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MediaPackageを初めてお使いになる方向けの情報

AWS Elemental MediaPackage とは
AWS Elemental MediaPackage (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。を使用すると MediaPackage、安全性、スケーラビリティ、信頼性に優
れたビデオストリームをさまざまな再生デバイスやコンテンツ配信ネットワーク (CDN) に配信できます。

MediaPackage は、ブロードキャストグレードの視聴体験を視聴者に提供し、コンテンツを柔軟に制御お
よび保護できます。さらに、 MediaPackage 耐障害性とスケーラビリティを備えているため、適切な量の
リソースが適切なタイミングで提供されます。手動での介入は不要です。

トピック
• MediaPackageを初めてお使いになる方向けの情報 (p. 1)
• 概念と用語 (p. 1)
• サポートされている入力と出力 (p. 3)
• MediaPackage 仕組み (p. 9)
• AWS Elemental の機能 MediaPackage (p. 14)
• 関連サービス (p. 16)
• アクセスする MediaPackage (p. 16)
• の価格 MediaPackage (p. 17)
• のリージョン MediaPackage (p. 17)

MediaPackageを初めてお使いになる方向けの情報
を初めて使用する方には MediaPackage、以下のセクションを初めに読むことをお勧めします。

• 概念と用語 (p. 1)
• MediaPackage 仕組み (p. 9)
• AWS Elemental の機能 MediaPackage (p. 14)
• AWS Elemental の使用開始 MediaPackage (p. 31)

概念と用語
AWS Elemental MediaPackage (MediaPackage) には次のコンポーネントが含まれています。

Just-in-time パッケージング

MediaPackage just-in-time パッケージング (JITP) を実行します。再生デバイスからコンテンツがリク
エストされると、 MediaPackage ライブビデオストリームが動的にカスタマイズされ、リクエスト元
のデバイスと互換性のある形式でマニフェストが作成されます。

配信サービス

MediaPackage は、メディアコンテンツ配信の起点であるため、配信サービスと見なされます。
パッケージャ

パッケージャは、各種のプレーヤーからのアクセスに合わせて出力ストリームを準備します。パッ
ケージャタイプにより、 MediaPackage エンドポイントから配信するストリーミング形式 (Apple 
HLS、DASH-ISO、Microsoft Smooth Streaming、または CMAF) が指定されます。追加のパッケー
ジャ設定には、バッファと更新の所要期間やマニフェストタグの処理手順などが含まれます。
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ライブのコンポーネント

パッケージャはエンドポイントの一部です。パッケージャは、エンドポイントごとに 1 つに限られま
す。同じコンテンツに対して複数の異なるパッケージャタイプを使用するには、チャネルで複数のエ
ンドポイントを作成します。

ソースコンテンツ

ソースコンテンツは、 MediaPackage が取り込むライブストリームとビデオファイルです。
• ライブビデオの場合、ソースコンテンツは AWS Elemental MediaLive などのアップストリームエン

コーダーから取得されます。 MediaPackage HLS のソースコンテンツをサポートします。
• ビデオオンデマンド (VOD) の場合、ソースコンテンツは、AWSアカウントの Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3) バケットに格納されます。 MediaPackage HLS および MP4 (.smil マ
ニュフェスト形式) のコンテンツをサポートします。

ストリーム

ストリームとは、 MediaPackageのコンテンツの入力および出力のことです。

ライブワークフローの場合、アップストリームエンコーダーはライブストリームを MediaPackage へ
の入力としてチャネルに送信します。ダウンストリームデバイスからコンテンツの再生がリクエスト
されると、 MediaPackage ストリームが動的にパッケージ化され (パッケージャタイプの指定、暗号
化の追加、トラックの出力設定を含む)、エンドポイントの出力としてリクエスト元のデバイスに配信
されます。エンドポイントは複数のストリームを生成できます。

VOD ワークフローの場合、 MediaPackage Amazon S3 からファイルベースのコンテンツを取得しま
す。ライブワークフローの場合と同様、ダウンストリームデバイスからコンテンツの再生がリクエス
トされると、 MediaPackage ストリームが動的にパッケージ化され、アセットリソースの出力として
リクエスト元のデバイスに配信されます。

ジョブの追跡

追跡では、出力コンテンツのストリームが構成されます。 MediaPackage 選択したビデオ、オーディ
オ、サブタイトルまたはキャプションのトラックを出力ストリームに含めます。ストリームは、こ
れらのトラックを (直接または CDN 経由で) プレーヤーに配信します。プレーヤーは、プレーヤーロ
ジックまたはネットワーク条件 (使用可能な帯域幅など) に基づいてトラックを再生します。

ライブのコンポーネント
では、ライブのワークフローに次のコンポーネントが適用されます MediaPackage。

チャンネル

チャネルは、コンテンツストリームへのエントリポイントを表します MediaPackage。AWS 
Elemental などのアップストリームエンコーダーにより、 MediaLiveチャネルにコンテンツが送信され
ます。 MediaPackage コンテンツストリームを受信すると、コンテンツがパッケージ化され、チャネ
ルに作成したエンドポイントからストリームが出力されます。アダプティブビットレート (ABR) スト
リームの受信セットごとに 1 つのチャンネルがあります。

エンドポイント

エンドポイント は、チャネルの一部として MediaPackage のパッケージ化面を担当します。チェネル
でエンドポイントを作成するときに、出力ストリームで使用するストリーミング形式、パッケージン
グパラメータ、および機能を指定します。ダウンストリームデバイスは、エンドポイントに対してコ
ンテンツをリクエストします。チャネルは複数のエンドポイントを持つことができます。

収集ジョブ

収集ジョブは、ライブコンテンツストリームから VOD アセットを抽出するために作成するタスク
です。収集ジョブでは、VOD アセットの開始時間と終了時間、 MediaPackage アセットの保存場所
が定義されます。ジョブの実行時に、 MediaPackage 指定した時間に対応する HLS クリップが作成
されます。このクリップは、選択した Amazon S3 バケットに VOD アセットとして保存されます。 
MediaPackage の VOD 機能を使用して、アセットをエンドユーザーに提供できます。
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VOD コンポーネント

VOD コンポーネント
の VOD ワークフローには、次のコンポーネントが適用されます MediaPackage。

アセット

アセットは、ファイルベースのコンテンツへのエントリポイントを表します MediaPackage。 
MediaPackage アセット内の情報を使用して、Amazon S3 からソースコンテンツを検索し、ソース
コンテンツを取り込みます。でアセットを作成する際 MediaPackage、1 つ以上のパッケージング設
定を保持するパッケージンググループにアセットを関連付けます。アセットとパッケージング設定の
それぞれの組み合わせで、再パッケージ化されたコンテンツ再生用の 1 つの URL が利用できます。
各アセットは、1 つのパッケージンググループ内にあるすべてのパッケージング設定と関連付けられ
ています。

パッケージング設定

パッケージング設定では、 MediaPackage でソースコンテンツがビューワーにどのようにフォーマッ
ト、暗号化、配信されるかが定義されます。パッケージ構成には、ストリームの選択、暗号化、セグ
メントの長さと結合、1 つ以上の HLS、DASH、MSS、または CMAF マニフェスト定義などの設定が
含まれます。

パッケージンググループ

パッケージンググループは、1 つ以上のパッケージング設定のセットです。グループは、複数のア
セットに関連付けることができるため、グループを使用すると、複数のパッケージンググループを効
率的に複数のアセットに関連付けることができます。

サポートされている入力と出力
このセクションでは、AWS Elemental でライブおよびビデオオンデマンド (VOD) MediaPackage コンテン
ツ用にサポートされる、入力タイプ、入力コーデック、出力コーデックについて説明しています。

トピック
• ライブでサポートされるコーデックおよび入力タイプ (p. 3)
• Live-to-VOD でサポートされるコーデックおよび入力タイプ (p. 5)
• VOD でサポートされるコーデックおよび入力タイプ (p. 6)

ライブでサポートされるコーデックおよび入力タイプ
以下のセクションでは、ライブストリーミングコンテンツに対してサポートされる入力タイプおよびコー
デックについて説明します。

サポートされている入力タイプ
以下は、 MediaPackage ライブコンテンツをサポートする入力タイプです。

MediaPackage 入力タイプ ユースケース

HLS HTTPS プロトコルを使用して、外部ソースまたは
エンコーダー (AWS Elemental など MediaLive) か
ら、HLS ストリームをプッシュします。

その他の要件:

• 入力は WebDAV を介し、ダイジェスト認証を使
用する必要があります。
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MediaPackage 入力タイプ ユースケース
• メディアセグメントは暗号化されていない。
• ストリームには、Mux 処理された動画と音声ト

ラック、あるいは Mux 処理されていないトラッ
クのいずれかを含めることができます。

• 入力には少なくとも 1 つのビデオトラックが含
まれている必要があります。 MediaPackage ビ
デオトラックを含まない入力はサポートされま
せん。

サポートされる入力コーデック
以下は、 MediaPackage ソースコンテンツストリームをサポートするビデオ、および字幕のコーデックで
す。

メディアコンテナ ビデオコーデック オーディオコーデック サブタイトル/キャプ
ション形式

• 動画: TS
• 音声: 

TS、AAC、AC3、あ
るいは EC3

• H.264 (AVC)
• H.265 (HEVC) と 

HDR-10 のサポート

• AAC
• ドルビーデジタル
• ドルビーデジタルプ

ラス

• WebVTT
• CEA-608 および 

CEA-708 クローズド
キャプション

サポートされる出力コーデック
以下は、 MediaPackage ライブコンテンツの配信時にサポートされる、ビデオ、および字幕のコーデック
です。

エンドポイント
タイプ

マニフェスト形
式

メディアコンテ
ナ

ビデオコーデッ
ク

オーディオコー
デック

サブタイトル/
キャプション形
式

Apple HLS HLS • 動画: TS
• 音声: TS ま

たは AAC

• H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• WebVTT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

DASH-ISO MPEG-DASH MP4 • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• EBU-TT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

Microsoft 
Smooth

MSS MP4 • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

DFXP
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エンドポイント
タイプ

マニフェスト形
式

メディアコンテ
ナ

ビデオコーデッ
ク

オーディオコー
デック

サブタイトル/
キャプション形
式

CMAF HLS CMAF • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• WebVTT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

Live-to-VOD でサポートされるコーデックおよび入力
タイプ
以下のセクションでは、AWS Elemental のストリーミングコンテンツから収集された Live-to-VOD アセッ
トでサポートされる、 MediaPackage入力タイプとコーデックについて説明しています。

サポートされている入力タイプ
以下は、Live-to-VOD MediaPackage アセット用にサポートされている入力タイプです。

MediaPackage 入力タイプ ユースケース

HLS HLS または DASH のライブエンドポイントの一部
を抽出し、それを Live-to-VOD アセットとして保
存します。 MediaPackage

その他の要件:

• エンドポイントには、収集可能な Live-to-VoD ア
セットの最大長を決定するスタートオーバー期
間が定義されている必要があります。

• ストリームには、Mux 処理された動画と音声ト
ラック、あるいは Mux 処理されていないトラッ
クのいずれかを含めることができます。

• 入力には少なくとも 1 つのビデオトラックが含
まれている必要があります。 MediaPackage ビ
デオトラックを含まない入力はサポートされま
せん。

サポートされる入力コーデック
以下は、Live-to-VOD MediaPackage アセットをサポートするビデオ、および字幕のコーデックです。

メディアコンテナ ビデオコーデック オーディオコーデック サブタイトル/キャプ
ション形式

• 動画: TS
• 音声: 

TS、AAC、AC3、あ
るいは EC3

• H.264 (AVC)
• H.265 (HEVC) と 

HDR-10 のサポート

• AAC
• ドルビーデジタル
• ドルビーデジタルプ

ラス

• WebVTT
• CEA-608 および 

CEA-708 クローズド
キャプション
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サポートされる出力コーデック
以下は、Live-to-VOD アセットを Amazon S3 MediaPackage バケットに保存するときにサポートされる、
ビデオ、および字幕のコーデックです。エンドポイントは、クリアな (暗号化されていない) または暗号化
された、DASH または HLS コンテンツのどちらかを提供する必要があります。

エンドポイント
タイプ

マニフェスト形
式

メディアコンテ
ナ

ビデオコーデッ
ク

オーディオコー
デック

サブタイトル/
キャプション形
式

Apple HLS HLS • 動画: TS
• 音声: TS ま

たは AAC

• H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• WebVTT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

DASH-ISO MPEG-DASH MP4 • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• EBU-TT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

VOD でサポートされるコーデックおよび入力タイプ
以下のセクションでは、ファイルベースのビデオオンデマンド (VOD) コンテンツに対してサポートされる
入力タイプおよびコーデックについて説明します。

サポートされている入力タイプ
以下は、VOD MediaPackage コンテンツ用にサポートされている入力タイプです。

MediaPackage 入力タイプ ユースケース

HLS 安全な接続の有無にかかわらず、Amazon S3 バ
ケットから HLS ストリームセットをプルします。

その他の要件:

• メディアセグメントは暗号化されていない。
• ストリームには、Mux 処理された動画と音声ト

ラック、あるいは Mux 処理されていないトラッ
クのいずれかを含めることができます。

• 入力には少なくとも 1 つのビデオトラックが含
まれている必要があります。 MediaPackage ビ
デオトラックを含まない入力はサポートされま
せん。

SMIL セキュアな接続の有無にかかわらず、.smil マニ
フェストで参照される MP4 ストリームセットをプ
ルします。.smil マニフェストの詳細については、
「.smil マニフェストでの要件 (p. 8)」を参照
してください。
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MediaPackage 入力タイプ ユースケース
その他の要件:

• MP4 コンテナは断片化されていない。
• メディアセグメントは暗号化されていない。
• ストリームには、Mux 処理された動画と音声ト

ラック、あるいは動画トラックのいずれかを含
めることができます。

• 各ストリームでは、タイムベースを等しくする
必要があります。

サポートされる入力コーデック
以下は、 MediaPackage ファイルベースのソースコンテンツをサポートするビデオ、および字幕のコー
デックです。

入力タイプ メディアコンテナ ビデオコーデック オーディオコー
デック

サブタイトル/キャ
プション形式

HLS • 動画: TS
• 音声: 

TS、AAC、AC3、
あるいは EC3

• H.264 (AVC)
• H.265 (HEVC) 

と HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジタ

ル
• ドルビーデジタ

ルプラス

• WebVTT
• CEA-608 および 

CEA-708 クロー
ズドキャプショ
ン

SMIL MP4 (断片化なし) • H.264 (AVC)
• H.265 (HEVC) 

と HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジタ

ル
• ドルビーデジタ

ルプラス

SRT

サポートされる出力コーデック
以下は、VOD MediaPackage コンテンツの配信用にサポートされる、ビデオ、および字幕のコーデックで
す。

エンドポイント
タイプ

マニフェスト形
式

メディアコンテ
ナ

ビデオコーデッ
ク

オーディオコー
デック

サブタイトル/
キャプション形
式

Apple HLS HLS • 動画: TS
• 音声: 

TS、AAC、AC3、
あるいは 
EC3

• H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• WebVTT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

DASH-ISO MPEG-DASH MP4 • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 

• AAC
• ドルビーデジ

タル

• EBU-TT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
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VOD でサポートされるコーデックおよび入力タイプ

エンドポイント
タイプ

マニフェスト形
式

メディアコンテ
ナ

ビデオコーデッ
ク

オーディオコー
デック

サブタイトル/
キャプション形
式

HDR-10 のサ
ポート

• ドルビーデジ
タルプラス

ローズドキャ
プション

Microsoft 
Smooth

MSS MP4 • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

DFXP

CMAF HLS CMAF • H.264 (AVC)
• H.265 

(HEVC) と 
HDR-10 のサ
ポート

• AAC
• ドルビーデジ

タル
• ドルビーデジ

タルプラス

• WebVTT
• CEA-608 

および 
CEA-708 ク
ローズドキャ
プション

.smil マニフェストでの要件
VOD MP4 アセットを AWS Elemental に送信する場合 MediaPackage、.smilマニフェストを含める必要が
あります。.smil マニフェストは、アセット内のすべてのファイルのラッパーとして機能する XML ファイ
ルで、どの MP4 が 1 MediaPackage つのアセットの一部であるかを知らせます。

リソース

• .smil マニフェストの作成に関するガイダンスについては、「AWS Elemental MediaPackage VOD を使
用した.smil」(ブログ) を参照してください。

• SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) に関する一般的な情報については、SMIL 3.0 仕
様を参照してください。

MediaPackage .smil マニフェストの次の属性をサポートします。

属性

• audioName – オーディオトラックの名前 (English 2 など)。
• includeAudio-オーディオトラックを含める必要があるかどうかを示すブール値。指定しない場合、す

べてのトラックはデフォルトでに設定されますtrue。
• srcまたはname-マニフェストの場所に関連するテキストストリームまたはビデオファイルの名前または

ソースを入力します。
• subtitleName – 字幕名 (English など)。
• systemLanguage または language – システム言語 (eng など)。

Example .smil マニフェスト

以下は .smil マニフェストの例です。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<smil> 
    <body> 
        <alias value="Example"/> 

8

http://aws.amazon.com/blogs/media/smil-using-aws-elemental-mediapackage-vod/
http://aws.amazon.com/blogs/media/smil-using-aws-elemental-mediapackage-vod/
https://www.w3.org/TR/SMIL/
https://www.w3.org/TR/SMIL/


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
MediaPackage 仕組み

        <switch> 
            <video name="example_360.mp4" systemLanguage="eng" 
 audioName="English,French,Spanish" includeAudio="false,true"/> 
            <video name="example_480.mp4" systemLanguage="eng" audioName="English 2" 
 includeAudio="false"/> 
            <textstream src="example_subs_eng.srt" systemLanguage="eng" 
 subtitleName="English" includeAudio="false"/> 
            <textstream src="example_subs_fra.srt" systemLanguage="fra" 
 subtitleName="French" includeAudio="false"/> 
            <textstream src="example_subs_spa.srt" systemLanguage="spa" 
 subtitleName="Spanish" includeAudio="false"/> 
    </switch>
</body>
</smil>

MediaPackage 仕組み
AWS Elemental MediaPackage (MediaPackage) を使用して just-in-time 、1 つのソースから複数の異なる
再生デバイスやコンテンツ配信ネットワーク over-the-top (CDN) に、1 つのソースから複数の異なる再生
デバイスやコンテンツ配信ネットワーク (CDN) に、ビデオを配信します。

次のセクションでは、 MediaPackage 仕組みについて説明します。

トピック
• ライブコンテンツの処理 (p. 9)
• VOD コンテンツ処理 (p. 12)
• ライブおよび VOD マニフェストのリファレンス (p. 13)

