、チャンネルにいくつかのフィールドを共有する 2 つのオーディオエンコードがあるとします。
最初のオーディオエンコードを作成します。次に、最初のエンコードを複製して 2 番目のエンコードを作
成し、2 番目のエンコードのフィールドを変更します。この場合、2 つのエンコードは個別のインスタン
スです。

エンコード共有には、次のルールが適用されます。

• エンコードを複製すると、2 番目のエンコードのフィールドを変更しなくても、エンコードのインスタ
ンスが 2 つあります。

• エンコードのクローンを作成して新しいインスタンスを作成したら、エンコードのソースセレクターを
含む任意のフィールドを変更できます。

• 共有とクローン作成を組み合わせることができます。たとえば、エンコード A をクローンしてエンコー
ド B を作成できます。次に、2 つ以上の出力間でエンコード B を共有できます。

• チャンネル内で複数のエンコードのクローンを作成できます。
• クローンを作成できるのは、同じチャンネル内だけです。チャンネル間で複製することはできません。

チャンネルの作成時にエンコードのクローンを作成する手順については、を参照してください。the 
section called “セットアップビデオ” (p. 230),the section called “オーディオ設定” (p. 233), およびthe 
section called “字幕の設定” (p. 235)。

MPEG-2 TS での SMPTE-2038 からの補助データ
の取り込み

以下の入力に含まれる SMPTE-2038 PID から特定の補助データを抽出するように MediaLive を設定できま
す。

• HLS トランスポートストリーム (TS) 入力
• MediaConnect入力
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• RTP 入力

MediaLive は、これらのいずれかの入力に含まれる SMPTE-2038 から以下のデータを抽出できます。

• ARIB 字幕 — ARIB STD-B37 バージョン 2.4 に準拠する字幕。
• 埋め込み字幕 — SMPTE 334 に準拠する補助字幕として配信される字幕。補助字幕自体は、EIA-608 規

格 (CEA-608 または line 21 字幕) または CEA-708 規格 (EIA-708) に準拠している必要があります。

• テレテキスト字幕 — OP47 テレテキスト形式 (SMPTE RDD-08) の字幕。TU-R BT.1120-7 に準拠してい
る必要があります。

• タイムコード — SMPTE 12M タイムコード。MediaLiveはこのタイムコードを埋め込みタイムコード
ソースとして認識します。

Note

このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャネルの作成または
編集に精通していることを前提としています。

整形式の SMPTE-2038 ソース

MediaLive がデータを適切に抽出して処理するには、SMPTE-2038 が特定の基準を満たしている必要があ
ります。

• SMPTE-2038 は PMT ごとに存在する必要があります。
• SMPTE-2038 が含まれる PID をストリームで変更しないでください。PID を変更してその PID で識別

される新しい PMT を送信することはサポートされていません。
• ストリームでは、SMPTE-2038 が 1 つの PID にのみ含まれる必要があります。複数の PID に含まれる

場合、MediaLive は最初に出現する PID を識別するとは限りません。別の PID を選択する可能性があ
り、意図しない結果になります。

SMPTE-2038 データを使用するようにチャネルを設定するには

入力に含まれる SMPTE-2038 データを MediaLive が使用する方法を指定できます。

1. [Create channel (チャネルの作成)] ページで、該当する入力の [Input attachment (入力アタッチ)] を見
つけます。

2. [General input settings (全般入力設定)] で、[Prefer SMPTE-2038 (SMPTE-2038 の優先)] を以下のいず
れかに設定します。

• Prefer— 特定のデータ項目について、MediaLiveは SMPTE-2038 PID 内のデータを検索しま
す。SMPTE-2038 でデータが見つからない場合、または SMPTE-2038 がない場合、MediaLive は
ストリーム内の他の場所でデータを探します。

• Ignore (無視)(デフォルト) —MediaLiveSMPTE-2038 PID を探しません。特定のデータ項目がスト
リーム内の他の場所にない場合でも、MediaLive は SMPTE-2038 PID を探しません。たとえば、タ
イムコードソースを [embedded (埋め込み)] に設定したが、タイムコードソースがビデオストリー
ムにない場合、MediaLive はそれを SMPTE-2038 で探しません。

MediaLive による SMPTE-2038 データの使用方法

SMPTE-2038 データを優先するように設定した場合、MediaLive はデータを以下のように処理します。

• キャプション —入力アタッチ該当する入力のセクションで、指定できるキャプションセレクターを設定
できます。ARIB,埋め込み, またはテレクステキスト。MediaLive最初に、SMPTE-2038 で指定した種類
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のキャプションを検索します。そこに字幕が見つからない場合、MediaLive はストリーム内の他の場所
を探します。

どこかにかかわらずMediaLiveキャプションを検索します。MediaLiveそれらを抽出して、セットアップ
方法に応じて、通常の方法で処理します。出力のキャプション (p. 414)。

• タイムコード —全般設定チャネルのセクション、タイムコードの設定セクションで、送信元に埋め込
み。MediaLiveまず SMPTE-2038 で SMPTE 12M タイムコードを探します。そこに字幕が見つからない
場合、MediaLive はビデオストリームに直接埋め込まれたタイムコードを探します。

MediaLive は、SMPTE 12M タイムコードを最も近いビデオフレームに関連付けます。MediaLive に
よるタイムコードの使用方法については、「the section called “ランタイムでのタイムコードの仕組み 
” (p. 538)」を参照してください。

ACL を使用して Amazon Simple Storage Service 
に配信する

チャネルでは、宛先が Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバケットである出力が 1 つ以上あ
る場合があります。バケットが別のバケットによって所有されている場合AWSアカウント (別の組織) の場
合は、通常、他のアカウントを出力ファイルの所有者にします。

所有権は、設定することで譲渡できます。MediaLiveバケットに配信するときに特定のアクセスコントロー
ルリスト (ACL) を含めます。

ACL の使用準備の詳細については、以下を参照してください。

• アーカイブまたはフレームキャプチャ出力の場合 —the section called “出力へのアクセスの制御” (p. 86)
• HLS 出力の場合 —the section called “出力へのアクセスの制御” (p. 87)

コンソールでは、機能をイネーブルにするフィールドは、各出力グループのセクションにあります。
フィールドについて、以下のセクションで説明します。

• アーカイブ出力の場合 —the section called “送信先フィールド” (p. 181)
• フレームキャプチャ出力の場合 —the section called “送信先フィールド” (p. 187)
• HLS 出力の場合 —the section called “送信先フィールド — Amazon S3” (p. 192)

AWS Elemental Mailmental Mailmental MediaLive 
リソースのタグ付け

タグとは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるメタデータラベルです。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、1 つのリソースのキーを stage と定義し、値を test と定義します。

タグは、以下のことに役立ちます。

• AWS リソースの特定と整理。多くの AWS のサービスではタグ付けがサポートされるため、さまざ
まなサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。たとえ
ば、AWS Elemental Mamental Mamental Maには、AWS Elemental Mamental Mlemental Mamental 
MediaLive Mlemental Mlemental Mlemental Mlemental Mlemental Mlemental Mlemental Mlemental 
MediaTailor Mlemental M
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• AWS のコストの追跡。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードで有効にし
ます。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを提供します。詳細につ
いては、「AWS Billing ユーザーガイド」の「Use Cost Allocation Tags」(コスト配分タグの使用) を参
照してください。

以下のセクションでは、AWS Elemental Mamental のタグをさらに詳しく説明します MediaLive。

AWS Elemental Mlemental Mamental Mlemental 
MediaLive
AWS Elemental Mamental Mamental Mamental Mlemental MediaLive Mamental Mlemental M

• チャネル
• 入力
• 入力セキュリティグループ
• AWS Elemental Link デバイス
• マルチプレックス
• 予約

タグの追加と管理の詳細については、「タグの管理 (p. 536)」を参照してください。

タグの制限
AWS Elemental MediaLive リソースのタグには、以下のような基本制限が適用されます。

• リソースに割り当てることができるタグの最大数: 50
• キーの最大長 – 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 – 256 文字 (Unicode)
• キーと値の有効な文字 – a～z、A～Z、0～9、スペース、および特殊文字 (_ . : / = + - @)
• キーと値は大文字と小文字が区別されます
• aws: をキーのプレフィックスとして使用しないでください。AWS 用に予約済みです。

さらに、AWS Elemental Mamental コントロールはAWS Identity and Access Management (IAM) 
MediaLive をサポートしていません。

タグの管理
タグは、リソースの Key および Value プロパティで構成されています。

AWS Management Console を使用してタグを管理できます。このようなプロパティの値を追加、編集、削
除するにはAWS CLI、AWS Elemental MediaLive コンソール、または MediaLive API を使用できます。

AWS Management Console を使用したタグ付け
AWS Management Console の Tag Editor を使用してタグを管理することをお勧めします。Tag Editor で
は、統一された方法で一元的にタグを作成および管理できます。タグEvents は、タグ間、および、他の
サービス間のタグ間、 MediaLiveおよび、 MediaLive 他のサービス間のタグの管理で、最適な結果を提供
します。

詳細については、AWS Management Console の開始方法のタグエディタの使用を参照してください。
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を使ったタグ付け MediaLive
MediaLive コンソールを使用したタグの管理については、以下を参照してください。

• the section called “チャンネルと入力の詳細” (p. 165) — チャンネル作成時にタグを含める方法について
の情報

• the section called “チャンネルの編集と削除” (p. 580) — 既存のチャンネルでタグを変更する方法につ
いての情報

• the section called “入力” (p. 587) — 入力にタグを含める方法についての情報
• the section called “入力セキュリティグループ” (p. 590) — 入力セキュリティグループにタグを含める

方法についての情報
• the section called “マルチプレックスとプログラムの作成” (p. 595) — マルチプレックスにタグを含め

る方法についての情報

MediaLive API を使用したタグの管理については、以下を参照してください。

• AWS Elemental MediaLive API リファレンスのリソース

タイムコードの設定
出力タイムコードは、次の方法で設定できます。

• チャンネルがタイムコードの計算に使用するソースを設定できます。
• タイムコードメタデータを含むように個別の出力エンコードを設定できます。
• 個々の出力エンコードを設定して、タイムコードをビデオフレームに書き込むことができます。

Note

このセクションの手順は、「」で説明しているチャンネルの作成または編集に精通していること
を前提としています設定:チャンネルの作成  (p. 164)。

トピック
• タイムコードソースの設定 (p. 537)
• ランタイムでのタイムコードの仕組み  (p. 538)
• タイムコードメタデータを出力に含める (p. 539)
• タイムコードを出力に書き込む (p. 540)

タイムコードソースの設定
タイムコードソースのデフォルト設定は変更できます。チャンネルはこのソースを使用してタイムコード
を計算します。

タイムコードソースを設定するには

1. 「チャンネルを作成」ページの「一般設定」セクションで、「タイムコード設定」を選択します。
2. [Source] (ソース) で、適切な値を設定します。

• EMBEDDED – ソース動画のタイムコードを使用します。ソースに埋め込みタイムコードが見つか
らなかった場合は MediaLive 、システムクロックタイムコード (SYSTEMCLOCK) にフォールバッ
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クします。 MediaLive チャンネルを開始した後に埋め込みタイムコードが検出された場合、フォー
ルバックシステムクロックから新たに検出された埋め込みタイムコードに切り替わります。

• SYSTEMCLOCK – UTC 時間を使用します。
• ZEROBASED – 出力の最初のフレームの時刻は 00:00:00:00 になります。

埋め込みタイムコードの場合、 MediaLive 次のようにタイムコードを検索します。

• MPEG2 – ISO/IEC13818-2-2000 (R2006) のセクション 6.2.2.6 に従って、各 GOP ヘッダーに挿入
されたタイムコード

• H.264 (AVC) – ISO/IEC 14496-10-2005 のセクション D.1.2 に従って、タイプ pic_timing の SEI 
メッセージに挿入されたタイムコード

• H.265 (HEVC) – ITU-T H.265 のセクション D.2.26 に従って、タイプ timecode の SEI メッセージに
挿入されるタイムコード

3. (オプション) [Sync threshold] (同期しきい値) には、現在の出力タイムコードを現在の入力タイムコー
ドに同期させるしきい値 (フレーム単位) を入力します。このフィールドの詳細については、「the 
section called “同期しきい値について” (p. 538)」を参照してください。

同期しきい値について
タイムコード同期しきい値フィールドは、出力タイムコードを入力タイムコードと同期させます。ドリフ
トはいくつかの状況で発生する可能性があります。例えば、 MediaLive 処理上の問題が発生して、フレー
ムをドロップまたはリピートして補正する可能性があります。または、入力タイムコードストリームに不
連続性がある可能性があります。

同期の目的

同期化は、( MediaLive 生成される) 出力タイムコードが元の入力タイムコードと一致することがワークフ
ローにとって重要な場合に便利です。

• ダウンストリームシステムで特定のフレームを識別する必要があることがわかっている場合は、マッチ
ングが重要になることがあります。

通常、ダウンストリームシステムは、元の入力タイムコードに基づいてこれらのフレームを既に識別し
ています。したがって、ダウンストリームシステムが目的のフレームを見つけるためには、出力タイム
コードが元の入力タイムコードと一致している必要があります。

• 出力タイムコードの主な目的が各出力フレームを一意に識別することである場合、マッチングは重要で
はありません。

同期の仕組み

入力タイムコードと出力タイムコードが指定したフレーム数だけドリフトしていると、 MediaLive 出力タ
イムコードシーケンスに不連続を挿入し、現在の入力タイムコードと一致するように出力タイムコードを
設定します。

同期の主な欠点は、メタデータにタイムコードの不連続性を導入し、各出力タイムコードが一意であるこ
とを保証できないことです。

ランタイムでのタイムコードの仕組み
初期チャンネルの開始

チャンネルを開始すると、 MediaLive 入力タイムコードをサンプリングします (ソースを埋め込みとして
設定している場合)。その後、 MediaLive 生成される各出力フレームのタイムコードを生成し、フレームご
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とにタイムコードをインクリメントします。入力切り替え (p. 448)によってタイムコードが中断されるこ
とはありません。

MediaLive 次のいずれかの状況が発生した場合にのみ、入力タイムコードを再び調べます。

• タイムコードソースの設定時にタイムコードの同期を有効にした場合、ドリフトが発生します。
• パイプラインのロックを有効にし、 MediaLive パイプラインを再同期する必要があるかどうかが判断さ

れます。

一時停止と一時停止解除

チャンネルを一時停止すると、 MediaLive フレームをエンコードし続けますが、フレームは直ちに破棄さ
れます。しかし、 MediaLive エンコードを続けるため、タイムコードはインクリメントされ続けます。し
たがって、一時停止を解除すると、出力にタイムコードの連続性がなくなります。

停止と再起動

チャンネルを停止して再起動すると、 MediaLive タイムコードソースに対して指示された動作に従いま
す。

• ソースが UTC クロックまたはゼロベースの場合は、 MediaLive 関連するタイムコードを最初の出力フ
レームに適用されます。

• ソースが埋め込まれている場合は、 MediaLive 入力のタイムコードが再度サンプリングされます。ソー
スが埋め込まれているチャンネルを初めて起動したときに、 MediaLive 埋め込みタイムコードが見つ
からなかったために、システムクロックを使用した状況が発生する可能性があります。しかし、次に
チャンネルを起動すると、 MediaLive 埋め込みタイムコードが見つかることがあります (入力スイッチ
があったことが考えられます)。この場合、 MediaLive 最初の出力フレームにその埋め込みタイムコード
が使用されます。

タイムコードメタデータを出力に含める
フレームキャプチャ以外の出力グループの個々の出力エンコードにタイムコードメタデータを含めるよう
に、チャンネルを設定できます。出力のタイムコードは、タイプ pic_timing の SEI メッセージです。

チャンネル内の時間は、(タイマーではなく) クロックで実行されます。出力の時刻は 24 時間形式
hh:mm:ss:ff で、午前 0 時にロールオーバーされます。この API の動作の詳細については、「the 
section called “ランタイムでのタイムコードの仕組み ” (p. 538)」を参照してください。

タイムコードメタデータを出力に含めるには、出力にタイムコードメタデータを含めるには

出力側では、各ビデオエンコードで、タイムコードを含めるかどうかを指定します。デフォルトでは、タ
イムコードはビデオエンコードに含まれません。

1. タイムコードのソースがセットアップされていることを確認します (p. 537)。
2. [Create Channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで、出力を

作成するか、既存の出力を選択します。
3. [Stream settings] (ストリーム設定) セクションを表示し、[Video] (ビデオ) セクションを選択します。

[Codec settings] (コーデック設定) で、このビデオエンコード用のコーデックを選択します。追加の
フィールドが表示されます。

4. 「タイムコード」を選択し、「タイムコード挿入」でオプションを選択します。

• DISABLED – このエンコードにはタイムコードのメタデータは含まれません。
• PIC_TIMING_SEI — このエンコードにはタイムコードメタデータが含まれます。 MediaLive設定さ

れたソースからのタイムコードに基づいてタイムコードメタデータを挿入します。タイムコードメ
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タは、ISO/IEC 14496-10-2005 のセクション D.1.2 に従って、タイプ pic_timing の SEI メッセージ
です。

タイムコードを出力に書き込む
出力タイムコードを書き込むようにエンコードを設定できます。タイムコードはビデオの一部になりま
す。

タイムコード書き込み機能はタイムコードメタデータ機能とは独立していることに注意してください。タ
イムコードを書き込むためにタイムコードメタデータを有効にする必要はありません。

チャンネル内の時間は、(タイマーではなく) クロックで実行されます。出力の時刻は 24 時間形式
hh:mm:ss:ff で、午前 0 時にロールオーバーされます。この API の動作の詳細については、「the 
section called “ランタイムでのタイムコードの仕組み ” (p. 538)」を参照してください。

タイムコードをビデオ出力に書き込むには

1. タイムコードのソースがセットアップされていることを確認します (p. 537)。
2. [Create Channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで、出力を

作成するか、既存の出力を選択します。
3. [Stream settings] (ストリーム設定) セクションを表示し、[Video] (ビデオ) セクションを選択します。

[Codec settings] (コーデック設定) で、このビデオエンコード用のコーデックを選択します。追加の
フィールドが表示されます。

4. 「タイムコード」を選択し、「タイムコードバーンイン」設定で「タイムコードバーンイン」を選択
します。追加のフィールドが表示されます。

5. ビデオフレーム内のタイムコードのスタイルと位置を設定します。オプションの「プレフィックス」
フィールドに、任意の記述子を入力します。たとえば、UTC-1 と指定します。

トリックプレイトラックを実装する
トリックプレイは、デジタルビデオプレーヤーで早送りや巻き戻し機能など、アナログプレーヤーの一部
の機能を模倣するために使用されます。多くの場合、これらの機能には、トリックプレイトラック、つま
りビデオプレーヤーを使用しているユーザーのためのビジュアルキューが含まれます。AWS Elemental で
は MediaLive、トラックアセットを出力グループに含めることができます。その出力グループのダウンス
トリームシステムでは、これらのアセットを使用して、トリックプレイの実装にビジュアルキューを実装
できます。

MediaLive には、これらのアセットを含める方法が 2 つ用意されています。

• HLS 仕様に準拠した i-frame のみのマニフェスト。
• イメージメディアプレイリストの仕様、バージョン 0.4 に準拠したトリックプレイトラック。

MediaLive はこれらのメソッドを次のようにサポートしています。

• HLS MediaLive 出力グループでは、両方の方法をサポートします。
• MediaPackage 出力グループでは、 MediaLive イメージメディアプレイリスト仕様によるトリックプレ

イをサポートしています。

トリックプレイトラックの実装を選択する
同じ出力グループ内の 1 つまたは両方のトリックプレイ方法に従うことができます。
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いずれかの方法に従う前に、出力グループのダウンストリームシステムに連絡して、トリックプレイの実
装方法を確認してください。以下をご確認ください。

• ダウンストリームシステムでトリックプレイトラックはサポートされますか。そうだとすれば、どのト
リックプレイ仕様に従うのですか?

• サポートされている実装は必須ですか、それともオプションですか。これらの実装はどちらも、HLS マ
ニフェストに特定のラインを導入します。ラインがない場合、ダウンストリームシステムは MediaLive? 
からの出力を処理できません。

ダウンストリームシステムは、これらの実装の両方をオプションと見なしている可能性があります。
• i-frame のみのマニフェスト方式を選択した場合は、HLS 仕様に従ってダウンストリームシステムがそ

の方式をサポートしていることを確認します。ダウンストリームシステムにバリエーションがある場
合、ダウンストリームシステムがからの出力を処理できない可能性があります MediaLive。 MediaLive 
メソッドのカスタマイズをサポートしていません。

• イメージメディアプレイリスト方式を選択した場合は、イメージメディアプレイリストの仕様に従っ
て、ダウンストリームシステムがこの方法をサポートしていることを確認します。ダウンストリームシ
ステムにバリエーションがある場合、ダウンストリームシステムがからの出力を処理できない可能性が
あります MediaLive。 MediaLive実装のカスタマイズをサポートしていません。

トピック
• i-frame でトラックをトリックプレイする (p. 541)
• イメージメディアプレイリスト仕様によるトリックプレイトラック (p. 542)

i-frame でトラックをトリックプレイする
HLS 出力グループでは、i-frame のみのマニフェストを提供することにより、トリックプレイトラックに対
応できます。

メソッドの仕組み
HLS 出力グループを作成する際には、通常の方法で 1 つ以上のビデオ出力を作成します。出力グループ構
造を思い出すには、「the section called “HLS または MediaPackage Live グループ” (p. 106)」の図表を参
照してください。出力グループで、HLS 仕様に準拠した i-frame のみのマニフェストを作成するフィール
ドを有効にします。

MediaLive エンコードごとに 2 つの子マニフェストを生成します。1 つは通常の方法でビデオを処理する
マニフェスト、もう 1 つは i-frame のみのマニフェストです。i-frame のみのマニフェストを使用すると、
ダウンストリームプレーヤーがリクエストする特定のビデオフレームを識別して、トリックプレイトラッ
クを構築できます。したがって、このトリックプレイトラックメソッドは、出力グループに追加のエン
コードを生成しません。

各 i-frame のみのマニフェストには、以下が含まれます。

• マニフェストが i-frame のみであることを示す 1 つの #EXT-X-I-FRAMES-ONLY  タグ。
• 多数の #EXT-X-BYTERANGE  エントリ。各エントリは i-frame の位置を識別します。

セットアップ
HLS 出力グループ全体について、トリックプレイトラックを 1 回セットアップします。

Note

このセクションで説明する内容は、チャンネルを作成 (p. 164)する一般的な手順を理解している
ことを前提としています。
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i-frame のみのマニフェストをセットアップするには

HLS 出力グループを作成する際には、次の手順を含めます。

1. [HLS output group] (HLS 出力グループ) の [Manifest and segments] (マニフェストとセグメント) 
で、[I-frame only playlists] について [Enabled] (有効) を選択します。

2. 出力グループの残りのフィールドを通常どおりに (p. 190)設定します。動画、オーディオ、字幕の出
力とエンコードを設定する通常どおりに (p. 230)設定します。

イメージメディアプレイリスト仕様によるトリックプ
レイトラック
HLS MediaPackage または出力グループでは、イメージメディアプレイリストの仕様、バージョン 0.4 に
準拠したアセットを提供することで、トリックプレイトラックをサポートできます。 MediaLive 実装は、
仕様の時間ベースのメソッドに従います。仕様はこちらです。

https://github.com/image-media-playlist/spec/blob/master/image_media_playlist_v0_4.pdf

Roku はこの仕様を実装するプラットフォームの一例です。

メソッドの仕組み
出力グループを作成する際には、動画、オーディオ、字幕のエンコードの標準出力を通常の方法で作成
します。出力グループ内のエンコードの構造を示す図表については、「the section called “HLS または 
MediaPackage Live グループ” (p. 106)」を参照してください。

フレームキャプチャエンコード 1 つを含む出力も 1 つ作成します。エンコードは一連の JPEG ファイル
で、各ビデオセグメントが 1 つのファイルとなり、キャプチャはビデオエンコードのセグメンテーション
に従います。このエンコードは、ダウンストリームプレイヤーでトリックプレイトラックの実装に使用で
きるアセットです。

MediaLive 通常の方法でメインマニフェストと子マニフェストを作成します。メインマニフェストには、
フレームキャプチャエンコードの EXT-X-IMAGE-STREAM-INF タグが含まれます。フレームキャプチャ
エンコードの子マニフェストは EXT-X-IMAGES-ONLY タグを含みます。これらのタグの内容と形式は、
イメージメディアプレイリストの仕様に準拠しています。

セットアップ
出力グループのトリックプレイトラックをセットアップするには、フレームキャプチャで構成されるビデ
オエンコードを含む追加の出力を作成します。1 つの出力グループに最大 3 つのフレームキャプチャ出力
を追加し、チャンネルに最大 3 つのフレームキャプチャエンコードを追加できます。

Note

このセクションで説明する内容は、チャンネルを作成 (p. 164)する一般的な手順を理解している
ことを前提としています。

HLS 出力グループにフレームキャプチャエンコードを設定するには

HLS 出力グループにフレームキャプチャエンコードを作成するには、特殊な出力を作成し、そのビデオ
コーデックをフレームキャプチャに設定します。

1. [HLS output group] (HLS 出力グループ) の [HLS outputs] (HLS 出力) で、[Add output] (出力の追加) を
選択して別の出力を追加します。

2. その出力では、[設定] を選択し、[出力設定] で [HLS] 設定を [フレームキャプチャ HLS] に設定しま
す。
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3. ストリーム設定で「ビデオ」を選択し、次のようなビデオフィールドを設定します。

• [Width] (幅) と [Height] (高さ) — ダウンストリームシステムに連絡して正しい値を取得します。値を
推測する場合、ダウンストリームプレーヤーの環境が最適ではない可能性があります。

• [Codec settings] (コーデック設定) — [Frame capture] (フレームキャプチャ) を選択します。
• [Capture interval] (キャプチャ間隔) — このフィールドの値を変更しないでください。空のままにし

て、フレームキャプチャでデフォルトの間隔が使用されるるようにしておきます。
4. [Audio 1] (オーディオ 1) を選択し、[Remove audio] (オーディオの削除) を選択して、コンテナが 1 つ