ライブコンテンツの処理
ライブのコンテンツのの処理の流れ MediaPackage MediaPackage その後、コンテンツがパッケージ化さ
れ、ダウンストリームデバイスからの再生リクエストに応答して書式設定が行われます。

以下のセクションでは、ライブ処理の流れについて説明します。

トピック
• MediaPackage 一般的なライブのののの処理の流れ (p. 9)
• ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)

MediaPackage 一般的なライブのののの処理の流れ
以下は、ライブコンテンツの一般的な流れの概要です MediaPackage。

1. アップストリームエンコーダー (AWS Elemental など MediaLive) で WebDAV 経由でダイジェスト認証
を使用して、HLS ライブストリームを、 MediaPackage チャネルの入力 URL に送信し、チャネルのア
クセス認証情報 (で提供 MediaPackage) を含めます。入力冗長を使用している場合は、エンコーダーに
よって 2 つの同一の HLS ライブストリームがチャネルの入力 URL それぞれ対して 1 つずつ Media に
送信されます。 MediaPackage MediaPackage 1 つの入力 URL からのストリームがソースコンテンツ
として使用されます。アクティブな入力 URL MediaPackage でコンテンツの受信が停止した場合、自
動的にもう 1 つの入力 URL に切り替えることができます。また、AWS は、リソースをスケールアッ
プ/ダウンして着信トラフィックに対処します。

詳細については、「ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。
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ライブコンテンツの処理

Note

タイムシフト表示のような機能のサポートを可能にするため、 MediaPackage 受信したすべて
のコンテンツが限られた期間のみ保存されます。この保存されたコンテンツは、エンドポイン
トで定義されているスタートオーバーウィンドウ内にある場合にのみ再生できます。保存され
たコンテンツは、開始時間外にある場合や、エンドポイントでウィンドウを定義していない場
合は再生できません。詳細については、「AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレン
ス MediaPackage (p. 132)」を参照してください。

2. ダウンストリームデバイスでは、エンドポイントの出力 URL MediaPackage を通じてコンテンツをリ
クエストします。ダウンストリームデバイスは、ビデオプレーヤーまたは CDN のいずれかです。出力 
URL は、特定のストリーミング形式 (Apple HLS、DASH-ISO、Microsoft Smooth Streaming、または 
CMAF) のエンドポイントに関連付けられています。

3. MediaPackage ダウンストリームデバイスからの再生リクエストを受信すると、エンドポイントで指定
された設定に従いストリームが動的にパッケージ化されます。パッケージ化には、暗号化の追加、オー
ディオ、ビデオ、サブタイトル/キャプションのトラック出力の設定などが含まれます。

4. MediaPackage HTTPS 経由で出力ストリームがリクエスト元のデバイスに配信されます。入力の場合
と同様に、AWS でリソースをスケールアップ/ダウンしてトラフィックの変化に対処します。

5. MediaPackage Amazon CloudWatch 経由のアクティビティを記録します。 MediaPackage コンテンツ
のリクエスト数や受信または配信されたコンテンツの量などの情報を表示できます。 MediaPackage で
のメトリクスの表示については CloudWatch、を参照してくださいAmazon CloudWatch メトリックス
AWS Elemental MediaPackage ルのモニタリング (p. 161)。

コンテンツの入力および出力のプロセス全体で、 MediaPackage 視聴者に問題が及ばないようにインフラ
ストラクチャの潜在的な障害を検出して軽減できます。

このプロセスの概要は次の図のとおりです。
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ライブのAWS MediaPackage Elemental 長
AWS Elemental MediaPackage で入力冗長を実現するには、入力チャネルの個別の入力 URL に 2 
MediaPackage つのストリームを送信します。2 つのストリームの片方がそのエンドポイントのコンテン
ツのプライマリでアクティブなソースになり、もう片方はパッシブにコンテンツの受信を継続します。 
MediaPackage アクティブなストリームからのコンテンツの受信が停止した場合、コンテンツの再生が途
切れないようにもう 1 つのストリームに切り替えることができます。

例えば、AWS MediaPackage Elemental MediaLive で使用する場合、入力冗長の流れは次のようになりま
す。

1. の説明に従って MediaPackage、でチャンネルを作成しますチャンネルの作成 (p. 45)。 
MediaPackage  がチャネルをプロビジョンすると、チャネルに 2 つの入力 URL が作成されます。入力
冗長を使用していない場合は、いずれかの入力 URL にストリームを送信できます。両方の URL にコン
テンツを送信する必要はありません。

Note

入力冗長が使用可能になると、既存のチャネルに 2 つ目の入力 URL MediaPackage を追加
し、既存の URL を新しい形式にアップデートしました。コンテンツ入力には新旧の URL のい
ずれかを使用できます。

2. MediaPackage の説明に従ってエンドポイントを作成しますエンドポイントの作成 (p. 49)。
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VOD コンテンツ処理

Important

使用している出力セグメントが短い場合、再生デバイスによっては、 MediaPackage 入力の切
り替え時にバッファリングが発生することがあります。バッファリングはエンドポイントの時
間遅延機能を使用して軽減できます。時間遅延を使用すると、 end-to-end コンテンツの配信に
遅延が生じることに注意してください。時間遅延を有効にする方法の詳細については、「エン
ドポイントの作成 (p. 49)」を参照してください。

3. AWS Elemental に入力とチャネルを作成し MediaLive、 MediaPackageのチャネルに出力グループを追
加します MediaLive。詳細については、AWS Elemental MediaLive ユーザーガイドの「チャンネルをゼ
ロから作成する」を参照してください。

AWS Elemental で HLS の出力グループを使用する場合は MediaLive、HLS グループの設定で、入
力を受け取らない場合の入力損失時のアクションを、出力の一時停止に設定する必要があります。 
MediaLive 入力が失われたときにブラックフレームまたはその他のフィラーフレームを送信すると、 
MediaPackage セグメントが失われるタイミングを判断できず、その後フェイルオーバーを実行できま
せん。での入力損失時のアクションの設定については MediaLive、AWS Elemental MediaLive ユーザー
ガイドの「VOD Group のフィールド」を参照してください。

Important

AWS Elemental MediaLive ではない別のエンコーダーを使用し、2 つの異なるストリームを内
の同じチャネルに送信する場合 MediaPackage、ストリームに同じエンコーダーの設定とマニ
フェスト名が必要です。それ以外の場合は、入力冗長が正常に機能せず、入力が切り替わった
ときに再生が中断される可能性があります。

4. ストリームの送信先となる AWS Elemental MediaLive でチャネルを起動します MediaPackage。
5. MediaPackage 両方の入力 URL でコンテンツが受信されますが、一度にソースコンテンツとして使用

されるのはいずれか一方のストリームのみです。アクティブなストリームでセグメントが失われると、 
MediaPackage 自動的にもう 1 つのストリームにフェイルオーバーします。 MediaPackage フェイル
オーバーが再び必要になるまで、このストリームが引き続き使用されます。

入力にセグメントがないかどうかを判断する式は、入力とエンドポイントのセグメント長に基づいてい
ます。入力でセグメントが欠落したがすぐに回復した場合、それより長いセグメント長を使用するエン
ドポイントでは入力を切り替えません。これにより、チャネルの異なるエンドポイントで異なる入力を
使用する (1 つのエンドポイントでは切り替え、もうひとつでは切り替えない場合) ことがあります。こ
れは正常な動作であり、コンテンツのワークフローには影響しません。

VOD コンテンツ処理
VOD コンテンツの処理の流れでは、AWS Elemental で Amazon S3 MediaPackage からファイルベースの
ビデオコンテンツが取り込まれます。 MediaPackage その後、コンテンツがパッケージ化され、ダウンス
トリームデバイスからの再生リクエストに応答して書式設定が行われます。

MediaPackage での VOD コンテンツの一般的な処理の流れは以下のとおりです。

1. MediaPackage アセット、Amazon S3 バケットからのソースコンテンツの取り込みを開始します。
この処理には数分かかることもあります。取り込みが完了し、再生 URL がライブになると、Amazon 
CloudWatch イベントを受信します。

2. ダウンストリームデバイスにより、アセットにあるパッケージング設定の URL MediaPackage を介し
てコンテンツがリクエストされます。ダウンストリームデバイスは、ビデオプレーヤーまたは CDN の
いずれかです。この URL は、特定のストリーミング形式 (Apple HLS、DASH-ISO、Microsoft Smooth 
Streaming、または CMAF) の設定に関連付けられています。

3. MediaPackage ダウンストリームデバイスからの再生リクエストを受信すると、パッケージング設定で
指定された設定に従いストリームが動的にパッケージ化されます。パッケージ化には、暗号化の追加、
オーディオ、ビデオ、サブタイトル/キャプションのトラック出力の設定などが含まれます。
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4. MediaPackage HTTPS 経由で出力ストリームがリクエスト元のデバイスに配信されます。入力の場合
と同様に、AWS でリソースをスケールアップ/ダウンしてトラフィックの変化に対処します。

5. MediaPackage Amazon CloudWatch 経由のアクティビティを記録します。 MediaPackage が配信し
たコンテンツリクエスト数やコンテンツ量のような情報を表示できます。での MediaPackage VOD メ
トリクスの表示については CloudWatch、を参照してくださいAmazon CloudWatch メトリックスAWS 
Elemental MediaPackage ルのモニタリング (p. 161)。

コンテンツの入力および出力のプロセス全体で、 MediaPackage 視聴者に問題が及ばないようにインフラ
ストラクチャの潜在的な障害を検出して軽減できます。

ライブおよび VOD マニフェストのリファレンス
AWS Elemental MediaPackage では、リクエスト元のデバイスにライブおよびビデオオンデマンド (VOD) 
マニフェストを配信できます。ライブマニフェストは、コンテンツが完成していないことを示します。新
しいコンテンツは、再生エンドポイントを通じて継続的に利用可能になります。または、VOD マニフェス
トによって、プログラムが完了したこと、または今後の指定された時間に完了することが示されます。

このセクションでは、ライブマニフェストと VOD マニフェストの違いと、 MediaPackage 各マニフェス
トタイプが配信されるタイミングについて説明します。

マニフェストのプロパティ
ライブまたは VOD を決定する、マニフェストの主なプロパティを以下に示します。

• HLS および CMAF VOD マニフェストの場合、EXT-X-ENDLIST は、ビットレートマニフェストの最後
を表します。ライブマニフェストでは、このタグは存在しません。

• MPEG-DASH VOD マニフェストの場合、type="static" は、MPD プロパティ内にあります。ライブ
マニフェストでは、type=dynamic.

• Microsoft Smooth VOD マニフェストの場合、IsLiveSmoothStreamingMediaプロパティには表示さ
れません。ライブマニフェストでは、IsLive=TRUE.

VOD の場合、再生デバイスのスクラブバーでも、プログラムの期間が制限されていることが度々示されま
す。この期間は、現在のマニフェストと同じ長さです。再生リクエストで特定の再生ウィンドウを定義し
ている場合、この期間はその再生ウィンドウと同じ長さになります。

マニフェストが VOD の場合
MediaPackage プログラムのコンテンツが完成すると、VOD マニフェストが配信されます。 
MediaPackage 次の条件でプログラムが完了したとみなされます。

過去の end パラメータがあります。

過去に設定された end が再生リクエストに含まれる場合、その内容は完了しています。新しいコンテ
ンツは追加されません。 MediaPackage ダウンストリームデバイスに静的な VOD マニフェストを配
信します。

再生リクエストの開始パラメータおよび終了パラメータについては、AWS Elemental でのタイムシフ
ト表示のリファレンス MediaPackage (p. 132) を参照してください。

アップストリームエンコーダーよって MediaPackage に配信されるマニフェストには、EXT-X-ENDLIST
タグが含まれます。

エンコーダーからの出力を停止した場合、 MediaPackage EXT-X-ENDLIST送信先のマニフェストに
はタグが含まれます。このタグは MediaPackage 、コンテンツが完成したことを、新しいコンテンツ
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は追加されません。 MediaPackage ダウンストリームデバイスに静的な VOD マニフェストを配信し
ます。

Note

パイプラインのいずれかまたは両方が停止したときに AWS Elemental MediaLive チャネル
を手動で停止した場合、HLS マニフェストに、 MediaPackage は HLS MediaLive EXT-X-
ENDLIST マニフェストに含まれません MediaPackage。 MediaPackage 引き続きライブマニ
フェストが生成されます。
MediaLiveチャネルを停止する際にパイプラインの両方がアクティブの場合EXT-X-
ENDLIST、 MediaPackage ダウンストリームデバイスに VOD マニフェストを配信します。

エンコーダーから出力を再起動した場合、 MediaPackage のマニフェストは再度有効になります。コ
ンテンツの再生を再開するには、再生デバイスを更新する必要がある場合があります。

入力冗長およびアクティブのストリームエンドを使用している場合、 MediaPackage は、入力の他の
受信ストリームにフェイルオーバーされます。受信ストリームがいずれも終了していない限り、マニ
フェストは完了とマークされません。

AWS Elemental の機能 MediaPackage
MediaPackage 次の機能をサポートしています。

オーディオ

MediaPackage 複数言語のオーディオ入力および次のオーディオコーデックがサポートされていま
す。
• AAC ステレオ
• Dolby AC3 および E-AC3 (Dolby Digital および Dolby Digital+)

MediaPackage これらのコーデックを入力ソースから受け取り、出力ストリームに渡します。

Important

MediaPackage オーディオのみの入力はサポートされていません。エンコーダーからのスト
リーム設定には、少なくとも 1 つの動画トラックが含まれている必要があります。

字幕

埋め込みソースのキャプションとして CEA-608 キャプション、CEA-708 キャプション、または 
CEA-608 と CEA-708 の両方のキャプションを指定できます。 MediaPackage HLS、CMAF、および 
DASH エンドポイントのメディアセグメントでこれらのキャプションを通過させ、適切なマニフェス
トシグナリングを生成します。

Important

入力 HLS プレイリストには、キャプションシグナリングタグを含める必要があります。存在
しない場合 MediaPackage 、対応する出力マニフェストシグナリングを生成できません。

CDN 認証

MediaPackage コンテンツ配信ネットワーク (CDN) 認証をサポートします。詳細については、「AWS 
Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照してください。

DRM

MediaPackage デジタル著作権管理 (DRM) を使用したコンテンツ保護をサポートします。詳細につい
ては、「AWS Elemental でのコンテンツの暗号化と DRM MediaPackage (p. 103)」を参照してくだ
さい。
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HLS レンディショングループ

MediaPackage 送受信の HLS コンテンツに対するレンディショングループがサポートされています。
出力レンディショングループの詳細については、「」を参照してくださいAWS Elemental でのレン
ディショングループのリファレンス MediaPackage (p. 127)。

Live to VOD

収集ジョブのリソースを使用して、ライブコンテンツストリームから Live-to-VOD (ビデオオンデマン
ド) アセットを抽出できます。 MediaPackage アセットが作成され、Amazon S3 バケットに格納され
ます。の VOD 機能を使用して、 MediaPackage アセットをエンドユーザーに配信できます。

入力冗長

入力冗長は、 MediaPackage でのライブワークフローでのみ使用できます。

MediaPackage 各チャネルに 2 つの入力 URL を作成して、同じチャネルに同一の 2 つのスト
リームを送信することで入力冗長を実現します。入力冗長の仕組みについては、「ライブのAWS 
MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

字幕

MediaPackage 入力の WebVTT テキストベースのサブタイトルがサポートされています。 
MediaPackageエンドポイントで使用されているパッケージャに基づき、サブタイトルが適切な形式に
変換されます。
• HLS および CMAF の場合: WebVTT をパススルーする
• DASH の場合: サブタイトルを EBU-TT に変換する
• Microsoft Smooth Streaming の場合: サブタイトルを DFXP に変換する

Important

MediaPackage HLS、CMAF、および DASH マニフェストのアクセシビリティシグナリング
は、HLS ソースから作成された VOD アセットに対してのみサポートされます。HLS ソース
プレイリストの EXT-X-MEDIA 行には、public.accessibility.describes-music-
and-soundおよび/またはpublic.accessibility.transcribes-spoken-dialog
CARTACRATIONS 属性が含まれている必要があります。

タイムシフト表示

タイムシフト表示は、 MediaPackage でのライブワークフローでのみ使用できます。

MediaPackage ストリームの再生を現在の時間より早めることができます。スタートオーバー、
キャッチアップ TV、時間遅延のすべてがサポートされています。タイムシフト機能の設定の詳細につ
いては、「AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレンス MediaPackage (p. 132)」を参照
してください。

動画

MediaPackage 入力の H.264 ビデオコーデックをサポートし、出力ストリームに渡します。 
MediaPackage また、の CMAF エンドポイントでは、H.265/HEVC および HDR-10 もサポートされて
おり、該当する再生デバイスについては Apple 仕様にも準拠しています。

Important

MediaPackage エンコーダーからのストリーム設定に少なくとも 1 つのビデオトラックが含
まれている必要があります。このサービスでは、オーディオのみの取り込みはサポートされ
ていません。

ホワイトリスト

ホワイトリストは、 MediaPackage でのライブワークフローでのみ使用できます。
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MediaPackage エンドポイントへのネットワークアクセスの制限をサポートします。この機能を利用
するには、許可されているエンドポイントの IP アドレスを入力する必要があります。ホワイトリスト
情報の詳細については、「アクセスコントロールのフィールド (p. 54)」を参照してください。

関連サービス
• Amazon CloudFront は、データと動画をセキュアな方法で視聴者に配信するグローバルコンテンツ配信

ネットワーク (CDN) サービスです。 CloudFront では、最大限のパフォーマンスでコンテンツを配信し
ます。詳細については、「Amazon」を参照してください CloudFront。

• Amazon CloudWatch は、AWSクラウドリソースと、AWSで実行するアプリケーションのモニタリング
サービスです。 CloudWatch コンテンツの入力および出力のリクエスト数などのメトリクスを追跡する
ために使用します。詳細については、「Amazon」を参照してください CloudWatch。

• AWS Elemental MediaLive (MediaLive) は、ブロードキャスト TV とマルチスクリーンデバイス用に、
高品質のライブビデオストリームをエンコードするライブビデオ処理サービスです。 MediaLive コン
テンツストリームをエンコードして、 MediaPackage パッケージ化のために送信するために使用し
ます。エンコーダ (など MediaLive) との連携の詳細については MediaPackage、を参照してください
MediaPackage 仕組み (p. 9)。

• 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)。詳細につい
ては、「セットアップ (p. 18)」を参照してください。