のエンコード (ビデオエンコード) のみを持つようにします。

MediaPackage出力グループにフレームキャプチャエンコードを設定するには

MediaPackage 出力グループにフレームキャプチャエンコードを作成するには、通常の出力を作成し、そ
のビデオコーデックをフレームキャプチャに設定します。

1. MediaPackage 出力グループの [出力] で、[MediaPackage 出力を追加] を選択して別の出力を追加し
ます。

2. その出力については、[Settings] (設定) を選択してから [Stream settings] (ストリーム設定) を選択しま
す。[Stream settings] (ストリーム設定) で [Video] (ビデオ) を選択します。

3. [Codec settings] (コーデック設定) で、[Frame capture] (フレームキャプチャ) を選択します。
4. 次のような、その他のビデオフィールドを設定します。

• [Width] (幅) と [Height] (高さ) — ダウンストリームシステムに連絡して正しい値を取得します。値を
推測する場合、ダウンストリームプレーヤーの環境が最適ではない可能性があります。

• [Capture interval] (キャプチャ間隔) — このフィールドの値を変更しないでください。空のままにし
て、フレームキャプチャでデフォルトの間隔が使用されるるようにしておきます。

5. [Audio 1] (オーディオ 1) を選択し、[Remove audio] (オーディオの削除) を選択して、コンテナが 1 つ
のエンコード (ビデオエンコード) のみを持つようにします。

出力は ABR スタックの一部であり、HLS MediaPackage または出力グループの他のエンコードと同じ宛
先になります。

AWS Elemental での色空間処理 MediaLive
すべてのビデオは特定のカラースペースに属します。カラースペースは、ビデオの色の範囲を定義しま
す。ビデオには、色空間メタデータを含めることができます。このメタデータは、色空間に関する情報を
提供します。カラースペースのメタデータがない場合でも、ビデオにはカラースペースがありますが、 
MediaLive ビデオプロセッサなどがカラースペースを操作することはできません。

ビデオソースのカラースペースとカラースペースのメタデータをどのように取得し、 MediaLive ビデオ出
力で操作するかを制御できます。各出力ビデオエンコードは、カラースペースを変換または通過するよう
に設定したり、カラースペースメタデータを含めたり省略したりするように設定できます。

トピック
• 色空間とビデオ解像度 (p. 544)
• カラースペースの処理オプション  (p. 544)
• 色空間に関する一般的な情報 (p. 545)
• カラースペースの処理に関する一般的な手順 (p. 548)
• ソースの色空間を評価する (p. 549)
• 入力の色空間メタデータの処理 (p. 550)
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• 各出力での色空間処理の設定 (p. 555)
• さまざまな色空間処理の結果 (p. 557)
• 参考:フィールドの位置 (p. 563)

色空間とビデオ解像度
色空間は色の範囲を指します。 MediaLive では、次の色空間がサポートされています。

• SDR (標準ダイナミックレンジ)
• HDR (ハイダイナミックレンジ) 色空間

解像度はビデオのピクセル数を指します。 MediaLive では、次の解像度がサポートされています。

• SD (標準解像度)。
• HD (高解像度)。
• UHD (超高精細)。UHD の場合、 MediaLive 解像度は最大 4K

色空間と解像度は通常、以下の組み合わせで使用します。

• SDR 色空間は、SD、HD、および UHD ビデオに関連付けることができます。
• HDR 色空間は、HD または UHD ビデオに関連付けることができます。

HDR は通常 SD MediaLive コンテンツに関連付けられませんが、この組み合わせを取り込むことはサポー
トしています。

カラースペースの処理オプション
すべてのビデオは特定のカラースペースに属します。カラースペースは、ビデオの色の範囲を定義しま
す。ビデオには、色空間メタデータを含めることができます。このメタデータは、色空間に関する情報を
提供します。カラースペースのメタデータがない場合でも、ビデオにはカラースペースがありますが、 
MediaLive ビデオプロセッサなどがカラースペースを操作することはできません。

ビデオソースのカラースペースとカラースペースのメタデータをどのように取得し、 MediaLive ビデオ出
力で操作するかを制御できます。

各出力ビデオエンコードは、さまざまな方法で色空間を処理するように設定できます。

オプション 色空間の取り扱いをパススルー
する

色空間メタデータの処理

パススルーする パススルーする パススルー (修正済みまたはオリ
ジナル)

パススルーする パススルーする [Remove] (削除)

変換して含める [変換] 新しい色空間メタデータの生成

変換して削除する [変換] [Remove] (削除)

チャンネル内の各出力は、それぞれ異なる処理に設定できます。たとえば、ある出力をカラースペースを
変換するように設定し、別の出力をカラースペースを通過するように設定できます。
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詳細については、「the section called “パススルー” (p. 546)」および「the section called “変
換” (p. 546)」を参照してください。

色空間に関する一般的な情報
以下に示しているのは、色空間に関する一般的な情報です。

トピック
• 定義 (p. 545)
• サポートされている色空間規格 (p. 545)
• 色空間をパススルーする (p. 546)
• 色空間の変換 (p. 546)
• 入力要件と出力要件 (p. 547)

定義
カラースペースには次の 4 つの側面があります。

• ビデオコンテンツに適用される特定のカラースペース。色空間は、コンテンツに適用できるピクセルカ
ラーの範囲を指定します。

• 使用されているカラースペースを識別するカラースペースメタデータ。このメタデータが存在する場
合、コンテンツはカラースペースとしてマークされていると見なされます。

• 色空間に適用される輝度関数。明るさ関数は各ピクセルの明るさを制御します。明るさはガンマテーブ
ル、ルックアップテーブル (LUT)、電気光伝達関数 (EOTF)、伝達関数とも呼ばれます。

• 使用されている輝度関数を識別する輝度メタデータ。
• カラースペースに適用される表示メタデータ。すべての規格にこのメタデータがあるわけではありませ

ん。

ソースビデオでは、特定の色空間と特定の明るさ関数を使用する場合があります。ソースビデオには、色
の特徴を説明するカラースペースメタデータが含まれている場合もあります。

サポートされている色空間規格
各色空間標準は、色空間の特定の標準と、3 つの色データセットの特定の標準に従います。

この表を読むには、最初の列でカラースペースを見つけてから、カラースペースの標準と 3 つのカラー
データセットを確認してください。

MediaLive 色空間を表す
用語

準拠する色空間の標準 準拠する明るさ関数の
標準

準拠する表示メタデー
タの標準

レック 601 またはレッ
ク 601

レック。601 BT.1886 該当しません。この色
空間には表示メタデー
タは含まれません。

レック 709 またはレッ
ク 709

レック。709 BT.1886 該当しません。この色
空間には表示メタデー
タは含まれません。

[HDR10] レック。2020 SMPTE ST 2084 (PQ) SMPTE ST 2086
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MediaLive 色空間を表す
用語

準拠する色空間の標準 準拠する明るさ関数の
標準

準拠する表示メタデー
タの標準

HLG または HLG 2020 レック。2020 HLG (rec. 2020 該当しません。この色
空間には表示メタデー
タは含まれません。

ドルビービジョン 8.1 レック。2020 SMPTE ST 2084 (PQ) 独自のドルビービ
ジョン8.1メタデータ
（RPU）はフレーム単
位で、SMPTE ST 2086
はストリーム単位で
す。

色空間をパススルーする
色空間をパススルーするように設定できます。では、色空間メタデータを含めるまたは削除するように設
定できます。パススルーでビデオ出力で望ましい品質を実現するには、カラースペースのメタデータが正
確でなければなりません。

パススルーに使用できる組み合わせは次のとおりです。

• カラースペースをパススルーし、カラースペースのメタデータを修正せずにパススルーします (正確で
あることがわかっているため)。

• カラースペースを通過させ、カラースペースのメタデータを修正してからパススルーします。
• カラースペースを通過させ、カラースペースのメタデータを修正せずに削除します。下流のシステムが

カラースペースメタデータを適切に処理できないため、カラースペースのメタデータを削除したい場合
があります。

MediaLive メタデータを削除しても、ソースにはカラースペースは残っていますが、カラースペースを
識別する情報はありません。メタデータを削除しても、必ずしも色が劣化するわけではありません。こ
れを削除すると、下流のプレーヤーが色をさらに豊かにするための拡張機能を実装できなくなるだけか
もしれません。

デフォルトの動作

デフォルトの動作では、カラースペースを通過してから未修正のカラースペースメタデータを通過させま
す。

色空間の変換
カラースペース自体を変換して、ビデオ内のピクセルを変更するように設定できます。

MediaLive サポートされている色空間のみを変換できます。the section called “サポートされている色空
間” (p. 545) を参照してください。

変換に使用できる組み合わせは次のとおりです。

• カラースペースを変換し、色空間メタデータを含めます。 MediaLive新しい色空間を正確に説明するよ
うに色空間メタデータを変換します。

• 色空間を変換しますが、色空間メタデータは省略します。下流のシステムがカラースペースメタデータ
を適切に処理できないため、カラースペースのメタデータを削除したい場合があります。

MediaLive メタデータを削除しても、ソースにはカラースペースは残っていますが、カラースペースを
識別する情報はありません。メタデータを削除しても、必ずしも色が劣化するわけではありません。こ
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れを削除すると、下流のプレーヤーが色をさらに豊かにするための拡張機能を実装できなくなるだけか
もしれません。

Warning

コンテンツプロバイダーから入力に適用される色空間がわからない場合は、色空間の変換を試み
るべきではありません。これを行うと、ビデオ品質が低下する可能性があります。色空間をパ
ススルーする必要があります。また、下流のシステムが不正確な情報を読み取らないように、カ
ラースペースのメタデータも削除する必要があります。

MediaLive ソースコンテンツのメタデータに基づいて、ある色空間から別の色空間に変換します。 
MediaLive ビデオを調べて、メタデータで識別された色空間と実際に一致するかどうかを判断しようとし
ません。

対応している変換タイプ

次の表は、出力に特定の色空間を生成するために入力内になければならない色空間を示しています。

出力される色空間 ソースカラースペースには次のいずれかを使用で
きます。

レック。601 レック。709、HLG、HDR10

レック。709 レック。601、HLG、HDR10

[HDR10] レック。601、Rec。709、HLG

HLG なし。HLG に変換する

ドルビービジョン 8.1 [HDR10]

HDR10 MediaLive 以外のコンテンツの一部に遭
遇すると、その部分のカラースペースとカラース
ペースのメタデータが渡されます。

入力要件と出力要件
トピック

• サポートされる入力 (p. 547)
• サポートされている出力タイプ (p. 548)
• サポートされる出力コーデック (p. 548)

サポートされる入力

AWS Elemental Live は、サポートされているすべての入力タイプで、サポートされているカラースペース
に対応しています (p. 357)。ただし、以下の点に注意してください。

• AWS Elemental Link 入力の処理:ソース内の色空間メタデータを AWS Elemental Link MediaLive デバ
イスから読み取ることができません。入力を設定する場合の回避策は、で説明されているように、the 
section called “メタデータを強制修正” (p. 552)適用される色空間を指定することです。

• ドルビービジョン 8.1 に変換する
• ビデオソースは HD または 4K 解像度である必要があります。つまり、ソースは 1080p 以上でなけれ

ばなりません。
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• ビデオソースは HDR10 でなければなりません。HDR10 MediaLive 以外のコンテンツの一部に遭遇す
ると、その部分のカラースペースとカラースペースのメタデータが渡されます。

• ビデオソースはファイルであってはなりません。つまり、ソースを MP4 ファイルの VOD アセットや
トランスポートストリーム内の VOD アセットにすることはできません。

これらの制約はドルビービジョン8.1によって規定されており、ドルビービジョン8.1規格を満たすドル
ビービジョン8.1出力を生成するために必要な最低限のビデオ品質に関するものです。

サポートされている出力タイプ

すべての出力グループタイプは、Dolby Vision 8.1を除くすべてのカラースペースタイプをサポートできま
す。出力で色空間に変換する場合の主な考慮事項は、対象となるダウンストリームのプレーヤーが色空間
を処理できるかどうかです。

ドルビービジョン8.1に対応できる出力グループタイプは以下のみです。

• アーカイブ
• HLS
• UDP

サポートされる出力コーデック

次の表は、出力カラースペースでサポートされているコーデックを示しています。

出力色空間 AVC (H.264) HEVC (H.265)

レック。601 はい はい

レック。709 はい はい

[HDR10]   はい

HLG   はい

ドルビービジョン 8.1   はい

HDR10 またはドルビービジョン 8.1 出力に対応しているビデオプロファイル

HDR10またはドルビービジョン8.1出力の場合、ビデオプロファイルには10BITという用語を含める必要が
あります。

カラースペースの処理に関する一般的な手順
チャンネル内の色空間の処理手順は、出力の色空間の処理と変換のどちらでも同じです。

1. すべての入力の色空間を評価し、好みに応じて色空間を処理できるかどうかを判断する必要がありま
す。the section called “ソースの色空間を評価する” (p. 549) を参照してください。

2. ソースを評価して、カラースペースのメタデータが正しいことを確認する必要があります。
• パススルーの場合:カラースペースのメタデータを含める予定がある場合は、それを評価する必要があ

ります。メタデータが正しくなければ、下流のプレーヤーはカラースペースを正しく処理しません。
• 変換用: MediaLive このメタデータを読み取ってソースの色空間を決定し、ソースが正しい変換式を適

用できるようにします。そのため、出力からメタデータを削除する予定がある場合でも、メタデータ
を評価する必要があります。

548



MediaLive ユーザーガイド
ソースの色空間を評価する

the section called “ステップ 1: メタデータを評価する” (p. 550) を参照してください。
3. カラースペースのメタデータを修正する必要がある場合は、入力で行います。各入力は個別に設定しま

す。

the section called “ステップ 2: メタデータの修正” (p. 551) を参照してください。
4. カラースペースを通過または変換するように出力を設定し、カラースペースメタデータを含めるか省略

するかを設定します。the section called “アウトプットの設定” (p. 555) を参照してください。

ソースの色空間を評価する
1. 各入力のコンテンツプロバイダに連絡します。以下の情報を提供します。

• コンテンツに適用される色空間の名前。
• 各入力が 1 つの色空間のみで構成されているか、複数の色空間で構成されているか。
• カラースペースメタデータが正確かどうか。(この情報は次のセクションで使用します (p. 550)。)

2. 次の情報を読んで、色空間を変換しない理由や変換しない理由があるかどうかを判断してください。

トピック
• 未知色空間 (p. 549)
• パススルーする (p. 549)
• 変換の制限 (p. 550)

未知色空間
コンテンツプロバイダーから入力に適用される色空間がわからない場合は、色空間の変換を試みるべきで
はありません。これを行うと、ビデオ品質が低下する可能性があります。

色空間をパススルーできるかもしれません。この場合、下流のシステムが不正確である可能性のある情報
を読み取らないように、カラースペースのメタデータを削除する必要があります。

パススルーする
サポートされている色空間のパススルー

MediaLive サポートされている色空間を通過できます。

サポートされていない色空間のパススルー

MediaLive サポートされていない色空間を通過できる可能性があります。次のいずれかが当てはまる可能
性があります。

• MediaLive 入力を取り込み、色空間と色空間メタデータを通過できる場合があります。
• あるいは、入力は取り込んでも出力が許容範囲外になることもあります。
• または、入力の取り込みに失敗して、イベントが入力損失動作ルーチンに従う場合もあります (たとえ

ば、出力にスレートが表示されるなど)。

パススルーと出力コーデック

MediaLive 渡したい色空間をサポートしていても、出力コーデックによって制限がある場合があります。

1 つの出力でもカラースペースを通過させる場合は、チャンネルのすべての入力が、出力のコーデックで
サポートされているカラースペース内にある必要があります。コーデックの詳細については、を参照して
くださいthe section called “サポートされる出力コーデック” (p. 548)。
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たとえば、カラースペースを通過させたい出力があるとします。その出力を H.264 でエンコードする必要
があります。チャンネル入力の1つにドルビービジョン8.1のコンテンツが含まれていると仮定します。た
だし、ドルビービジョンのカラースペース（入力から）をH.264に含めることはできません。 MediaLive 
は設定を受け入れますが、サポートされていない色空間の出力部分は劣化します。

回避策は、すべての入力のすべてのカラースペースでサポートされている出力コーデックを選択すること
です。

チャンネル内のパススルーのルールは、すべての入力の色空間に基づいていることに注意してください。

変換の制限
MediaLive 特定の色空間への変換をサポートしている場合でも、出力コーデックによって制限がある場合
があります。

出力内の特定の色空間に変換する場合は、その出力で設定したコーデックがその色空間をサポートしてい
る必要があります。

たとえば、H.264 でエンコードしたい出力があって、すべてのソースカラースペースを HDR10 に変換し
たいとします。ただし、HDR10 を H.264 に含めることはできません。 MediaLive この方法では構成でき
ません。H.264 を選択すると、出力色空間を指定したフィールドから HDR10 のオプションが削除されま
す。

回避策は、色空間変換でサポートされている出力コーデック (H.265) を選択することです。

チャンネル内の変換ルールは、個々の出力の色空間とコーデックに基づいていることに注意してくださ
い。

入力の色空間メタデータの処理
入力の色空間を評価し、色空間メタデータをクリーンアップする必要があるかどうかを判断する必要があ
ります。出力の適切な処理を決定するには、この評価を実行する必要があります。

トピック
• ステップ 1: ソースの色空間メタデータを評価する (p. 550)
• ステップ 2: メタデータを修正するためのオプション (p. 551)
• ステップ 3: メタデータを修正するための入力をセットアップする (p. 554)

ステップ 1: ソースの色空間メタデータを評価する
出力を設定する前に、入力の色空間メタデータを変更する必要があるかどうかを判断する必要がありま
す。この決定を行うには、入力に含まれるメタデータの品質を評価する必要があります。

Important

イベントの入力側での処理は、色空間自体の変更ではなく、色空間のメタデータの変更に関する
ものです。処理とは、出力での処理計画に備えて、入力の色空間を正しく識別するようにメタ
データを変更することです。
ビデオが別のカラースペースに変換されますthe section called “アウトプットの設定” (p. 555)。

インプットを評価するには

1. すべての入力でカラースペースメタデータの精度に関する情報が既に取得されているはずです。
2. すべての入力に含まれるすべてのカラースペースのメタデータの有無と正確さをメモしておきます。

カラースペースのメタデータは、以下が当てはまる場合に正確です。

• これは入力に存在し、カラースペースを正確に識別します。つまり、カラースペースは正確にマー
クされています。
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カラースペースのメタデータは存在するかもしれませんが、1つまたは複数の点で不正確である可能性
があります。

• 不正解:メタデータがカラースペースと一致しません。
• 不明:メタデータは色空間を未知としてマークします。
• サポートされていません:メタデータは、 MediaLive サポートされていない色空間を指定していま

す (p. 545)。 MediaLive このメタデータを読み込まない。
• 見つからない:動画の全部または一部にカラースペースメタデータが含まれていない可能性がありま

す。
3. このステップは、次の状況にのみ適用されます。

• 入力は AWS Elemental MediaLive リンクなどのデバイス用です。
• 入力カラースペースは HDR10 です。
• 色空間を出力に渡す予定です。

コンテンツの最大 CLL と最大 FALL の値を取得します。

MediaLive AWS Elemental Link デバイスからメタデータを読み取ることができません。ただし、カ
ラースペースとディスプレイメタデータ (Max CLL と Max FALL) はチャンネル構成で手動で入力でき
ます。

この入力を HDR10 から別の色空間に変換する予定であれば、これらの値は必要ありません。

ステップ 2: メタデータを修正するためのオプション
ステップ 1 では、入力のカラースペースメタデータのステータスを評価しました。ここで、不正確なメタ
データをクリーンアップできるかどうかを決定する必要があります。

MediaLive は、Dolby Vision 8.1 またはサポートされていないカラースペースを除くすべてのカラースペー
スのカラースペースメタデータをクリーンアップできます。

Note

チャンネルのカラースペースを変換する場合は、すべての入力のメタデータが正確であるか、ク
リーンアップされている必要があります。クリーンアップできない入力が 1 つでもあれば、出
力の色空間を変換することはできません。色空間をパススルーするように設定する必要がありま
す。
カラースペースを通過してメタデータを含める場合は、すべての入力のメタデータが正確である
か、クリーンアップされている必要があります。ダウンストリームシステムはこのメタデータを
読み取るため、正確でなければなりません。クリーンアップできない入力が 1 つでもあれば、カ
ラースペースを通過させることはできますが、出力のカラースペースは省略してください。

トピック
• シナリオ A — メタデータが正確 (p. 551)
• シナリオ B — メタデータを強制的に修正できる (p. 552)
• シナリオ C — フォールバックによるメタデータの修正 (p. 553)
• シナリオ D — メタデータを修正できない (p. 553)

シナリオ A — メタデータが正確

入力内容の評価中に、次のことが判明した可能性があります。
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• コンテンツは 1 つのカラースペース内にあり、カラースペースはサポートされており、カラースペース
のメタデータは正確です。

• または、コンテンツのさまざまな部分が異なるカラースペースにあり、カラースペースのメタデータが
各部分について正確である場合もあります。

出力のメタデータを処理するには、次のオプションがあります。

メタデータを含める

の手順に従いthe section called “ステップ 3: 入力をセットアップする” (p. 554)、キーフィールドを次のよ
うに設定します。

• [Color space] (色空間) フィールド — [FOLLOW] (フォロー) に設定します。
• [Color space usage] (色空間の使用) フィールド — MediaLive このフィールドを無視します。

処理中に、 MediaLive カラースペースを識別するためにメタデータを読み取ります。

メタデータを削除する

カラースペースのメタデータは正確であっても、すでに削除することを決めているかもしれません。たと
えば、色空間は入力内または入力間で頻繁に変化する可能性があります。 MediaLive メタデータの変更を
処理できないシステムが下流にあることはご存知でしょう。

色空間を変換またはパススルーすることはできます。メタデータは信頼できるので、カラースペースを変
換しても安全です。

の手順に従いthe section called “ステップ 3: 入力をセットアップする” (p. 554)、キーフィールドを次のよ
うに設定します。

• [Color space] (色空間) フィールド — [FOLLOW] (フォロー) に設定します。
• [Color space usage] (色空間の使用) フィールド — MediaLive このフィールドを無視します。

処理中に、 MediaLive カラースペースを識別するためにメタデータを読み取ります。

シナリオ B — メタデータを強制的に修正できる

入力内容の評価中に、次のことが判明した可能性があります。

• コンテンツは 1 つの色空間にあり、それがサポートされている色空間です。
• カラースペースのメタデータが不正確です。不正確、欠落、不明、またはサポートされていない（サ

ポートされていないカラースペースとして不正確にマークされている）など、 MediaLive どのような組
み合わせでもかまいません。

このシナリオは、入力が AWS Elemental Link デバイスからのものである場合に常に適用されるシナリオ
であることに注意してください。

出力のメタデータを処理するには、次のオプションがあります。

メタデータを修正する

メタデータを修正できます。の手順に従いthe section called “ステップ 3: 入力をセットアップす
る” (p. 554)、キーフィールドを次のように設定します。

• [Color space ] (色空間) フィールド — 許容できないメタデータを含む色空間に設定します。
• [Color space usage] (色空間の使用) フィールド — [FORCE] (強制) に設定します
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処理中 MediaLive 、欠落している、マークされていない、および不明なすべてのメタデータについて、
指定された色空間のメタデータを作成します。また、既存のメタデータが指定された色空間に変更されま
す。(メタデータが強制的に適用されます)。

取り込み後は、入力内のすべてのコンテンツが、一貫して 1 つの色空間としてマークされます。

シナリオ C — フォールバックによるメタデータの修正
入力内容の評価中に、次のことが判明した可能性があります。

• コンテンツのさまざまな部分がさまざまなカラースペースにあります。これらの色空間はすべてサポー
トされています。

• ある色空間のメタデータは、どこでも不正確であるか、正確である場合もあれば不正確である場合もあ
ります。

• その他の色空間のコンテンツのメタデータは正確です。

たとえば、入力に Rec. 601 の内容が含まれていて、一部に不正確なマークが付けられているとします。ま
た、不足している部分、不明な部分、サポートされていない部分もあります。入力には、正確にマークさ
れた HDR コンテンツと HLG コンテンツも含まれています。

出力のメタデータを処理するには、次のオプションがあります。

メタデータを修正する

の手順に従いthe section called “ステップ 3: 入力をセットアップする” (p. 554)、キーフィールドを次のよ
うに設定します。

• [Color space] (色空間) フィールド — 一貫していないメタデータを含む色空間に設定します (上の例では 
Rec. 601)。

• [Color space usage] (色空間の使用) フィールド — [FALLBACK] (フォールバック) に設定します

取り込み中 MediaLive 、欠落している、マークされていない、不明なすべてのビデオコンテンツについ
て、特定の色空間のメタデータを作成します。サポートされている色空間メタデータは変更されません。
(既存のメタデータにフォールバックします。) したがって、正確にマークされた Rec. 601 コンテンツや、
正確にマークされた HDR または HLG コンテンツは変更されません。

取り込み後、コンテンツが複数の色空間にある場合でも、入力内のすべてのコンテンツに一貫してマーク
されます。

シナリオ D — メタデータを修正できない
入力内容の評価中に、次のことが判明した可能性があります。

• コンテンツのさまざまな部分がさまざまなカラースペースにあります。これらの色空間はすべてサポー
トされています。

• メタデータが複数のカラースペースでは不正確です。(これを、1 つのカラースペースについてのみメタ
データが不正確であるシナリオ C と比較してください。)

または、次のことを判断した可能性があります。

• コンテンツプロバイダーは、カラースペースやそのメタデータに関する正確な情報を提供できません。

出力のメタデータを処理するには、次のオプションがあります。
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メタデータを削除する

1 MediaLive つのカラースペースのメタデータしか修正できないため、このコンテンツをクリーンアップ
する方法はありません。このシナリオでは、さまざまなタイプのカラースペースではメタデータが不正確
です。

カラースペースメタデータを強制することはできません。たとえば、付随する色空間を正しく識別できる
場合もあれば、そうでない場合もあるため、Rec. 601 に強制することはできません。メタデータが正確で
ないと、変換が不正確になったり (出力の色空間を変換した場合)、表示エクスペリエンスが低下したりし
ます (出力の色空間を通過した場合)。

の手順に従いthe section called “ステップ 3: 入力をセットアップする” (p. 554)、キーフィールドを次のよ
うに設定します。

• [Color space] (色空間) フィールド — [FOLLOW] (フォロー) に設定します。
• [Color space usage] (色空間の使用) フィールド — MediaLive このフィールドを無視します。

処理中は、 MediaLive メタデータを読み取りません。

カラースペースメタデータが正しい他の入力であっても、どの出力でもカラースペースを変換することは
できません。

ステップ 3: メタデータを修正するための入力をセットアップす
る
前のステップでは、各入力の色空間メタデータを修正する方法を特定しました。このセクションでは、必
要な修正のために各入力を設定する方法について説明します。

Note

このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャンネルの作成また
は編集に精通していることを前提としています。

チャンネルにアタッチされた各入力を設定するには

1. [Create Channel] (チャンネルの作成) ページの [Input attachments] (入力アタッチ) セクション
で、[Video selector] (ビデオセレクタ) の [Video selector] (ビデオセレクタ) を選択します。

2. [Color space] (色空間) と [Color space usage] (色空間の使用方法) で、適切な値を設定します。この手
順の後の表を参照してください。

3. この手順は、HDR10 を選択し、添付された入力が AWS Elemental Link MediaLive などのデバイス用
で、コンテンツを別のカラースペースに変換する予定の場合にのみ適用されます。コンテンツの最大 
CLL と 最大 FALL の値を指定する必要があります。この情報はコンテンツプロバイダーから取得した
はずです。

「Max CLL」フィールドと「Max FALL」フィールドに値を入力します。

以下の表の各行は、2 つのフィールドの有効な組み合わせとその組み合わせの結果を示しています。

カラースペースフィールド カラースペース使用フィールド 結果

フォロー このフィールドは無視されま
す。

パススルー。 MediaLive カラー
スペースメタデータは変更しま
せん。

REC_601 または

REC_709 または

Force クリーンアップ。 MediaLive コ
ンテンツに、指定された色空
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カラースペースフィールド カラースペース使用フィールド 結果
HDR 10 または

HLG または

ドルビービジョン 8.1

間を使用しているものとしてす
べてのコンテンツをマークしま
す。

REC_601 または

REC_709 または

HDR 10 または

HLG または

ドルビービジョン 8.1

Fallback (フォールバック) クリーンアップ。 MediaLive 
マークされていない部分また
は「不明」としてマークされて
いる部分のみを「指定された色
空間を使用」としてマークしま
す。

各出力での色空間処理の設定
ではthe section called “処理オプション” (p. 544)、各出力の色空間の処理方法を確認しておく必要があり
ます。インプットを評価したときに (p. 550)、計画を調整した可能性があります。これで、出力の色空間
の処理について明確な計画ができたはずです。

トピック
• ステップ 1: 拡張 VQ モードを決定する (p. 555)
• ステップ 2: 色空間を処理するように出力をセットアップする (p. 556)

ステップ 1: 拡張 VQ モードを決定する
出力で拡張 VQ モードを有効にするかどうかを決定する必要があります。このモードは、H.264 を使用す
る出力にのみ適用されます。

次の表では、最初の列で予定されている処理を確認してから、全体を読んで実行するアクションを特定し
てください。拡張 VQ モードを有効にするには、「the section called “動画 – 拡張 VQ” (p. 563)」を参照
してください。

計画した変換 詳細 アクション

SDR に変換 入力には SDR コンテンツと 
HDR コンテンツの両方が含まれ
ます。

拡張 VQ モードを有効にする必
要があります。

SDR に変換 入力には SDR コンテンツのみ
が含まれます。たとえば、すべ
ての入力が Rec. 709 で、その
内容を Rec に変換したいとしま
す。601。

拡張 VQ モードを有効にする必
要はありません。

任意のアクション いずれの入力にも HDR10 または 
HLG はありません。

拡張 VQ モードを有効にする必
要はありません。

任意のアクション ビデオ品質を上げるために、
拡張 VQ を既に有効にしていま
す。

このモードを有効のままにしま
す。
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ステップ 2: 色空間を処理するように出力をセットアップする
以下の手順に従って、各出力での色空間処理を設定します。出力ごとに異なる色空間処理を設定できま
す。例えば、ある出力では元の色空間をパススルーするように、別の出力では元の色空間を変換するよう
に設定できます。

Note

このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャンネルの作成また
は編集に精通していることを前提としています。

トピック
• パススルーする (p. 556)
• 変換する仕組み (p. 556)

パススルーする

カラースペースを通過するときに設定する主なフィールドは、カラースペースとカラーメタデータです。

1. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Output groups] (出力グループ) セクションで、出力を選
択します。

2. [Stream settings] (ストリーム設定) セクションを表示し、[Video] (ビデオ) セクションを選択します。
3. コーデック設定では、コーデックを選択します。各コーデックがサポートする色空間については、を参

照してくださいthe section called “サポートされる出力コーデック” (p. 548)。
4. [コーデックの詳細] を選択します。追加のフィールドが表示されます。[Additional settings] (追加設定) 

を選択します。追加のフィールドが表示されます。

「色メタデータ」で、「挿入」または「無視」を選択して、色空間メタデータの処理方法を指定しま
す。

5. カラースペースを選択します。カラースペース設定フィールドが表示されます。カラースペースパスス
ルーを選択します。

変換する仕組み

カラースペースを変換する場合、それぞれ特定の方法で設定する必要があるフィールドがいくつかありま
す。

1. 「チャンネルの作成」ページの「出力グループ」セクションで、出力を選択します。
2. [Stream settings] (ストリーム設定) セクションを表示し、[Video] (ビデオ) セクションを選択します。
3. [Width] (幅) および [Height] (高さ) フィールドに入力して、有効な解像度を指定します。SD、HD、また

は UHD のいずれの解像度を指定しているかをメモします。
4. コーデック設定で、コーデックを選択します。各コーデックがサポートする色空間については、を参照

してくださいthe section called “サポートされる出力コーデック” (p. 548)。
5. [コーデックの詳細] を選択します。追加のフィールドが表示されます。プロファイル、階層（H.265 の

み）、およびレベルフィールドを設定します。
• 解像度が SD の場合は、要件に合った値を入力します。
• HD または UHD 解像度の場合は、要件に合わせて階層とレベルを設定し、次のようにプロファイル

を設定します。
• 出力色空間を HDR 色空間にする場合は、名前に [10BIT] が含まれるプロファイルのいずれかを選

択する必要があります。
• 出力色空間が SDR 色空間になる場合は、任意のプロファイルを選択できます。
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6. カラースペースを選択します。カラースペース設定フィールドが表示されます。

フィールドを変換先のカラースペースに設定します。

HDR10 を選択すると、[最大CLL] フィールドと [最大フォール値] フィールドが表示されます。これらの
フィールドを入力して、表示メタデータを設定します。

7. [コーデックの詳細] に戻り、[その他の設定] を選択します。カラーメタデータなど、さらに多くの
フィールドが表示されます。「色メタデータ」で、「挿入」または「無視」を選択して、色空間メタ
データの処理方法を指定します。

さまざまな色空間処理の結果
このセクションでは、出力の色空間の設定方法に応じて、 MediaLive ソース入力で発生する色空間と色空
間メタデータの処理方法について説明します。

トピック
• 色空間をパススルーしたときの結果 (p. 557)
• 色空間を SDR に変換したときの結果 (p. 558)
• 色空間を HDR10 に変換したときの結果 (p. 560)
• カラースペースをドルビービジョン8.1に変換したときの結果 (p. 562)
• カラースペースメタデータを削除したときの結果 (p. 562)

色空間をパススルーしたときの結果
1 つ以上の出力をカラースペースを通過するように設定している場合は、 (p. 556)このセクションをお読
みください。以下の表では、 MediaLive ソースで見つかる各タイプの色空間の処理方法を示しています。

MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み

MediaLive サポートする色空間のコンテンツ 出力の色空間や明るさ (ピクセル値) には影響しま
せん。

存在する 3 つのメタデータセットのいずれかをパ
ススルーします。

MediaLive 出力コーデックではサポートされている
が、サポートされていないカラースペース内のコ
ンテンツ。

この変換はサポートされていません。変換後、コ
ンテンツのカラーマップは完全に間違っていま
す。

不明またはサポートされていない色空間でマーク
されたコンテンツ

出力の色空間や明るさ (ピクセル値) には影響しま
せん。

コンテンツを不明な色空間でマークされたままに
します。

明るさメタデータと表示メタデータをパススルー
します。

コンテンツ (色空間メタデータなし) 出力の色空間や明るさ (ピクセル値) には影響しま
せん。

コンテンツをマークなしのままにします (色空間メ
タデータなし)。
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色空間を SDR に変換したときの結果
カラースペースを Rec. 601 または Rec に変換する出力を (p. 556) 1 つ以上設定している場合は、このセ
クションをお読みください。709。以下の表では、 MediaLive ソースで見つかる各タイプの色空間の処理
方法を示しています。

MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み

同じ SDR 色空間のコンテンツ • 出力の色空間 (ピクセル値) には影響しません。
• 色空間メタデータをパススルーします。
• 明るさメタデータをパススルーします。

他の SDR 色空間のコンテンツ • 選択した SDR 色空間と明るさ関数にコンテンツ
を変換します。変換では、ピクセルを元のコー
ド値と同じ色を表すコード値にマッピングしま
す。

• 新しい色空間を指定するように色空間メタデー
タを変更します。

• 明るさメタデータをパススルーします。これが
適切なのは、2 つの SDR 色空間によって同じ明
るさ関数が使用されるためです。

出力コーデックが H.264 で、拡張 VQ を有効に
している場合は、 MediaLive 次の処理が行われま
す。

• 選択した SDR 色空間と明るさ関数にコンテンツ
を変換します。この変換により、色はより小さ
い色空間に収まります。

• 新しい色空間を指定するように色空間メタデー
タを変更します。

• 新しい標準を指定するように明るさメタデータ
を変更します。

• 表示メタデータをすべて削除します。

変換後、コンテンツは新しい色空間に完全に準拠
します。色が濃くなりません。色が新しい明るさ
機能と一致します。

VQ を有効にしていない場合、 MediaLive 何も変
換しません。色空間メタデータ、明るさメタデー
タ、表示メタデータをパススルーします。

HDR10 のコンテンツ

出力コーデックが H.265 の場合は、 MediaLive 次
の処理が行われます。

• 選択した SDR 色空間と明るさ関数にコンテンツ
を変換します。この変換により、色はより小さ
い色空間に収まります。

• 新しい色空間を指定するように色空間メタデー
タを変更します。

• 新しい標準を指定するように明るさメタデータ
を変更します。

• 表示メタデータをすべて削除します。
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MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み
変換後、コンテンツは新しい色空間に完全に準拠
します。色が濃くなりません。色が新しい明るさ
機能と一致します。

出力コーデックが H.264 で、拡張 VQ を有効に
している場合は、 MediaLive 次の処理が行われま
す。

• 選択した SDR 色空間と明るさ関数にコンテンツ
を変換します。この変換により、色はより小さ
い色空間に収まります。

• 新しい色空間を指定するように色空間メタデー
タを変更します。

• 新しい標準を指定するように明るさメタデータ
を変更します。

変換後、コンテンツは新しい色空間に完全に準拠
します。色が濃くなりません。色が新しい明るさ
機能と一致します。

VQ を有効にしていない場合、 MediaLive 何も変換
しません。色空間メタデータと明るさメタデータ
をパススルーします。

HLG のコンテンツ

出力コーデックが H.265 の場合は、 MediaLive 次
の処理が行われます。

• 選択した SDR 色空間と明るさ関数にコンテンツ
を変換します。この変換により、色はより小さ
い色空間に収まります。

• 新しい色空間を指定するように色空間メタデー
タを変更します。

• 新しい標準を指定するように明るさメタデータ
を変更します。

変換後、コンテンツは新しい色空間に完全に準拠
します。色が濃くなりません。色が新しい明るさ
機能と一致します。

ドルビービジョン8.1のコンテンツ この変換はサポートされていません。変換後、コ
ンテンツのカラーマップは完全に間違っていま
す。
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MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み

不明またはサポートされていない色空間でマーク
されたコンテンツ

MediaLive サポートされていない色空間の入力をど
のように処理するかについては約束できません。
次のいずれかが当てはまる可能性があります。

• MediaLive 入力を取り込み、色空間とすべての色
空間メタデータを通過できる場合があります。

• あるいは、入力は取り込んでも出力が許容範囲
外になることもあります。

• または、入力の取り込みに失敗して、イベント
が入力損失動作ルーチンに従う場合もあります 
(たとえば、出力にスレートが表示されるなど)。

コンテンツ (色空間メタデータなし) • 出力の色空間 (ピクセル値) には影響しません。
• コンテンツをマークなしのままにします (色空間

メタデータなし)。
• 明るさメタデータと表示メタデータをパスス

ルーします。

色空間を HDR10 に変換したときの結果
カラースペースを HDR10 に変換する出力を1つ以上設定している場合は (p. 556)、このセクションをお
読みください。以下の表では、 MediaLive ソースで見つかる各タイプの色空間の処理方法を示していま
す。

MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み

SDR 色空間のコンテンツ • コンテンツを新しい色空間と明るさ関数に変換
します。変換では、ピクセルを元のコード値と
同じ色を表すコード値にマッピングします。

• 新しい色空間を指定するように色空間メタデー
タを変更します。

• 新しい標準を指定するように明るさメタデータ
を変更します。

• [Max CLL] (最大 CLL) と [Max FALL] (最大 FALL) 
に値を入力すると、それらのフィールドの値が
表示メタデータに挿入されます。

コンテンツのピクセル値に変更はありません。こ
の変換により実際に、小さい方の SDR 色空間が大
きい方の HDR 色空間に合わせて調整され、同じ色
を表す新しいコード値にピクセルがマッピングさ
れます。

この変換により実際に、既存の色が豊かになるわ
けではありません。ただし、コンテンツの明るい
部分は明るく、暗い部分は暗くなります。

レコメンデーション
通常、すべての入力のすべてのコンテンツが SDR 
である場合、SDR から HDR への変換を選択しま

560



MediaLive ユーザーガイド
アウトプットの結果

MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み
せん。これは、 MediaLive コンテンツのピクセル
値に変更を加えないためです。

SDR から HDR への変換は通常、HDR と SDR の
両方のコンテンツがあり、HLG から HDR10 への
変換を選択した場合にのみ行われます。HLG と 
SDR の両方のコンテンツが変換されますが、前述
のように、この変換は SDR コンテンツの色には影
響しません。

HDR10 のコンテンツ • 出力の色空間 (ピクセル値) には影響しません。
• 色空間メタデータをパススルーします。
• 明るさメタデータと表示メタデータをパスス

ルーします。

HLG のコンテンツ • カラースペース変換なし— コンテンツのピク
セル値に変更はありません。これが適切なの
は、HDR10 と HLG は同じ色空間を使用するた
めです (明るさ関数と表示メタデータのみが異な
ります)。

• コンテンツを新しい明るさ関数に変換します。
• 色空間メタデータを新しい色空間に変更しま

す。
• 明るさメタデータを変更して、新しい標準を指

定します。
• [Max CLL] (最大 CLL) と [Max FALL] (最大 FALL) 

に値を入力すると、 MediaLive それらのフィー
ルドの値が表示メタデータに挿入されます。

ドルビービジョン8.1のコンテンツ この変換はサポートされていません。変換後、コ
ンテンツのカラーマップが完全に間違っている可
能性があります。

不明またはサポートされていない色空間でマーク
されたコンテンツ

MediaLive サポートされていないカラースペースに
あるソースコンテンツをどのように処理するかに
ついては約束できません。次のいずれかが当ては
まる可能性があります。

• MediaLive 入力を取り込み、色空間とすべての色
空間メタデータを通過できる場合があります。

• あるいは、入力は取り込んでも出力が許容範囲
外になることもあります。

• または、入力の取り込みに失敗して、イベント
が入力損失動作ルーチンに従う場合もあります 
(たとえば、出力にスレートが表示されるなど)。

コンテンツ (色空間メタデータなし) • コンテンツのピクセル値は変更されません。
• コンテンツをマークなしのままにします。
• 明るさメタデータと表示メタデータをパスス

ルーします。
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カラースペースをドルビービジョン8.1に変換したときの結果
カラースペースをDolby Vision 8.1に変換する出力を1つ以上設定している場合は (p. 556)、このセクショ
ンをお読みください。以下の表では、 MediaLiveソースで見つかる各タイプの色空間の処理方法を示して
います。

MediaLive 出会う色空間 MediaLive 色空間を処理する仕組み

HDR10 のコンテンツ MediaLive 適切なコンテンツをドルビービジョン
8.1に変換すると、次の変更が行われます。

• HDR10とドルビービジョン8.1はどちらも同じ色
空間を使用するため、ピクセル値は変更されま
せん。

• 新しいカラースペースを識別するようにカラー
スペースのメタデータを変更します。

• 新しい輝度関数をコンテンツに適用します。
• コンテンツのドルビービジョン8.1ディスプレイ

メタデータを計算します。

変換後、色空間は変更されていません。ただし、
コンテンツの明るい部分は明るく、暗い部分は暗
くなります。

サポートされているその他のカラースペースのコ
ンテンツ

HDR10 MediaLive 以外のコンテンツの一部に遭
遇すると、その部分のカラースペースとカラース
ペースのメタデータが渡されます。

不明またはサポートされていない色空間でマーク
されたコンテンツ

コンテンツ (色空間メタデータなし)

HDR10以外のコンテンツをドルビービジョン8.1に
変換することは、ドルビービジョン8.1が意図した
使用法に準拠していません。カラースペースの変
換後、コンテンツのカラーマップは完全に間違っ
ています。

カラースペースメタデータを削除したときの結果
カラースペースを通過するように1つ以上の出力を設定するか、カラースペースを変換するように設定
し (p. 556)、カラースペースメタデータを削除することを選択した場合は (p. 556)、このセクションを
お読みください。以下の表では、 MediaLive ソースで見つかる各タイプの色空間の処理方法を示していま
す。

MediaLive 出会う色空間 MediaLive カラースペースを処理する仕組み

MediaLive サポートする色空間のコンテンツ

コンテンツ (色空間メタデータなし)

• 出力の色空間や明るさ (ピクセル値) には影響し
ません。

• 色空間メタデータを削除します。

出力に色空間メタデータ、明るさメタデータ、ま
たは表示メタデータは含まれません。

不明またはサポートされていない色空間でマーク
されたコンテンツ

MediaLive サポートされていない色空間の入力をど
のように処理するかについては約束できません。
次のいずれかが当てはまる可能性があります。
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MediaLive 出会う色空間 MediaLive カラースペースを処理する仕組み
• MediaLive 入力を取り込み、色空間とすべての色

空間メタデータを通過できる場合があります。
• あるいは、入力は取り込んでも出力が許容範囲

外になることもあります。
• または、入力の取り込みに失敗して、イベント

が入力損失動作ルーチンに従う場合もあります 
(たとえば、出力にスレートが表示されるなど)。

参考:フィールドの位置
で色空間の処理方法を知っていて MediaLive、 MediaLiveフィールドがコンソールのどこにあるかを確認
するだけでよい場合は、このセクションをお読みください。

トピック チャンネルページの場所 フィールド

カラースペース入力処理 入力添付ファイル ビデオセレクター

カラースペースの使用

最大コール数AWS Elemental Link デ
バイスからの入力の表
示メタデータを入力し
ます。

入力添付ファイル 「ビデオセレク
ター」>「カラースペー
ス設定」 マックスフォール

[ストリーム設定]、[ビデ
オ]

Codec settings (コー
デック設定)

[プロフィール]

階層

ビデオコーデックの出
力、設定

[出力グループ]、[出力]

[ストリーム設定]、[ビデ
オ]、[コーデック設定]、
[コーデックの詳細]

レベル

出力、色空間変換 [出力グループ]、[出力] [ストリーム設定]、[ビデ
オ]、[カラースペース]

カラースペース設定

カラースペースメタ
データの出力、包含ま
たは省略

[出力グループ]、[出力] [ストリーム設定]、[ビデ
オ]、[コーデック設定]、
[コーデックの詳細]、[そ
の他の設定]

カラーメタデータ

最大コール数HDR10 に変換する場合
のみ、出力、含める表
示メタデータを指定

[出力グループ]、[出力] [ストリーム設定]、[ビデ
オ]、[カラースペース]、
[カラースペース設定] マックスフォール

品質レベル出力コーデックが H.264 
の場合は、出力、拡張 
VQ の設定

[出力グループ]、[出力] [ストリーム設定]、[ビデ
オ]、[コーデック設定]、
[コーデックの詳細] フィルター設定

拡張 VQ モードの設定
拡張 VQ は、出力の動画品質に影響するオプションのモードです。以下の両方が当てはまる場合に、ビデ
オエンコードに影響します。
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• エンコードで H.264 (AVC) を使用する。
• エンコードで QVBR または CBR のレート制御モード (p. 565)を使用する。

拡張 VQ は以下のように適用されます。

• フレームキャプチャ出力グループには適用されません。
• マルチプレックス出力グループには適用されます。このタイプの出力グループでは、このモードを有効

にする必要があります。
• その他のタイプの出力グループには適用されます。これらのタイプでは、オプションでこのモードを有

効にできます。

• H.264 を使用する出力で HDR 色空間を SDR 色空間に変換する場合に必要です。エンコードで VBR を
使用している場合でも、この色空間変換を可能にするには、このモードを有効にする必要があります。
詳細については、「the section called “ビデオ – 色空間” (p. 543)」を参照してください。

Note

レート制御モードが VBR の場合、拡張 VQ モードを設定してもメリットはありません。しかし、
チャンネルでは引き続き、拡張 VQ に対してコストが発生します。

拡張 VQ モードのメリットの詳細については、「Benefits of enhanced VQ (p. 564)」を参照してくださ
い。

このモードの使用料については、 MediaLive 料金表を参照してください。

Note

このセクションでは、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」で説明しているチャンネルの作成また
は編集に精通していることを前提としています。
コンソールでこのモードを設定するためのフィールドは、各出力における動画 [Stream settings]
(ストリーム設定) の [Codec settings] (コーデック設定) セクション内にあります。これらのフィー
ルドに入力する手順を確認するには、「the section called “セットアップビデオ” (p. 230)」を参照
してください。

拡張 VQ を有効にするには

H.264 (AVC) をコーデックとして使用するビデオエンコードで拡張 VQ を有効にできます。

1. MediaLive コンソールの [チャンネルの作成] ページの [出力グループ] セクションの [ストリーム設定] 
ペインで、[ビデオ] を選択します。

2. [Codec settings] (コーデック設定) セクションで、[Additional encoding settings] (追加のエンコード設
定) セクションを展開します。

3. [Quality level] (品質レベル) で、[ENHANCED_QUALITY] を選択します。
4. (オプション) [Filter settings] (フィルター設定) で、[Temporal filter] (テンポラルフィルター) を選択し

ます。または、フィルターを省略するには、[Don't include] (含めない) を選択します。

フィルターのメリットについては、「Benefits of the temporal filter (p. 565)」を参照してください。
5. [Temporal] (テンポラル) を選択した場合、オプションでデフォルトの強度を変更し、またオプション

でシャープニングを有効にします。 MediaLive コンソールのフィールドの詳細については、フィール
ドの横にある [Info] (情報) リンクを選択してください。

拡張 VQ の利点
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拡張 VQ を有効にすると、ビットレート (Codec settings) の下にある [Rate control] (レート制御) のビット
レートフィールド) を増やさなくても、 MediaLive やや高い動画品質を生むことができます。

したがって、以下の 2 つの方法のいずれかで拡張 VQ を使用できます。

• 動画品質を改善する。通常、主な改善点は、動きの激しい動画コンテンツの複雑な遷移を滑らかにする
ことです。

• ビットレートを下げて (多くの場合 5%)、対象となる元の動画品質を維持する。これにより、出力の帯
域幅要件が下がります。
• レート制御モードが QVBR のときにビットレートを変更するには、[Max bitrate] (最大ビットレート) 

を変更します。
• レート制御モードが CBR のときにビットレートを変更するには、[Bitrate] (ビットレート) を変更しま

す。

テンポラルフィルターの利点

テンポラルフィルターは、ノイズが多いソースコンテンツ (過剰なデジタルアーティファクトがある場合) 
とクリーンなソースコンテンツの両方に役立ちます。

コンテンツにノイズが多い場合、フィルターはエンコード段階の前にソースコンテンツをクリーンアップ
します。これには、以下の 2 つの効果があります。

• コンテンツがクリーンアップされたため、出力の動画品質が向上します。
• MediaLive エンコードノイズのビットを消費しないため、帯域幅が減ります。

コンテンツが適度にクリーンな場合、特にレート制御モードが QVBR のとき、フィルターによりビット
レートが下がる傾向があります。

レート制御モードの設定
この機能は、フレームキャプチャ出力の動画には適用されません。

チャネルの作成の一環としてビデオを設定するときに、レート制御モードを設定できます。この機能によ
り、ビデオの品質とビットレートを制御できます。

Note

このセクションでは、「」で説明している一般的なチャネルの作成手順を理解しているものとし
ます。設定:チャンネルの作成  (p. 164)であり、具体的にビデオを設定する (p. 230)。

視覚的に複雑な動画 (鮮やかな服装の群衆が背景となる動きの激しいスポーツイベントなど) をエンコード
するときには常に、高い動画品質と低いビットレートの間にトレードオフが存在します。動画品質が高い
ほど、より高いビットレートが必要となります。視覚的に単純な動画 (漫画など) の場合は、トレードオフ
が少なくなります。

AWS ElementalMediaLiveは、動画品質とビットレートのバランスを指定するいくつかのオプションを提供
します。

出力のレート制御モードとビットレートを設定するには

1. [ストリーム設定] ペインの [Video (動画)] の [コーデック設定] で、[H264] を選択します。
2. [レートの制御] セクションの [レート制御モード] で、[QVBR]、[CBR]、[VBR] のいずれかを選択しま