• AWS Elemental MediaTailor (MediaTailor) は、AWSクラウドで実行されるスケーラブルな広告挿入サー
ビスです。 MediaTailor を使用して、ターゲット広告（対象を絞った広告）を視聴者に提供できます。
詳細については、「AWS Elemental」を参照してください MediaTailor。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ストレージサービスです。Amazon S3 からビデオオ
ンデマンド (VOD) アセットをプルしたり、選択したバケットに Live-to-VOD アセットを保存できます。
詳細については、「での VOD コンテンツ配信の開始 MediaPackage (p. 40)」および「での Live-to-
VOD コンテンツ配信の開始 MediaPackage (p. 33)」を参照してください。

アクセスする MediaPackage
MediaPackage 次のいずれかの方法でにアクセスできます。

• AWSマネジメントコンソール-このガイドの手順では、AWS MediaPackage管理コンソールを使用して
のタスクを実行する方法について説明しています。

https://console.aws.amazon.com/mediapackage/

• 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。

aws mediapackage

• MediaPackage API — API アクションと API リクエストの作成方法については、AWS Elemental 
MediaConnect API リファレンスを参照してください。

https://mediapackage.region.amazonaws.com 

• AWSSDK-が SDKAWS を提供してい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
てアクセスできます MediaPackage。SDK では、認証を簡素化し、開発環境と容易に統合して、 
MediaPackage 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。
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• 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。

の価格 MediaPackage
他の AWS 製品と同様、 MediaPackage を使用するための契約や最低契約金は必要ありません。アカウン
トで使用した AWS リソースに対してのみ、料金が発生します。 pay-as-you-go 価格構成要素を以下に示
します。

• 受信したコンテンツの 1 GB あたりの料金
• からストリーミングされたコンテンツの 1 GB あたりの料金 MediaPackage

コンテンツ配信ネットワーク (CDN) からキャッシュされて配信されるコンテンツには、GB 単位の料金
は発生しません。

料金の詳細については、「MediaPackage の料金表」を参照してください。

のリージョン MediaPackage
アプリケーションのレイテンシーを軽減するため、 MediaPackage リクエスト用にリージョナルエンドポ
イントが提供されています。を使用できる AWS リージョンのリストについては、「MediaPackage リー
ジョン」を参照してください。 MediaPackage
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セットアップ MediaPackage
AWS Elemental MediaPackage (MediaPackage) の使用を開始する前に、サインアップしてAWS (AWSま
だアカウントをお持ちでない場合)、へのアクセスを許可するための IAM ユーザーとロールを作成する必
要があります MediaPackage。これには、自分自身の IAM ロールを作成することが含まれます。コンテン
ツを保護するために暗号化を使用する場合、暗号化キーをに保存してから、このキーを Secrets Manager 
Manager MediaPackage アカウントから取得するための許可を付与する必要があります。AWS Secrets 
Manager

このセクションでは、にアクセスするユーザーとロールを構成するために必要なステップを詳しく説
明します MediaPackage。用の Identity and Access Management に関する背景と追加情報については 
MediaPackage、「」を参照してくださいthe section called “Identity and Access Management” (p. 140)。

トピック
• AWS へのサインアップ (p. 18)
• ポリシーと非管理者ロールの作成 (p. 19)
• AWS Elemental MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)
• (オプション) 暗号化の設定 (p. 30)
• (オプション) AWS CLI のインストール (p. 30)

AWS へのサインアップ
トピック

• AWS アカウントにサインアップする (p. 18)
• 管理ユーザーを作成する (p. 19)

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。
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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。

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。

ポリシーと非管理者ロールの作成
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、 MediaPackage 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 MediaPackage、ARN の形式を含む、、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 
MediaPackage 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。

このセクションでは、ポリシーを作成し、管理者以外のロールを作成して、 MediaPackage ユーザーがリ
ソースを作成または変更できるようにする方法について説明します。このセクションでは、ユーザーがそ
の役割を引き受けて安全で一時的な認証情報を付与する方法についても説明します。

トピック
• (オプション) ステップ 1: Amazon 用の IAM ポリシーを作成する CloudFront (p. 20)
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AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
(オプション) ステップ 1: Amazon 用

の IAM ポリシーを作成する CloudFront

• (オプション) ステップ 2: MediaPackage VOD 用の IAM ポリシーを作成する (p. 21)
• ステップ 3: IAM コンソールでロールを作成する (p. 22)
• ステップ 4: IAM コンソールからロールを引き継ぐか、AWS CLI (p. 24)

(オプション) ステップ 1: Amazon 用の IAM ポリシー
を作成する CloudFront
お客様またはお客様のユーザーが AWS Elemental MediaPackage ライブコンソールから Amazon 
CloudFront ディストリビューションを作成する場合は、へのアクセスを許可するための IAM ポリシーを作
成します CloudFront。

CloudFront with の使用方法の詳細については MediaPackage、を参照してくださいCDN の使
用 (p. 190)。

JSON ポリシー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列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
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. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudfront:GetDistribution", 
                "cloudfront:CreateDistributionWithTags", 
                "cloudfront:UpdateDistribution", 
                "cloudfront:CreateDistribution", 
                "cloudfront:TagResource", 
                "tag:GetResources" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

6. [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。

7. [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。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。
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AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
(オプション) ステップ 2: MediaPackage 

VOD 用の IAM ポリシーを作成する

(オプション) ステップ 2: MediaPackage VOD 用の 
IAM ポリシーを作成する
お客様またはお客様のユーザーがでビデオオンデマンド (VOD) の機能を使用する場合 
MediaPackage、mediapackage-vodサービスのリソースへのアクセスを許可するための IAM ポリシーを
作成します。

以下のセクションでは、すべてのアクションを許可するポリシーと、読み取り専用権限を付与するポリ
シーを作成する方法について説明します。ワークフローに合うようにアクションを追加または削除するこ
とで、ポリシーをカスタマイズできます。

VOD へのフルアクセスのポリシー
このポリシーでは、すべての VOD リソースに対するすべてのアクションの実行をユーザーに許可しま
す。

JSON ポリシー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列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
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. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

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

6. [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。

7. [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。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

読み取り専用の VOD へのアクセスのポリシー
このポリシーでは、すべての VOD リソースの表示をユーザーに許可します。

21

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
ステップ 3: IAM コンソールでロールを作成する

JSON ポリシー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列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
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. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

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

6. [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。

7. [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。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

ステップ 3: IAM コンソールでロールを作成する
作成するポリシーごとの IAM コンソールでロールを作成します。これにより、各ユーザーに個別のポリ
シーをアタッチするのではなく、ユーザーがロールを引き受けることができます。

IAM コンソールでロールを作成するには

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. 「信頼できるエンティティを選択」で、「AWSアカウント」を選択します。
4. 「AWSアカウント」で、このロールを引き継ぐユーザーのアカウントを選択します。

• 第三者がこのロールにアクセスする場合は、「外部IDが必要」を選択するのがベストプラクティス
です。外部 ID の詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティアクセスに外部 ID を使
用する」を参照してください。

22

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user_externalid.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user_externalid.html


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
ステップ 3: IAM コンソールでロールを作成する

• Multi-Factor Authentication (MFA) を必須にするのがベストプラクティスです。[MFA が必要] の横に
あるチェックボックスをオンにできます。MFA の詳細については、IAM ユーザーガイドの「多要素
認証 (MFA)」を参照してください。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [アクセス許可ポリシー] で、 MediaPackage 適切なアクセス許可レベルのポリシーを探して追加しま

す。

• ライブ機能にアクセスするには、以下のいずれかのオプションを選択します。
• AWSElementalMediaPackageFullAccessを使用して、 MediaPackageのすべてのリソースに対し

てすべてのアクションを実行することをユーザーに許可します。
• AWSElementalMediaPackageReadOnlyにあるすべてのリソースに対して読み取り権限をユー

ザーに付与するために使用します MediaPackage。
• ビデオオンデマンド (VOD) 機能にアクセスするには、「(オプション) ステップ 2: MediaPackage 

VOD 用の IAM ポリシーを作成する (p. 21)」で作成したポリシーを使用します。
7. ユーザーに代わって Amazon CloudWatch を呼び出すことを MediaPackage コンソールに許可するポ

リシーを追加します。これらのポリシーがないと、ユーザーが使用できるのはサービスの API のみと
なり、コンソールは使用できません。以下のオプションのいずれかを選択します。

• MediaPackage AWSアカウントのすべてのサービスに対する読み取り専用アクセスをユーザー
に許可し CloudWatch、ユーザーに対して読み取り専用アクセスを許可するために使用しま
すReadOnlyAccess。

• CloudWatchReadOnlyAccess、CloudWatchEventsReadOnlyAccess、CloudWatchLogsReadOnlyAccess
MediaPackage およびを使用して通信を許可し CloudWatch、 CloudWatchユーザーの読み取り専用
アクセスを以下に制限します。

8. (オプション) MediaPackage このユーザーがコンソールから Amazon CloudFront ディストリ
ビューションを作成する場合は、(オプション) ステップ 1: Amazon 用の IAM ポリシーを作成する 
CloudFront (p. 20)で作成したポリシーをアタッチします。

9. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。このアドバンスド機能は、サービスロールで使用で
きますが、サービスにリンクされたロールではありません。

1. [Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを展開し、[Use a permissions boundary 
to control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用して、ロールのアクセス許可
の上限を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管
理ポリシーのリストがあります。

2. アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの作成] を選択して新しいブ
ラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細については、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。

3. ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポ
リシーを選択します。

10. このグループに正しいポリシーが追加されていることを確認し、[Next] を選択します。
11. 可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力

します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は
区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole というロール名を両方作成することはできませ
ん。多くのエンティティによりロールが参照されるため、作成後にロール名を変更することはできま
せん。

12. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
13. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Select 

permissions] (ステップ 2: 権限の選択) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

14. (オプション) タグをキーバリューペアとしてアタッチして、メタデータをユーザーに追加しま
す。IAM でのタグの使用に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースにタグ
を付ける」を参照してください。
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AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
ステップ 4: IAM コンソールから
ロールを引き継ぐか、AWS CLI

15. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

ステップ 4: IAM コンソールからロールを引き継ぐ
か、AWS CLI
ロールを引き受ける権限をユーザーに付与する方法と、ユーザーが IAM コンソールまたはロールからロー
ルに切り替える方法については、以下のリソースを参照してくださいAWS CLI。

• ロールを切り替えるユーザーアクセス許可の付与について詳しくは、IAM ユーザーガイドのロールを切
り替えるユーザーアクセス許可の付与を参照してください。

• ロールの切り替え (コンソール) について詳しくは、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。

• ロールの切り替え (AWS CLI) の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロールへの切り替え 
(AWS CLI)」を参照してください。

AWS Elemental MediaPackage に他のAWSサービ
スへのアクセスを許可する

一部の機能では、Amazon S3 やAWS Secrets Manager (Secrets Manager) など) MediaPackage へのアク
セスを許可する必要があります。AWSこのアクセスを許可するには、適切なアクセス許可を持つ IAM ロー
ルとポリシーを作成します。次の手順では、 MediaPackage 機能のロールとポリシーを作成する方法につ
いて説明します。

トピック
• ステップ 1: ポリシーの作成 (p. 24)
• ステップ 2: ロールの作成 (p. 28)
• ステップ 3: 信頼関係の変更 (p. 29)

ステップ 1: ポリシーの作成
IAM ポリシーは、他のサービスにアクセスするために AWS Elemental MediaPackage (MediaPackage) が
必要とするアクセス許可を定義します。

• ビデオオンデマンド (VOD) ワークフローの場合、Amazon S3 バケットからの読み取り、課金方法の確
認、 MediaPackage コンテンツの取得の実行を許可するポリシーを作成します。請求方法については、
バケットがリクエストに対する支払いをリクエスタに請求しない MediaPackage ことを確認する必要が
あります。バケットで requestPayment が有効になっている場合、 MediaPackage は、そのバケットか
らコンテンツを取り込むことができません。

• Live-to-VOD ワークフローの場合、Amazon S3 MediaPackage バケットからの読み取りおよびバケット
への Live-to-VOD アセットの保存を Amazon S3 バケットに許可するポリシーを作成します。

• コンテンツ配信ネットワーク (CDN) 認証については、Secrets Manager MediaPackage のシークレット
からの読み取りの実行を許可するポリシーを作成します。

次のセクションでは、これらのポリシーの作成方法について説明します。

トピック
• VOD ワークフローでの Amazon S3 へのアクセス (p. 25)
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• Live-to-VOD ワークフローのポリシー (p. 26)
• CDN 認証での Secrets Manager へのアクセス (p. 27)

VOD ワークフローでの Amazon S3 へのアクセス
MediaPackage を使用して Amazon S3 バケットから VOD アセットを取り込み、そのアセットをパッケー
ジ化して配信する場合、Amazon S3 で次の操作の実行を許可するポリシーが必要です。

• GetObject-バケットから VOD MediaPackage アセットを取得できます。
• GetBucketLocation- MediaPackage バケットのリージョンを取得できます。バケットは 

MediaPackage VOD のリソースと同じリージョンにある必要があります。
• GetBucketRequestPayment- MediaPackage 支払いリクエストの情報を取得できます。 

MediaPackage では、バケットでコンテンツリクエストの支払いをリクエスタに求めないことを確認す
るためにこの情報を使用します。

Live-to-VOD MediaPackage アセットの収集にもを使用する場合は、PutObjectポリシーにアクションを
追加します。Live-to-VOD ワークフローに必要なポリシーの詳細については、「Live-to-VOD ワークフロー
のポリシー (p. 26)」を参照してください。

JSON ポリシー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列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
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. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketRequestPayment", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket_name/*", 
                "arn:aws:s3:::bucket_name" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

6. [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
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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。

7. [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。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

Live-to-VOD ワークフローのポリシー
MediaPackage を使用してライブストリームから Live-to-VOD アセットを収集する場合、Amazon S3 で次
の操作の実行を許可するポリシーが必要です。

• PutObject: VOD MediaPackage アセットをバケットに保存できます。
• GetBucketLocation: MediaPackage バケットのリージョンを取得できます。バケットは 

MediaPackage VOD のリソースと同じ AWS リージョンに存在している必要があります。

VOD MediaPackage アセットの配信にもを使用する場合、ポリシーにアクションを追加しま
すGetBucketRequestPayment。GetObjectVOD ワークフローに必要なポリシーの詳細については、
「VOD ワークフローでの Amazon S3 へのアクセス (p. 25)」を参照してください。

JSON ポリシー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列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
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. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket_name/*", 
                "arn:aws:s3:::bucket_name" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

6. [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

26

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
ステップ 1: ポリシーの作成

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。

7. [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。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

CDN 認証での Secrets Manager へのアクセス
コンテンツ配信ネットワーク (CDN) 認証ヘッダーを使用して、のエンドポイントへのアクセスを制限する
場合 MediaPackage、Secrets Manager で次の実行を許可するポリシーが必要です。

• GetSecretValue- MediaPackage シークレットのバージョンから暗号化された認証コードを取得でき
ます。

• DescribeSecret-暗号化されたフィールドを除いて、 MediaPackage シークレットの詳細を取得でき
ます。

• ListSecrets- MediaPackage AWS アカウント内のシークレットのリストを取得できます。
• ListSecretVersionIds: MediaPackage 指定したシークレットに添付されているすべてのバージョン

を取得できます。

Note

Secrets Manager に保存しているシークレットごとに個別のポリシーは必要ありません。次の手
順で説明するようなポリシーを作成すると、 MediaPackage このリージョンのアカウント内のす
べてのシークレットにアクセスできます。

JSON ポリシー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列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
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. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. #####、##### ID、########################、次の JSON ポリシードキュメントを入力しま

す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "secretsmanager:DescribeSecret", 
        "secretsmanager:ListSecrets", 
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 

27

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/troubleshoot_policies.html#troubleshoot_viseditor-restructure
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
ステップ 2: ロールの作成

         "iam:GetRole", 
         "iam:PassRole" 
       ], 
       "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" 
     } 
  ]
}

6. [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。

7. [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。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

ステップ 2: ロールの作成
IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティです。IAM 
ロールは、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であると
いう点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認証
情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、ロール
セッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。Amazon S3 からソースコンテンツを取り
込むときに、AWS Elemental MediaPackage が引き受けるロールを作成します。

ロールを作成する際、 MediaPackage 選択できないため、ロールを引き受けることができる信頼されたエ
ンティティとして Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を選択します。でステップ 3: 信頼関係
の変更 (p. 29)、 MediaPackage信頼済みエンティティをに変更します。

EC2 の信頼されたエンティティ用にサービスロールを作成するには (IAM コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. AWS のサービスロールタイプを選択し、続いて EC2 の信頼されたエンティティを選択します。
4. EC2 のユースケースを選択します。続いて、[Next (次へ)] を選択します。
5. [Attach permissions policies] (アクセス許可ポリシーのアタッチ) ページで、ステップ 1: ポリシーの

作成 (p. 24) で作成したポリシーを検索し、選択します。[Next: Tags] (次へ: タグ)、[Next: Review]
(次へ: 確認) の順に選択します。

6. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。このアドバンスド機能は、サービスロールで使用で
きますが、サービスにリンクされたロールではありません。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを展開し、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用して、ロールのアクセス許可の上
限を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリ
シーのリストがあります。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの
作成] を選択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細について
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。ポリシーを作成したら、そ
のタブを閉じて元のタブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
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8. 可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力
します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は
区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole というロール名を両方作成することはできませ
ん。多くのエンティティによりロールが参照されるため、作成後にロール名を変更することはできま
せん。

9. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
10. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Select 

permissions] (ステップ 2: 権限の選択) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

11. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースにタグ
を付ける」を参照してください。

12. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

ステップ 3: 信頼関係の変更
信頼関係は、the section called “ステップ 2: ロールの作成” (p. 28) で作成したロールをどのエンティ
ティが引き受けることができるかを定義します。ロールを作成して信頼関係を確立したときに、信頼さ
れるエンティティとして Amazon EC2 を選択しました。ロールを変更して、AWSアカウントと AWS 
Elemental の間に信頼関係を設定します MediaPackage。

信頼関係を変更するには MediaPackage

1. ステップ 2: ロールの作成 (p. 28) で作成したロールにアクセスします。

まだロールを表示していない場合は、IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を
選択します。作成したロールを検索し、選択します。

2. 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。
3. [Edit trust relationship] (信頼関係の編集) をクリックします。
4. [Edit Trust Relationship (信頼関係の編集)] ページの [Policy Document (ポリシードキュメント)] 

で、ec2.amazonaws.com を mediapackage.amazonaws.com 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": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "mediapackage.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}   