す。デフォルトモードは CBR です。最適なオプションの選択と、のその他のフィールドに入力する
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方法については、「」を参照してください。レート制御モードのセクションについては、以下のセク
ションを参照してください。

トピックス
• 品質定義変数ビットレートモード (QVBR) (p. 566)
• 可変ビットレートモード (VBR) (p. 567)
• 固定ビットレートモード (CBR) (p. 568)

品質定義変数ビットレートモード (QVBR)
品質が定義された可変ビットレートモード (QVBR) では、MediaLive特定の品質を目指し、その品質に
到達するために必要なビットレートのみを使用します。ビデオ品質は、ビデオが非常に複雑な場合を除
き、指定された品質に一致します。この場合、最大ビットレートを超えずに所望の品質に到達できない場
合、MediaLive最大ビットレートを監視します。これは、ビデオが望ましい品質を達成していないことを意
味します。

Amazon などの CDN に配信する場合など、自分または視聴者が帯域幅を支払う場合は、このモードをお
勧めします。CloudFrontまたは、閲覧中のユーザーがモバイルネットワーク上にある場合。

QVBR モードでは、目標品質を指定したり、MediaLive目標品質を決定する。

オプション 1: 目標品質を設定する
指定した目標品質で QVBR モードで設定するには、次のフィールドに入力します。

• 最大ビットレート。このリストの後の表を参照してください。
• 品質レベル。このリストの後の表を参照してください。
• また、Bitrateフィールド。に入力した値と同じ値を入力します。最大ビットレート。

このフィールドは QVBR モードの品質レベルには影響しませんが、MediaLiveこの出力は、この出力
の出力電荷を計算するために使用します。料金の詳細については、「」を参照してください。その
MediaLive料金表。離れる場合Bitrate空のMediaLiveは、次の値を使用して料金を計算します。入力最
大内のビットレート入力仕様設定 (p. 167)チャネル設定のセクション。

• 設定バッファサイズ最大ビットレートの 2 倍に達します。
• 設定バッファ充填率90% までです。
• このセクションの他のフィールドは、無視します。QVBR には使用されません。

使用する値: 設定:最大ビットレートそして品質レベル最も重要な視聴デバイス向けです。次の表の提案を
参照してください。

表示デバイス 品質レベル 最大ビットレート

主画面 8 ～ 10 4,000,000 〜 6,000,000

パソコンまたはタブレット 7 1,500,000 〜 3,000,000

スマートフォン 6 1,000,000 〜 1,500,000

仕組み：ビットレートは (指定された品質以上の品質を得るために) フレームごとに変わることがあります
が、最大ビットレートを超えることはできません。エンコーダーは平均ビットレートを維持しようとしま
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せん。指定された品質を得るために必要な場合は、常に最大ビットレートに達します。一方、低いビット
レートで指定の品質を得られる場合、エンコーダーは高いビットレートを使用しません。

オプション 2: レッティングMediaLive品質レベルを決定する
QVBR モードでターゲット品質を次のように設定するにはMediaLiveを決定し、フィールドに以下のよう
に入力します。

• [] のままにするQVBR 品質レベルフィールド空。
• Eclipse最大ビットレートで、出力で使用する最大レートを入力します。
• また、Bitrateフィールド。に入力した値と同じ値を入力します。最大ビットレート。

このフィールドは QVBR モードの品質レベルには影響しませんが、MediaLiveこの出力は、この出力
の出力電荷を計算するために使用します。料金の詳細については、「」を参照してください。その
MediaLive料金表。離れる場合Bitrate空のMediaLiveは、次の値を使用して料金を計算します。入力最
大内のビットレート入力仕様設定 (p. 167)チャネル設定のセクション。

• 設定バッファサイズ最大ビットレートの 2 倍に達します。
• 設定バッファ充填率90% までです。

仕組み：目標品質は指定しません。代わりに、MediaLive入力した次のフィールドに基づいて、必要な品質
を推定します。

• 出力ビデオの解像度 (高さそして幅このビデオセクションにもあるフィールド)。
• 最大ビットレート。

ビットレートは (少なくとも、品質を得るために) フレームごとに変わることがあります (少なくとも品質
を得るために)MediaLiveが特定した）が、最大ビットレートを超えることはできない。エンコーダーは平
均ビットレートを維持しようとしません。識別された品質を得るために必要な場合は、常に最大ビット
レートに達します。一方、低いビットレートで指定の品質を得られる場合、エンコーダーは高いビット
レートを使用しません。

可変ビットレートモード (VBR)
可変ビットレートモード (VBR) では、平均ビットレートと最大ビットレートを指定します。動画の品質と
ビットレートは、動画の複雑さによって異なります。

チャネルの期間にわたって特定の平均ビットレートを維持するには、QVBR の代わりに VBR を選択しま
す。ビットレートを制限する必要がない場合は、QVBR の使用を検討してください。

VBR モードを設定するには、フィールドに以下のように入力します。

• Bitrate(平均ビットレート)。動画の複雑さの予想を評価し、適切な平均ビットレートを設定してくださ
い。

離れる場合Bitrate空のMediaLive平均ビットレートを 5 Mbps に設定します。

入力する値Bitrateこの出力の出力チャージにも影響します。離れる場合Bitrate空のMediaLiveは、次の
値を使用して料金を計算します。入力最大内のビットレート入力仕様設定 (p. 167)チャネル設定のセク
ション。料金の詳細については、「」を参照してください。そのMediaLive料金表。

• 設定:最大ビットレート予想されるスパイクに対応する。
• 設定バッファサイズ最大ビットレートの 2 倍に達します。
• 設定バッファ充填率90% までです。
• このセクションの他のフィールドは、無視します。VBR には使用されません。
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仕組み：ビットレートは (最高品質を得るために) フレームごとに変わることがありますが、指定された最
大ビットレートを超えることはできません。エンコーダーはさらに、チャネルが進行しても、ストリーム
が指定された平均ビットレートを確実に満たすようにします。このモードは、動画が急激に複雑化するこ
とが予想される場合に便利です。エンコーダーは平均ビットレートを目指しますが、必要に応じて短時間
で最大ビットレートに急上昇します。

固定ビットレートモード (CBR)
固定ビットレートモード (CBR) では、ビットレートを指定します。動画の品質は、動画の複雑さによって
異なります。

可変ビットレートを処理できないデバイスにアセットを配信する場合にのみ、CBR を選択します。

ただし、ビットレートが特定のレートと異なる場合があることを許容できる場合は、VBR または QVBR 
の使用を検討してください。チャネルの期間中、VBR または QVBR を使用すると、低いビットレートと
高い品質の両方を得ることができます。

CBR モードを設定するには、フィールドに以下のように入力します。

• Bitrate。設定:Bitrate動画品質と出力ビットレートのバランスをとる。このフィールドを空のままにして
おくと、MediaLiveビットレートを 5 Mbps に設定します。

入力する値Bitrateこの出力の出力チャージにも影響します。離れる場合Bitrate空のMediaLiveは、次の
値を使用して料金を計算します。入力最大内のビットレート入力仕様設定 (p. 167)チャネル設定のセク
ション。料金の詳細については、「」を参照してください。そのMediaLive料金表。

• 設定バッファサイズビットレートの 2 倍になります。
• 設定バッファ充填率90% までです。
• このセクションの他のフィールドは、無視します。CBRには使用されません。

仕組み：出力は常に指定されたビットレートと一致します。そのビットレートは動画の品質を高める場合
も、品質を低下させる場合もあります。

VPC 経由でアウトプットを配信する
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) に出力エンドポイントを持つチャネルを設定できます。この
配信モードは、チャンネルの重要な出力先が VPC 内のアドレスである場合に便利です。

VPC 内の出力先は、通常 Amazon EC2 のアドレスです。Amazon S3 の VPC エンドポイントを設定して
いる場合は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバケットでもかまいません。VPC に出力を
送信して、後処理を実行できるようにしたり、ビデオを配信できるようにしたい場合があります。AWS 
Direct Connect。

VPC がない場合は、このセクションを読むことを止めることができます。チャネルは常に通常の方法で
セットアップし、エンドポイントはMediaLive。通常の方法でチャンネルを設定するために、特別なセット
アップを行う必要はありません。

ルールと制約
VPC 経由で配信するように設定されているチャネルには、次のルールが適用されます。

• 既存のチャネルを変更して VPC への配信を開始するか、VPC 経由での配信を停止することはできませ
ん。

• -チャネルクラス (p. 497)標準パイプラインまたはシングルパイプラインのどちらでもかまいません。
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• 既存のチャネルのチャネルクラスを変更することはできません。
• チャネルにマルチプレックス出力グループを含めることはできません。
• チャネルは、VPC 内の宛先を持つ出力グループと、他のロケーション（AWS Elemental など）の宛先

を持つ出力グループを持つことができます。MediaPackage)、パブリックインターネット上の宛先を持
つ。

Note

このセクションの情報は、Amazon Virtual Private Cloud に精通していることを前提としていま
す。AWS PrivateLinkと表す。AWS Direct Connect、および一般的なネットワーキングプラクティ
スを使用します。

トピックス
• VPC 配信の仕組み (p. 569)
• Getting Ready (p. 570)
• VPC 配信の設定 (p. 571)
• セットアップの変更 (p. 572)
• サブネットとアベイラビリティーゾーンの要件の特定 (p. 573)

VPC 配信の仕組み
VPC 配信は、それぞれに適用されますMediaLiveチャネル。VPC 経由で配信するチャネルと、通常の方法
で配信する他のチャネルを使用できます。

VPC 配信では、チャネルのエンドポイントは VPC 内ではなく、VPC 内に存在します。MediaLive所有
の。この設定では、VPC 内の出力先に到達するためにパブリックインターネットの境界に到達する必要が
ないため、セキュリティの向上などの利点があります。

次の図は、VPC 配信の仕組みを示しています。青いボックスは、2 つのパイプラインを持つチャネルで
す。オレンジ色のボックスは VPC です。2 つのパイプラインのエンドポイントが VPC に存在することに
注目してください。この例では、VPC 内の EC2 にデスティネーションを持つ出力グループが 1 つだけあ
ります。この出力グループは、EC2 インスタンス上の HTTP サーバーに送信される HLS 出力グループで
ある可能性があります。

次の図は、3 つの出力グループを持つチャネルです。

• 1 つの出力グループの宛先がオンになっていますEC2インスタンス。
• 上部に表示される出力の出力先はオンですMediaPackage。出力はパイプラインのエンドポイン

トを離れ、次の境界に移動します。AWS(グレーのボックス)、AWS Elemental の宛先に戻りま
す。MediaPackage。
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• 下部に表示される出力先は、パブリックインターネット上にあります。出力はパイプラインを離れ、次
に去ります。AWSパブリックインターネットに入ります。

VPC への配信は、次のように設定します。

• チャネルエンドポイントの VPC 内のサブネットとセキュリティグループを特定します。
• VPC 内の宛先を持つ出力グループについて、出力先のサブネットとセキュリティグループを特定しま

す。
• チャネルに関連付ける Elastic IP アドレスを特定する必要があるかどうかを判断します。
• の信頼されたエンティティロールに必要なアクセス許可を確認します。MediaLive。チャンネルが組み込

みではなくカスタムの信頼済みエンティティロールを使用している場合は、ロールを更新する必要があ
ります。MediaLiveAccessRoleコンソールで使用できるロール。詳細については、「the section called 
“リファレンス: 信頼されたエンティティアクセスの概要” (p. 53)」を参照してください。

• ユーザーの IAM ポリシーを更新します。詳細については、「the section called “リファレンス: ユーザー
アクセスの概要” (p. 25)」を参照してください。

• チャネルを作成するときは、このサブネット、セキュリティグループ、および Elastic IP アドレス情報
をチャネル設定に含める必要があります。

以下のセクションで、この設定について詳しく説明します。

Getting Ready
Amazon VPC ユーザーは VPC を設定し、チャネルのサブネットとセキュリティグループを特定する必要
があります。

VPC をセットアップするには

1. Amazon VPC ユーザーに次のガイドラインを提供してください。

• サブネットとアベイラビリティーゾーンのガイドライン —「」を参照してください。the section 
called “サブネットとアベイラビリティーゾーンの要件の特定” (p. 573)

• チャネルエンドポイントサブネットのセキュリティグループのガイドライン — セキュリティグルー
プは次のルールに従う必要があります。
• セキュリティグループの結合ルールでは、エンドポイントからすべての出力宛先へのアウトバウ

ンドトラフィックを許可する必要があります。これらの宛先はお客様の VPC 上にあり、目的地は
AWSパブリックインターネット上のサービス、および目的地。
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• 宛先サブネットのセキュリティグループのガイドライン — セキュリティグループは次のルールに従
う必要があります。
• セキュリティグループの結合ルールでは、チャネルエンドポイントからのインバウンドトラ

フィックを許可する必要があります。
2. チャネルに関連付ける EIP を特定する必要があるかどうかを判断します。チャネルに VPC 外の送信

先を持つ出力グループがある場合、コンテンツが VPC から離れるためのメカニズムを提供する必要が
あります。これを行う 1 つの方法は、EIP をチャネルエンドポイントに関連付けることです。これら
のエンドポイントは、の図に表示されます。the section called “VPC 配信の仕組み” (p. 569)要件につ
いて Amazon VPC ユーザーに話します。

EIP をチャネルエンドポイントに関連付ける場合は、これらの EIP を特定します。
3. Amazon VPC ユーザーがセットアップを実行した後、次の情報を取得します。

• VPC または VPC の ID。
• チャネルエンドポイントのサブネットとアベイラビリティーゾーンの ID。

• 宛先のサブネットとアベイラビリティーゾーンの ID。

• サブネットのセキュリティグループの ID。
• チャネルエンドポイントのエラスティックネットワークインターフェイスに関連付ける Elastic IP 

アドレス。
4. VPC 経由での配信は、VPC ネットワークのルーティングと DNS の適切な設定によって異なりま

す。Amazon VPC ユーザーに次のガイドラインを提供します。

• ドメイン名のアドレスが VPC に到達すると予想される場合、または VPC がドメイン名のアドレス
に到達することが予想される場合は、DNS を設定して、それらのドメイン名を解決する必要があり
ます。この要件は、AWSドメイン名を持つ可能性のあるサービス。

• パブリックインターネットとの通信が予想される場合は、VPC に NAT またはInternet Gateway が
必要です。

• VPC 内では、使用するサブネット間の通信を許可するように、ルーティングテーブルを設定する必
要があります。

• すべての IP アドレスは IPV4 である必要があります。

VPC 配信の設定
Note

このセクションの情報は、の一般的な手順を理解していることを前提としています。チャネルの
作成 (p. 164)。また、読んだことを前提としていますセットアップ: アップストリームとダウンス
トリームの準備 (p. 68)そして、チャンネルのワークフローを計画しました。

VPC 配信をセットアップするには

チャンネルを作成している時点で、次の手順に従ってください。

1. リポジトリの []チャネルの作成[] ページでチャネルと入力の詳細[] をナビゲーションペインに表示しま
す。

2. を完了します。出力配信セクションに追加します。

• 配信方法— 選択VPC。
• VPC 設定— 選択サブネットとセキュリティグループの選択。
• Subnets— 取得したサブネットの 1 つを選択します。ドロップダウンリストには、次のように識別

された、すべての VPC のサブネットが表示されます。
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<subnet ID> <Availability Zone of subnet> <IPv4 CIDR block of subnet> <VPC 
ID> <Subnet tag called "Name", if it exists>

例:

subnet-1122aabb us-west-2a 10.1.128.0/24 vpc-3f139646 Subnet for VPC エンドポイント用

サブネットのリストが空の場合は、[Specify custom VPC (カスタム VPC を指定する)] を選択し、
フィールドにサブネット ID を入力します。(サブネット ID のみを入力する必要があります。例:
subnet-1122aabb。)

MediaLiveこのサブネットをパイプライン 0 に関連付けます。
• チャンネルが標準チャンネルの場合は、別のサブネットを追加します。まだ入っていま

すSubnetsで、2 番目のサブネットを選択します。この 2 回目では、最初のサブネットと同じ VPC 
内のサブネットのみがドロップダウンリストに表示されます。

MediaLiveこのサブネットをパイプライン 1 に関連付けます。
• セキュリティグループ— サブネットと同じプロセスに従って、取得した 1 つ以上のセキュリティグ

ループを選択します。ドロップダウンリストには、選択した VPC に属するセキュリティグループが
次のように表示されます。

<security group ID> <description attached to this security group> <VPC ID>
• エンドポイントの EIP— 該当する場合は、取得した Elastic IP アドレスを入力します。MediaLive

は、指定した最初の Elastic IP アドレスを受け取り、それをパイプライン 0 に関連付けます。2 番
目の Elastic IP アドレス（該当する場合）をパイプライン 1 に関連付けます。

3. チャンネルで出力グループを作成するときは、次のガイドラインに従ってください。

• VPC または Amazon S3 の宛先を持つチャネル出力グループについては、URL またはバケットパス
を取得します。宛先構文を変更する必要はありません。Amazon VPC ユーザーがルーティングを正
しく設定している場合、出力は VPC 内でこれらの出力を正常に検出します。

• VPC 内にない宛先を持つチャネル出力グループについては、通常の手順に従います。宛先構文を変
更する必要はありません。Amazon VPC ユーザーがルーティングを正しく設定している場合、出力
は VPC 外にある出力を正常に検出します。

結果

VPC 経由での配信を設定すると、MediaLiveVPC 内に 1 つまたは 2 つのElastic Network Interface を作成
します。1 つのパイプラインチャネルに 1 つの elastic network interface 作成し、標準チャネルに 2 つ作成
します。

Elastic IP アドレスを使用することを選択した場合、MediaLiveまた、これらの Elastic IP アドレスを 
elastic network interface に関連付けます。

配信ポイントの設定は、チャネルの詳細 (p. 300)。

セットアップの変更
VPC 配信用のチャネルを設定している場合は、次の点に注意してください。

• 既存のチャネルを VPC 経由での配信を開始するか、VPC 経由での配信を停止するように変更すること
はできません。

• 変更することはできませんチャネルクラス (p. 497)VPC 経由で配信するように設定されている既存の
チャネルで。

• VPC を使用する別の入力を追加する場合は、その入力が既に次のものに従っていることを確認しま
す。確立されたルール (p. 573)VPC、サブネット、アベイラビリティーゾーンの場合。
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• チャンネルを削除するか、すべての出力グループを削除すると、MediaLiveAmazon EC2 インスタンス
で作成した Elastic Interface ポイントを削除します。

サブネットとアベイラビリティーゾーンの要件の特定
サブネットとアベイラビリティーゾーンは、次のように適用されます。

• 入力— ある数MediaLive入力タイプは VPC にあります。つまり、入力タイプは特定のサブネットにあり
ます。たとえば、VPC に RTMP 入力を入力できます。詳細については、「the section called “サポート
されている入力形式とプロトコル” (p. 357)」を参照してください。

• エンドポイント— チャネルエンドポイントはサブネット内にあります。
• 送信先— VPC 内の出力の IP アドレスはサブネット内にあります。IP アドレス（およびその暗黙のサブ

ネット）は、ダウンストリームシステムの計画 (p. 83)。

の VPC とサブネットを特定する必要があります。MediaLiveエンドポイントと、VPC 内のアドレスである
出力宛先のエンドポイント。次の点を考慮する必要があります。

• セットアップが、サブネット間およびアベイラビリティーゾーン間の割り当てのルールに従っているこ
とを確認する必要があります。「」を参照してください。the section called “ユースケース A — VPC 入
力なし” (p. 573)とそれに続くセクション。

• 各サブネットにはプライベート CIDR ブロック (IP アドレスの範囲) が必要です。
• 各サブネットでは、そのブロックに少なくとも 2 つの未使用のアドレスを指定する必要があります。

トピックス
• ユースケース A — VPC 入力なし (p. 573)
• ユースケース B — チャネルには VPC 入力が含まれます (p. 574)

ユースケース A — VPC 入力なし
このユースケースは、チャネルに VPC を使用する入力がない場合に適用されます。

• なしMediaConnect入力
• CDI 入力がありません
• RTMP VPC 入力がありません
• RTP VPC 入力がありません

チャンネルが標準チャンネルである場合のセットアップの図を次に示します。この例では、チャネルに 2 
つの出力グループがあります。両方の出力グループの宛先が VPC の EC2 にあると仮定します。

単一パイプラインチャネル
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次の場所のサブネットを特定する必要があります。

• パイプライン 0 のチャンネルエンドポイント (青いボックス内)。
• パイプライン 0 の送信先 (オレンジ色のボックス内)。

セットアップでは、VPC およびサブネットに関する次のルールを遵守する必要があります。

• ロケーションは任意の数の VPC に設定できます。
• どの VPC またはサブネットが同じでも異なるものでもなくてもかまいません。

セットアップでは、識別するサブネットのアベイラビリティーゾーンに関する次のルールを遵守する必要
があります。

• チャネルエンドポイントは、宛先 (または宛先) と同じアベイラビリティーゾーン内でも、別のアベイラ
ビリティーゾーン内でもかまいません。別のアベイラビリティーゾーンにある場合、送信データ転送料
金が発生します。料金の詳細については、「http://aws.amazon.com/medialive/pricing/」を参照してくだ
さい。

標準チャネル

次のサブネットを特定する必要があります。

• 2 つのチャネルエンドポイント（青いボックス内）。
• すべての目的地（オレンジ色のボックス内）。

セットアップでは、VPC およびサブネットに関する次のルールを遵守する必要があります。

• ロケーションは任意の数の VPC に設定できます。
• チャネルエンドポイントのサブネットは互いに異なっている必要がありますが、2 つのサブネットは同

じ VPC 上にある必要があります。
• 特定するサブネットには、サブネットの一意性に関するその他の要件はありません。

セットアップでは、識別するサブネットのアベイラビリティーゾーンに関する次のルールを遵守する必要
があります。

• 2 つのチャネルエンドポイントのアベイラビリティーゾーンは異なる必要があります。
• 各チャネルエンドポイントは、宛先（または宛先）と同じアベイラビリティーゾーンに配置できます。

または、別のアベイラビリティーゾーンにある場合もあります。異なるアベイラビリティーゾーンで
のセットアップを選択した場合、送信データ転送料金が発生します。料金の詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/medialive/pricing/」を参照してください。

ユースケース B — チャネルには VPC 入力が含まれます
このユースケースは、チャネルに VPC を使用する入力が含まれている場合に適用されます。

• MediaConnect入力
• CDI 入力
• RTMP VPC 入力
• RTP VPC 入力
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チャンネルが標準チャンネルである場合のセットアップの図を次に示します。この例では、チャネルに
最低 1 つの VPC 入力があります。また、2 つの出力グループがあります。両方の出力グループの宛先が 
VPC の EC2 にあると仮定します。

単一パイプラインチャネル

次の場所のサブネットを特定する必要があります。

• パイプライン 0 の VPC 入力のエンドポイント (緑色のボックス内)。
• パイプライン 0 のチャンネルエンドポイント (青いボックス内)。
• パイプライン 0 の送信先 (オレンジ色のボックス内)。

セットアップでは、VPC およびサブネットに関する次のルールを遵守する必要があります。

• ロケーションは任意の数の VPC に設定できます。
• どの VPC またはサブネットが同じでも異なるものでもなくてもかまいません。

セットアップでは、識別するサブネットのアベイラビリティーゾーンに関する次のルールを遵守する必要
があります。

• VPC 入力のエンドポイントとチャネルエンドポイントは、同じアベイラビリティーゾーンに存在して
いる必要があります。このルールは、これらのエンドポイントが両方ともチャネルパイプライン内にあ
り、パイプラインをあるアベイラビリティーゾーンで開始して別のアベイラビリティーゾーンで終了で
きないために存在します。

VPC 入力が VPC にすでに設定されている場合は、おそらくそのサブネットのアベイラビリティーゾー
ンを共有アベイラビリティーゾーンとして識別するのが最も簡単です。

VPC 入力がまだ設定されていない場合は、2 つのサブネットが同じアベイラビリティーゾーンにあるこ
とを確認してください。

• チャネルエンドポイントは、宛先 (または宛先) と同じアベイラビリティーゾーン内でも、別のアベイラ
ビリティーゾーン内でもかまいません。別のアベイラビリティーゾーンにある場合、送信データ転送料
金が発生します。料金の詳細については、「http://aws.amazon.com/medialive/pricing/」を参照してくだ
さい。

標準チャネル

次のサブネットを特定する必要があります。

• VPC 入力のエンドポイント（緑色のボックス内）。
• チャネルエンドポイント（青いボックス内）。
• 目的地 (オレンジ色のボックス内)。

セットアップでは、VPC およびサブネットに関する次のルールを遵守する必要があります。

• ロケーションは任意の数の VPC に設定できます。
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• パイプライン 0 の VPC 入力とパイプライン 1 の VPC 入力のサブネットは、同じ VPC 上になければな
りません。これらのサブネットは、同じサブネットまたは異なるサブネットに存在する可能性がありま
す。

• パイプライン 0 のチャネルエンドポイントとパイプライン 1 のチャネルエンドポイントのサブネットは
互いに異なっていなければなりませんが、2 つのサブネットは同じ VPC 上にある必要があります。

• 特定した VPC またはサブネットには、サブネットの一意性に関するその他の要件はありません。

セットアップでは、アベイラビリティーゾーンの次のルールに従う必要があります。

• 2 つのチャネルエンドポイントのアベイラビリティーゾーンは異なる必要があります。
• 各パイプライン内では、VPC 入力のエンドポイントとチャネルエンドポイントが同じアベイラビリ

ティーゾーン内にある必要があります。このルールは、これらのエンドポイントが両方ともチャネル
パイプライン内にあり、パイプラインをあるアベイラビリティーゾーンで開始して別のアベイラビリ
ティーゾーンで終了できないために存在します。

VPC 入力が VPC にすでに設定されている場合は、おそらくそのサブネットのアベイラビリティーゾー
ンを共有アベイラビリティーゾーンとして識別するのが最も簡単です。

VPC 入力がまだ設定されていない場合は、サブネットが同じアベイラビリティーゾーンにあることを確
認してください。

• 各パイプライン内では、各チャネルエンドポイントを宛先 (または宛先) と同じアベイラビリティーゾー
ンに配置できます。または、別のアベイラビリティーゾーンにある場合もあります。異なるアベイラビ
リティーゾーンでのセットアップを選択した場合、送信データ転送料金が発生します。料金の詳細につ
いては、「http://aws.amazon.com/medialive/pricing/」を参照してください。
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AWS Elemental Elemental Elemental 
MediaLive Elemental

このセクションでは、 MediaLive リソース (チャネル、デバイス、入力、入力セキュリティグループ、マ
ルチプレックス) を作成、表示、編集、削除する方法について詳しく説明します。

トピック
• AWS Elemental MediaLive チャンネルの使用 (p. 577)
• MediaLive デバイスの使用 (p. 581)
• AWS Elemental での入力の操作 MediaLive (p. 587)
• 入力セキュリティグループの使用 (p. 590)
• MediaLive マルチプレックスの使用 (p. 593)

AWS Elemental MediaLive チャンネルの使用
チャネルは、そのチャネルにアタッチされたインプットからソースコンテンツを取り込み、変換 (デコー
ドおよびエンコード) し、新しいコンテンツをアウトプットとしてパッケージ化します。この処理の実行
方法をチャンネルに指示する詳細を使用して、チャンネルを作成して設定します。次に、チャンネルを実
行して処理を開始します。

チャンネルを作成する方法は 3 つあります。

• ゼロから。 MediaLive コンソールの「作成」フォームには、システムデフォルトを表示するフィール
ドと空のフィールドがあります。システムのデフォルトを変更したり、該当する空のフィールドに入力
したりすることで、ゼロからチャンネルを作成できます。詳細については、「設定:チャンネルの作成
 (p. 164)」を参照してください。

• 組み込みまたはカスタムテンプレートを使用する。テンプレートを使用してチャンネルを作成し、テン
プレートを再利用して追加のチャンネルを作成できます。詳細については、the section called “テンプ
レートからのチャンネルの作成” (p. 578)この章で後述する「」を参照してください。

• 既存のチャンネルのクローンによる。既存のチャンネルのクローンを作成してから新しい (クローン) 
チャンネルの設定を編集できます。詳細については、the section called “クローンによるチャンネルの作
成” (p. 579)この章で後述する「」を参照してください。

チャンネルを作成したら、作成に使用した方法に関係なく、同じ方法で編集または削除します。

トピック
• ゼロからのチャンネルの作成 (p. 578)
• テンプレートからのチャンネルの作成 (p. 578)
• クローンによるチャンネルの作成 (p. 579)
• チャンネルの編集と削除 (p. 580)
• チャネルクラスの更新-パイプラインの冗長性 (p. 581)
• チャネル設定の表示 (p. 581)
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ゼロからのチャンネルの作成
チャンネルをゼロから作成する方法については、を参照してください設定:チャンネルの作成  (p. 164)。

テンプレートからのチャンネルの作成
カスタムテンプレートを使用するか、または付属の組み込みテンプレートのいずれかを使用して、 
MediaLive チャンネルを作成することも可能です。

トピック
• 組み込みテンプレートの使用 (p. 578)
• カスタムテンプレートの使用 (p. 578)
• テンプレートからのチャンネルの作成 (p. 578)
• カスタムテンプレートの作成 (p. 579)

組み込みテンプレートの使用
MediaLive には、コンソールでアクセスできる組み込みテンプレートが付属しています。各テンプレート
には、出力グループと出力のデータが含まれており、そして最も重要なのが、特定のユースケース (テン
プレートの定義で指定) に合わせて動画をエンコードするためのデータが含まれていることです。

組み込みテンプレートを使用すると、入力および出力ターゲットセクション以外のデータが、[Create 
channel] (チャンネルの作成) ページのすべてのセクションに入力されます。

組み込みテンプレートでも、既存のフィールドを編集したり、空のフィールドに入力したりできます。

カスタムテンプレートの使用
組織内の別のユーザーがカスタムテンプレートを作成した可能性があります。カスタムテンプレー
トには、完全なチャンネルの作成に必要なデータのほぼすべてを含めるか、一部のみを含めることが
できます。カスタムテンプレートを作成するには、「the section called “カスタムテンプレートの作
成” (p. 579)」を参照してください。

通常、テンプレートは複数のユーザー間で共有する目的で作成されます。

組織がテンプレートを使用している場合は、テンプレートを作成したユーザーから、使用するテンプ
レートを入手する必要があります。作業中の MediaLive コンソールのコンピュータのフォルダに、それ
らを保存する必要があります。このフォルダは「カスタムテンプレートの場所」です。このタスクは、 
MediaLive外部のコンピュータ上のファイルシステムで実行します。

カスタムテンプレートを使用すると、 MediaLive によって、JSON ファイルのデータ (入力データを除く) 
が、[チャネルの作成] ページのすべてのセクションに入力されます。テンプレートに入力データが含まれ
ていても、そのデータが [Create channel] (チャンネルの作成) ページにプルされることはありません。

必要に応じて、既存のフィールドを編集したり、空のフィールドに入力したりできます。

テンプレートからのチャンネルの作成
テンプレート (コンソール) からチャンネルを作成するには

1. カスタムテンプレートを使用する計画の場合は、必ずそれらを使用するように設定してください。the 
section called “カスタムテンプレートの使用” (p. 578) を参照してください。

2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで、[Channels] (チャンネル) を選択します。[Channels] (チャンネル) ページ

で、[Create channel] (チャンネルの作成) を選択します。

578

https://console.aws.amazon.com/medialive/


MediaLive ユーザーガイド
クローンによるチャンネルの作成

4. [Create channel] (チャンネルの作成) ページの [Channel and input details] (チャンネルと入力の詳細) 
セクションの [Channel template] (チャンネルテンプレート) セクションで、以下のいずれかを実行し
ます。

• 組み込みテンプレートを使用するには: [Template] (テンプレート) で、ドロップダウンリスト
の [Channel templates] (チャンネルテンプレート) セクションからテンプレートを選択します。
([Existing channels] (既存のチャンネル) セクションにはテンプレートがリストされません。)

• カスタムテンプレートを使用するには: [Select custom template] (カスタムテンプレートの選択) を
選択します。[custom template] (カスタムテンプレート) フォルダに移動してテンプレートを選択し
ます。カスタムテンプレートの場所については、「the section called “カスタムテンプレートの使
用” (p. 578)」を参照してください。

5. 入力フィールドなど、常に入力が必須のフィールドに入力します。必要に応じて、他のフィールドを
編集することもできます。詳細については、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」を参照してくださ
い。

カスタムテンプレートの作成
既存の (つまり検証済みの) チャンネルからデータをエクスポートすることで、カスタムテンプレートを作
成します。 MediaLive データを JSON ファイルにエクスポートしてコンソールで使用できます。

カスタムテンプレートを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Channels] (チャンネル) を選択します。[Channels] (チャンネル) ページ

で、ラジオボタンではなくチャンネル名を選択します。
3. チャンネルアクションで、「カスタムテンプレートをダウンロード」を選択します。プロンプトに

従って、チャンネルをテンプレートとして保存します。テンプレートは、チャンネルと同じ名前の 
JSON ファイルです。

4. (オプション) 適切なエディタでファイルを開き、変更を加えます。例えば、フィールド値を変更した
り、フィールドを追加したり、フィールドを削除したりできます。有効な JSON は維持してくださ
い。

入力アタッチメントを削除する必要はありません。このテンプレートを新しいチャンネルで使用する
と、 MediaLive 入力アタッチメントを除くすべてのデータを読み込みます。

5. カスタムテンプレートを必要とする他のユーザーに対して、カスタムテンプレートを使用可能にしま
す。各ユーザーは、自分が作業する MediaLive コンソールのコンピュータからアクセス可能なフォル
ダにテンプレートを保存する必要があります。このタスクは、外部で実行されます MediaLive。

ユーザーは、 MediaLive コンソールでテンプレートファイルを使用できます。

クローンによるチャンネルの作成
クローンを作成すると、既存のチャンネルを土台として新しいチャンネルを作成できます。

既存のチャンネルのクローンを作成すると、クローンチャンネルのデータ (入力データを除く) が、[Create 
channel] (チャンネルの作成) ページのすべてのセクションに入力されます。入力データは常に空白のまま
になります。必要に応じて、既存のフィールドを編集したり、空のフィールドに入力したりできます。

[Channels] (チャンネル) リストにあるチャンネルのクローンを作成できます。([Create channel] (チャンネ
ルの作成) を選択した後でチャンネルのクローンを作成することもできます。詳細については「the section 
called “テンプレートからのチャンネルの作成” (p. 578)」を参照してください。)

クローンからチャンネルを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Channels] (チャンネル) を選択します。
3. [Channels] (チャンネル) ページで、チャンネル名の横にあるラジオボタンを選択します。
4. [Clone] (クローン) を選択します。

[Create channel] (チャンネルの作成) ページが表示されます。このページには、基本チャンネルからす
べてのデータ (常に空である入力セクションのデータを除く) が複製されます。

5. チャンネルに新しい名前を付け、入力セクションに入力します。必要に応じて、他のフィールドを変
更します。詳細については、「設定:チャンネルの作成  (p. 164)」を参照してください。

チャンネルの編集と削除
既存の (保存済み) チャネルを編集して入力の処理方法を変更したり、チャネルを削除したりできます。た
だし、チャネルを編集または削除できるのは、実行中でない場合のみです。

チャネルの編集
出力グループと出力を編集、追加、または削除することで、既存のチャネルを編集できます。チャネルの
動画、オーディオ、字幕のエンコードを編集、追加、または削除することもできます。

チャネルはアイドル状態である必要があります (実行中ではない)。

Note

チャンネルを編集してチャンネルのクラスを変更することはできません。代わりに、「the 
section called “チャネルクラスの更新” (p. 581)」を参照してください。

チャネルを編集するには

1. リポジトリの []チャンネルページで、チャネル名でオプションを選択します。
2. 選択行動[] を選択してから、編集する。-チャネルの編集ページが表示されます。このページの

詳細は、チャネルの作成ページで. このページの使用方法については、「設定:チャンネルの作成
 (p. 164)」を参照してください。

3. 完了後、を選択します。チャネルの更新。

チャンネルを待つstateに戻るにはアイドル状態ですこのチャネルで別のアクションを実行する前に。

チャンネルに関連付けられているタグの編集
チャネルに関連付けられたタグは、チャネルが実行中またはアイドル状態のときにいつでも編集できま
す。さらにタグを追加できます (上限 (p. 536)まで)。また、タグを削除することもできます。

チャネルのタグを編集するには

1. [チャネル] ページでチャネル名を選択します。
2. [Tags] タブを選択します。タグを追加または削除します。既存のタグの値を編集するには、タグを削

除して再度追加します。詳細については、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照
してください。

3. 終了したら、[保存] を選択します。

チャネルの削除
[チャネル] リストまたは詳細ビューから、チャネルを削除できます。
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チャネルはアイドル状態である必要があります (実行中ではない)。

チャネルを削除するには

1. [チャネル] ページで、チャネル名でオプションを選択します。
2. チャネルが実行中の場合は、[停止] を選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。

チャネルクラスの更新-パイプラインの冗長性
既存のチャネルのチャネルクラスを変更して、チャネルのパイプラインの冗長性を有効または無効にする
ことができます。

チャネルクラスとチャネルにおけるその役割に関する一般的な情報については、を参照してください。the 
section called “パイプラインの冗長性” (p. 497)。

クラスを変更する手順については、「」を参照してください。the section called “既存のチャンネルの変
更” (p. 502)。

チャネル設定の表示
チャネルの設定に関する情報はチャネルの詳細AWS Elemental のページですMediaLiveconsole. このペー
ジは、チャネルの実行中に情報を表示するのに役立ちます。(チャネルの実行中は、[Edit (編集)] を選択し
て詳細を表示することはできません)。

設定情報を表示するには (AWS ElementalMediaLiveコンソール)

1. MediaLive コンソール (https://console.aws.amazon.com/medialive/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[チャネル] を選択します。(このページのボタンの詳細については、「the 

section called “チャネルの編集” (p. 580)」、「操作:チャネルの開始、停止、一時停止 (p. 293)」、お
よび「the section called “クローンによるチャンネルの作成” (p. 579)」を参照してください)。

3. チャネルの詳細を表示するには、そのチャネルの名前を選択します。[Channel details (チャネルの詳
細)] ページが表示されます。

4. 以下の場所のいずれかの設定情報を表示します。

• チャネルの入力仕様の詳細については、[Details (詳細)] タブを選択し、[Input specifications (入力仕
様)] ペインを確認します。

• チャネルの送信先のワンクリック表示については (ダウンストリームシステム)、[Destinations (送信
先)] タブを選択します。

• チャネルの設定に関する基本的な情報については、[Details (詳細)] タブを選択します。
• チャネルの完全な設定の読み取り専用ビューについては (チャネルの作成時または編集時に指定)、

[Settings (設定)] タブを選択します。
• チャネル設定の未加工 JSON コードを表示するには、[Details (詳細)] タブを選択してから、

[Advanced details (高度な詳細)] を選択します。この JSON コードはクリップボードにコピーできま
す。

MediaLive デバイスの使用
MediaLive デバイスとは MediaLive、接続されている AWS Elemental Link  MediaLiveハードウェアデ
バイスの内部を表すものです。 MediaLive デバイスを使用して、接続されている AWS Elemental Link 
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MediaLive ハードウェアデバイスを管理します。AWS Elemental Link ハードウェアの設定を微調整した
り、AWSデバイスの使用を別のアカウントに移行したり、譲渡されるデバイスを受け入れたりすることが
できます。

MediaLive デバイスについて

MediaLive デバイスに関連付けられている AWS Elemental Link ハードウェアは、 MediaLiveソースを提供
するアップストリームシステムです。 MediaLive デバイスに関連付けられている入力タイプは Elemental 
Link 入力です。AWS Elemental Link は、 MediaLive コンテンツをどのチャネルにもストリーミングできま
す。

用語の定義:

• AWS Elemental Link は、物理ハードウェアデバイスです。ハードウェアデバイスのマニュアルについて
は、「AWS Elemental Link」を参照してください。

• MediaLive デバイスは、内の AWS Elemental Link MediaLive の表現です。このセクションでは、 
MediaLive デバイスの操作方法について説明します。

• Elemental Link 入力は、入力タイプの 1 MediaLive つです。Elemental Link 入力の操作方法の詳細につい
ては、「the section called “AWS Elemental Link 入力” (p. 126)」を参照してください。

AWS Elemental Link ハードウェアは、 MediaLive AWSアカウント内の特定のリージョンにインターネッ
ト経由で接続されます。AWS Elemental Link MediaLive ハードウェア用に設定する必要はありません。代
わりに、AWS Elemental Link ハードウェアは自動的にお客様のAWSアカウントに接続し、自動的に表示
されます MediaLive。

Note

デバイスをインターネットに接続すると、次のドメインにアクセスして接続を確認します。これ
らのドメインへのアウトバウンドトラフィックは普通です。

• amazon.com
• aws.amazon.com

特定の AWS Elemental Link ハードウェアを使用するようにセットアップするには、 MediaLive そのハー
ドウェアデバイスに対応するデバイスを使用する入力を作成します。その後、任意の入力を使用するのと
同じ方法で MediaLive でその入力を使用できます。詳細については、「the section called “AWS Elemental 
Link デバイス” (p. 389)」を参照してください。

トピック
• MediaLive デバイスの作成 (p. 583)
• MediaLive デバイスの詳細の編集または表示 (p. 583)
• MediaLive デバイスのステータスの表示 (p. 584)
• MediaLive デバイスの再起動 (p. 585)
• MediaLive デバイスの更新 (p. 585)
• MediaLive デバイスを転送する (p. 586)
• MediaLive デバイスを削除する (p. 587)
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MediaLive デバイスの作成
MediaLive お客様はデバイスを作成しません。代わり、アップストリームシステムのオペレータが AWS 
Elemental Link ハードウェアをインターネットに接続した状態で電源を入れると、AWS Elemental Link は
自動的にに接続されます MediaLive。 MediaLive コンソールのナビゲーションペインで [入力デバイスのリ
ンク] エントリを選択します。 MediaLive 新しいデバイスが [入力デバイス] セクションに表示されます。

MediaLive デバイスの詳細の編集または表示
MediaLive デバイスのセットアップは、次の方法で微調整できます。

• デバイスにわかりやすい名前を付けます。
• デバイスの特定のソースを選択してください
• 最大配信ビットレートを設定する
• バッファサイズ (レイテンシー) の値を設定する
• AWSリソースタグを追加

また、 MediaLive AWS Elemental Link 間の接続に関するすべての設定を表示することもできます。

デバイスを編集または表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[入力デバイスをLink] を選択します。
3. [入力デバイス] で、 MediaLive 目的のデバイスのカードに移動し、ハイパーリンクを選択します。 

MediaLive デバイスが多い場合は、名前の一部を入力してリストをフィルタ処理します。
4. MediaLive このデバイスの詳細ページには、次のようなデバイスに関する情報が表示されます。

• AWS Elemental Link ハードウェアの一意の ID (ページの上部に表示される ID)。
• デバイスによって現在プッシュされているコンテンツのサムネイル (プッシュされているコンテン

ツがある場合)。デバイスは、約 5 秒ごとにビデオフレームをキャプチャしてサムネイルを生成しま
す。

• AWS Elemental Link ハードウェアへの接続のステータスとデバイスの現在の設定 (p. 584)。
• デバイスメタデータ (ユニーク ID を含むデバイス ARN など)
• 現在のタグ。タグセクションを使用して、またはを追加できます タグを削除します。詳細について

は、「AWS Elemental Link のタグ付け」を参照してください。 MediaLive 資源。 (p. 535)
5. (オプション) [Device] (デバイス) ページで [Edit] (編集) を選択します。
6. 必要に応じてフィールドを変更します。

• [Name] (名前) — デバイスの名前を入力します。この名前は、生成された名前 (hd-ab12cd3wxyz な
ど) を補足します。

名前には、HD デバイスであることを示す「hd-」のプレフィックスを付けることをお勧めします。
• [Input source] (入力ソース) — このフィールドでは、送信するコンテンツ (SDI コンテンツまたは 

HDMI コンテンツ) の AWS Elemental Link ハードウェアを設定します。AWS Elemental Link ハード
ウェアは SDI ポートと HDMI ポートでコンテンツを受信できます。通常、本番稼働用環境では、デ
バイスは 1 つのポートでのみコンテンツを受信します。したがって、このフィールドは [Auto] (自
動) に設定できます。状況によっては、AWS Elemental Link ハードウェアのオペレータから、この
フィールドを SDI または HDMI に設定するように指示されることがあります。

• 最大ビットレート — このフィールドでは、オプションで最大ビットレートを設定します。AWS 
Elemental Link がストリームの配信に使用するビットレートを制限する場合にのみ、ビットレート
をビット/秒で入力してください。このフィールドを空白のままにすると、AWS Elemental Link デ
バイスとの間をつなぐネットワーク状態に最適なビットレートを AWS Elemental Link MediaLive で
決定できます。
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• レイテンシー — このフィールドでは、AWS Elemental Link デバイスのバッファサイズ (レイテン
シー) をミリ秒 (ms) 単位で設定します。レイテンシー値が高いほど、デバイスからへの送信の遅延
は長くなりますが MediaLive、耐障害性は向上します。レイテンシー値が低いほど、遅延は短くな
りますが、回復力は低くなります。このフィールドを空白のままにすると、サービスはデフォルト
値を使用します。HD デバイスのデフォルト:1000 ミリ秒 (1 秒)。UHD デバイスのデフォルト:2000 
ミリ秒 (2 秒)。最小レイテンシー値:0 ms。最大レイテンシー値:6000 ミリ秒 (6 秒)。

7. [Update] (更新) を選択します。

この入力で別のアクションを実行する前に、入力の状態が 使用中またはアイドルに戻るのを待ちま
す。

デバイス設定セクションの [設定済みの入力]、[最大ビットレート (ビット/秒)]、および [遅延 (ミリ秒)] に
新しい値が表示されます。 MediaLive AWS Elemental Link 自身を更新できるように、これらの設定の新し
い値を AWS Elemental Link に送信します。

MediaLive デバイスのステータスの表示
MediaLive デバイスのステータスを確認するには、詳細を表示します (p. 583)。詳細ページで、サムネ
イルの下の [Connection state (接続状態)] と [Device state (デバイス状態)] にステータスが定義されていま
す。

• 接続解除済みでアイドル状態 — MediaLive デバイスはインターネットに接続されていません。
• 接続済みでアイドル状態 — MediaLive デバイスはインターネットに接続されていますが、コンテンツを

送信していません。
• 接続済みでストリーミング中 — MediaLive デバイスはインターネットに接続され、コンテンツを送信し

ています。

AWS Elemental Link ネットワーク診断
すべての AWS Elemental Link デバイスは、デバイスのオンボードユーザーインターフェイスからネット
ワーク診断テストを実行できます。この機能を使用して、デバイスのネットワーク構成、インターネット
への接続、ストリーミング機能のトラブルシューティングを行うことができますAWS。

ネットワーク診断テストは、デバイスの起動時に自動的に実行されます。デバイスのオンボードユーザー
インターフェイスを使用して、ネットワーク診断テストを手動で実行することもできます。

ネットワーク診断の概要

AWS Elemental Link デバイスでは、以下のテストが可能です。

• IP アドレス有効 — 設定した IP アドレスがデバイスに正常に適用されたことをテストします。
• ゲートウェイ対応 — テストして、現在設定されているゲートウェイへのデバイスの接続を確認します。
• DNS 解決 — ホスト名が構成済みの各 DNS サーバに解決されることを確認します。
• AWS接続性 — デバイス間と HTTPSAWS 経由で接続を確立できるかどうかをテストします。
• タイムサーバー接続 — ポート123のネットワークタイムプロトコル（NTP）を使用して、デバイスが内

部タイムクロックを同期できるかどうかをテストします。
• ストリーム接続 —AWS ポート2088を使用してビデオパケットを送信するデバイスの能力をテストしま

す。

診断に加えて、ネットワークpingツールも利用できます。ネットワーク ping ツールを使用して、Link デバ
イスから IP アドレスに ping を送信できます。これは、追加のネットワークテストとトラブルシューティ
ングの手順として使用できます。
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AWS Elemental リンクネットワーク診断の使用方法

ネットワーク診断には、デバイスのオンボードユーザーインターフェイスへの接続が必要です。デバイス
のパッケージに記載されている指示に従って、ユーザーインターフェイスに接続します。次の手順では、
ネットワーク診断テストについて説明します。

1. デバイスのオンボードユーザーインターフェイスに接続したら、左側のナビゲーションペインを探しま
す。

2. [ネットワーク診断] を選択します。
3. ネットワーク診断ページには、以前に実行されたすべてのテストのリストが表示されます。以前のテス

トを選択し、[テストの詳細を表示] ボタンを使用して以前のテスト結果を表示できます。
4. 新しいテストを開始するには、ページ上部の [診断テストの実行] ボタンを選択します。
5. ネットワーク診断テストが開始されます。しばらくすると、テストが完了します。
6. テスト情報ページが表示されます。このページには、デバイスに関するネットワーク情報が一覧表示さ

れ、テスト結果が表示されます。
7. テスト結果には、診断ごとにテスト合格またはテスト不合格が表示されます。テストが失敗した場合に

は、失敗の原因と可能なトラブルシューティングの手順が表示されます。
8. [戻る] ボタンを選択すると、[ネットワーク診断] ページに戻ることができます。

MediaLive デバイスの再起動
MediaLive AWSコンソールからデバイスをリモートで再起動できます。リモート再起動により、デバイス
に物理的にアクセスしなくても、 MediaLive デバイスの再起動を実行および管理できます。

デバイスを再起動するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択します。
3. 入力デバイスセクションで、 MediaLive 再起動するデバイスのカードに移動し、リンクを選択しま

す。
4. デバイスの詳細ページで、[デバイスの再起動] を選択します。
5. デバイスがストリーミングしている場合、デバイスを再起動するかどうか確認する画面が表示されま

す。 MediaLive このデバイスを使用するすべてのチャネルでは、再起動中にデバイスからの入力が一
時的に失われます。[Reboot] を選択します。

6. デバイスは数秒以内に再起動を開始します。再起動が完了すると、デバイスの接続ステータスが [接続
済み] に変わります。再起動前にデバイスがストリーミングしていた場合は、再起動が完了するとスト
リーミングが再開されます。

MediaLive デバイスの更新
MediaLive デバイスの電源がオンになり、 MediaLiveデバイスを使用するチャネルが停止すると、自動的
にアップデートがインストールされます。ただし、 MediaLive ワークフローが原因で定期的にチャンネル
を停止できない場合は、手動でメンテナンスウィンドウを開始してデバイスを更新できます。

デバイスのメンテナンスウィンドウを開始するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択します。
3. 入力デバイスで、 MediaLive 更新するデバイスのカードに移動し、リンクを選択します。
4. デバイスの詳細ページで、[メンテナンスを開始] を選択します。
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5. デバイスがストリーミング中の場合は、デバイスのメンテナンスウィンドウを開始するかどうかを確
認するメッセージが表示されます。メンテナンス中は、 MediaLive デバイスを使用するすべてのチャ
ネルでデバイスからの入力が一時的に失われます。[Start] (開始) を選択します。

6. デバイスのメンテナンスが開始されます。デバイスには、アップデートをインストールするまでの時
間が最大 2 時間あります。メンテナンス前にデバイスがストリーミングしていた場合は、ソフトウェ
アが完全にインストールされるとストリーミングが再開されます。

MediaLive デバイスを転送する
デバイスの所有者は、異なる AWS アカウントへの発信移管を開始し。デバイスの所有権をそのアカウン
トに譲渡できます。移管の受信者は、着信移管を受け入れるか拒否できます。

トピック
• デバイス移管の開始 (p. 586)
• 発信デバイス移管のキャンセル (p. 586)
• デバイス移管の受け入れ (p. 587)

デバイス移管の開始
AWSデバイスを別のアカウントに移管できます。

デバイスを別の AWS アカウントに移管するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択します。
3. 入力デバイスで、 MediaLive 転送するデバイスのカードに移動し、リンクを選択します。
4. デバイスの詳細ページで、[Transfer device] (デバイスを移管) を選択します。
5. [入力デバイスの転送] ダイアログボックスで、AWS転送先のアカウントを入力し、オプションでメッ