5. [信頼ポリシーの更新] を選択します。
6. [Summary] (概要) ページで、[Role ARN] (ロール ARN) の値をメモします。ビデオオンデマンド 

(VOD) ワークフローのソースコンテンツを取得するとき、この ARN を使用します。ARN は次のよう
になります。

arn:aws:iam::111122223333:role/role-name

この例では、111122223333AWS がお客様のアカウント番号です。
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(オプション) 暗号化の設定
暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage は、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にするため
に、AWS Secure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用しています。SPEKE を使用
する DRM プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM 
プロバイダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。ク
ラウドで実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder 
Key Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用するように設定
する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と DRM” (p. 103)」を
参照してください。

(オプション) AWS CLI のインストール
を AWSAWS CLI Elemental で使用するには MediaPackage、AWS CLI最新バージョンをインストール
してください。AWS CLI のインストールまたは最新バージョンへのアップグレードについては、AWS 
Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line Interfaceのインストール」を参照して
ください。
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AWS Elemental の使用開始 
MediaPackage

以下の各セクションで、AWS Elemental を使用して、コンテンツの送受信を迅速に開始する方法について
説明します MediaPackage。

トピック
• AWS Elemental でのライブコンテンツ配信の開始 MediaPackage (p. 31)
• での Live-to-VOD コンテンツ配信の開始 MediaPackage (p. 33)
• での VOD コンテンツ配信の開始 MediaPackage (p. 40)

AWS Elemental でのライブコンテンツ配信の開始 
MediaPackage

この入門チュートリアルでは、ライブビデオのストリーミング用にチャネルとエンドポイントを作成する
ための、AWS Elemental MediaPackage (MediaPackage) コンソールの使用方法について説明します。

トピック
• 前提条件 (p. 31)
• ステップ 1: アクセス MediaPackage (p. 31)
• ステップ 2: チャネルを作成する (p. 32)
• ステップ 3: エンドポイントを作成する (p. 32)
• (オプション) ステップ 4: MediaPackage アクティビティのモニタリング (p. 33)
• ステップ 5：クリーンアップ (p. 33)

前提条件
を使用するには MediaPackage、AWSアカウントが必要です。また、 MediaPackage コンポーネントに
アクセスし、その表示や編集を行うための適切なアクセス許可が必要です。システム管理者が セットアッ
プ (p. 18) の手順を完了したことを確認してから、このチュートリアルに戻ってください。

サポートされているライブ入力とコーデックについては、「ライブでサポートされるコーデックおよび入
力タイプ (p. 3)」を参照してください。。

ステップ 1: アクセス MediaPackage
IAM 認証情報を使用して、 MediaPackage コンソールにサインインします。

https://console.aws.amazon.com/mediapackage/
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ステップ 2: チャネルを作成する
チャネルは、の最初のコンポーネントです MediaPackage。チャネルは、AWS Elemental などのエンコー
ダーからのライブコンテンツを受け取る、 MediaPackage そのための入力に対応します MediaLive。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。お客様によるお客様データの供給が予想されるチャ
ネルにフィールドはありません。

チャネルを作成する

1. MediaPackage チャンネルページで、「チャンネルを作成」を選択します。
2. [ID] に、チャネルを説明する名前として channelHLS1 などと入力します。ID はチャネルの一意であ

る必要があります。また、自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。
文字は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数字、ID にス
ペースを使用することはできません。

3. 残りのフィールドをデフォルトのままにし、[Create] (作成) を選択します。

MediaPackage 新しいチャネルの詳細ページを表示します。
4. チャンネルの詳細ページで、URL、ユーザー名、パスワードの値を書き留めます。入力冗長を使用し

ている場合、両方の入力 URL でこの情報が必要です。チャンネルに 1 つのストリームのみを送信す
る場合は、いずれかの入力 URL の情報をメモします。

MediaPackage チャネルの作成時に WebDAV ユーザー名とパスワードが安全に生成されます。これら
の認証情報を変更する必要がある場合は、「入力 URL での認証情報の更新 (p. 48)」を参照してく
ださい。

以上のフィールドの情報をアップストリームエンコーダーの担当者に渡します。エンコーダーのスト
リーム設定で、この担当者は入力 URL として送信先を入力し、チャネルのユーザー名およびパスワー
ドとして WebDAV の認証情報を入力する必要があります。アップストリームエンコーダーは、ダイ
ジェスト認証を使用して、HTTPS 経由で WebDAV をプッシュし MediaPackage、その際、これらの
認証情報を含める必要があります。入力冗長を使用している場合は、このチャンネルへの各入力スト
リームのエンコーダ設定を同じにする必要があります。入力冗長のソースストリームの設定の詳細に
ついては、「ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

ステップ 3: エンドポイントを作成する
エンドポイントは、チャネルにアタッチされ、ライブコンテンツの出力を表します。単一のチャネルに複
数のエンドポイントを関連付けることができます。各エンドポイントは、プレーヤーとダウンストリーム 
CDN (Amazon など CloudFront) に対して、再生するコンテンツへのアクセス権を付与します。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。エンドポイントには、お客様自身によるお客様デー
タの供給が予想されるフィールドはありません。

エンドポイントを作成するには

1. [Channels] (チャネル) ページで、エンドポイントを関連付けるチャネルを選択します。
2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、「エンドポイントの管理」を選択しま

す。
3. [ID] に、エンドポイントを説明する名前として HLSendpoint1 などと入力します。ID は、エンドポ

イント (エンドポイント) の主な識別子であり、自分のアカウントに対して一意であることが必要です
AWS リージョン。文字は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数
字、、数字、ID にスペースを使用することはできません。

4. 残りのフィールドはデフォルトのままにして、[Save (保存) ] を選択します。

MediaPackage 先に作成したエンドポイントを含む、チャネルの詳細ページを表示します。
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アクティビティのモニタリング

5. チャンネルの詳細ページで、エンドポイントの URL フィールドの値を書き留めます。この情報をダ
ウンストリームデバイス (CDN またはプレーヤー) の担当者に渡します。この担当者は、ダウンスト
リームデバイスでエンドポイントの URL として、リクエスト送信先を入力する必要があります。

(オプション) ステップ 4: MediaPackage アクティビ
ティのモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して、 MediaPackage 受信時間とリクエスト数などのアクティビティ (受信
時間とリクエスト数など) を追跡します。 MediaPackage 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。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

1. CloudWatch でコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [すべてのメトリクス] で、AWS/MediaPackage名前空間を選択します。
4. 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 (たとえば、channel を選択してチャ

ネル別にメトリクスを表示します)。

MediaPackage 指標のリストについては、を参照してくださいAWS Elemental MediaPackage ライブコン
テンツのメトリクス (p. 162)。

ステップ 5：クリーンアップ
不要な課金を回避するには、すべての不要なチャネルとエンドポイントを削除してください。チャネルを
削除する前に、チャネルのすべてのエンドポイントを削除する必要があります。

エンドポイントを削除するには

1. MediaPackage チャンネルページで、エンドポイントが関連付けられているチャンネルを選択しま
す。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、削除するオリジンエンドポイントを選択
します。

3. [削除] を選択します。
4. エンドポイントの削除確認ダイアログボックスで、「削除」を選択します。

チャンネルを削除するには

1. [Channels] (チャンネル) ページで削除するチャンネルを選択します。
2. [Delete] (削除) を選択します。
3. チャンネル削除確認ダイアログボックスで、「削除」を選択します。

MediaPackage チャネルと、それに関連付けられているすべてのエンドポイントを削除します。

での Live-to-VOD コンテンツ配信の開始 
MediaPackage

この入門チュートリアルでは、AWS Elemental MediaPackage コンソールを使用して Live-to-VOD (ビデオ
オンデマンド) アセットを作成し、再生用に準備する方法を示します。
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前提条件

Live-to-VOD コンテンツを配信するには、以下の 3 つの主要な操作を行います。

• ライブ HLS コンテンツストリームを MediaPackage
• ストリームから VOD アセットを抽出する
• アセットを再生可能にする

Note

Live-to-VOD MediaPackage アセットを視聴者に配信するためにを使用する必要はありません。
このチュートリアルの目的は、 MediaPackage を使用して Live-to-VOD ワークフローを完了す
る方法について説明することです。

以下のセクションは、これらの 3 つの操作とその他の補助操作を理解するためのガイド付きチュートリア
ルです。

トピック
• 前提条件 (p. 34)
• ステップ 1: アクセス MediaPackage (p. 34)
• ステップ 2: ライブコンテンツを取り込む (p. 34)
• ステップ 3: VOD アセットを抽出する (p. 36)
• (オプション) ステップ 4: VOD コンテンツの出力 (p. 37)
• (オプション) ステップ 5: MediaPackage アクティビティのモニタリング (p. 39)
• ステップ 6: クリーンアップする (p. 39)

前提条件
AWS Elemental を使用するには MediaPackage、AWSアカウントが必要です。また、 MediaPackage コン
ポーネントにアクセスし、その表示や編集を行うための適切なアクセス許可が必要です。システム管理者
が「セットアップ (p. 18)」の以下の手順を完了したことを確認してから、このチュートリアルに戻ってく
ださい。

• AWS アカウントを作成するには、「AWS へのサインアップ (p. 18)」を参照してください。
• 管理者以外のロールがにアクセスできるようにするには MediaPackage、を参照してくださいポリシー

と非管理者ロールの作成 (p. 19)。
• Live-to-VOD アセットを保存および取得するための、Amazon S3 バケットへのアクセスを 

MediaPackage 許可するには、「」を参照してくださいAWS Elemental MediaPackage に他のAWSサー
ビスへのアクセスを許可する (p. 24)。

ステップ 1: アクセス MediaPackage
IAM の認証情報を使用して AWS Elemental MediaPackage コンソールにサインインします。

https://console.aws.amazon.com/mediapackage/

ステップ 2: ライブコンテンツを取り込む
ライブコンテンツストリームを AWS Elemental MediaPackage に取り込み、そこからビデオオンデマン
ド (VOD) アセットを抽出するには、チャネルとエンドポイントを作成します。チャネルはエントリポイ
ントであり MediaPackage、 MediaPackage エンドポイントはストリームへのアクセスを提供すること
で、VOD アセットを抽出できるようにます。以下のセクションでは、 MediaPackage コンソールを使用し
てチャネルとエンドポイントを作成する方法について説明します。
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チャネルの作成
チャネルは、の最初のコンポーネントです MediaPackage。チャネルは、AWS Elemental などのエンコー
ダーからのライブコンテンツを受け取る、 MediaPackage そのための入力に対応します MediaLive。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。お客様によるお客様データの供給が予想されるチャ
ネルにフィールドはありません。

チャネルを作成する

1. MediaPackage チャンネルページで、「チャンネルを作成」を選択します。
2. [ID] に、チャネルを説明する名前として channelHLS1 などと入力します。ID はチャネルの一意であ

る必要があります。また、自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。
文字は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数字、ID にス
ペースを使用することはできません。

3. 残りのフィールドをデフォルトのままにし、[Create] (作成) を選択します。

MediaPackage 新しいチャネルの詳細ページを表示します。
4. チャンネルの詳細ページで、URL、ユーザー名、パスワードの値を書き留めます。入力冗長を使用し

ている場合、両方の入力 URL でこの情報が必要です。チャンネルに 1 つのストリームのみを送信す
る場合は、いずれかの入力 URL の情報をメモします。

MediaPackage チャネルの作成時に WebDAV ユーザー名とパスワードが安全に生成されます。これら
の認証情報を変更する必要がある場合は、「入力 URL での認証情報の更新 (p. 48)」を参照してく
ださい。

以上のフィールドの情報をアップストリームエンコーダーの担当者に渡します。エンコーダーのスト
リーム設定で、この担当者は入力 URL として送信先を入力し、チャネルのユーザー名およびパスワー
ドとして WebDAV の認証情報を入力する必要があります。アップストリームエンコーダーは、ダイ
ジェスト認証を使用して、HTTPS 経由で WebDAV をプッシュし MediaPackage、その際、これらの
認証情報を含める必要があります。入力冗長を使用している場合は、このチャンネルへの各入力スト
リームのエンコーダ設定を同じにする必要があります。入力冗長のソースストリームの設定の詳細に
ついては、「ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

エンドポイントの作成
エンドポイントは、チャネルにアタッチされ、ライブコンテンツの出力を表します。ライブコンテンツか
ら VOD アセットを抽出する収集ジョブを作成するときに、抽出元のエンドポイントを指定する必要があ
ります。クリアな (非暗号化の)エンドポイント、もしくは HLS と DASH の暗号化されたエンドポイント
からアセットを収集することが可能です。このエンドポイントでは、スタートオーバーウィンドウが定義
されている必要があります。暗号化されたエンドポイントしかない場合は、「AWS Elemental を使用した
Live-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)」機能リファレンスを参照してください。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。エンドポイントには、お客様自身によるお客様デー
タの供給が予想されるフィールドはありません。

エンドポイントを作成するには

1. [Channels] (チャネル) ページで、エンドポイントを関連付けるチャネルを選択します。
2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、「エンドポイントの管理」を選択しま

す。
3. [ID] に、エンドポイントを説明する名前として HLSendpoint1 などと入力します。ID は、エンドポ

イント (エンドポイント) の主な識別子であり、自分のアカウントに対して一意であることが必要です
AWS リージョン。文字は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数
字、、数字、ID にスペースを使用することはできません。
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4. 残りのフィールドはデフォルトのままにして、[Save (保存) ] を選択します。

MediaPackage 先に作成したエンドポイントを含む、チャネルの詳細ページを表示します。
5. チャンネルの詳細ページで、エンドポイントの URL フィールドの値を書き留めます。この情報をダ

ウンストリームデバイス (CDN またはプレーヤー) の担当者に渡します。この担当者は、ダウンスト
リームデバイスでエンドポイントの URL として、リクエスト送信先を入力する必要があります。

ステップ 3: VOD アセットを抽出する
ライブコンテンツストリームから Live-to-VOD アセットを抽出するには、収集ジョブを作成しま
す。収集ジョブは、アセットを収集するエンドポイント、アセットの開始時間と終了時間、および、 
MediaPackage 収集したアセットを保存する場所を識別します。

収集ジョブを作成するには

1. 「収穫ジョブ」ページで、「収穫ジョブの作成」を選択します。
2. [ID] に、収集ジョブを説明する名前 (gamehighlights など) を入力します。ID は収集ジョブの主要

な識別子です。収集ジョブが期限切れになりアカウントから削除された後、そのジョブの ID は再利用
できます。文字は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数
字、ID にスペースを使用することはできません。

3. [Origin endpoint (配信エンドポイント)] で、VOD アセットを抽出するライブコンテンツストリー
ムのエンドポイントを選択します。エンドポイントは、クリアな (暗号化されていない) コンテン
ツ、もしくは DASH か HLS の暗号化されたコンテンツを提供する必要があります。暗号化された
ライブコンテンツから抽出する場合は、「AWS Elemental を使用したLive-to-VOD アセットの作成 
MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

4. [Date and time format (日付と時刻の形式)] は、デフォルトのままにします。
5. VoD ライブ配信アセットの開始時とライブ配信終了時に、抽出した VOD アセットの開始日時と終了

日時を入力します。開始時間は、ライブストリームの開始時刻の後であり、かつ、現時刻 (「現在」) 
より前であることが必要です。終了時間は過去であることが必要です。

Note

「現在」とは、エンコーダーからのソースコンテンツのプログラム日時 (PDT) に基づく現時
刻です。

6. [Use] ARN ロール) で、Live-to-VOD アセットを Amazon S3 MediaPackage バケットに書き込むため
のアセットを Amazon S3 バケットに書き込むための Use ロールを入力します。ロールのヘルプにつ
いては、「AWS Elemental MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)」を参
照してください。

7. [Amazon S3 bucket name] (Amazon S3 バケット名) で、Live-to-VOD アセットを保存する Amazon S3 
バケットを選択します。 MediaPackage

8. [Manifest key] (マニフェストキー) に、Amazon S3 バケット内でのパスと Live-to-VOD アセットの親
マニフェストのための、Amazon S3 バケット内でのパスと識別子を入力します。 MediaPackage こ
こに入力したパスに基づいてディレクトリを作成します。

Important

マニフェストキーは一意であることが必要です。複数の収集ジョブに同じマニフェストキー
を使用すると、アセットの最新の再生リストによって既存の再生リストが上書きされます。
マニフェストキーを再利用する必要があるのは、コンテンツの前の収集に問題があった場合
など、同じコンテンツを収集するときのみです。

9. [作成] を選択します。

MediaPackage 収集ジョブを処理し、 CloudWatch このジョブが失敗または成功した時点でイベントを送
信します。イベントには、収集ジョブの詳細が含まれています。ジョブが失敗した場合、イベントには理
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由に関する情報が含まれます。この情報は、 CloudWatch イベント内でのみ利用できます。イベントの例
については、「収集ジョブの通知イベント (p. 175)」を参照してください。

(オプション) ステップ 4: VOD コンテンツの出力
を使用して Live-to-VOD MediaPackage アセットを再生可能にするには、パッケージンググループ、パッ
ケージング設定、およびアセットリソースの作成を行います。アセットは、Amazon S3 バケットから 
Live-to-VOD アセットを取り込みます。パッケージンググループは、出力形式と設定を定義する 1 つ以上
のパッケージング設定を保持します。

パッケージンググループを作成する
パッケージンググループは、1 つ以上のパッケージング設定を保持しています。パッケージ設定により、
使用する VOD 出力の種類を定義することができます。これらの出力に関する定義を適用するには、パッ
ケージンググループを複数のアセットに関連付けます。

Example

15 種類のソースコンテンツが使用できます。これらすべてを DASH、HLS、および暗号化された HLS 出
力として提供する場合を考えます。これを実行するためには、DASH、HLS、および暗号化された HLS を
使用する 1 つのパッケージンググループを、パッケージ設定で定義します。その後、定義したグループ
を、コンテンツのこれらの各部に対応したアセットリソースに関連付けます。アセットごとに新しく設定
を作成する必要はありません。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。パッケージンググループには、顧客データの提供を
ユーザーに求めるようなフィールドはありません。

パッケージンググループを作成するには

1. 「パッケージンググループ」ページで、「グループを作成」を選択します。
2. [ID] に、グループの説明となるような名前 (gamehighlights など) を入力します。ID はグループの

主識別子であり、この中で自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。
文字は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数字、ID にス
ペースを使用することはできません。

3. [作成] を選択します。

パッケージング設定を作成する
パッケージ設定は、ストリーム選択の制限や順序など、出力マニフェストの設定方法を指定します。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。パッケージング設定には、顧客データの提供をユー
ザーに求めるようなフィールドはありません。