セージを入力します。
6. [Transfer] (移管) を選択します。
7. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択してから [Transfer device] (デバイスを移管) を

選択します。移管リクエストが [Outgoing transfers] (発信移管) タブに表示されます。

受信者がデバイスを受け入れるまで移管は保留中です。移管が保留中の間は、次のセクションで説明
するように、リクエストをキャンセルできます。

受信者が移管を受け入れると、デバイスはどのデバイスリストにも表示されなくなります。

受信者が移管を拒否すると、デバイスが [Input devices] (入力デバイス) ページに表示されます。

発信デバイス移管のキャンセル
リクエストが保留されている間は、デバイス移管をキャンセルできます。

発信デバイス移管をキャンセルするには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択します。
3. [Input devices] (入力デバイス) で、[Transfer device] (デバイスを移管) を選択し [Outgoing transfers]

(発信移管) タブを選択します。
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4. 移管の一覧で、キャンセルしたい移管を選択してから [Cancel] (キャンセル) を選択します。

デバイス移管の受け入れ
デバイスの所有者は、デバイスをあなたの AWS アカウントに移管できます。たとえば、組織内の誰かが
デバイスを組織内の 1 つのAWSアカウントから別のAWSアカウントに移管する可能性があります。

デバイス移管を受け取る予定の場合は、[Transfer device] (デバイスを移管) ページで [Incoming transfers]
(着信移管) タブの表示を定期的に確認してください。移管を受け入れる必要があります。移管を受け入れ
るまでデバイスを使用することはできません。

デバイス移管を受け入れるにか

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択します。
3. [Inout device] (入力デバイス) で、[Transfer device] (デバイスを移管) を選択してから [Incoming 

transfers] (着信移管) タブを選択します。
4. 移管のリストで、対象になるデバイスを選択してから [Accept] (受け入れ)または [Reject] (拒否) を選

択します。
5. ナビゲーションペインで、もう一度 [Devices] (デバイス) を選択します。これで、デバイスは、[Inout 

device] (入力デバイス) ページでにあるデバイスのリストに表示されます。

MediaLive デバイスを削除する
MediaLive デバイスは削除しません。代わりに、アップストリームシステムが AWS Elemental Link ハード
ウェアの登録を解除すると、 MediaLive そのデバイスは [デバイス] セクションに表示されなくなります。 
MediaLive これがデバイスを削除する唯一の方法であることに注意してください。

• 誰かがハードウェアデバイスの電源を切った場合でも、 MediaLive デバイスは引き続きリストに表示さ
れます。

• AWS Elemental Link ハードウェアがインターネットから切断されている場合、または AWS Elemental 
Link ハードウェアへの接続がダウンしている場合でも、 MediaLive デバイスは引き続きリストに表示さ
れます。 MediaLive

AWS Elemental での入力の操作 MediaLive
入力は、トランスコードされてパッケージングされる動画アセットです。動画アセットのソースは、アッ
プストリームシステム (p. 68)、つまり AWS Elemental のアクティビティよりも前にアクティビティが
発生する、 end-to-end MediaLiveワークフロー内のシステムです。アップストリームシステムは、パブ
リックインターネット上、または Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) を使用して作成した 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内に配置できます。

AWS Elemental MediaLive 入力は、 MediaLive アップストリームシステムのソースコンテンツとチャンネ
ルの接続方法を記述する情報を保持します。

入力のカテゴリ
入力は、複数の方法で分類できます。

• タイプ – 入力には、ソースおよび配信プロトコルのタイプがあります。例えば、HLS 入力または 
RTMP 入力です。詳細については、「the section called “入力:サポートされているコンテナとコーデッ
ク” (p. 357)」を参照してください。
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• [Live versus VOD] (ライブと VOD) — 入力はライブ (ストリーミング) 入力またはビデオオンデマンド 
(VOD) 入力です。詳細については、「the section called “入力:サポートされているコンテナとコーデッ
ク” (p. 357)」を参照してください。

• プッシュとプル – 入力はプッシュ入力またはプル入力です。
• プッシュ入力を使用すると、アップストリームシステムはエンドポイントに入力をプッシュします 

MediaLive。入力はこれらのエンドポイントを保持します。
• プル入力では、 MediaLive 上流システムから入力を引き出します。入力は、アップストリームシステ

ムでこれらの送信元アドレスを保持します。

詳細については、「the section called “入力:サポートされているコンテナとコーデック” (p. 357)」を参
照してください。

• [Input class] (入力クラス) — 入力は、標準クラスの入力または単一クラス入力として設定できます。
• 標準クラス入力は、標準チャンネルまたは単一パイプラインチャンネルで使用できます。
• 単一パイプライン入力は、単一パイプラインチャンネルでのみ使用できます。

入力クラスの目的については、「the section called “パイプラインの冗長性” (p. 497)」を参照してくださ
い。

各入力タイプに適用可能なクラスの詳細については、「the section called “サポートされる入力クラ
ス” (p. 362)」を参照してください。

• 静的と動的 – 入力を作成するときに、静的か動的かを決定します。
• 静的入力には、変更されない URL (コンテンツソースを指す) があります。

任意の入力タイプを静的入力として設定できます。
• 動的入力には、可変部分を含む URL があります。これは入力切り替えでの使用を対象としています。

ダイナミック入力として設定できるのは、MP4 入力とトランスポートストリーム (TS) 入力のみで
す。

詳細については、「the section called “入力切り替え” (p. 448)」を参照してください。

入力、入力セキュリティグループ、チャンネル
入力は MediaLive ワークフローのコンポーネントの 1 つです。他は入力セキュリティグループとチャネ
ルです (p. 5)。これらの 3 つのコンポーネントは相互にリンクされます。入力が必要な場合、入力セキュ
リティグループが入力にアタッチされます。すべての入力にこの要件があるわけではありません。入力は
チャンネルにアタッチされます。

入力へのリンクには、以下のルールが適用されます。

• 入力と入力セキュリティグループの関連付けは、入力側で定義されます。入力を作成または編集すると
きに関連付けを設定します。

• 入力とチャンネルの間の関連付けは、チャンネル側で定義されます。チャンネルを作成または編集する
ときに関連付けを設定します。

• 入力にアタッチできる入力セキュリティグループは 1 つだけです。ただし、その入力セキュリティグ
ループは既に別の入力に関連付けられている可能性があります。1 つの入力セキュリティグループを複
数の入力に対応させることができます。

• 1 つの入力は 1 つのチャンネルにのみアタッチでき、複数のチャンネルで同じ入力を使用することはで
きません。

入力の作成
入力の作成については、「チャンネルをゼロから作成する」を参照してください。
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入力の編集
入力を編集するためのルールは次のとおりです。

入力セキュリティグループの変更

• 別の入力セキュリティグループをアタッチすることができます。

エンドポイント (プッシュ入力) またはソース (プル入力) の変更

• VPC 用ではない RTP 入力または RTMP プッシュ入力の場合、入力エンドポイントのフィールドを編集
できます。

• RTP VPC 入力または RTMP VPC プッシュ入力の場合、IP アドレス入力エンドポイントを編集すること
はできません。これらのアドレスを変更するには、入力を削除して再度作成する必要があります。

• Elemental Link 入力の場合、別の AWS Elemental Link をアタッチできます。
• MediaConnect プッシュ入力の場合、さまざまな AWS Elemental MediaConnect フローを参照するよう

に ARN を編集できます。以前の ARN の出力は削除され MediaConnect、新しい ARN の新しい出力 (新
しい ID を持つ) が作成されます。

• プル入力の場合は、入力ソースのフィールドを編集することができます。

インスタンスタイプを変更する

• 入力がチャンネルにアタッチされている場合、クラスを変更することはできません。入力とチャンネル
のクラスの変更の詳細については、「the section called “既存のチャンネルの変更” (p. 502)」を参照して
ください。

入力タイプの変更

• 入力のタイプは変更できません 例えば、入力を RTMP プッシュとして設定したが、それが実際には 
HLS 入力である場合は、入力を削除してもう一度作成します。

入力とチャンネルの状態に関するルール

これらの編集の実行には、以下のような制約があります。

• 入力がチャンネルにアタッチされている場合は、チャンネルがアイドル状態の場合にのみ入力を編集で
きます。

• 入力がチャンネルと入力セキュリティグループにアタッチされている場合は、チャンネルがアイドル状
態の場合にのみ入力を編集できます。

• 入力がチャンネルにアタッチされていない場合は、入力セキュリティグループにアタッチされていて
も、いつでも編集できます。

入力を編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
3. 入力の名前を選択し、[編集] を選択します。
4. [入力] ページで、必要に応じて以下の変更を行います。

• [名前] を変更できます。
• [Input type (入力タイプ)] は変更できません。入力のタイプが正しくない場合は、それを削除してか

ら、もう一度作成してください。
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• [Input devices (入力デバイス)] は変更できます (Elemental Link 入力にのみ適用されます)。
• 入力がチャンネルにアタッチされている場合、入力クラスを変更することはできません。詳細につ

いては、「the section called “既存のチャンネルの変更” (p. 502)」を参照してください。
• [Source (ソース)] セクションは変更できます (プル入力にのみ適用されます)。
• [Endpoint (エンドポイント)] セクションは、VPC 用ではない RTP 入力または RTMP プッシュ入力

でのみ変更できます。
• [Input security groups (入力セキュリティグループ)] セクションは変更できます (VPC 用ではない

プッシュ入力にのみ適用されます)。
• [Tags (タグ)] セクションで、タグを追加または削除できます。既存のタグの値を編集するに

は、タグを削除して再度追加します。詳細については、「the section called “リソースのタグ付
け” (p. 535)」を参照してください。

5. [Update] (更新) を選択します。

この入力で別のアクションを実行する前に、入力の状態が 使用中またはアイドルに戻るのを待ちま
す。

入力の削除
入力がチャンネルにアタッチされていない場合は、入力セキュリティグループにアタッチされていても削
除できます。

Note

入力がチャンネルにアタッチされている場合、その入力を削除することはできません。このルー
ルは、チャンネルから入力を削除せずにチャンネルを使用できないようにするために存在しま
す。

入力を削除しても、アタッチされている入力セキュリティグループ (存在する場合) は削除されません。

入力を削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Inputs] (入力) を選択します。
3. [入力] ページで、削除する必要のある入力を見つけて、[状態] 列を確認します。
4. 状態が [デタッチ済み] の場合は、[削除] を選択します。状態が [アタッチ済み] で、入力とそのチャン

ネルの両方を削除する必要がある場合は、最初にチャンネルを削除します。詳細については、「the 
section called “チャネルの削除” (p. 580)」を参照してください。

入力が Elemental Link 入力の場合、 MediaLive その入力を削除します。ただし、 MediaLive デバイス
はデバイスリストに残り、いつでも新しい入力にアタッチできます。

入力が MediaConnect プッシュ入力の場合、 MediaConnect 対応する出力は自動的に削除されます。
出力を削除する必要はありません。

入力が RTP VPC 入力または RTMP VPC プッシュ入力の場合、エンドポイントの Elastic Network 
Interface が削除され、サブネット内の IPv4 アドレスが解放され、別のリソースで使用できるように
なります。ネットワークインターフェイスを削除する必要はありません。

入力セキュリティグループの使用
入力セキュリティグループには、ルールのリストが含まれています。各ルールは、コンテンツのプッシュ
を許可する IP アドレス (CIDR ブロック) MediaLive の範囲です。入力セキュリティグループを入力にア
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タッチすると、その入力にルールが適用されます。その入力セキュリティグループ内のいずれかの範囲か
らの IP アドレスを持つアップストリームシステムのみが、その入力にコンテンツをプッシュできます。 
MediaLive その入力セキュリティグループによってカバーされていない IP アドレスからのプッシュリクエ
ストを無視します。

1 つの入力セキュリティグループに最大 10 のルール (IP アドレス範囲または CIDR ブロック) を含めるこ
とができます。

同じ入力セキュリティグループを任意の数の入力にアタッチできます。

トピック
• 入力セキュリティグループの目的 (p. 591)
• 入力セキュリティグループの作成 (p. 591)
• 入力セキュリティグループの編集 (p. 592)
• 入力セキュリティグループの削除 (p. 593)

入力セキュリティグループの目的
入力セキュリティグループは、ソースのアップストリームシステムがパブリックインターネット上にある
特定のプッシュ入力で使用されます。

• VPC を使用しない RTP 入力および RTMP プッシュ入力に使用されます。
• RTP VPC 入力、RTMP VPC プッシュ入力、 MediaConnect入力、エレメンタルリンク入力には使用さ

れません。これらの入力は、他の方法でセキュリティを実装します。

入力セキュリティグループは、入力へのアクセスを制限します。グループは、不正な第三者が入力にア
タッチされているチャンネルにパブリックインターネットからコンテンツをプッシュするのを防止しま
す。この機能が保護されていないと、IP アドレスとポートを知っていれば、誰でも、そのコンテンツを入
力先へのプッシュできてしまいます。 MediaLive チャンネルを所有するアカウントでアクセス許可を設定
しても、サードパーティーによるプッシュを防止できません。入力セキュリティグループだけが防止でき
ます。

入力セキュリティグループは複数の入力にアタッチできます。つまり、1 つの入力セキュリティグループ
が複数の入力を提供できます。

入力セキュリティグループの作成
入力セキュリティグループを作成し、アクセスルールのリストを指定します。プッシュ入力を作成すると
きは、入力へのアクセスを制限するために、入力セキュリティグループをアタッチする必要があります。

1 つの入力セキュリティグループに最大 10 のルール (IP アドレス範囲または CIDR ブロック) を含めるこ
とができます。

同じ入力セキュリティグループを任意の数の入力にアタッチできます。

入力セキュリティグループを作成するには

1. アップストリームシステムがプッシュする IP アドレスを特定します。これらの IP アドレスは、パブ
リックインターネット上にあるか、LAN または WAN 上にある場合があります。

2. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで、[Input security groups] (入力セキュリティグループ) を選択します。
4. [Input security groups] (入力セキュリティグループ) ページで、[Create input security group] (入力セ

キュリティグループの作成) を選択します。
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5. [New security group] (新しいセキュリティグループ) に、1 つ以上の IPv4 CIDR ブロックを入力しま
す。

各 CIDR ブロックには、サブネットマスクが含まれている必要があります。次の例では、/nn の部分
がサブネットマスクです。

エントリをカンマで区切るか、各エントリを個別の行に入力します。

IP アドレスの範囲に対して CIDR ブロックを形成する方法がわからない場合があります。もしそうな
ら、インターネットで「IP CIDR 電卓」を検索して、オンラインコンバーターツールを見つけてくだ
さい。

6. この入力セキュリティグループとタグを関連付ける場合は、[Tags] (タグ) セクションでタグを作成し
ます。詳細については、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照してください。

7. [Create] (作成) を選択します。

例 1

192.0.2.0/24

この CIDR ブロックは、192.0.2 で始まるすべての IP アドレスを対象とします。

例 2

192.0.2.111/32

この CIDR ブロックは、192.0.2.111 という単一の IP アドレスを対象とします。

入力セキュリティグループの編集
入力セキュリティグループのすべてのフィールドを編集できます。これらの編集は、実行中のチャンネル
にアタッチされている入力に入力セキュリティグループがアタッチされている場合でも、いつでも実行で
きます。

入力セキュリティグループを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Input Security Groups] (入力セキュリティグループ) を選択します。
3. [Input security groups] (入力セキュリティグループ) ページで、入力セキュリティグループを選択

し、[Edit] (編集) を選択します。
4. 必要に応じて任意のフィールドを変更し、[Update] (更新) を選択します。

この入力セキュリティグループで別のアクションを実行する前に、入力セキュリティの [State] (状態) 
が [In use] (使用中) または [Idle] (アイドル) に戻るのを待ちます。

入力セキュリティグループのタグを追加、削除、編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Input Security Groups] (入力セキュリティグループ) を選択します。
3. [Input security groups] (入力セキュリティグループ) ページで、入力セキュリティグループの名前を選

択します。[Edit] (編集) を選択しないでください。
4. この入力セキュリティグループの [Input security group] (入力セキュリティグループ) ページの [Tags]

(タグ) セクションで、タグを追加または削除します。既存のタグの値を編集するには、タグを削除し
て再度追加します。詳細については、「the section called “リソースのタグ付け” (p. 535)」を参照して
ください。
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この入力セキュリティグループで別のアクションを実行する前に、入力セキュリティの [State] (状態) 
が [In use] (使用中) または [Idle] (アイドル) に戻るのを待ちます。

入力セキュリティグループの削除
いずれかの入力にアタッチされていない限り、入力セキュリティグループを削除できます。

入力セキュリティグループを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Input security groups] (入力セキュリティグループ) を選択します。
3. [Input security groups] (入力セキュリティグループ) ページで、削除するグループの [State] (状態) を確

認します。

• [State] (状態) が [Idle] (アイドル) の場合、グループを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
• [State] (状態) が [In use] (使用中) の場合、この手順を続行します。

4. 入力セキュリティグループ ID をメモしておきます。(例: 1234567)。
5. グループを選択して [Edit] (編集) を選択します。
6. [Edit input security group] (入力セキュリティグループの編集) ページで、右側にある [Inputs] (入力) を

確認し、入力セキュリティグループにアタッチされている入力の数を数えます。
7. 最初の入力を選択します。次に、その入力のページで、[Edit] (編集) を選択します。[Edit] (編集) ペー

ジの [Input security group] (入力セキュリティグループ) で、この入力に新しい入力セキュリティグ
ループを作成するか、別のグループを選択します (同じグループを再選択しないようにしてくださ
い。先ほどメモした ID を確認してください)。この入力が、削除する入力セキュリティグループにア
タッチされなくなるよう、[Update] (更新) を選択します。

8. この入力グループに関連付けられた入力がまだある場合、ナビゲーションペインで [Input security 
groups] (入力セキュリティグループ) を選択してこれらのステップを繰り返し、この入力セキュリティ
グループをすべての入力からデタッチします。

9. 最後の入力をこの入力セキュリティグループからデタッチしたあと、入力セキュリティグループの
[State] (状態) が [Idle] (アイドル) を指定するのを待ちます。次に、グループを選択し、[Delete] (削除) 
を選択します。

MediaLive マルチプレックスの使用
MediaLive マルチプログラムトランスポートストリーム (MPTS) は、マルチプログラムトランスポートス
トリーム (MPTS) を作成します。RTP または UDP を介したトランスポートストリーム (TS) コンテンツの
配信経験があるサービスプロバイダーであれば、 MediaLive マルチプレックスの作成に関心があることで
しょう。

マルチプレックスを設定するには、 MediaLive マルチプレックスを作成します。次に、マルチプレック
スに MediaLive プログラムを追加します。最後に、プログラムごとに 1 MediaLive つのチャンネルを作成
し、各チャンネルをそのプログラムに関連付けます。

マルチプレックスの設定に関する概念については、「the section called “マルチプレックスと 
MPTS” (p. 481)」を参照してください。

トピック
• アクションの要約 (p. 594)
• マルチプレックスとプログラムの作成 (p. 595)
• チャンネルの作成  (p. 596)
• マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの編集  (p. 596)
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• マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの削除  (p. 597)

アクションの要約
次の表は、マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの作成、編集、および削除の機能をまとめ
たものです。

項目 アクション 注意

マルチプレックス 作成  

  [Edit] (編集) マルチプレックスは、アイドル
状態でも実行中でもかまいま
せん。すべてのチャンネルが
アイドル状態または実行中であ
るか、アイドル状態と実行中の
チャンネルが混在できます。

例外: [Max Video Buffer Delay] 
(最大ビデオバッファ遅延) フィー
ルドを変更する場合、マルチプ
レックスはアイドル状態である
必要があります。

  Delete マルチプレックスはアイドル状
態である必要があります。ま
た、プログラムが関連付けられ
ていないことが必要です。

プログラム 作成 プログラムのマルチプレックス
は、アイドル状態でも実行中で
もかまいません。

  [Edit] (編集) このプログラムのマルチプレッ
クスは、アイドル状態でも実行
中でもかまいません。このプロ
グラムのチャンネルは、アイド
ル状態でも実行中でもかまいま
せん。

  Delete このプログラムのマルチプレッ
クスは、アイドル状態でも実行
中でもかまいません。プログラ
ムは関連付けられたチャンネル
を持つことはできません。

チャンネル 作成 このチャンネルのマルチプレッ
クスは、アイドル状態でも実行
中でもかまいません。チャンネ
ルのプログラムは空でなければ
なりません。

  [Edit] (編集) チャンネルはアイドル状態であ
る必要があります。このチャン
ネルのマルチプレックスは、ア
イドル状態でも実行中でもかま
いません。
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項目 アクション 注意

  Delete チャンネルはアイドル状態であ
る必要があります。チャンネル
は引き続きプログラムにアタッ
チできます。

マルチプレックスとプログラムの作成
MediaLive マルチプレックスは、MPTS 全体のビットレートなど、MPTS の設定情報を提供します。

マルチプレックスは、最初から作成することも、既存のマルチプレックスからクローンを作成することも
できます。マルチプレックスのクローン作成は、チャンネルのクローン作成に似ています。大半のフィー
ルドの値が新しいマルチプレックスにコピーされます。

マルチプレックス内にプログラムを作成できます。マルチプレックスにアタッチせずにプログラムを作成
することはできません。

マルチプレックスを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択します。
3. [Multiplexes] (マルチプレックス) ページで、[Create] (作成) を選択します。
4. [Create multiplex] (マルチプレックスの作成) ページの各フィールドに入力します。
5. [Create] (作成) を選択します。

マルチプレックスが [Multiplexes] (マルチプレックス) ページに追加されます。マルチプレックスの
ステータスが IDLE に変わったら、次のステップとして、マルチプレックスにプログラムを追加しま
す。詳細については、このセクションの後半を参照してください。

クローン作成によってマルチプレックスを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、クローン化を作成するマルチ

プレックスを選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Multiplex actions] (マルチプレックスアクション)、[Clone] (クローン) の順

に選択します。

プログラムを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、プログラムを追加するマルチ

プレックスを選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Programs] (プログラム) タブを選択します。
4. [Create program] (プログラムの作成) を選択します。
5. [Create program] (プログラムの作成) ページの各フィールドに入力します。
6. [作成] を選択します。

このプログラムの [Program details] (プログラムの詳細) ペインが表示されます。チャンネル状態は、
常に CHANNEL MISSING を指定することに注意してください。

7. 現時点または後で、このプログラムのチャンネルを作成する必要があります。
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• このプログラムにチャンネルをすぐに追加する場合は、[Create channel] (チャンネルの作成) を選択
できます。

• チャンネルを後で追加する場合は、マルチプレックスの一部ではないチャンネルを作成する場合と
同じ方法で追加できます。

プログラムにアタッチされているチャンネルは、出力グループをマルチプレックス出力グループとする通
常のチャンネルです。

マルチプレックス内のチャンネルの各フィールドに入力する特別な手順については、「the section called 
“ステップ 5: チャンネルを作成する” (p. 484)」を参照してください。

チャンネルの作成
プログラムにアタッチされているチャンネルは、出力グループをマルチプレックス出力グループとする通
常のチャンネルです。

新しいマルチプレックスでは、プログラムが正常に作成されたらすぐにチャンネルを作成できます。

マルチプレックスが実行中である場合、チャンネルを追加するためにマルチプレックスを停止する必要は
ありません。実行中のマルチプレックスにチャンネルを追加できます。

マルチプレックス内のチャンネルの各フィールドに入力する特別な手順については、「the section called 
“ステップ 5: チャンネルを作成する” (p. 484)」を参照してください。

マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの
編集
マルチプレックス、マルチプレックス内のプログラム、およびマルチプレックス内のチャンネルを編集で
きます。このセクションで説明するように、使用する項目の状態 (実行中またはアイドル) に基づく特定の
ルールがあります。

マルチプレックスの編集
マルチプレックスはほとんど制限なしに編集できます。マルチプレックスは、以下の場合に編集できま
す。

• マルチプレックスがアイドル状態または実行中であり、[Maximum Video Buffer Delay] (最大ビデオバッ
ファ遅延) フィールドを変更しない場合。このフィールドを変更するには、マルチプレックスがアイド
ル状態である必要があります。

• マルチプレックスプログラムのチャンネルがアイドル状態または実行中である場合。
• 作成したばかりのプログラムを While MediaLive が追加中である場合。

マルチプレックスを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、編集したいマルチプレックス

を選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Multiplex actions] (マルチプレックスアクション)、[Edit] (編集) の順に選択

します。
4. 必要なだけ変更を加えて [Save changes] (変更を保存) を選択します。
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プログラムの編集
プログラムはいつでも編集できます。マルチプレックスが実行中である場合や、関連付けられたチャンネ
ルが実行中である場合でも編集できます。

プログラムを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、編集したいマルチプレックス

を選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Programs] (プログラム) タブを選択します。
4. [Program actions] (プログラムアクション)、[Edit] (編集) の順に選択します。
5. 必要なだけ変更を加えて [Save changes] (変更を保存) を選択します。

プログラム内のチャンネルの編集
アイドル状態のチャンネルを編集できます。

チャンネルを編集するには

1. チャンネルを停止します。チャンネルは、通常の方法で、[Channels] (チャンネル) ペインから停止で
きます。または、[Multiplex] (マルチプレックス) ページから停止できます。詳細については、「the 
section called “マルチプレックス内のチャンネルの停止” (p. 488)」を参照してください。

2. チャンネルを編集します。詳細については、「the section called “チャネルの編集” (p. 580)」を参照
してください。

マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの
削除
マルチプレックス、マルチプレックス内のプログラム、およびマルチプレックス内のチャンネルを削除で
きます。このセクションで説明するように、使用する項目の状態に基づく特定のルールがあります。

マルチプレックスの削除
マルチプレックスを削除するには、マルチプレックスがアイドル状態であり、すべてのプログラムが空で
ある (チャンネルが関連付けられていない) ことが必要です。

マルチプレックスを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、削除するマルチプレックスを

選択します。
3. [Details] (詳細) ペインで、[Multiplex actions] (マルチプレックスアクション)、[Stop] (停止) の順に選択