パッケージング設定を作成するには

1. [Packaging groups (パッケージンググループ)[ ページで、作成したグループを選択します。
2. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、[設定の管理] を選択します。
3. 「パッケージ構成の管理」ページで、「追加」を選択し、次に「新規構成」を選択します。
4. [ID] に、設定を説明する名前として hls_highlights などと入力します。ID は設定の主要な識

別子であり、自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。文字は、数
字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数字、ID にスペースを使
用することはできません。

5. 残りのフィールドはデフォルトのままにして、[Save (保存) ] を選択します。
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(オプション) ステップ 4: VOD コンテンツの出力

アセットを作成する
アセットリソースにより、AWS Elemental が VOD MediaPackage コンテンツを取り込み、パッケージ化
し、提供する方法が決定します。アセットは、1 つ以上のパッケージング設定に関連付けられます。ダウ
ンストリームデバイスが、アセット上の特定のパッケージング設定に対し、再生リクエストを送信しま
す。

MediaPackage はお客様からの顧客データを必要としないため、アセットにはこれらのフィールドは含ま
れません。

アセットを作成してソースコンテンツを取り込むには

1. Amazon S3 バケット内で、ソースコンテンツに使用しているファイルを特定します。以下の情報を記
録します。

• ファイルが保存されている Amazon S3 バケットの名前
• ファイルのフルパス (S3: //bucket/path/ など)source-file-name
• Amazon S3 MediaPackage からの読み取りを許可する IAM ロール

2. MediaPackage コンソールで [アセット] ページに移動し、[アセットをインジェスト] を選択します。
3. Amazon S3 バケット名には、ソースコンテンツが保存されているバケットを選択します。
4. [Use existing role] () で、[Use existing role] (既存のロールを使用) をクリックした上で、Amazon S3 

MediaPackage からの読み取りを許可する Use existing role] (既存のロールを使用) をクリックした上
で、Amazon

5. [Filename] (ファイル名) に、Amazon S3 バケット内の .smil マニフェスト (p. 8) (MP4) または m3u8 
親プレイリスト (HLS)への完全なパスを、ソースコンテンツの名前を含めながら入力します たとえ
ば、lion_movie.m3u8moviesコンテンツがという名前のバケット内でというサブディレクトリに置
かれている場合は、次のように [Filename] (ファイル名) フィールドに入力します。thursday_night

thursday_night/lion_movie.m3u8

Amazon S3 バケット名フィールドで選択したので、バケット名を入力する必要はありません。
6. 「パッケージンググループ」で、作成したグループを選択しますパッケージンググループを作成す

る (p. 37)。
7. [アセットの取り込み] を選択します。

再生 URL を指定する
アセットリソースの作成が終ると、AWS Elemental MediaPackage はパッケージ化されたマニフェストを
視聴者に提供するための準備を行います。これはバックグラウンドで行われ、ソースコンテンツのサイズ
と複雑さによっては時間がかかる場合がありますが、通常は数分以内です。マニフェストの URL はアセッ
トの詳細ページですぐに利用できますが、コンテンツはまだ再生できません。

MediaPackage 各マニフェストの処理が完了すると、Amazon CloudWatch イベントが自分のアカウントに
送信されます。

各パッケージング設定の URL MediaPackage は、アセット上に記述されています。この URL は、ダウン
ストリームデバイス (CDN または再生デバイス) が MediaPackage に VOD コンテンツをリクエストする方
法です。

再生 URL を取得するには

1. MediaPackage コンソールで [Assets] (アセット) ページを開き、「」で作成したアセットの [ID] を選
択しますステップ 4: アセットを作成する (p. 42)。

2. アセットの詳細ページで、各パッケージング設定の URL を取得します。
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(オプション) ステップ 5: MediaPackage 

アクティビティのモニタリング

3. この URL をダウンストリームデバイス (CDN またはプレーヤー) の担当者に渡します。ダウンスト
リームデバイスでは、この担当者は対応するパッケージ設定からの URL としてリクエスト先を入力す
る必要があります。

各 URL は安定しています。このアセットとパッケージング設定の組み合わせの有効期間中に変更されるこ
とはありません。この URL をダウンストリームデバイス (CDN またはプレーヤー) の担当者に渡します。
この担当者は、ダウンストリームデバイスでアセットの URL として、リクエスト送信先を入力する必要が
あります。

(オプション) ステップ 5: MediaPackage アクティビ
ティのモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して、 MediaPackage 受信時間とリクエスト数などのアクティビティ (受信
時間とリクエスト数など) を追跡します。 MediaPackage 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。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

1. CloudWatch でコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [すべてのメトリクス] で、AWS/MediaPackage名前空間を選択します。
4. 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 (たとえば、channel を選択してチャ

ネル別にメトリクスを表示します)。

MediaPackage 指標のリストについては、を参照してくださいAmazon CloudWatch メトリックスAWS 
Elemental MediaPackage ルのモニタリング (p. 161)。

ステップ 6: クリーンアップする
追加料金が発生しないように、使用しなくなったリソースを削除します。

Note

期限切れになった収集ジョブは自動的にアカウントから削除されます。手動で削除することはで
きません。

ライブリソースを削除する
ライブコンテンツの取り込み、提供、収集が完了したら、チャネルとエンドポイントを削除します。チャ
ネルのすべてのエンドポイントを削除すると、チャネル自体を削除できます。

エンドポイントを削除するには

1. MediaPackage チャンネルページで、エンドポイントが関連付けられているチャンネルを選択しま
す。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、削除するオリジンエンドポイントを選択
します。

3. [削除] を選択します。
4. エンドポイントの削除確認ダイアログボックスで、「削除」を選択します。

チャンネルを削除するには

1. [Channels] (チャンネル) ページで削除するチャンネルを選択します。
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2. [Delete] (削除) を選択します。
3. チャンネル削除確認ダイアログボックスで、「削除」を選択します。

MediaPackage チャネルと、それに関連付けられているすべてのエンドポイントを削除します。

VOD リソースを削除する
VOD コンテンツの取り込みと提供が完了したら、余分なリソースを削除します。特定の出力を利用できな
いようにする場合は、パッケージンググループからパッケージング設定を削除します。アセットをどの出
力からも再生できないようにする場合は、そのアセットを削除します。

アセットを削除するには

1. MediaPackage コンソールで、アセットページに移動し、アセットの ID を選択します。
2. アセットの詳細ページで、[Delete (削除)] を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

パッケージング設定を削除するには

1. MediaPackage コンソールで、[Packaging groups] (パッケージンググループ) ページを表示します。
2. 削除する設定を持つグループの [ID] を選択します。
3. パッケージンググループの詳細ページの、[Packaging configurations (パッケージング設定)] セクショ

ンで、設定を見つけけて [ID] を選択します。
4. パッケージング設定の詳細ページで、[Delete (削除)] を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

での VOD コンテンツ配信の開始 MediaPackage
この入門チュートリアルでは、AWS Elemental MediaPackage コンソールを使用して、ビデオオンデマン
ド (VOD) コンテンツを取り込み、再生用に準備する方法を示します。

トピック
• 前提条件 (p. 40)
• ステップ 1: アクセス MediaPackage (p. 41)
• ステップ 2: パッケージンググループの作成 (p. 41)
• ステップ 3: パッケージング設定を作成する (p. 41)
• ステップ 4: アセットを作成する (p. 42)
• ステップ 5: 再生 URL を指定する (p. 42)
• (オプション) ステップ 6: MediaPackage アクティビティのモニタリング (p. 43)
• ステップ 7: クリーンアップする (p. 43)

前提条件
AWS Elemental MediaPackage VOD 機能を使用する際には、次の条件を満たしている必要があります。

• AWSアカウントと、 MediaPackage コンポーネントにアクセスし、その表示や編集を行うための適切な
アクセス許可を持っている。システム管理者が セットアップ (p. 18) の手順を完了したことを確認して
から、このチュートリアルに戻ってください。
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ステップ 1: アクセス MediaPackage

• 1 つ以上の Amazon S3 バケット内にファイルベースのソースコンテンツが用意されている。

サポートされている VOD 入力とコーデックについては、「VOD でサポートされるコーデックおよび入力
タイプ (p. 6)」を参照してください。

ステップ 1: アクセス MediaPackage
IAM の認証情報を使用して AWS Elemental MediaPackage コンソールにサインインします。

https://region.console.aws.amazon.com/mediapackage/home

ステップ 2: パッケージンググループの作成
パッケージンググループは、1 つ以上のパッケージング設定を保持しています。パッケージ設定により、
使用する VOD 出力の種類を定義することができます。これらの出力に関する定義を適用するには、パッ
ケージンググループを複数のアセットに関連付けます。

Example

15 種類のソースコンテンツが使用できます。これらすべてを DASH、HLS、および暗号化された HLS 出
力として提供する場合を考えます。これを実行するためには、DASH、HLS、および暗号化された HLS を
使用する 1 つのパッケージンググループを、パッケージ設定で定義します。その後、定義したグループ
を、コンテンツのこれらの各部に対応したアセットリソースに関連付けます。アセットごとに新しく設定
を作成する必要はありません。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。パッケージンググループには、顧客データの提供を
ユーザーに求めるようなフィールドはありません。

パッケージンググループを作成するには

1. 「パッケージンググループ」ページで、「グループを作成」を選択します。
2. [ID] に、グループの説明となるような名前 (gamehighlights など) を入力します。ID はグループの

主要な識別子であり、自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。文字
は、数字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数字、ID にスペー
スを使用することはできません。

3. [作成] を選択します。

ステップ 3: パッケージング設定を作成する
パッケージ設定は、ストリーム選択の制限や順序など、出力マニフェストの設定方法を指定します。

MediaPackage 顧客データの提供を必要としません。パッケージング設定には、顧客データの提供をユー
ザーに求めるようなフィールドはありません。

パッケージング設定を作成するには

1. [Packaging groups (パッケージンググループ)[ ページで、作成したグループを選択します。
2. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、[設定の管理] を選択します。
3. 「パッケージ構成の管理」ページで、「追加」を選択し、次に「新規構成」を選択します。
4. [ID] に、設定を説明する名前として hls_highlights などと入力します。ID は設定の主要な識

別子であり、自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。文字は、数
字、、、、数字、、、、数字、、、、、、、、数字、数字、数字、数字、、数字、ID にスペースを使
用することはできません。
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ステップ 4: アセットを作成する

5. 残りのフィールドはデフォルトのままにして、[Save (保存) ] を選択します。

ステップ 4: アセットを作成する
アセットリソースにより、VOD MediaPackage コンテンツを取り込み、パッケージ化し、提供する方法が
決定します。アセットは、1 つ以上のパッケージング設定に関連付けられます。ダウンストリームデバイ
スが、アセット上の特定のパッケージング設定に対し、再生リクエストを送信します。

MediaPackage はお客様からの顧客データを必要としないため、アセットにはこれらのフィールドは含ま
れません。

アセットを作成するには

1. Amazon S3 バケット内で、ソースコンテンツに使用しているファイルを特定します。以下の情報を記
録します。

• ファイルが保存されている Amazon S3 バケットの名前
• ファイルのフルパス (S3: //bucket/path/ など)source-file-name
• Amazon S3 MediaPackage からの読み取りを許可する IAM ロール

2. MediaPackage コンソールで [アセット] ページに移動し、[アセットをインジェスト] を選択します。
3. Amazon S3 バケット名には、ソースコンテンツが保存されているバケットを選択します。
4. [Use existing role] () で、[Use existing role] (既存のロールを使用) をクリックした上で、Amazon S3 

MediaPackage からの読み取りを許可する Use existing role] (既存のロールを使用) をクリックした上
で、Amazon

5. [Filename] (ファイル名) に、Amazon S3 バケット内の.smil マニフェスト (MP4) または.m3u8 親プ
レイリスト (HLS) への完全なパスを、ソースコンテンツの名前を含めながら入力します。Amazon 
S3 バケット名フィールドで選択したので、バケット名を入力する必要はありません。例え
ば、 lion_movie.m3u8 という名前のコンテンツが、movies という名前のバケット内の
thursday_night というサブディレクトリに置かれている場合は、次のように [Filename] (ファイル
名) フィールドに入力します。

thursday_night/lion_movie.m3u8

で.smil マニフェストを使用する方法の詳細については MediaPackage、「」を参照してください.smil 
マニフェストでの要件 (p. 8)。

6. 「パッケージンググループ」で、作成したグループを選択しますステップ 2: パッケージンググループ
の作成 (p. 41)。

7. [アセットの取り込み] を選択します。

ステップ 5: 再生 URL を指定する
アセットリソースの作成が終ると、AWS Elemental MediaPackage はパッケージ化されたマニフェストを
視聴者に提供するための準備を行います。これはバックグラウンドで行われ、ソースコンテンツのサイズ
と複雑さによっては時間がかかる場合がありますが、通常は数分以内です。マニフェストの URL はアセッ
トの詳細ページですぐに利用できますが、コンテンツはまだ再生できません。

MediaPackage 各マニフェストの処理が完了すると、Amazon CloudWatch イベントが自分のアカウントに
送信されます。

各パッケージング設定の URL MediaPackage は、アセット上に記述されています。この URL は、ダウン
ストリームデバイス (CDN または再生デバイス) が MediaPackage に VOD コンテンツをリクエストする方
法です。
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(オプション) ステップ 6: MediaPackage 

アクティビティのモニタリング

再生 URL を取得するには

1. MediaPackage コンソールで [Assets] (アセット) ページを開き、「」で作成したアセットの [ID] を選
択しますステップ 4: アセットを作成する (p. 42)。

2. アセットの詳細ページで、各パッケージング設定の URL を取得します。
3. この URL をダウンストリームデバイス (CDN またはプレーヤー) の担当者に渡します。ダウンスト

リームデバイスでは、この担当者は対応するパッケージ設定からの URL としてリクエスト先を入力す
る必要があります。

各 URL は安定しています。このアセットとパッケージング設定の組み合わせの有効期間中に変更されるこ
とはありません。この URL をダウンストリームデバイス (CDN またはプレーヤー) の担当者に渡します。
この担当者は、ダウンストリームデバイスでアセットの URL として、リクエスト送信先を入力する必要が
あります。

(オプション) ステップ 6: MediaPackage アクティビ
ティのモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して、 MediaPackage 受信時間とリクエスト数などのアクティビティ (受信
時間とリクエスト数など) を追跡します。 MediaPackage 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。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

1. CloudWatch でコンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [すべてのメトリクス] で、AWS/MediaPackage名前空間を選択します。
4. 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 (たとえば、channel を選択してチャ

ネル別にメトリクスを表示します)。

MediaPackage 指標のリストについては、を参照してくださいAWS Elemental MediaPackage VOD コンテ
ンツ用メトリクス (p. 168)。

ステップ 7: クリーンアップする
追加料金の発生を避けるには、VOD リソースを削除します。特定の出力を利用できないようにする場合
は、パッケージンググループからパッケージング設定を削除します。アセットをどの出力からも再生でき
ないようにする場合は、そのアセットを削除します。

アセットを削除するには

1. MediaPackage コンソールで、アセットページに移動し、アセットの ID を選択します。
2. アセットの詳細ページで、[Delete (削除)] を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

パッケージング設定を削除するには

1. MediaPackage コンソールで、[Packaging groups] (パッケージンググループ) ページを表示します。
2. 削除する設定を持つグループの [ID] を選択します。
3. パッケージンググループの詳細ページの、[Packaging configurations (パッケージング設定)] セクショ

ンで、設定を見つけけて [ID] を選択します。
4. パッケージング設定の詳細ページで、[Delete (削除)] を選択します。
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ステップ 7: クリーンアップする

5. 確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。
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チャネルの使用

AWS Elemental からのライブコンテ
ンツ配信 MediaPackage

AWS Elemental MediaPackage では、ライブコンテンツ用に次のリソースを使用しています。

• チャネルは、アップストリームエンコーダーからのライブストリームのエントリポイントです。

サポートされているライブ入力とコーデックについては、「ライブでサポートされるコーデックおよび
入力タイプ (p. 3)」を参照してください。。

• エンドポイントは、 MediaPackage アウトバウンドコンテンツをパッケージ化する方法を指定します。
エンドポイントはチャネルに関連付けられており、暗号化、ストリーム、およびパッケージ設定を保持
します。

次のセクションでは、これらのリソースを使用してライブコンテンツを管理する方法について説明します 
MediaPackage。

トピック
• AWS Elemental でのチャネルの使用 MediaPackage (p. 45)
• AWS Elemental のエンドポイントを使用する MediaPackage (p. 49)

AWS Elemental でのチャネルの使用 
MediaPackage

チャネルは、AWS Elemental MediaLive や他のエンコーダーなどのソースから、AWS Elemental 
MediaPackage (MediaPackage) がライブコンテンツストリームを受け取る際に必要となる、すべての情報
を保持します。チャネルは、コンテンツを受け取ってパッケージ化し、エンドポイントを通じてリクエス
ト元のダウンストリームデバイス (ビデオプレーヤーや CDN など) にコンテンツを出力します。

チャネルを作成すると、 MediaPackage は、チャネルの存続期間にわたって不変の入力 URL のペアを提
供します。この入力 URL は、途中で障害やアップグレードが発生した場合でも変わりません。アップスト
リームエンコーダーの出力は、 MediaPackage へのストリーム配信の URL を指します。

サポートされているライブ入力とコーデックについては、「ライブでサポートされるコーデックおよび入
力タイプ (p. 3)」を参照してください。。

トピック
• チャンネルの作成 (p. 45)
• チャネルの詳細の表示 (p. 46)
• チャネルの編集 (p. 47)
• 入力 URL での認証情報の更新 (p. 48)
• チャネルの削除 (p. 48)
• チャネルへのエンドポイントの追加 (p. 48)

チャンネルの作成
ストリームコンテンツの受信を開始するには、チャネルを作成します。後で、チャネルにエンドポイント
を追加します。このエンドポイントは、コンテンツ再生リクエストのアクセスポイントです。
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チャネルの詳細の表示

AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用してチャネ
ルを作成できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でチャネルを作成する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage API Reference を参照してください。

チャネルを作成する際は、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィール
ドなどの自由形式のフィールドに入力しないでください。これには、 MediaPackageコンソール、 
MediaPackage APIAWS CLI、またはAWS SDK MediaPackage を使用して作業する場合も含まれます。入
力したすべてのデータは、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に包含される場
合があります。

チャネルを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [ライブ] で、[チャンネル] を選択します。
3. [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。
4. [ID] に、チャネルを記述する名前を入力します。ID は、チャネルのプライマリ識別子であり、リー

ジョン内のアカウント別に一意であることが必要です。
5. (オプション) [Description] (説明) に、チャネルを特定する際に便利な、わかりやすいテキストを入力

します。
6. [Input type] (入力タイプ) で、[Apple HLS] を選択します。
7. [作成] を選択します。

MediaPackage 新しいチャネルの詳細ページを表示します。

このチャネルはアクティブな状態なので、コンテンツが作成されると、すぐにその受信を開始できま
す。 MediaPackage トラフィックに合わせて適切な容量が使用できるよう、リソースをスケールアッ
プおよびダウンします。入力冗長を使用していて、いずれかの入力からのコンテンツが停止した場
合、 MediaPackage ソースコンテンツに接続された別の入力に自動的に切り替えます。入力冗長の仕
組みの詳細については、「ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

チャネルの作成時にアカウントのクォータを超えた場合は、エラーが発生します。この際のエラー
は、「リクエストが多すぎます。もう一度お試しください。」といった内容です リソース制限を超過
したと言うのは、API リクエストの数がクォータを超過したか、チャネルの数がアカウントで使用で
きる上限に既に到達していることを意味します。これが最初のチャネルであるか、このエラーが誤っ
て表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上げをリク
エストしてください。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいAWS 
Elemental のクォータ MediaPackage (p. 194)。

チャネルの詳細の表示
AWS Elemental に設定されているすべてのチャネルを表示します。または MediaPackage、特定のチャネ
ルの詳細を (そこに関連付けられているエンドポイントも含めて) 表示します。

MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用してチャネルの詳細を表示で
きます。AWS CLIまたは MediaPackage API でチャネルに関する情報を表示する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage API Reference を参照してください。

チャネルを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. [Channels] ページが表示されない場合は、 MediaPackage のホームページで [Skip and go to console] 

を選択します。

すべての既存のチャネルがコンソールに表示されます。
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3. (オプション)「環境設定」 を選択して、表示設定 (ページサイズや表示されるプロパティなど) を調整
します。

4. 特定のチャネルに関する詳細情報を表示するには、そのチャネルの名前を選択します。

MediaPackage 入力 URL の値や、各入力 URL の WebDAV ユーザー名とパスワードなどの重要な情
報が表示されます。これらの情報をアップストリームエンコーダーのストリーム送信先設定として指
定します。入力冗長を使用している場合、両方の入力 URL の情報が提供されます。チャンネルに 1 
つのストリームのみを送信する場合は、いずれかの入力 URL の情報を提供できます。入力冗長の仕組
みについては、「ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

Note

すべてのチャネルには 2 つの入力 URL があります。入力冗長以前に存在していたチャネル
については、新しい 2 つの入力 URL MediaPackage を作成しました。チャネルへの入力に
は新旧の URL のいずれかを使用できます。親マニフェストには名前を付ける必要がありま
すchannel.m3u8。

MediaPackage コンソールで Amazon CloudFront ディストリビューションを作成した場合、チャネル
からは、ディストリビューションの概要情報 (ステータスや ID など) が確認できるようになります。
エンドポイントを追加すると MediaPackage、ディストリビューションにはオリジンが追加され、ま
た、チャネルの詳細ページに CloudFront CDN URL が表示されるようになります。

チャネルの編集
チャネルの説明を編集し、後でわかりやすい内容に変えます。

AWS Elemental コンソールからは、チャネルの説明を編集したり、Amazon Elemental MediaPackage コ
ンソールで Amazon CloudFront ディストリビューションの作成を有効化したりできます。 MediaPackage 
でディストリビューションを作成する方法の詳細については、「AWS Elemental からのディストリビュー
ションの作成 MediaPackage (p. 191)」を参照してください。

Note

既存のディストリビューションを (作成元も含み MediaPackage) 変更するには、Amazon 
CloudFront コンソールに移動してください。

MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用してチャネルを編集でき
ます。AWS CLIまたは MediaPackage API でチャネルを編集する方法については、AWS Elemental 
MediaPackage API Reference を参照してください。

チャネルを編集するときは、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィー
ルドなどの自由形式のフィールドに入力しないでください。これには、 MediaPackageコンソール、 
MediaPackage APIAWS CLI、またはAWS SDK MediaPackage を使用して作業する場合も含まれます。入
力したすべてのデータは、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に包含される場
合があります。

チャネルを編集するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. [Channels] ページが表示されない場合は、 MediaPackage のホームページで [Skip and go to console] 

を選択します。
3. [Channels] (チャネル) ページで、編集するチャネルの名前を選択します。
4. チャネルの詳細ページで、[Edit (編集)] を選択します。
5. 必要な変更を行います。
6. [Update] (更新) を選択します。
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入力 URL での認証情報の更新
入力 URL で認証情報を更新して、新しい WebDAV ユーザー名とパスワードを生成します。

認証情報の更新には、AWS Elemental MediaPackage コンソールまたは MediaPackage API を使用し
ます。 MediaPackage API で認証情報を更新する方法については、AWS Elemental MediaPackage API 
Reference を参照してください。

認証情報を更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. [Channels] ページが表示されない場合は、 MediaPackage のホームページで [Skip and go to console] 

を選択します。
3. [Channels (チャネル)] ページで、認証情報を更新する入力 URL を保持しているチャネルの名前を選択

します。
4. チャネルの詳細ページで、認証情報を更新する入力 URL を選択してから、[Rotate credentials (認証情

報の更新)] を選択します。
5. 新しいユーザー名とパスワードの生成を確定するには、[Rotate (更新)] を選択します。

MediaPackage 新しい認証情報を表示します。

チャネルの削除
AWS Elemental MediaPackage でのコンテンツの受信を停止するには、チャネルを削除します。チャネル
を削除する前に、チャネルのエンドポイントを削除 (「エンドポイントの削除 (p. 71)」を参照) する必
要があります。

MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用してチャネルを削除でき
ます。AWS CLIまたは MediaPackage API でチャネルを削除する方法については、AWS Elemental 
MediaPackage API Reference を参照してください。

チャネルを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. [Channels] ページが表示されない場合は、 MediaPackage のホームページで [Skip and go to console] 

を選択します。
3. [Channels] (チャネル) ページで、削除するチャネルの名前を選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。

チャネルに関連付けられている Amazon CloudFront ディストリビューションが存在する場合は、 
CloudFront CloudFront 確認ダイアログボックスでリンクを選択しコンソールに移動して、ディストリ
ビューションを削除します。 MediaPackage チャネルが削除された際も、ディストリビューションは
削除されません。での削除方法については CloudFront、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「ディス
トリビューションの削除」を参照してください。

5. の確認ダイアログボックスで MediaPackage [Delete] (削除) をクリックし、チャネルを削除します。

チャネルへのエンドポイントの追加
チャネルにエンドポイントを追加して、ダウンストリームのビデオプレーヤーとコンテンツ配信ネット
ワーク (CDN) がコンテンツ再生のリクエストを開始できるようにします。

AWS Elemental MediaPackage コンソールAWS CLI、または MediaPackage API を使用して、チャネル
にエンドポイントを追加できます。AWS CLIまたは MediaPackage API による追加については、AWS 
Elemental MediaPackage API リファレンスを参照してください。
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MediaPackage コンソールによりエンドポイントをチャネルに追加する手順については、「」を参照して
くださいthe section called “ エンドポイントの使用” (p. 49)。

AWS Elemental のエンドポイントを使用する 
MediaPackage

エンドポイントは、チャネルの単一の配信ポイントを定義します。エンドポイントには、AWS Elemental 
をプレーヤーや Amazon などのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) MediaPackage と統合するために必要
な、 CloudFrontすべての情報が保持されます。エンドポイントは、以下のいずれかのストリーム形式で出
力コンテンツに設定します。

• Apple HLS – コンテンツを Apple HTTP Live Streaming (HLS) 用にパッケージ化
• Microsoft Smooth Streaming — コンテンツを Microsoft Smooth Streaming プレーヤー用にパッケージ化
• DASH-ISO – コンテンツを DASH-ISO ABR ストリーミングプロトコル用にパッケージ化
• CMAF — Apple HLS フラグメント化された MP4 (fMP4) をサポートするデバイスにコンテンツをパッ

ケージ化します

さらに、エンドポイントにはデジタル著作権管理 (DRM)、暗号化統合、ストリームのビットレートの表示
順などに関する情報も保持されます。

トピック
• エンドポイントの作成 (p. 49)
• チャネルに関連付けられたすべてのエンドポイントの表示 (p. 70)
• 単一のエンドポイントの表示 (p. 70)
• エンドポイントの編集 (p. 71)
• エンドポイントの削除 (p. 71)
• エンドポイントのプレビュー (p. 72)

エンドポイントの作成
チャネルでエンドポイントを作成し、配信用のコンテンツを AWS Elemental MediaPackage が準備する方
法を定義します。チャネルにエンドポイントを設定するまで、チャネルからコンテンツを利用することは
できません。入力冗長を使用している場合は、各エンドポイントが 1 度に 1 つの入力 URL からコンテン
ツを受信します。 MediaPackage が 1 つの入力 URL で入力のフェイルオーバーを実行すると、エンドポ
イントは自動的にもう 1 つの入力 URL からのコンテンツの受信を開始します。入力冗長とフェイルオー
バーの詳細については、「ライブのAWS MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

エンドポイントを作成すると、エンドポイントの存続期間にわたって不変のパブリック URL 
MediaPackage が割り当てられます。このパブリック URL は、途中で障害やアップグレードが発生した場
合にも変更されません。プレイヤーや CDN は、この URL に従ってエンドポイントからストリームにアク
セスします。

MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用してエンドポイントを作成でき
ます。AWS CLIまたは MediaPackage API を使用してエンドポイントを作成する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage API リファレンスを参照してください。

MediaPackage はお客様からの顧客データを必要としないため、エンドポイントにはこれらのフィールド
は含まれません。

トピック
• HLS エンドポイントの作成 (p. 50)
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• DASH エンドポイントの作成 (p. 55)
• Microsoft Smooth Streaming エンドポイントの作成 (p. 61)
• CMAF エンドポイントの作成 (p. 65)

HLS エンドポイントの作成
Apple HLS をサポートするデバイス向けにコンテンツをフォーマットするエンドポイントを作成します。

Apple HLS エンドポイントを作成するには (コンソール)

1. エンドポイントを関連付けるチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳細の表
示 (p. 46)」を参照してください。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、「エンドポイントの管理」を選択しま
す。

3. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• エンドポイントでの新しいフィールド (p. 50)
• パッケージャ設定のフィールド (p. 51)
• Package 暗号化に関するフィールド (p. 52)
• アクセスコントロールのフィールド (p. 54)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 54)

4. [Save] (保存) を選択します。

AWS Elemental MediaPackage コンソールからの Amazon CloudFront ディストリビューションの作成
を有効化しており、チャネルに初めてエンドポイントを作成した場合は、 MediaPackage ディストリ
ビューションにオリジンが追加されます。 CloudFront CDN の URL とエンドポイントの情報は、チャ
ネルの詳細ページにあるエンドポイントセクションで確認できます。

エンドポイントがアクティブになり、その URL のエンドポイントにリクエストが送信されると、す
ぐにコンテンツを配信できます。 MediaPackage トラフィックに合わせて適切な容量が使用できるよ
う、リソースをスケールアップおよびダウンします。

エンドポイントの作成時にアカウントのクォータを超過した場合は、エラーが発生します。この際の
エラーは、「リクエストが多すぎます。もう一度お試しください。」といった内容です リソースの
上限を超過したと言うのは、API リクエストのクォータを超過したか、エンドポイントの数が、アカ
ウントで使用できる上限に既に到達していることを意味します。このエラーが誤って表示されたと思
われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上げをリクエストしてくださ
い。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいAWS Elemental のクォー
タ MediaPackage (p. 194)。

エンドポイントでの新しいフィールド
エンドポイントを作成する際は、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前)] (名
前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前) これには、 MediaPackage コンソール、 
MediaPackage API、またはAWS SDK MediaPackage を使用して AWS Elemental を操作する場合も含ま
れます。AWS CLI入力したすべてのデータは、取得され、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events 
MediaPackage に包含される場合があります。

1. [ID] に、エンドポイントの説明となるような名前を入力します。ID は、エンドポイントの主要な識別子
であり、内で自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。

2. (オプション) [Description] (説明) に、エンドポイントを特定する際に便利な、わかりやすいテキストを
入力します。

3. [Manifest name] (マニフェスト名) に、エンドポイント URL の末尾に付加する短い文字列を入力しま
す。マニフェスト名により、このエンドポイントへの一意のパスを作成できます。
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4. (オプション) [Startover] (スタートオーバーウィンドウ) に、ウィンドウのサイズ (秒単位) を入力して、
オンデマンド表示に利用できるライブストリームのウィンドウを作成します。視聴者は、ウィンドウ範
囲内のコンテンツのスタートオーバーまたはキャッチアップを行うことができます。スタートオーバー
とキャップアップ TV の実装の詳細については、「AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレン
ス MediaPackage (p. 132)」を参照してください。

5. (オプション) [Time delay] (時間遅延) に、プレーヤーでコンテンツを利用できる時間を遅延時間を (秒単
位で) 入力します。最小の設定時間は 5 秒間です。最大時間は 86,400 秒 (24 時間) です。

時間遅延を使用してライブポイントを再定義し、「現在」の時刻から指定した遅延を差し引いた時刻に
コンテンツを利用可能にします。例えば、時間遅延を 60 秒に設定している場合、12:20 MediaPackage 
に受信したコンテンツは 12:21 まで利用できません。12:20 の再生リクエストに対しては、12:19 のコ
ンテンツが提供されます。同様に、タイムゾーンをまたいで提供するコンテンツの場合、タイムゾーン
の時差に等しい時間遅延を設定することで、たとえば現地時間の 8:00 にコンテンツを提供できます。

遅延時間とスタートオーバーウィンドウを併用する場合は、時間遅延をスタートオーバーウィンドウよ
り短くする必要があります。

Tip

短い出力セグメントで入力の冗長性を利用している場合は、時間遅延を使用することで、入力
スイッチング時のバッファリング量を低減できます。遅延により、コンテンツ再生時のレイテ
ンシーが増加する可能性があることに注意してください。

パッケージャ設定のフィールド
パッケージャ設定のフィールドには、エンドポイントに関する一般的な情報を保持します。

1. パッケージタイプには、Apple HLS を選択してください。
2. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力します。入

力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力した値が入力セグメント時間の倍数
に、 MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。

3. （オプション）ライブプレイリストウィンドウの継続時間には、親マニフェストの合計時間（秒単位）
を入力します。

4. (オプション) すべてのオーディオトラックを 1 つの HLS レンディショングループにグループ化するに
は、「オーディオレンディショングループを使用」を選択します。レンディショングループの詳細につ
いては、「AWS Elemental でのレンディショングループのリファレンス MediaPackage (p. 127)」を
参照してください。

5. （オプション）DVB 字幕を出力にパススルーするには、「DVB 字幕を含める」を選択します。
6. (オプション) [Include IFrame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を選択して、他のトラッ

クと合わせて追加のI フレーム専用ストリームをマニフェストに含めます。 MediaPackage マニフェス
トの最初のレンディションから I フレーム専用ストリームを生成します。サービスは EXT-I-FRAMES-
ONLY タグを出力マニフェストに挿入し、I フレーム専用再生リストを生成した上で、それをストリーム
に含めます。この再生リストでは、早送りや巻き戻しなどのプレイヤー機能を利用できます。

7. （オプション）[プログラムの日付/時間間隔] に、 MediaPackage EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEマニ
フェストにタグを挿入する間隔（秒単位）を入力します。

EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグには、セグメントの時間が保持されます。ソースコンテンツでプロ
グラム日時 (PDT) に関する情報が利用可能な場合、 MediaPackage それと同じ情報を出力コンテンツに
も使用します。それ以外の場合、PDT に協定世界時 (UTC) MediaPackage を使用します。

PDT 情報は、ダウンストリームプレイヤーがストリームをウォールクロックに同期させるのに役立ちま
す。それにより、視聴者が再生タイムラインでシークしたり、プレイヤーで時間を表示したりするなど
の機能が有効になります。

8. （オプション）プレイリストタイプには、「イベント」または「VOD」を選択します。event または 
VOD として指定すると、EXT-X-PLAYLIST-TYPE対応するエントリがメディア再生リストに含まれま
す。再生リストが VOD コンテンツでライブであるかどうかを示します。

51



AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
エンドポイントの作成

SCTE-35 に関するオプション

以下の各フィールドにより、入力ストリームからの SCTE-35 メッセージを、 MediaPackage どのように
処理するかを決定します。詳細については、「AWS Elemental での SCTE-35 メッセージのオプション 
MediaPackage (p. 129)」を参照してください。

1. (オプション) 広告マーカーの場合、パッケージ化されたコンテンツに広告マーカーを含める方法を選択
します。

次から選択します。
• [None] (なし) – すべての SCTE-35 広告マーカーを出力から省きます。
• [Passthrough] (パススルー) — SCTE-35 広告マーカーを、入力 HLS の入力ストリームから出力に直

接コピーします。
• [SCTE-35 enhanced] (強化 SCTE-35) — 入力ストリームからの SCTE-35 入力メッセージに基づい

て、広告マーカーとブラックアウトタグを出力に生成します。
• [日付範囲] (日付範囲) — HLS および CMAFEXT-X-DATERANGE マニフェストのタグを発信し、広告

やプログラムの移行を知らせることもできます。
2. (オプション) 広告トリガーでは、出力で広告マーカーとして扱いたい SCTE-35 メッセージタイプを選

択します。ここでの選択を行わない場合、 MediaPackage 以下のメッセージタイプに基づいた広告マー
カーが出力マニフェストに挿入されます。
• スプライス挿入
• プロバイダー広告
• ディストリビューター広告
• プロバイダー配置機会
• ディストリビューター配置機会

3. (オプション) 配信制限での広告。SCTE-35 メッセージのセグメンテーション記述子内の配信制限フラグ
に基づいて、 MediaPackage 広告挿入アクションを選択します。
• [None] (なし) — MediaPackage 出力マニフェストに広告マーカーを挿入しません。
• [Restricted] (制限あり) — [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で指定し

た、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限がある場合に、 MediaPackage 広告マーカーを挿入し
ます。

• [Unrestricted] (制限なし) — MediaPackage [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で
指定した、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限がない場合に、広告マーカーを挿入します。

• [Both] (両方) — MediaPackage [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で指定し
た、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限があるかどうかにかかわらず、広告マーカーを挿入しま
す。

Package 暗号化に関するフィールド

暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture 」を参照してください。

Note

コンテンツを暗号化するには、DRM プロバイダーが必要で、暗号化を使用するように設定する必
要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と DRM” (p. 103)」
を参照してください。