します。
4. [Programs] (プログラム) ペインで、実行中のチャンネルがある最初のプログラムを選択し、[Program 

actions] (プログラムアクション)、[Stop channel] (チャンネルの停止) の順に選択します。
5. 実行中のすべてのチャンネルに対して、この手順を繰り返します。
6. チャンネルの名前を書き留めてから、[Channels] (チャンネル) ページを表示します。チャンネルを選

択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。
7. [Multiplex] (マルチプレックス) ページに戻ります。
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8. [マルチプレックスアクション] を選択し、[マルチプレックスを削除] を選択します。 MediaLive マル
チプレックスとそのすべてのプログラムを削除します。

プログラムの削除
チャンネルを持たないプログラムを削除できます。マルチプレックスが実行中またはアイドル状態のとき
に、プログラムを削除できます。

プログラムを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/medialive/ MediaLive  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Multiplexes] (マルチプレックス) を選択し、該当するマルチプレックスを

選択します。
3. [Programs] (プログラム) ペインで、削除するプログラムを選択します。
4. そのプログラムのチャンネルが実行中である場合は、[Program Actions] (プログラムアクショ

ン)、[Stop channel] (チャンネルの停止) の順に選択します。
5. チャンネルが [Idle] (アイドル) 状態に変わるまで待ちます。
6. チャンネルの名前を書き留めてから、[Channels] (チャンネル) ページを表示します。チャンネルを選

択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。
7. [Multiplex] (マルチプレックス) ページに戻ります。
8. [Program actions] (プログラムアクション)、[Delete program] (プログラムの削除) の順に選択します。

チャンネルの削除
マルチプレックスが実行中またはアイドル状態のときに、チャンネルを削除できます。チャンネルはプロ
グラムからデタッチしません。チャンネルをプログラムからデタッチするという概念はありません。

チャンネルを削除するには、[Channel] (チャンネル) ページを表示し、通常の方法でチャンネルを削除しま
す。詳細については、「the section called “チャネルの削除” (p. 580)」を参照してください。
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AWS Elemental でのセキュリティ 
MediaLive

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 に適用されるコンプライアンスプログラムについては 
MediaLive、「コンプライアンスプログラムによるAWS対象範囲内のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - 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、を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます 
MediaLive。以下のトピックでは、 MediaLive 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 MediaLive 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
• AWS Elemental でのデータ保護MediaLive (p. 599)
• AWS Elemental の Identity and Access Management MediaLive (p. 600)
• AWS Elemental Mlemental Mlemental Mlemental MediaLive (p. 614)
• AWS Elemental での耐障害性MediaLive (p. 614)
• AWS Elemental のインフラストラクチャセキュリティMediaLive (p. 615)

AWS Elemental でのデータ保護MediaLive
AWS責任共有モデルAWS Elemental のデータ保護に適用されますMediaLive。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
を担います。ご利用者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 サービスのセキュリティ設定と管理タスクが
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。ヨーロッパのデータ保護の詳細については、AWS責任共有モデルとGDPRのブログ投稿AWSセ
キュリティブログ。

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アクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。ま
た、以下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。
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• AWS暗号化ソリューションをAWS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などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 
S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。

• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2の検証
を受けた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。利用可能な FIPS エン
ドポイントの詳細については、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。

顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
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、AWS Elemental を使用する場合も同
様です。MediaLiveまたはその他AWSコンソール、API、を使用したサービスAWS CLI, またはAWSSDK。
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。

外部サーバーに URL を指定した場合、MediaLiveでは、そのサーバーへのリクエストを検証するため
の認証情報を URL に含めないでください。外部サーバへの URL にクレデンシャルが必要な場合は、の 
Parameter Store 機能を使用することをお勧めします。AWSSystems Manager。詳細については、と実装
する手順AWSSystems Manager パラメータストア、「」を参照してください。AWS Systems Manager の
要件 — パラメータストアでのパスワードパラメータの作成。

AWS ElementalMediaLiveはお客様に関するデータの提供を必要としません。チャンネルにはフィールド
はありません。デバイス、入力、入力セキュリティグループ、多重化、または予約、お客様によるお客様
データの供給が予想される場所

MediaLiveなどの機能が含まれています。AWS Systems Manager機密情報を安全に扱う方法を提供する 
Parameter Store。パスワードを渡すときは、常にこれらの機能を使用する必要があります。URL にパス
ワードを含めることで回避しないでください。

AWS Elemental でのデータの削除MediaLive
AWS Elemental からデータを削除できますMediaLiveチャネルまたは入力などのオブジェクトを作成す
ることで。コンソール、REST API、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、データを削除できます。
データが削除されます。削除オペレーションを完了してデータを削除したあとは、必要なステップはあり
ません。

コンソールを使用してデータを削除するには、以下のセクションを参照してください。

• the section called “チャネルの削除” (p. 580)
• the section called “デバイス” (p. 581)
• the section called “入力の削除” (p. 590)
• the section called “入力セキュリティグループの削除” (p. 593)
• the section called “ マルチプレックス、プログラム、およびチャンネルの削除 ” (p. 597)
• the section called “期限切れの予約を削除する” (p. 15)

AWS Elemental の Identity and Access 
Management MediaLive

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に MediaLive リソース
の使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS 
のサービス です。
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トピック
• 対象者 (p. 601)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 601)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 604)
• AWS Elemental と IAM MediaLive を連携する方法 (p. 605)
• AWS Elemental の Identity ベースのポリシーの例 MediaLive (p. 610)
• AWS Elemental MediaLive Identity and Access のトラブルシューティング (p. 612)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、 MediaLive で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — MediaLive サービスの使用に伴ってジョブを実行する場合は、必要なアクセス許
可と認証情報を管理者が用意します。 MediaLive 作業を実行するためにさらに多くの機能を使用すると
き、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に
適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。 MediaLive の特徴にアクセスできない場合は、「AWS 
Elemental MediaLive Identity and Access のトラブルシューティング (p. 612)」を参照してください。

サービス管理者 — MediaLive 社内リソースを担当している場合は、通常、へのフルアクセスがあります 
MediaLive。 MediaLive サービスのユーザーがどの機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者
の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要があ
ります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。での会社で IAM を利用す
る方法の詳細については MediaLive、を参照してくださいAWS Elemental と IAM MediaLive を連携する方
法 (p. 605)。

IAM 管理者 - 管理者は、 MediaLive へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する
場合があります。IAM で使用できる MediaLive Identity ベースのポリシーの例を表示するには、を参照し
てくださいAWS Elemental の Identity ベースのポリシーの例 MediaLive (p. 610)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。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。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「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。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
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ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。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。ルート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 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center 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「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
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。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
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Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッド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。フェデレーティッド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詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) 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、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを 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 IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM 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、別のアカウントの人物 (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添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「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。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS Elemental MediaLive のアクション、リソース、および条件キー」を参照してく
ださい。

• サービスロール - 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 にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント 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。

• 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 要求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。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。
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ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデ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、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、こ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。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、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

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。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

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。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。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 エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Elemental と IAM MediaLive を連携する方法
IAM を使用してへのアクセスを管理する前に MediaLive、で利用できる IAM の機能について学びます 
MediaLive。

AWS Elemental で使用できる IAM の機能 MediaLive

IAM 機能 MediaLive サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 606) はい

リソースベースのポリシー (p. 606) いいえ

ポリシーアクション (p. 607) はい

ポリシーリソース (p. 607) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 608) はい

ACL (p. 608) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 609) 部分的

605

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html


MediaLive ユーザーガイド
AWS Elemental と IAM MediaLive を連携する方法

IAM 機能 MediaLive サポート

テンポラリ認証情報 (p. 609) はい

プリンシパル許可 (p. 609) はい

サービスロール (p. 610) はい

サービスにリンクされたロール (p. 610) いいえ

MediaLive およびその他のAWSのサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシー MediaLive

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシーの例 MediaLive

MediaLive アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Elemental 
の Identity ベースのポリシーの例 MediaLive (p. 610)。

内のリソースベースのポリシー MediaLive

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
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付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「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。

のポリシーアクション MediaLive

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

MediaLive ユーザーが作業中にアクセスする必要がある可能性のある他のサービス内のアクションのリ
ストについては MediaLive、を参照してくださいthe section called “リファレンス: ユーザーアクセスの概
要” (p. 25)。

向けのポリシーアクションは、 MediaLive アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

medialive

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "medialive:action1", 
      "medialive:action2" 
         ]

MediaLive アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Elemental 
の Identity ベースのポリシーの例 MediaLive (p. 610)。

のポリシーリソース MediaLive

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"
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MediaLive リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「AWS 
Elemental MediaLive で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの 
ARN を指定できるかについては、「AWS Elemental で定義されるアクション」を参照してください 
MediaLive。

MediaLive アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Elemental 
の Identity ベースのポリシーの例 MediaLive (p. 610)。

向けのポリシーの条件キー MediaLive

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与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「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

MediaLive の条件キーのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「AWS Elemental 
MediaLive の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるか
については、「AWS Elemental で定義されるアクション」を参照してください MediaLive。

MediaLive アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Elemental 
の Identity ベースのポリシーの例 MediaLive (p. 610)。

MediaLive の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

MediaLive は ACL をサポートしていません。つまり、内部で ACL を作成することはできません 
MediaLive。

MediaLive ただし、Amazon S3 MediaLive バケットに保存されているコンテンツの所有権を譲渡できる
機能が含まれています。所有権を移行するには、 MediaLive バケットへの配信時に特定のアクセスコン
トロールリスト (ACL) を含めるように設定します。バケットの所有者が ACL を作成し、使用する ACL 
を提供します。ACL の詳細については、the section called “Amazon S3 アクセスコントロールリスト 
(ACL)” (p. 535) を参照してください。
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MediaLive による ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

での一時的な認証情報の使用 MediaLive

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

向けのクロスサービスプリン許可 MediaLive

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「AWS Elemental MediaLive のアクショ
ン、リソース、および条件キー」を参照してください。
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MediaLive ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

MediaLive両方のサービスと別のサービスの権限を必要とするアクションの例としては、 MediaLive コン
ソールを使用してパスワードパラメータを作成することが挙げられます。コンソールユーザー (プリンシ
パル) には、チャンネルを作成する権限が必要です。また、PutParameterでのアクションの許可も必要で
すAWS Systems Manager.

他のサービスのアクションのリストで、ユーザーが操作するときにアクセスする必要があるものについて
は MediaLive、を参照してくださいthe section called “リファレンス: ユーザーアクセスの概要” (p. 25)。

のサービスロール MediaLive

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、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 にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、 MediaLive の機能が破損する可能性があります。 
MediaLive が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

向けのサービスリンクロール MediaLive

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

AWS Elemental の Identity ベースのポリシーの例 
MediaLive
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、 MediaLive リソースを作成または変更するアクセス許可は
ありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS 
API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行
するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに 
IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む MediaLive、で定義されるアクションとリソースタイプの詳細に
ついては、「サービス認証リファレンス」の「AWS Elemental MediaLive のアクション、リソース、およ
び条件キー」を参照してください。

トピック

610

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_your_service.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_your_service.html


MediaLive ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

• ポリシーのベストプラクティス (p. 611)
• MediaLive コンソールの使用 (p. 611)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 612)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが MediaLive リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

MediaLive コンソールの使用
AWS Elemental MediaLive コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可セットが必要です。
これらのアクセス許可により、の MediaLive リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウン
ト。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリ
シーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

MediaLiveユーザーとロールがコンソールを使用できるように、 
MediaLiveConsoleAccessReadOnlyAWSエンティティにまたは管理ポリシーもアタッチします。詳細に
ついては、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。
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MediaLive ユーザーガイド
トラブルシューティング

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

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

AWS Elemental MediaLive Identity and Access のトラ
ブルシューティング
とIAM MediaLive 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
• でアクションを実行する権限がない MediaLive (p. 612)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 613)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに MediaLive リソースへのアクセスを許可したい (p. 613)

でアクションを実行する権限がない MediaLive
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。
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MediaLive ユーザーガイド
トラブルシューティング

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な medialive:GetWidget
アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 medialive:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、medialive:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセス
を許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
MediaLive にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して MediaLive でアクション
を実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロー
ルから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに MediaLive リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• MediaLive でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、を参照してくださいAWS 
Elemental と IAM MediaLive を連携する方法 (p. 605)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント 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。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
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MediaLive ユーザーガイド
コンプライアンス検証

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「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。

AWS Elemental Mlemental Mlemental Mlemental 
MediaLive

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。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 におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。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重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
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 は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Elemental での耐障害性MediaLive
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・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 Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。
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MediaLive ユーザーガイド
インフラストラクチャセキュリティ

AWS Elemental のインフラストラクチャセキュリ
ティMediaLive

マネージドサービスとして、AWS ElementalMediaLiveによって保護されているAWSで説明されている
グローバルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイト
ペーパー。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で MediaLive 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 以降を推奨し
ます。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)などの 
Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があり
ます。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

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、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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MediaLive 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 の今回のリリースの内容をまとめたものです。 MediaLive

• API バージョン:  最新

変更 説明 日付

チャンネルメンテナンス (p. 334) チャンネルメンテナンスの管理に
関する情報が拡張されました。

2023 年 5 月 4 日

リンク UHD ドルビー入力サポー
ト (p. 363)

Link UHD入力でサポートされて
いるオーディオコーデックのリス
トが更新され、ドルビーデジタル
とドルビーデジタルプラスが追加
されました。

2023 年 4 月 18 日

AWS Elemental Link デバイスの
タグ付け (p. 535)

AWS Elemental LinkAWS デバイ
スはリソースのタグ付けをサポー
トするようになりました。

2023 年 3 月 27 日

ガイドの再編成 (p. 164) フローを改善するためにガイド
が再編成されました。「」セク
ションは削除されました。主な変
更点は次のとおりです。主要な手
順がナビゲーションパネルの最上
位に移動されました。これらのセ
クションには、「チャンネルをゼ
ロから作成する」、「入力を作成
する」、「出力グループと出力を
作成する」、「出力エンコードの
作成」、「スケジュールの作成」
があります。予約は、価格と合わ
せてガイドの先頭に移動されまし
た。最後に、リソースの操作に関
するセクションが「リソースの操
作」にまとめられました。

2023 年 3 月 24 日

MediaLive アラート (p. 297) このガイドには、 MediaLiveチャ
ンネルが稼働しているときに生
成される可能性のあるアラートの
リストが含まれるようになりまし
た。

2023 年 3 月 10 日

自動入力フェイルオーバーの修
正 (p. 396)

標準チャンネルでのパイプライン
の障害 (シナリオ 1) MediaLive の
処理方法の説明を修正しました。
テキストと図表が改訂されまし
た。

2023 年 3 月 3 日

Atmos搭載ドルビーデジタルプラ
スのSupport (p. 368)

サポートされている出力コーデッ
クのリストで、ドルビーデジタル
プラス with Atmosをサポートす
るコンテナが特定されるようにな
りました。

2023 年 2 月 21 日
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ニールセン透かしの透か
し (p. 489)

ニールセンのウォーターマーク
に関するセクションが更新され、
ローカルタイムゾーンを指定する
ための新しいフィールドが追加さ
れました。

2023 年 2 月 20 日

MediaLive 信頼できるエンティ
ティとして設定する (p. 46)

MediaLive 信頼できるエンティ
ティとしての設定に関するセク
ションが書き直されました。情報
が再編成されました。ただし、信
頼できるエンティティを設定する
ための基本ルールに変更はありま
せん。

2023 年 2 月 14 日

IAM 許可をセットアップす
る (p. 25)

ユーザーやその他のAWS ID に割
り当てる必要がある権限の識別に
関するセクションが更新されまし
た。情報が再編成されました。た
だし、ガイダンスやサービスとア
クションのリストに変更はありま
せん。

2023 年 2 月 14 日

AWS Identity and Access 
Management (p. 600)

IAM のベストプラクティスに合
わせてガイドを更新しました。詳
細については、「IAM のセキュ
リティのベストプラクティス」 
を参照してください。

2023 年 2 月 14 日

説明に基づく SCTE 35 メッセー
ジの処理 (p. 521)

この章には、広告利用モードと
メッセージ内のセグメンテー
ション記述子に応じて SCTE 35 
MediaLive メッセージを処理する
方法が説明されています。この情
報は、スプライス挿入モードでは
セグメンテーション記述子がない
メッセージは広告として扱われな
いことを明確にするために修正さ
れました。

2023 年 2 月 1 日

新しい指標 (p. 318) このガイドには、ドロップフレー
ム指標と SVQ 時間指標に関する
情報が含まれるようになりまし
た。

2023 年 1 月 26 日

タイムコードバーンイン (p. 537) ユーザーガイドに、タイムコード
を出力ビデオに書き込む方法につ
いての情報が記載されるようにな
りました。

2023 年 1 月 20 日

入力損失処理 (p. 438) このガイドには、既存の入力損
失時の動作機能に関する情報が
含まれるようになりました。 
MediaLive チャンネルへのビデオ
入力が失われた場合のメディア
の処理方法をカスタマイズできま
す。

2023 年 1 月 13 日
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ドルビー E 入力 (p. 378) このガイドには、 MediaLiveドル
ビーEオーディオ入力のサポート
について説明する新しいセクショ
ンがあります。

2022 年 12 月 22 日

ドルビー E オーディオ入
力 (p. 363)

入力でサポートされているオー
ディオコーデックのリストが更新
され、PCMでラップされたDolby 
Eが含まれるようになりました。

2022 年 12 月 22 日

AWS Elemental リンクレイテン
シーコントロール (p. 583)

AWS Elemental Link デバイスに
は、デバイスごとにバッファサイ
ズ (レイテンシー) を設定できる
新機能が追加されました。

2022 年 12 月 7 日

ドルビービジョン 8.1 への変
換 (p. 562)

ドルビービジョン8.1への変換
に関するこのセクションは、 
MediaLive HDR10以外のコンテ
ンツの一部に遭遇すると、その部
分の色空間と色空間のメタデータ
を通過することを明確にするため
に改訂されました。

2022 年 11 月 15 日

カラースペース (p. 543) 色空間の取り扱い手順を改訂し
ました。具体的には、 MediaLive 
ドルビービジョンのサポートに関
する詳細情報を提供しました。

2022 年 11 月 7 日

SCTE 35 メッセージの POIS 
シグナルコンディショニン
グ (p. 530)

このガイドには、SCTE-35メッ
セージのシグナルコンディショ
ニングを行うためのチャネルと
POISサーバーのセットアップに
関する情報が含まれるようになり
ました。

2022 年 10 月 14 日

参考トピック (p. 339) 参照トピックは、「機能」セク
ションから独自の「参照」セク
ションに移動されました。

2022 年 10 月 5 日

ドルビービジョン 8.1 プロファイ
ルのサポート (p. 545)

AWS Elemental は、ドルビービ
ジョン 8.1 MediaLive プロファイ
ルのカラースペースをサポートす
るようになりました。

2022 年 9 月 8 日

ドルビーアトモス搭載ドルビー
デジタルプラス (p. 375)

このガイドには、 MediaLive ド
ルビーデジタルプラスのドルビー
アトモスオーディオのサポートに
ついて説明する新しいセクション
があります。

2022 年 9 月 8 日

AWS Elemental リンクネット
ワーク診断 (p. 391)

AWS Elemental Link にオンボー
ドネットワーク診断ツールが追加
されました。

2022 年 9 月 8 日

AWS Elemental リンクリモー
トソフトウェアアップデー
ト (p. 585)

AWS Elemental Link デバイス
は、 MediaLive コンソールを使
用してリモートで更新できるよう
になりました。

2022 年 7 月 19 日
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AWS Elemental リンクのリモー
ト再起動 (p. 585)

AWS Elemental Link デバイス
は、 MediaLive コンソールを使
用してリモートで再起動できるよ
うになりました。

2022 年 7 月 19 日

予約自動更新 (p. 9) このガイドには、請求可能なリ
ソースを処理するための予約を自
動的に更新する方法と予約を購入
する方法が記載されています。

2022 年 6 月 29 日

HLS アクセシビリティキャプ
ション (p. 417)

ユーザーガイドが更新され、HLS 
MediaPackage と出力でのアクセ
シビリティキャプションの指定に
関する情報が追加されました。

2022 年 6 月 29 日

AWS Elemental リンクオーディ
オセレクター (p. 174)

Link デバイスが入力オーディオ
をエンコードする方法の変更を反
映して、オーディオセレクターガ
イダンスが更新されました。

2022 年 6 月 17 日

新しい AWS Elemental 
CloudWatch リンクメトリク
ス (p. 321)

AWS Elemental Link CloudWatch 
のメトリックスセクションがパ
ケット配信に関連する新しいメト
リックスで更新されました。

2022 年 3 月 21 日

フレームレート互換性 (p. 95) ユーザーガイドが更新され、フ
レームレート間の互換性を確保す
るためのガイダンスが追加されま
した。

2022 年 3 月 18 日

シングルUHD出力の制限を削
除 (p. 20)

ユーザーガイドが更新さ
れ、UHD エンコードに関する制
限が解除されました。この制限
は、CDI 入力を使用する場合にも
適用されます。

2022 年 2 月 28 日

AWS Elemental CloudWatch リ
ンクメトリクス (p. 321)

AWS Elemental CloudWatch リン
クがメトリクスをサポートするよ
うになりました。

2022 年 1 月 21 日

プログラム日付時刻 (PDT) ク
ロック (p. 214)

HLS 出力マニフェストの設定可
能なフィールドのリストが更新さ
れ、新しい PDT クロックソース
セレクターが含まれるようになり
ました。

2022 年 1 月 7 日

ブレークセグメンテーショ
ンタイプ ID が追加されまし
た (p. 517)

ブレークセグメンテーションタイ
プのドキュメントがスプライスイ
ンサートテーブルと Timesignal 
APOS テーブルに追加されまし
た。

2021 年 12 月 8 日

アーカイブ出力 HEVC のサポー
ト (p. 368)

アーカイブ出力が H.265 (HEVC) 
コーデックで利用可能になりまし
た。

2021 年 11 月 22 日
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SCTE-35 入力 PID 選択 (p. 528) AWS Elemental では、入力から
特定の SCTE-35 PID MediaLive 
値を選択できるようになりまし
た。

2021 年 11 月 19 日

ソースビデオのフレームレー
ト (p. 364)

ユーザーガイドでは、入力のコン
スタントフレームレート (CFR) 
MediaLive のみをサポートしてい
ることを明確にしています。可変
フレームレート (VFR) はサポー
トされていません。

2021 年 11 月 12 日

DVB-Sub の引き渡し (p. 410) ユーザーガイドに、PID と言語
コードの選択にかかわらず、入力
に存在する DVB-Sub 字幕が常に
出力に渡されることが明記されま
した。

2021 年 11 月 12 日

CloudWatch メトリクス:チャン
ネル入力エラーの秒数 (p. 317)

CloudWatch 新しいメトリクスが
追加されました。このメトリクス
は、特定の入力タイプに 1 つ以
上の回復不能パケットが含まれて
いる秒数を追跡します。

2021 年 11 月 12 日

トランスポートストリームファ
イル入力 (p. 357)

ユーザーガイドでは、最近追加さ
れたトランスポートストリーム 
(TS) ファイル入力サポートにつ
いて説明しています。

2021 年 11 月 4 日

ニールセン透かしの透か
し (p. 489)

AWS Elemental で、 MediaLive 
ニールセン透かしの作成がサポー
トされるようになりました。

2021 年 10 月 28 日

HLS 入力のオーディオ (p. 363) では、HLS 入力を更新して、 
MediaLive レンディショングルー
プでのオーディオの取り込みがサ
ポートされるようになったことを
明確にしました。

2021 年 9 月 10 日

Akamai ダイジェスト認
証 (p. 210)

ユーザーガイドでは、Akamai の
送信先でダイジェスト認証を使用
するときの正しい設定が文書化さ
れるようになりました。

2021 年 9 月 1 日

メンテナンスウィンドウ (p. 334) ユーザーガイドでは、最近追加さ
れたメンテナンスウィンドウ機能
が記載されています。この機能に
より、 MediaLive チャンネルで
定期的に実行されるメンテナンス
のタイミングを制御できます。

2021 年 8 月 26 日

WebVTT 字幕を使用したフォン
トスタイルのサポート (p. 405)

ユーザーガイドでは、出力字幕が 
WebVTT の場合、ソース字幕か
ら出力に色と位置スタイルを渡す
ことをサポートする最近実装され
た機能を説明しています。

2021 年 8 月 11 日
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SCTE-35 メッセージ情報のマニ
フェストからの抽出 (p. 512)

MediaLive HLS 入力のマニフェ
ストから広告使用可能情報を抽
出し、その情報をスプライス挿入
タイプの SCTE-35 メッセージに
変換する機能をサポートするよう
になりました。次いで、これらの
メッセージを出力に含めるように
チャンネルを設定できます。

2021 年 8 月 5 日

WebVTT 出力字幕 (p. 343) MediaLive は、DVB-SUB また
は SCTE-27 形式のオブジェクト
ベースのソース字幕を変換して 
WebVTT 出力字幕を生成する機
能をサポートするようになりまし
た。サポートされている字幕に関
するセクションと、字幕の操作に
関するセクションが改訂されまし
た。

2021 年 6 月 18 日

カラースペース (p. 543) 色空間の取り扱いに関するガイ
ダンスを改訂しました。AWS 
Elemental Link デバイスからの色
空間メタデータの取り込みに関す
る情報も追加されました。

2021 年 6 月 15 日

制約の追加: AWS Elemental Link 
UHD 入力料金 (p. 18)

ユーザーガイドには、デバイスの
タイプから入力を取り込むための
料金に関する情報が記載されてい
ます。

2021 年 6 月 15 日

CloudWatch アマゾンメトリッ
クス (p. 307)

MediaLive CloudWatch メトリク
スをサポートするようになりま
した。これらのメトリクスは、 
MediaLive CloudWatchのネーム
スペース内で発行されます。

2021 年 6 月 1 日

UDP 出力によるパイプライン
ロック (p. 495)

MediaLive UDP 出力によるパイ
プラインロックがサポートされる
ようになりました。

2021 年 5 月 26 日

ソースビデオの向き (p. 364) ユーザーガイドでは、 MediaLive 
横向きビデオのみをサポートして
いることを明確にしています。

2021 年 5 月 25 日

制約の追加: 入力切替についての
入力タイプ (p. 18)