暗号化値を定義します。
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1. 著作権保護なしでコンテンツを提供するには、[No encryption] (暗号化なし) を選択したままにします。
2. 著作権を保護してコンテンツを提供するには、[Encrypt content (コンテンツの暗号化)] を選択して追加

のフィールドに以下のように入力します。
a. [Resource ID] (リソース ID) で、コンテンツの識別子を入力します。この ID は、現在のエンドポイン

トを特定するために、サービスよりキーサーバーに送信されます。この設定を、どの程度特有なもの
にするかは、どの程度詳細なアクセス制御を求めるかによって異なります。このサービスでは、同時
に実行される 2 つの暗号化プロセスで、同じ ID を使用することはできません。リソース ID は、コ
ンテンツ ID とも呼ばれます。

次に、リソース ID の例を示します。

MovieNight20171126093045

b. [システム ID] に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力します。システ
ム ID を 1 つ指定します。ID がわからない場合は、DRM プロバイダーにお問い合わせください。

c. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

d. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付
与する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューション
プロバイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

e. [Certificate ARN] (証明書 ARN) – (オプション) コンテンツキーでの暗号化に使用する 2048 RSA 証明
書 ARN を入力します。このオプションは、DRM キープロバイダーがコンテンツキーの暗号化をサ
ポートしている場合にのみ使用してください。キープロバイダーがサポートしていない場合は、この
暗号化を使用してもイベントが失敗します。

ここに証明書 ARN を入力するには、対応する証明書を AWS Certificate Manager に既にインポート
している必要があります。その上で ACM からの証明書 ARN をここに入力します。

コンテンツキーの暗号化については、「コンテンツキーで使用する証明書の準備と管理 (p. 106)」
を参照してください。

f. [Encryption method] (暗号化方法) で、Apple HLS AES-128 に対しては [Sample-AES] を、Apple 
FairPlay HLS AES-128 に対しては [AES-128] を、それぞれ選択します。

g. (オプション) [Constant initialization vector] (定数初期化ベクトル) に、コンテンツを暗号化するための
キーで使用される、128 ビット (16 バイト) の 16 進値を、32 文字の文字列により入力します。

h. (オプション) [Key rotation interval] (キーローテーションの間隔) に、コンテンツがリアルタイムでス
トリーミングされるライブワークフローでの、キーの変更頻度を秒単位で入力します。サービスは、
ライブコンテンツのストリーミングを開始する前にコンテンツキーを取得します。その後は、必要に
応じてワークフローの存続期間中にそれらを取得します。デフォルトでは、キーのローテーションは 
60 秒間隔に設定されています (60 を設定するのと同じです)。キーのローテーションを無効にするに
は、この間隔を 0 (ゼロ) に設定します。

次の設定例では、サービスは 30 分ごとにキーのローテーションを実行します。

1800
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キーローテーションについては、「キーローテーションの動作について (p. 107)」を参照してくだ
さい。

i. (オプション) マニフェストのすべてのセグメントの前に、サービスに同じキーを繰り返させたい場合
は、[Repeat EXT-X-KEY] (EXT-X-KEY を繰り返す) を選択します。デフォルトでは、キーは、ヘッ
ダーの後、セグメントの前に一度だけ書き込まれます。[Repeat EXT-X-KEY] (EXT-X-KEY を繰り
返す) を選択すると、マニフェストはすべてのセグメントにキーが前置される形式で (ヘッダー、
キー、セグメント、キー、セグメント、キー… のように) 記述されます。この設定は、プレイヤーの
要件に合わせて行ってください。このオプションを選択すると、DRM サーバーへのクライアントリ
クエストが増える場合があります。

アクセスコントロールのフィールド

アクセス制御値を定義します。

1. [Allow encryption] (送信を許可) を選択すると、このエンドポイントからリクエスト元のデバイスにコン
テンツを発信することを許可します。エンドポイントで配信を禁止することは一般的ではありません。

通常、エンドポイントでのコンテンツの提供を禁止するのは、エンドポイントがライブストリームから
の VOD コンテンツの収集専用に使用されている場合のみです。詳細については、「AWS Elemental を
使用したLive-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

2. [すべての受信クライアントに、要求元の IP アドレスと範囲すべてにコンテンツを提供することを許可
する] を選択するか、[IP アドレスで制限] を選択して、このエンドポイントが処理する IP アドレスを制
限します。IP アドレスで制限する場合は、[IP 許可リスト] に、このエンドポイントがコンテンツを提供
する IP アドレスと範囲を入力します。1 行に 1 つのCIDR ブロック。

Note

IPv4 アドレスのみが許可されます。
3. このエンドポイントへのコンテンツリクエストに有効な認証コードを含めるようにするには、「CDN 

認証を使用する」を選択します。残りのフィールドに入力します。
a. [Secrets role ARN] (シークレットのロール ARN) に、 MediaPackage へのアクセス権限を 1 つ付与す

る IAM ロールの ARN を入力しますAWS Secrets Manager。Secrets ロール ARN は次の形式である
必要があります。arn:aws:iam::accountID:role/name

b. [CDN identifier secret] (CDN ID シークレット) に、CDN がエンドポイントへのアクセ
スを許可するために使用する、Secrets Manager の認証コードシークレットの ARN 
を入力します。CDN 識別子のシークレット ARN は次の形式である必要がありま
す:arn:aws:secretsmanager:region:accountID:secretguid.

この認証の仕組みについては、「AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照し
てください。

ストリーム選択に関するフィールド

含めるストリームを定義します。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順) で、以下から選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• ビデオのビットレートを昇順に並べ替えて、出力ストリームを最低ビットレートから順に並べ替えま

す。

54



AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
エンドポイントの作成

• ビデオのビットレートを下げて、出力ストリームを最高ビットレートから開始して最低のビットレー
トで終了するようにソートします。

2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ
オトラックに要求される最小ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。

3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ
オトラックに要求される最大ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。

DASH エンドポイントの作成
MPEG-DASH をサポートするデバイス向けにコンテンツをフォーマットするエンドポイントを作成しま
す。

MPEG-DASH エンドポイントを作成するには (コンソール)

1. エンドポイントを関連付けるチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳細の表
示 (p. 46)」を参照してください。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、「エンドポイントの管理」を選択しま
す。

3. [Manage endpoints] (エンドポイント管理) を選択します。
4. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• エンドポイントでの新しいフィールド (p. 55)
• パッケージャ設定のフィールド (p. 56)
• Package 暗号化に関するフィールド (p. 59)
• アクセスコントロールのフィールド (p. 60)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 61)

5. [Save] (保存) を選択します。

AWS Elemental MediaPackage コンソールからの Amazon CloudFront ディストリビューションの作成
を有効化しており、チャネルに初めてエンドポイントを作成した場合は、 MediaPackage ディストリ
ビューションにオリジンが追加されます。 CloudFront CDN の URL とエンドポイントの情報は、チャ
ネルの詳細ページにあるエンドポイントセクションで確認できます。

エンドポイントがアクティブになり、その URL のエンドポイントにリクエストが送信されると、す
ぐにコンテンツを配信できます。 MediaPackage トラフィックに合わせて適切な容量が使用できるよ
う、リソースをスケールアップおよびダウンします。

エンドポイントの作成時にアカウントのクォータを超過した場合は、エラーが発生します。この際の
エラーは、「リクエストが多すぎます。もう一度お試しください。」といった内容です リソースの
上限を超過したと言うのは、API リクエストのクォータを超過したか、エンドポイントの数が、アカ
ウントで使用できる上限に既に到達していることを意味します。このエラーが誤って表示されたと思
われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上げをリクエストしてくださ
い。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいAWS Elemental のクォー
タ MediaPackage (p. 194)。

エンドポイントでの新しいフィールド

エンドポイントを作成する際は、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前)] (名
前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前) これには、 MediaPackage コンソール、 
MediaPackage API、またはAWS SDK MediaPackage を使用して AWS Elemental を操作する場合も含ま
れます。AWS CLI入力したすべてのデータは、取得され、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events 
MediaPackage に包含される場合があります。
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1. [ID] に、エンドポイントの説明となるような名前を入力します。ID は、エンドポイントの主要な識別子
であり、内で自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。

2. (オプション) [Description] (説明) に、エンドポイントを特定する際に便利な、わかりやすいテキストを
入力します。

3. [Manifest name] (マニフェスト名) に、エンドポイント URL の末尾に付加する短い文字列を入力しま
す。マニフェスト名により、このエンドポイントへの一意のパスを作成できます。

4. (オプション) [Startover] (スタートオーバーウィンドウ) に、ウィンドウのサイズ (秒単位) を入力して、
オンデマンド表示に利用できるライブストリームのウィンドウを作成します。視聴者は、ウィンドウ範
囲内のコンテンツのスタートオーバーまたはキャッチアップを行うことができます。スタートオーバー
とキャップアップ TV の実装の詳細については、「AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレン
ス MediaPackage (p. 132)」を参照してください。

5. (オプション) [Time delay] (時間遅延) に、プレーヤーでコンテンツを利用できる時間を遅延時間を (秒単
位で) 入力します。最小の設定時間は 5 秒間です。最大時間は 86,400 秒 (24 時間) です。

時間遅延を使用してライブポイントを再定義し、「現在」の時刻から指定した遅延を差し引いた時刻に
コンテンツを利用可能にします。例えば、時間遅延を 60 秒に設定している場合、12:20 MediaPackage 
に受信したコンテンツは 12:21 まで利用できません。12:20 の再生リクエストに対しては、12:19 のコ
ンテンツが提供されます。同様に、タイムゾーンをまたいで提供するコンテンツの場合、タイムゾーン
の時差に等しい時間遅延を設定することで、たとえば現地時間の 8:00 にコンテンツを提供できます。

遅延時間とスタートオーバーウィンドウを併用する場合は、時間遅延をスタートオーバーウィンドウよ
り短くする必要があります。

Tip

短い出力セグメントで入力の冗長性を利用している場合は、時間遅延を使用することで、入力
スイッチング時のバッファリング量を低減できます。遅延により、コンテンツ再生時のレイテ
ンシーが増加する可能性があることに注意してください。

パッケージャ設定のフィールド

1. パッケージタイプには、DASH-ISO を選択します。
2. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力します。入

力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力した値が入力セグメント時間の倍数
に、 MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。

Important

[Segment template format] (セグメントテンプレートの形式)で [Number with duration] (期間を
含む数値) を有効化した場合、エンドポイントの作成後はセグメント期間を変更することはで
きません。

3. (オプション) [マニフェストウィンドウの所要時間] に、マニフェストの合計時間 (秒単位) を入力しま
す。

4. (オプション)「プロファイル」では、出力のセグメントとマニフェストの形式を決定する DASH プロ
ファイルを選択します。
• [None] (なし) — 出力は DASH プロファイルを使用しません。
• Hbbtv 1.5 — 出力は HbbTV v1.5 に準拠しています。HbbTV v1.5 の詳細については、HbbTV 仕様の

ウェブサイトを参照してください。
• ハイブリッドキャスト — 出力はハイブリッドキャストに準拠しています。ハイブリッドキャストの

詳細については、IPTVフォーラム・ジャパンのハイブリッドキャスト仕様を参照してください。パッ
ケージ構成で Hybridcast プロファイルを有効にすると、DASH Period トリガーを使用できなくなり
ます (p. 58)。

• DVB-DASH 2014 — 出力は DVB-DASH 2014 に準拠しています。DVB-DASH 2014 の詳細について
は、DVB-DASH の仕様を参照してください。
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5. (オプション) [Manifest layout] (マニフェストレイアウト) で、再生リクエストに応じて完全なマニフェ
ストを提供するか、圧縮されたマニフェストを提供するかを指定します。 MediaPackage
• [Full (完全)] を選択した場合、 MediaPackage はマニフェストのすべての Representation につい

て、SegmentTemplate および SegmentTimeline タグを提供します。
• [Compact (圧縮)] を選択した場合、 MediaPackage は重複した SegmentTemplate タグをまとめ、

マニフェストの先頭で提供します。これによりマニフェストが短くなり、一部のデバイスで処理が容
易になります。

マニフェストのレイアウトオプションの詳細については、「圧縮された DASH マニフェス
ト (p. 114)」を参照してください。

6. (オプション) に、マニフェストの更新をリクエストするまでにプレイヤーが待機する必要がある最小時
間 (秒単位) を入力します。値が小さいほど、マニフェストの更新回数が増えます。ただし、リクエスト
とレスポンスのネットワークトラフィックも増えます。

7. (オプション) [Min buffer time (最小バッファ時間)] に、プレーヤーがバッファに保持する必要がある最
小時間 (秒単位) を入力します。ネットワーク条件のせいで再生が中断する場合は、再生が失敗する前に
追加のコンテンツがプレイヤーにバッファされ、視聴者に影響が及ばないように復旧時間が確保されま
す。

8. (オプション) [Suggested presentation delay] (推奨表示遅延) に、マニフェストの末尾からプレイヤーを
戻す時間 (秒単位) を入力します。これにより、コンテンツの開始ポイントがマニフェストの末尾から x 
秒戻った (コンテンツがライブである) ポイントに設定されます。たとえば、表示遅延を 35 秒に設定す
ると、5:30 のリクエストに対して 5:29:25 からのコンテンツが提供されます。時間遅延を使用すると、 
MediaPackage 時間遅延に推奨された表示遅延を追加します。

9. (オプション) [Segment template format] (セグメントテンプレート形式) MediaPackage で、各セグメン
トが、どのように参照されるかを選択します。
• [Number with timeline (タイムライン付きの番号)] を選択した場合、 MediaPackage は $Number$ 変

数を使用して、SegmentTemplate タグの media 属性のセグメントを参照します。変数の値はセグ
メントの連続番号です。SegmentTimeline は各セグメントテンプレートに含まれています。

• [Number with duration (期間付き番号)] を選択すると、 MediaPackage は、$Number$ 変数を使用し
て SegmentTimeline オブジェクトをセグメントテンプレートの duration 属性と置き換えます。

Note

このオプションは、複数期間 DASH と組み合わせて使用することはできません。
• [Time with timeline (タイムライン付き時間)] を選択した場合、 MediaPackage はセグメントを参照す

るために $Time$ 変数を使用します。変数の値は、マニフェストタイムライン上でセグメントが開始
されるときのタイムスタンプです。SegmentTimeline は各セグメントテンプレートに含まれていま
す。

SegmentTemplate タグの書式設定オプションの詳細については、「DASH マニフェストのセグメント
テンプレート形式 (p. 116)」を参照してください。

10.(オプション) UTC タイミングについては、プレイヤーを協定世界時 (UTC) での実測時間に同期するた
めの方法を選択します。これにより、プレイヤーと同じ UTC MediaPackage 実測時間で実行するよう
になります。この同期は必須で、これを行わないと再生のタイミングや同期に問題が発生する可能性が
あります。

オプションはHTTP-HEAD、、HTTP-ISOHTTP-XSDATE、NONEおよびです。この値は、アウトバウンド
向け MPD (Media Presentation Description) の UTCTiming 要素に、@schemeIdURI 属性としてセット
されます。UTCTiming については、DASH の UTC タイミング記述子、5.8.4.11 を参照してください。

11.(オプション) [UTC タイミングの URI] には、UTC との同期に使用する URI を指定します。この URI 
は、[UTC timing] (UTC タイミング) で定義されたスキームに従って、タイミングデータをフェッチする
際に使用されます。この値は、[UTC timing] (UTC タイミング) が NONE に設定されていない場合にのみ
有効となります。この値は、UTCTiming 要素に @value 属性としてセットされます。@value の詳細
については、DASH の、DASH UTC Timing Schemes、5.8.5.7 を参照してください。

12.(オプション) [Include IFrame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を選択して、他の
トラックと合わせて追加のI フレーム専用ストリームをマニフェストに含めます。 MediaPackage 
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マニフェストの最初のレンディションから I フレーム専用ストリームを生成します。サービス
は、<EssentialProperty schemeIdUri="http://dashif.org/guidelines/trickmode" 
value="X"/>記述子 (X は元のアダプテーションセットの ID) を挿入し、I フレーム専用レンディショ
ンを生成した上でストリームに含めます。暗号化を使用する場合、I MediaPackage フレームのみのレ
ンディションを元のビデオレンディションと同じコンテンツキーで暗号化します。このレンディション
により、早送りや巻き戻しなどのプレーヤー機能が可能になります。

13.[Period triggers] (期間トリガー) では、DASH 出力マニフェストでメディアプレゼンテーション説明 
(MPD) MediaPackage 期間を作成する方法を選択します。次から選択します。
• [None] (なし) — MediaPackage 追加の期間を作成しません。マニフェストを 1 つの期間として

フォーマットし、このセグメントには SCTE-35 マーカーを含みません。
• 広告に新しい期間をトリガーする) — 入力コンテンツの SCTE-35 広告マーカーに基づいて、 

MediaPackageマニフェストに複数の期間を作成して挿入します。これらの期間は、メインコンテン
ツと広告コンテンツの間の境界コンテンツのように、コンテンツを分割します。 MediaPackage マ
ニフェストで期間を設定する方法の詳細については、「」を参照してくださいAWS Elemental での 
DASH マニフェストに関するオプション MediaPackage (p. 111)。

Important

複数期間は、DASH コンテンツで広告挿入をパーソナライズするために AWS Elemental 
MediaTailor コンテンツを使用する場合に必要です。このサービスの詳細については、AWS 
Elemental MediaTailor ユーザーガイドを参照してください。

SCTE-35 に関するオプション

以下の各フィールドにより、入力ストリームからの SCTE-35 メッセージを、 MediaPackage どのように
処理するかを決定します。詳細については、「AWS Elemental での SCTE-35 メッセージのオプション 
MediaPackage (p. 129)」を参照してください。

1. (オプション) 広告トリガーでは、出力で広告マーカーとして扱いたい SCTE-35 メッセージタイプを選
択します。ここでの選択を行わない場合、 MediaPackage 以下のメッセージタイプに基づいた広告マー
カーが出力マニフェストに挿入されます。
• スプライス挿入
• プロバイダー広告
• ディストリビューター広告
• プロバイダー配置機会
• ディストリビューター配置機会

2. (オプション) 配信制限での広告。SCTE-35 メッセージのセグメンテーション記述子内の配信制限フラグ
に基づいて、 MediaPackage 広告挿入アクションを選択します。
• [None] (なし) — MediaPackage 出力マニフェストに広告マーカーを挿入しません。
• [Restricted] (制限あり) — [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で指定し

た、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限がある場合に、 MediaPackage 広告マーカーを挿入し
ます。

• [Unrestricted] (制限なし) — MediaPackage [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で
指定した、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限がない場合に、広告マーカーを挿入します。