ユーザーガイドには、入力切替
に含めることができる VOD 入力
のタイプについての説明がありま
す。

2021 年 5 月 25 日

MediaPackage 出力グループで
のトリックプレイ (p. 542)

MediaPackage 出力グループにト
リックプレイトラックを含めるこ
とができるようになりました。

2021 年 5 月 4 日

出力エンコードの共有とクロー
ン作成 (p. 532)

このガイドには、チャンネル内の
出力間で共有またはクローンエン
コードについて説明する新しいセ
クションがあります。

2021 年 5 月 4 日
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エンコードの共有の計画 (p. 114) エンコード出力の設計に関する
セクションが改訂され、チャンネ
ル内の出力内および出力間でエン
コードの共有またはクローン作成
に関するガイダンスを提供しまし
た。

2021 年 5 月 4 日

パイプラインのロック (p. 493) このガイドには、既存のパイプラ
インロック機能の仕組みを説明す
る新しいセクションがあります。

2021 年 5 月 4 日

回復性の改訂 (p. 504) チャンネルにおける回復性オプ
ションに関する情報を改訂しまし
た。ガイドのいくつかのセクショ
ンが改訂されました。

2021 年 4 月 13 日

出力料金を制御するプロパティ
の明確化 (p. 230)

チャンネルでのビデオエンコード
のセットアップに関するセクショ
ンには、各出力の料金の計算に
寄与するフィールド (解像度、フ
レームレート、ビットレート) に
関する情報が含まれています。

2021 年 4 月 13 日

QVBR レート制御による出力料
金の計算 (p. 565)

QVBR レート制御を使用する際
に正確な出力料金がわかるように
ビットレートを設定する方法に関
する情報を掲載しました。

2021 年 4 月 13 日

TTML 字幕を使用したフォントス
タイルのサポート (p. 405)

ユーザーガイドでは、出力字幕が 
TTML の場合、ソース字幕から出
力にフォントスタイルを渡すこと
をサポートする最近実装された機
能を説明しています。

2021 年 4 月 12 日

モーショングラフィックスオー
バーレイ (p. 479)

AWS Elemental は、チャンネル
のビデオに 1 MediaLive つのモー
ショングラフィックスのオーバー
レイを挿入する機能をサポートす
るようになりました。

2021 年 4 月 5 日

Amazon S3 アクセスコント
ロールリスト (ACL) のサポー
ト (p. 535)

このガイドには、最近追加された 
Amazon S3 への配信時の ACL の
サポートに関する情報が記載され
ました。

2021 年 3 月 30 日

MediaLive ワークフローウィザー
ド (p. 58)

コンソールには、機能するチャン
ネルをすばやく作成できるワーク
フローウィザードが追加されまし
た。

2021 年 3 月 3 日

CDI 入力による自動入力フェイ
ルオーバーのサポート (p. 426)

MediaLive 自動入力フェイルオー
バーペアとして 2 つの CDI 入力
の設定がサポートされるように
なりました。CDI 入力による自動
入力フェイルオーバーを実装する
には、2 つの CDI 入力をパート
ナー入力として設定する必要があ
ります。

2021 年 2 月 15 日
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制約の追加: オーディオセレクタ
の最大数 (p. 18)

ユーザーガイドでは、1 つのチャ
ンネルのオーディオ入力セレクタ
の最大数を指定しています。

2021 年 2 月 3 日

最大フレームキャプチャ出力と
エンコード (p. 18)

フレームキャプチャエンコードの
最大数に対する制限の拡張。

2021 年 2 月 2 日

イメージメディアプレイリスト
仕様によるトリックプレイト
ラック (p. 542)

HLS 出力グループにトリックプ
レイトラックを含めることができ
るようになりました。このトラッ
クは、イメージメディアプレイリ
ストの仕様、バージョン 0.4 に従
います。

2021 年 2 月 2 日

入力クリッピング (p. 437) HTTP サーバーに保存されている
ファイル入力のクリッピングがサ
ポートされるようになりました。

2021 年 2 月 1 日

CDI 入力の字幕 (p. 80) CDI 入力に字幕を含めることがで
きるようになりました。

2021 年 2 月 1 日

再構成 (p. 357) コンテナとコーデックのセクショ
ンは、入力コンテナとコーデッ
ク、もう 1 つは出力コンテナと
コーデックの 2 つのセクション
に分かれています。

2021 年 1 月 27 日

新機能 — VPC 経由での配
信 (p. 568)

Amazon 仮想プライベートクラウ
ド (Amazon VPC) に出力エンド
ポイントを持つチャンネルをセッ
トアップできるようになりまし
た。

2021 年 1 月 27 日

クォータセクションが移
動 (p. 16)

クォータに関する章をガイドの先
頭に移動しました。

2020 年 12 月 11 日

料金表セクションが移動 (p. 8) 料金設定に関する情報は、ガイド
の冒頭にある「What Is」(...とは
何か) の章から独自の章に移動し
ました。

2020 年 12 月 11 日

デバイス移管のアクセス許
可 (p. 31)

ユーザーアクセスの要件に関す
る情報が更新されて、移管しよ
うとするデバイスへのアクセスが
追加されました。このセクション
で、Devices (デバイス) という用
語を探してください。

2020 年 12 月 4 日

MediaLive デバイス (p. 389) 各チャンネルにアタッチできる 
Elemental Link 入力を 1 つのみと
いうルールはなくなりました。つ
まり、Elemental Link 入力を標準
チャンネル (2 つのパイプライン
を持つチャンネル) に含めること
ができます。

2020 年 12 月 4 日
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デバイス移管 (p. 586) ユーザーガイドが更新され、デバ
イスを別の AWS アカウントに移
管する方法についての説明が加わ
りました。

2020 年 12 月 4 日

出力グループ作成マニュアルの
改訂 (p. 180)

ダウンストリームシステムでの
ワークフローの計画に関するセク
ションの見直しの一環として、出
力グループの各タイプでの送信先
の設定に関するセクションを改訂
しました。

2020 年 11 月 9 日

入力の作成に関するドキュメン
トの改訂 (p. 587)

アップストリームシステムでの
ワークフローの計画に関するセク
ションの見直しの一環として、各
タイプの入力を作成する手順を改
訂しました。

2020 年 11 月 9 日

ワークフローの設計に関する情
報の改訂 (p. 68)

ワークフローの設計に関するセク
ションが改訂され、再編成されま
した。

2020 年 11 月 9 日

チャンネルの設計に関する情報
の改訂 (p. 95)

チャンネルの設計に関するセク
ションが改訂され、再編成されま
した。

2020 年 11 月 9 日

AAC オーディオコーデッ
ク (p. 339)

AAC コーデックのサポートされ
ているコーディングモード、プロ
ファイル、サンプリングレート、
およびビットレートの組み合わせ
をリストするセクションを追加し
ました。

2020 年 11 月 5 日

制約の追加: スケジュールアク
ションの最大数 (p. 18)

ユーザーガイドでは、チャンネル
スケジュールに含めることができ
るアクションの最大数を指定しま
す。

2020 年 10 月 2 日

オーディオのみの出力 (p. 373) このガイドには、オーディオのみ
を含む出力グループのセットアッ
プ方法を説明する新しいセクショ
ンがあります。

2020 年 9 月 4 日

EBU-TT-D 出力字幕 (p. 343) MediaLive 出力で EBU-TT-D 字
幕をサポートするようになりまし
た。サポートされている字幕に関
するセクションと、字幕の操作に
関するセクションが改訂されまし
た。

2020 年 7 月 24 日

入力準備のサポート (p. 241) チャンネルスケジュールは、即時
入力スイッチに関連付けられた入
力を準備する機能をサポートし、 
MediaLive スイッチを実行すると
きに発生する遅延を減らせるよう
になりました。

2020 年 6 月 18 日
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スケジュールアクションのイミ
ディエイトモードを完全にサ
ポート (p. 238)

チャンネルスケジュールは、スケ
ジュールのすべてのアクションの
即時開始タイプになりました。

2020 年 6 月 18 日

エレメンタルリンク入力の
クォータ (p. 16)

MediaLive クォータのテーブル
に、Elemental Link 入力のクォー
タが含まれるようになりました。

2020 年 5 月 29 日

デバイスの権限 (p. 31) ユーザーアクセスの要件に関す
る情報が更新されて、デバイスへ
のアクセスが追加されました。こ
のセクションで、Devices (デバ
イス) という用語を探してくださ
い。

2020 年 5 月 29 日

MediaLive デバイス (p. 389) AWS Elemental は、AWS 
Elemental Link hardware 
MediaLive ハードウェアデバイス
からストリーミングしているコン
テンツを取り込む機能をサポート
するようになりました。

2020 年 5 月 29 日

SMPTE-2038 の付属デー
タ (p. 533)

AWS Elemental は、特定の入力
の SMPTE-2038 PID MediaLive 
から特定の補助データを抽出する
機能をサポートするようになりま
した。

2020 年 5 月 29 日

AWSエレメンタルデバイ
ス (p. 581)

AWS Elemental Link MediaLive 
ハードウェアデバイスを表す、 
MediaLive このデバイスが追加さ
れました。

2020 年 5 月 29 日

強化された VQ モード (p. 563) AWS Elemental は、任意の 
H.264 ビデオエンコードで拡張 
VQ MediaLive モードをセット
アップする機能をサポートするよ
うになりました

2020 年 5 月 6 日

カラースペース (p. 543) AWS Elemental は、出力の HDR 
色空間から SDR MediaLive 色空
間への変換をサポートするように
なりました。

2020 年 5 月 6 日

SCTE 3.5 フォローモードでの
アクションのスケジュール設
定 (p. 238)

チャンネルスケジュールでは、
フォローモードでSCTE 35 メッ
セージを挿入するアクションを入
力する機能をサポートできるよう
になりました。既存の入力スイッ
チアクションに従うようにアク
ションを設定します。 MediaLive 
その入力スイッチの入力が終了
したときにアクションを挿入しま
す。

2020 年 4 月 24 日

出力グループ作成マニュアルの
改訂 (p. 180)

出力グループと出力の作成手順が
改訂され、再編成されました。

2020 年 4 月 23 日
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冗長な HLS マニフェス
ト (p. 473)

このガイドには、冗長な HLS マ
ニフェストに最近追加されたサ
ポートについて説明する新しいセ
クションがあります。

2020 年 4 月 23 日

HLS 出力グループのカスタムマ
ニフェスト (p. 469)

このガイドには、HLS マニフェ
ストのパスをカスタマイズする
既存の機能を説明する新しいセク
ションがあります。

2020 年 4 月 23 日

チャンネルクラスを変更するた
めのセクション (p. 581)

チャンネルクラスの変更に関す
る情報は、検索しやすくするた
めに移動されました。情報は、 
MediaLive チャンネルセクション
の独自のサブセクションになりま
した。

2020 年 4 月 3 日

レジリエンシー・セクショ
ン (p. 504)

MediaLive 機能セクションには、 
MediaLiveチャンネルの回復性を
向上させるためのさまざまな機能
の一覧のサブセクションが含まれ
ています。ガイドのいくつかのセ
クションが改訂されました。

2020 年 4 月 3 日

新しい機能 — 自動入力エ
ラー (p. 392)

2 つの入力を入力フェイルオー
バーペアとして設定するサポート
が追加されました。これにより、
アップストリームで問題が発生し
た場合にチャンネルに回復力を提
供します MediaLive。

2020 年 4 月 3 日

チャンネルクラス (p. 428) 「」 MediaLive セクションに
は、パイプラインの冗長性を制御
するチャンネルクラスに関するサ
ブセクションが含まれるようにな
りました。以前は、この既存の機
能に関する情報は、ガイドで見つ
けるのが困難でした。

2020 年 4 月 3 日

タイムコード設定 (p. 537) ユーザーガイドには、入力のタ
イムコードおよび出力内のタイム
コードに対してサポートされてい
る標準を含む、タイムコードの設
定に関する情報が含まれるように
なりました。

2020 年 3 月 26 日

HLS 出力のオーディオレンディ
ショングループ (p. 381)

このガイドには、HLS 出力の
オーディオレンディショングルー
プの既存の機能を説明する新しい
セクションがあります。

2020 年 3 月 3 日

入力切り替えの制限事項 (p. 452) 入力と VPC MediaConnect 入力
の両方を 1 つのチャンネルにア
タッチできないというルールが適
用されなくなりました。このルー
ルは制限のリストから削除されま
した。

2020 年 2 月 2 日
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フレームキャプチャ出力
数 (p. 365)

チャンネルには、最大 3 つのフ
レームキャプチャ出力グループ
を含めることができます。以前
は、1 つしか含むことができませ
んでした。

2020 年 1 月 31 日

新しい変数データ識別子:$sn$ 
は、出力にビデオのセグメント
番号を挿入します。 (p. 370)

AWS Elemental は、HLS および 
MediaPackage 出力の各セグメン
トに ID3 MediaLive $sn$ タグを
挿入する機能を挿入する変数デー
タ識別子をサポートしています。

2019 年 12 月 31 日

ID3 セグメントタグ付け (p. 433) AWS Elemental は、HLS 
MediaPackage および出力のすべ
てのセグメントに ID3 MediaLive 
タグを挿入する機能をサポートす
るようになりました。

2019 年 12 月 31 日

規則と制約の要約 (p. 18) ユーザーガイドに、AWS 
Elemental MediaLive に適用され
る規則と制約の一部を説明するセ
クションが追加されました。

2019 年 12 月 12 日

マルチプレックスの IAM アクセ
ス要件 (p. 31)

マルチプレックス機能に必要
な操作のリストが ec2 を含
むように改訂されました。 
DescribeAvailabilityZones。

2019 年 12 月 12 日

ニールセン透かしの透か
し (p. 492)

AWS Elemental は、ニールセン
透かしのID3 MediaLive メタデー
タに変換する機能をサポートする
ようになりました。

2019 年 12 月 9 日

SCTE 3.5 イミディエイトモード
でのアクションのスケジュール
設定 (p. 238)

チャンネルスケジュール
は、SCTE 35 メッセージを直ち
に挿入するアクションを入力する
機能をサポートするようになりま
した。以前は決まった時間にのみ
挿入できました。

2019 年 11 月 25 日

MediaLive マルチプレックスの
権限 (p. 31)

ユーザーアクセスの要件に関する
情報が更新され、マルチプレック
ス機能へのアクセスが追加されま
した。

2019 年 11 月 25 日

マルチプレックスと 
MPTS (p. 481)

マルチプレックスを作成して 
MPTS を生成できるようになり
ました。

2019 年 11 月 25 日

カラースペース (p. 543) AWS Elemental に、色空間を
変換するためのオプション、 
MediaLive ビデオの色空間メタ
データを処理するためのオプショ
ンが追加されました。

2019 年 9 月 12 日
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広告表示先: HLS でのマニフェス
トデコレーション (p. 510)

これで、HLS 出力グループで、
マニフェストデコレーションを有
効にし、SCTE-35 パススルーを
無効にできるようになりました。
(以前は、両方の機能を無効にす
るか、同じ出力グループで両方の
機能を有効にする必要がありまし
た)。

2019 年 9 月 12 日

即時入力切り替えの
Support (p. 239)

チャンネルスケジュールは、でき
るだけ早く入力を切り替えるリク
エスト (即時モード) を入力する
機能をサポートするようになりま
した。

2019年7月25日

即時入力切り替えの
Support (p. 240)

チャンネルスケジュールは、でき
るだけ早く入力を切り替えるリク
エスト (即時モード) を入力する
機能をサポートするようになりま
した。

2019年7月25日

入力クリッピング (p. 437) MediaLive ファイルの一部のみを
取り込むことができるようになり
ました。クリッピング手順は、ス
ケジュールで設定した入力切り替
えアクションに含まれています。

2019年7月25日

ダイナミック入力 (p. 429) MediaLive スケジュールの入力切
り替え機能で、動的入力への切り
替えがサポートされるようになり
ました。動的入力では、入力を切
り替えるたびに異なるファイルを
指定します。

2019年7月25日

セキュリティ情報 (p. 599) 新しい「セキュリティ」の章に
は、セキュリティとコンプライア
ンスの目標を満たすように AWS 
Elemental MediaLive を設定する
方法に関する情報が含まれていま
す。

2019 年 5 月 28 日

ユーザーガイドの再編成 (p. 1) ユーザーガイドの章が再編成さ
れ、名前が変更されました。削除
されたセクションはありません。
の「コンポーネント」は、まとめ
て表示されるようにソートされ 
(チャンネル、入力など)、一部の
セクションは「MediaLive 機能」
と呼ばれる章に移動しました。 
MediaLive

2019 年 5 月 28 日

VPC 入力のクォータ (p. 16) MediaLive クォータのテーブルに 
VPC 入力のクォータが含まれる
ようになりました。

2019 年 5 月 3 日

チャンネルクラスの変更 (p. 580) 既存のチャンネルのチャンネルク
ラスを変更できるようになりまし
た

2019 年 5 月 3 日
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チャンネルクラスの変更 (p. 581) 既存のチャンネルのチャンネルク
ラスを変更できるようになりまし
た

2019 年 5 月 3 日

標準チャンネルと単一パイプラ
インチャンネル (p. 165)

単一パイプラインでチャンネルを
設定できるようになりました。
[チャンネルの作成)] ページに
は、[チャンネルクラス] フィール
ドが含まれています。

2019 年 4 月 5 日

VPC 配信の信頼済みエンティ
ティのアクセス許可 (p. 53)

信頼されたエンティティのアクセ
ス許可に関する情報が、VPC 配
信機能をサポートするために必要
なアクションを含むように更新さ
れました。

2019 年 3 月 22 日

MediaPackage 出力グルー
プ (p. 216)

新しい出力グループタイプ:こ
れにより MediaPackage、AWS 
Elemental に出力を送信できます 
MediaPackage。この新しい出力
グループタイプは、配信用に合理
化された HLS 出力を作成します 
MediaPackage。

2019 年 3 月 13 日

チャンネルパイプラインの一時
停止と一時停止解除のサポー
ト (p. 244)

チャンネルスケジュールは、チャ
ンネルのパイプラインを一時停止
および一時停止解除するアクショ
ンを入力する機能をサポートする
ようになりました。

2019 年 3 月 8 日

暗号化された HLS ソースのサ
ポート (p. 76)

MediaLive 暗号化された HLS 
ソースの取り込みがサポートされ
るようになりました。

2019 年 3 月 5 日

VPC からのプッシュ入
力 (p. 587)

RTP プッシュ入力または 
RTMP プッシュ入力を作成し
て、Amazon VPC 内のアップ
ストリームシステムからにコ
ンテンツをプッシュできます 
MediaLive。入力に関する章やゼ
ロからのチャンネルの作成に関す
る章など、いくつかの章が更新さ
れました。

2019 年 2 月 20 日

予約のクォータ (p. 16) MediaLive クォータのテーブル
に、予約のクォータが含まれるよ
うになりました。

2019 年 2 月 11 日

タグ付け (p. 535) チャンネル、入力、入力セキュ
リティグループ、マルチプレック
ス、および予約へのタグのアタッ
チがサポートされるようになりま
した。

2019 年 2 月 8 日
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フレームキャプチャ出力グルー
プ (p. 186)

一連のフレームキャプチャファ
イルを Amazon Simple Storage 
Service に送信する新しい出力
グループタイプ (フレームキャプ
チャ出力グループ) が追加されま
した。

2019 年 1 月 25 日

AWS CloudTrail との統
合 (p. 331)

で MediaLive API コールのログ記
録がサポートされるようになりま
した CloudTrail。

2019 年 1 月 18 日

AWS Elemental との統合 
MediaConnect (p. 587)

AWS Elemental MediaConnect か
らのフローをチャンネルの入力
として使用するように設定できま
す。入力に関する章とチャンネル
をゼロから作成する方法に関する
章に、情報が追加されました。

2018 年 12 月 7 日

スケジュールの書類の改
訂 (p. 238)

チャンネルスケジュールは、ある
入力を別の入力に取り込むために
チャンネルを切り替えるようアク
ションを入力する機能をサポート
するようになりました。この章は
改訂されました。

2018 年 11 月 8 日

入力スイッチング (p. 448) 入力切り替えがサポートされま
した。チャンネルは複数の入力で
設定する必要があり、スケジュー
ルにはある入力から別の入力に
切り替えるアクションが含まれて
いる必要があります。入力切り替
えに関する新しい章が追加されま
した。さらに、入力切り替えに必
要な複数の入力に関する情報が、
チャンネルの計画と作成に関する
既存の章に追加されています。

2018 年 11 月 8 日

入力クォータの変更 (p. 16) 入力のクォータは、プッシュ、プ
ル、VPC プッシュの 3 つのカテ
ゴリに分類されるようになりまし
た。

2018 年 11 月 8 日

QVBR レート制御モード機
能 (p. 565)

チャンネルの出力でのビデオエ
ンコードの設定の一部として、
レート制御フィールドのオプショ
ンが新たに追加されました。こ
のオプションは、[quality-defined 
variable bitrate (品質が定義され
た可変ビットレート)] (QVBR) で
す。

2018 年 10 月 17 日

ドキュメントのみの更新、RSS 
フィードの導入 (p. 616)

このユーザーガイドの更新の通知
を受け取るために RSS フィード
をサブスクライブすることができ
ます。

2018 年 6 月 21 日
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変更 説明 日付

AWS Elemental の冗長チャンネ
ルの要件 MediaPackage

ダウンストリームシステムが 
AWS Elemental である場合 
MediaPackage、そのサービス
に 2 つのチャンネルを設定する
必要はなくなりました。「the 
section called “ステップ 2: ダウ
ンストリームシステムを設定す
る” (p. 62)」セクションと「the 
section called “ステップ 6: ダ
ウンストリームシステムとの調
整” (p. 83)」セクションは、この
変更を反映するように修正され
ました。

2018 年 8 月 31 日

スケジュール機能 SCTE-35 メッセージと静止イ
メージオーバーレイをチャン
ネルのスケジュールに追加する
ためのサポートが追加されまし
た。これにより、実行中のチャ
ンネルに含めることができま
す。

「設定:スケジュールの作
成 (p. 238)」セクションと「the 
section called “イメージオーバー
レイ” (p. 435)」セクションが追
加されました。

2018 年 8 月 24 日

予約機能 処理のために予約を購入するた
めのサポートが追加されまし
た。予約では、特定の処理をよ
り低価格で購入できます。「the 
section called “予約” (p. 9)」セク
ションが追加されました。

2018 年 6 月 19 日

チャンネルログ機能 ログ情報を Amazon CloudWatch 
Logs に送信するためのサポート
が追加されました。「the section 
called “ログ記録” (p. 178)」セク
ションと「the section called “ 
CloudWatch ログを使用したモニ
タリング” (p. 328)」セクション
が追加されました。ログの設定
を含むように「the section called 
“ユーザーの IAM アクセス許可の
取得” (p. 25)」セクションが改訂
されました。

2018 年 13 月 6 日

コンソールのアラート機能 コンソールでチャンネルアラー
トを表示するためのサポートが
追加されました。業務:アクティ
ビティのモニタリング (p. 294)
を参照してください。アラート
の設定に関する情報がこの章に
移動されました。

2018 年 6 月 6 日
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変更 説明 日付

RTMP 出力のサポート 「the section called “ステップ 
6: ダウンストリームシステムと
の調整” (p. 83)」に RTMP の情
報が追加されました。「」the 
section called “RTMP 出力グルー
プ” (p. 223) セクションが追加
されました。 the section called 
“字幕カテゴリ” (p. 346)RTMP 
が含まれるようになりました 
CaptionInfo。 the section called 
“RTMP 出力” (p. 354)「」セク
ションが追加されました。

2018 年 4 月 18 日

入力編集機能、入力セキュリ
ティグループ編集機能

既存の入力の編集と既存の入力
セキュリティグループの編集が
サポートされるようになりまし
た。「the section called “入力
の編集” (p. 589)」を参照してく
ださい。the section called “入
力セキュリティグループの編
集” (p. 592)

2018 年 3 月 23 日

入力削除機能、入力セキュリ
ティグループ削除機能

入力の削除と入力セキュリ
ティグループの削除がサポー
トされるようになりました。
「the section called “入力の
編集” (p. 589)」を参照してく
ださい。the section called “入
力セキュリティグループの編
集” (p. 592)

2018 年 3 月 23 日

チャンネルの作成 「設定:チャンネルの作成
 (p. 164)」が大幅に改訂されて、
特に出力グループの送信先の設
定に関する情報と例が追加され
ました。

2018 年 3 月 23 日

入力仕様機能 入力仕様のフィールドを使用す
ることで、サービスによって
十分な処理リソースが割り当て
られ、処理料金が正しく計算さ
れます。the section called “入
力パート 1: 入力をアタッチす
る” (p. 168) を参照してくださ
い。

2018 年 2 月 15 日

チャンネル編集機能 既存の (保存済みの) チャンネル
のフィールドの編集がサポート
されるようになりました。the 
section called “チャネルの編
集” (p. 580) を参照してくださ
い。

2018 年 2 月 15 日
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カスタムテンプレート機能 ユーザーは既存のチャンネルか
らカスタムテンプレートを作成
し、それらのテンプレートを新
しいチャンネルにインポートで
きます。the section called “テ
ンプレートからのチャンネルの
作成” (p. 578) を参照してくださ
い。

2018 年 2 月 15 日

新しいサービスとガイド これは『MediaLive ユーザーガイ
ド』の初回リリースです。

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。

• MediaLive のコンポーネントは、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に対して、(i) AVC 規格に準拠したビデオ (以下「AVCビデオ」) のエン
コード、および (ii) 個人的かつ非商業活動に従事する消費者がエンコードした AVC ビデオのデ
コード、および/または AVC ビデオの提供を許可されているビデオプロバイダから入手したビ
デオのデコードが許諾されています。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。 MediaLive のコンポーネントは、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に対して、(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」) のエンコード、および (ii) 個人的かつ非商業活
動に従事する消費者がエンコードした AVC ビデオのデコード、および/または AVC ビデオの
提供を許可されているビデオプロバイダから入手したビデオのデコードが許諾されています。
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。

• MediaLive 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
らは未公開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。

633

http://www.mpegla.com


MediaLive ユーザーガイド

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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