• [Both] (両方) — MediaPackage [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で指定し
た、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限があるかどうかにかかわらず、広告マーカーを挿入しま
す。

広告マーカーを挿入しないことを選択すると、 MediaPackage 期間も作成しません。出力マニフェスト
は 1 つの期間に含まれています。
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Package 暗号化に関するフィールド
暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

Note

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用する
ように設定する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と 
DRM” (p. 103)」を参照してください。

暗号化値を定義します。

1. 著作権保護なしでコンテンツを提供するには、[No encryption] (暗号化なし) を選択したままにします。
2. 著作権を保護してコンテンツを提供するには、[Encrypt content (コンテンツの暗号化)] を選択して追加

のフィールドに以下のように入力します。
a. [Resource ID] (リソース ID) で、コンテンツの識別子を入力します。この ID は、現在のエンドポイン

トを特定するために、サービスよりキーサーバーに送信されます。この設定を、どの程度特有なもの
にするかは、どの程度詳細なアクセス制御を求めるかによって異なります。このサービスでは、同時
に実行される 2 つの暗号化プロセスで、同じ ID を使用することはできません。リソース ID は、コ
ンテンツ ID とも呼ばれます。

以下に、リソース ID の例を示します。

MovieNight20171126093045

b. [System IDs] (システム ID) に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力し
ます。最大 2 つの ID を指定します。複数のシステム ID を指定する場合は、1 行に 1 つずつ入力し
て、[Add] (追加) をクリックします。一般的なシステム ID のリストについては、「DASH-IF システ
ム ID」を参照してください。ID がわからない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお問い合
わせください。

c. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

d. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付
与する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューション
プロバイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

e. (オプション) SPEKE バージョンの場合、暗号化に使用する SPEKE のバージョンを選択しま
す。SPEKE バージョン 1.0 は CPIX バージョン 2.0 を使用するレガシーバージョンであり、単
一キーによる暗号化をサポートしています。SPEKE バージョン 2.0 では CPIX バージョン 2.3 が
使用され、複数のキーによる暗号化がサポートされます。で SPEKE を使用する方法の詳細につ
いては MediaPackage、「Content encryption and DRM in AWS Elemental」を参照してください 
MediaPackage。
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[SPEKE Version 2.0] (SPEKE バージョン 2.0) を選択した場合には、[Video encryption preset] (ビデ
オ暗号化プリセット) と [Audio encryption preset] (オーディオ暗号化プリセット) も選択します。ビデ
オおよびオーディオのプリセット設定により、 MediaPackage ストリーム内のオーディオトラックと
ビデオトラックの暗号化に使用するコンテンツキーが決定します。これらのプリセットの詳細につい
ては、「」を参照してくださいSPEKE バージョン 2.0 プリセット (p. 107)。

SPEKE バージョン 2.0 を使用する場合、 MediaPackage キーのローテーションが無効化されます。
f. [Certificate ARN] (証明書 ARN) – (オプション) コンテンツキーでの暗号化に使用する 2048 RSA 証明

書 ARN を入力します。このオプションは、DRM キープロバイダーがコンテンツキーの暗号化をサ
ポートしている場合にのみ使用してください。キープロバイダーがサポートしていない場合は、この
暗号化を使用してもイベントが失敗します。

ここに証明書 ARN を入力するには、対応する証明書を AWS Certificate Manager に既にインポート
している必要があります。その上で ACM からの証明書 ARN をここに入力します。

コンテンツキーの暗号化については、「コンテンツキーで使用する証明書の準備と管理 (p. 106)」
を参照してください。

g. (オプション) [Key rotation interval] (キーローテーションの間隔) に、コンテンツがリアルタイムでス
トリーミングされるライブワークフローでの、キーの変更頻度を秒単位で入力します。サービスは、
ライブコンテンツのストリーミングを開始する前にコンテンツキーを取得します。その後は、必要に
応じてワークフローの存続期間中にそれらを取得します。デフォルトでは、キーのローテーションは 
60 秒間隔に設定されています (60 を設定するのと同じです)。キーのローテーションを無効にするに
は、この間隔を 0 (ゼロ) に設定します。

次の設定例では、サービスは 30 分ごとにキーのローテーションを実行します。

1800

キーローテーションについては、「キーローテーションの動作について (p. 106)」を参照してくだ
さい。

アクセスコントロールのフィールド

アクセス制御値を定義します。

1. [Allow encryption] (送信を許可) を選択すると、このエンドポイントからリクエスト元のデバイスにコン
テンツを発信することを許可します。エンドポイントで配信を禁止することは一般的ではありません。

通常、エンドポイントでのコンテンツの提供を禁止するのは、エンドポイントがライブストリームから
の VOD コンテンツの収集専用に使用されている場合のみです。詳細については、「AWS Elemental を
使用したLive-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

2. [すべての受信クライアントに、要求元の IP アドレスと範囲すべてにコンテンツを提供することを許可
する] を選択するか、[IP アドレスで制限] を選択して、このエンドポイントが処理する IP アドレスを制
限します。IP アドレスで制限する場合は、[IP 許可リスト] に、このエンドポイントがコンテンツを提供
する IP アドレスと範囲を入力します。1 行に 1 つのCIDR ブロック。

3. このエンドポイントへのコンテンツリクエストに有効な認証コードを含めるようにするには、「CDN 
認証を使用する」を選択します。

4. (オプション) [Secrets role ARN] (シークレットのロール ARN) に、 MediaPackage へのアクセス権限を 
1 つ付与する IAM ロールの ARN を入力しますAWS Secrets Manager。シークレットロールの ARN は
次の形式である必要があります:arn:aws:iam::accountID:role/name.

5. (オプション) [CDN identifier secret] (CDN ID シークレット) に、CDN がエンドポ
イントへのアクセスを許可するために使用する Secrets Manager の認証コード
シークレットの ARN を入力します。CDN 識別子は次の形式である必要がありま
す:arn:aws:secretsmanager:region:accountID:secret:guid.
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この認証の仕組みについては、「AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照してく
ださい。

ストリーム選択に関するフィールド

含めるストリームを定義します。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

1. (オプション) [ストリームの順序] で、動画のビットレートをプレーヤーに表示する順序を選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• ビデオのビットレートを昇順に並べ替えて、出力ストリームを最低ビットレートから順に並べ替えま

す。
• ビデオのビットレートを下げて、出力ストリームを最高ビットレートから開始して最低のビットレー

トで終了するようにソートします。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ

オトラックに要求される最小ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。
3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ

オトラックに要求される最大ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。

Microsoft Smooth Streaming エンドポイントの作成
Microsoft Smooth Streaming をサポートするデバイス向けにコンテンツをフォーマットするエンドポイン
トを作成します。

Microsoft Smooth Streaming エンドポイントを作成するには (コンソール)

1. エンドポイントを関連付けるチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳細の表
示 (p. 46)」を参照してください。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、「エンドポイントの管理」を選択しま
す。

3. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• エンドポイントでの新しいフィールド (p. 62)
• パッケージャ設定のフィールド (p. 62)
• Package 暗号化に関するフィールド (p. 63)
• アクセスコントロールのフィールド (p. 64)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 64)

4. [Save] (保存) を選択します。

AWS Elemental MediaPackage コンソールからの Amazon CloudFront ディストリビューションの作成
を有効化しており、チャネルに初めてエンドポイントを作成した場合は、 MediaPackage ディストリ
ビューションにオリジンが追加されます。 CloudFront CDN の URL とエンドポイントの情報は、チャ
ネルの詳細ページにあるエンドポイントセクションで確認できます。

エンドポイントがアクティブになり、その URL のエンドポイントにリクエストが送信されると、す
ぐにコンテンツを配信できます。 MediaPackage トラフィックに合わせて適切な容量が使用できるよ
う、リソースをスケールアップおよびダウンします。

エンドポイントの作成時にアカウントのクォータを超過した場合は、エラーが発生します。この際の
エラーは、「リクエストが多すぎます。もう一度お試しください。」といった内容です リソースの
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上限を超過したと言うのは、API リクエストのクォータを超過したか、エンドポイントの数が、アカ
ウントで使用できる上限に既に到達していることを意味します。このエラーが誤って表示されたと思
われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上げをリクエストしてくださ
い。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいAWS Elemental のクォー
タ MediaPackage (p. 194)。

エンドポイントでの新しいフィールド

エンドポイントを作成する際は、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前)] (名
前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前) これには、 MediaPackage コンソール、 
MediaPackage API、またはAWS SDK MediaPackage を使用して AWS Elemental を操作する場合も含ま
れます。AWS CLI入力したすべてのデータは、取得され、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events 
MediaPackage に包含される場合があります。

1. [ID] に、エンドポイントの説明となるような名前を入力します。ID は、エンドポイントの主要な識別子
であり、内で自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。

2. (オプション) [Description] (説明) に、エンドポイントを特定する際に便利な、わかりやすいテキストを
入力します。

3. [Manifest name] (マニフェスト名) に、エンドポイント URL の末尾に付加する短い文字列を入力しま
す。マニフェスト名により、このエンドポイントへの一意のパスを作成できます。

4. (オプション) [Startover] (スタートオーバーウィンドウ) に、ウィンドウのサイズ (秒単位) を入力して、
オンデマンド表示に利用できるライブストリームのウィンドウを作成します。視聴者は、ウィンドウ範
囲内のコンテンツのスタートオーバーまたはキャッチアップを行うことができます。スタートオーバー
とキャップアップ TV の実装の詳細については、「AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレン
ス MediaPackage (p. 132)」を参照してください。

5. (オプション) [Time delay] (時間遅延) に、プレーヤーでコンテンツを利用できる時間を遅延時間を (秒単
位で) 入力します。最小の設定時間は 5 秒間です。最大時間は 86,400 秒 (24 時間) です。

時間遅延を使用してライブポイントを再定義し、「現在」の時刻から指定した遅延を差し引いた時刻に
コンテンツを利用可能にします。例えば、時間遅延を 60 秒に設定している場合、12:20 MediaPackage 
に受信したコンテンツは 12:21 まで利用できません。12:20 の再生リクエストに対しては、12:19 のコ
ンテンツが提供されます。同様に、タイムゾーンをまたいで提供するコンテンツの場合、タイムゾーン
の時差に等しい時間遅延を設定することで、たとえば現地時間の 8:00 にコンテンツを提供できます。

遅延時間とスタートオーバーウィンドウを併用する場合は、時間遅延をスタートオーバーウィンドウよ
り短くする必要があります。

Tip

短い出力セグメントで入力の冗長性を利用している場合は、時間遅延を使用することで、入力
スイッチング時のバッファリング量を低減できます。遅延により、コンテンツ再生時のレイテ
ンシーが増加する可能性があることに注意してください。

パッケージャ設定のフィールド

パッケージャ設定のフィールドには、エンドポイントに関する一般的な情報を保持します。

1. パッケージタイプには、マイクロソフトスムースを選択してください。
2. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力します。入

力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力した値が入力セグメント時間の倍数
に、 MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。

3. (オプション) [マニフェストウィンドウの所要時間] に、マニフェストの合計時間 (秒単位) を入力しま
す。
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Package 暗号化に関するフィールド

暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

Note

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用する
ように設定する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と 
DRM” (p. 103)」を参照してください。

暗号化値を定義します。

1. 著作権保護なしでコンテンツを提供するには、[No encryption] (暗号化なし) を選択したままにします。
2. 著作権を保護してコンテンツを提供するには、[Encrypt content (コンテンツの暗号化)] を選択して追加

のフィールドに以下のように入力します。
a. [Resource ID] (リソース ID) で、コンテンツの識別子を入力します。この ID は、現在のエンドポイン

トを特定するために、サービスよりキーサーバーに送信されます。この設定を、どの程度特有なもの
にするかは、どの程度詳細なアクセス制御を求めるかによって異なります。このサービスでは、同時
に実行される 2 つの暗号化プロセスで、同じ ID を使用することはできません。リソース ID は、コ
ンテンツ ID とも呼ばれます。

次に、リソース ID の例を示します。

MovieNight20171126093045

b. [システム ID] に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力します。1 つの
システム ID のみを指定します。ID がわからない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお問
い合わせください。

c. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

d. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付
与する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューション
プロバイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

e. [Certificate ARN] (証明書 ARN) – (オプション) コンテンツキーでの暗号化に使用する 2048 RSA 証明
書 ARN を入力します。このオプションは、DRM キープロバイダーがコンテンツキーの暗号化をサ
ポートしている場合にのみ使用してください。キープロバイダーがサポートしていない場合は、この
暗号化を使用してもイベントが失敗します。

ここに証明書 ARN を入力するには、対応する証明書を AWS Certificate Manager に既にインポート
している必要があります。その上で ACM からの証明書 ARN をここに入力します。
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キー暗号化については、「コンテンツキーで使用する証明書の準備と管理 (p. 106)」を参照してく
ださい 。

アクセスコントロールのフィールド

アクセス制御値を定義します。

1. [Allow encryption] (送信を許可) を選択すると、このエンドポイントからリクエスト元のデバイスにコン
テンツを発信することを許可します。エンドポイントで配信を禁止することは一般的ではありません。

通常、エンドポイントでのコンテンツの提供を禁止するのは、エンドポイントがライブストリームから
の VOD コンテンツの収集専用に使用されている場合のみです。詳細については、「AWS Elemental を
使用したLive-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

2. [すべての受信クライアントに、要求元の IP アドレスと範囲すべてにコンテンツを提供することを許可
する] を選択するか、[IP アドレスで制限] を選択して、このエンドポイントが処理する IP アドレスを制
限します。IP アドレスで制限する場合は、[IP 許可リスト] に、このエンドポイントがコンテンツを提供
する IP アドレスと範囲を入力します。1 行に 1 つのCIDR ブロック。

3. このエンドポイントへのコンテンツリクエストに有効な認証コードを含めるようにするには、「CDN 
認証を使用する」を選択します。

4. (オプション) [Secrets role ARN] (シークレットのロール ARN) に、 MediaPackage へのアクセス権限を 
1 つ付与する IAM ロールの ARN を入力しますAWS Secrets Manager。シークレットロールの ARN は
次の形式である必要があります:arn:aws:iam::accountID:role/name.

5. (オプション) [CDN identifier secret] (CDN ID シークレット) に、CDN がエンドポ
イントへのアクセスを許可するために使用する Secrets Manager の認証コード
シークレットの ARN を入力します。CDN 識別子は次の形式である必要がありま
す:arn:aws:secretsmanager:region:accountID:secretguid.

この認証の仕組みについては、「AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照してく
ださい。

ストリーム選択に関するフィールド

含めるストリームを定義します。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順序) で、プレーヤーにビデオビットレートが提示される順序
を選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• ビデオのビットレートを昇順に並べ替えて、出力ストリームを最低ビットレートから順に並べ替えま

す。
• ビデオのビットレートを下げて、出力ストリームを最高ビットレートから開始して最低のビットレー

トで終了するようにソートします。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ

オトラックに要求される最小ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。
3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ

オトラックに要求される最大ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。
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CMAF エンドポイントの作成
Apple HLS fragmented MP4 (fMP4) をサポートするデバイス向けにコンテンツをフォーマットするエンド
ポイントを作成します。

CMAF エンドポイントを作成するには (コンソール)

1. エンドポイントを関連付けるチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳細の表
示 (p. 46)」を参照してください。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、「エンドポイントの管理」を選択しま
す。

3. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• エンドポイントでの新しいフィールド (p. 65)
• パッケージャ設定のフィールド (p. 66)
• Package 暗号化に関するフィールド (p. 67)
• アクセスコントロールのフィールド  (p. 69)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 70)

4. [Save] (保存) を選択します。

AWS Elemental MediaPackage コンソールからの Amazon CloudFront ディストリビューションの作成
を有効化しており、チャネルに初めてエンドポイントを作成した場合は、 MediaPackage ディストリ
ビューションにオリジンが追加されます。 CloudFront CDN の URL とエンドポイントの情報は、チャ
ネルの詳細ページにあるエンドポイントセクションで確認できます。

エンドポイントがアクティブになり、その URL のエンドポイントにリクエストが送信されると、す
ぐにコンテンツを配信できます。 MediaPackage トラフィックに合わせて適切な容量が使用できるよ
う、リソースをスケールアップおよびダウンします。

エンドポイントの作成時にアカウントのクォータを超過した場合は、エラーが発生します。この際の
エラーは、「リクエストが多すぎます。もう一度お試しください。」といった内容です リソースの
上限を超過したと言うのは、API リクエストのクォータを超過したか、エンドポイントの数が、アカ
ウントで使用できる上限に既に到達していることを意味します。このエラーが誤って表示されたと思
われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上げをリクエストしてくださ
い。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいAWS Elemental のクォー
タ MediaPackage (p. 194)。

エンドポイントでの新しいフィールド

エンドポイントを作成する際は、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前)] (名
前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前) これには、 MediaPackage コンソール、 
MediaPackage API、またはAWS SDK MediaPackage を使用して AWS Elemental を操作する場合も含ま
れます。AWS CLI入力したすべてのデータは、取得され、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events 
MediaPackage に包含される場合があります。

1. [ID] に、エンドポイントの説明となるような名前を入力します。ID は、エンドポイントの主要な識別子
であり、内で自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。

2. (オプション) [Description] (説明) に、エンドポイントを特定する際に便利な、わかりやすいテキストを
入力します。

3. [Manifest name] (マニフェスト名) に、エンドポイント URL の末尾に付加する短い文字列を入力しま
す。マニフェスト名により、このエンドポイントへの一意のパスを作成できます。

4. (オプション) [Startover] (スタートオーバーウィンドウ) に、ウィンドウのサイズ (秒単位) を入力して、
オンデマンド表示に利用できるライブストリームのウィンドウを作成します。視聴者は、ウィンドウ範
囲内のコンテンツのスタートオーバーまたはキャッチアップを行うことができます。スタートオーバー
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とキャップアップ TV の実装の詳細については、「AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレン
ス MediaPackage (p. 132)」を参照してください。

5. (オプション) [Time delay] (時間遅延) に、プレーヤーでコンテンツを利用できる時間を遅延時間を (秒単
位で) 入力します。最小の設定時間は 5 秒間です。最大時間は 86,400 秒 (24 時間) です。

時間遅延を使用してライブポイントを再定義し、「現在」の時刻から指定した遅延を差し引いた時刻に
コンテンツを利用可能にします。例えば、時間遅延を 60 秒に設定している場合、12:20 MediaPackage 
に受信したコンテンツは 12:21 まで利用できません。12:20 の再生リクエストに対しては、12:19 のコ
ンテンツが提供されます。同様に、タイムゾーンをまたいで提供するコンテンツの場合、タイムゾーン
の時差に等しい時間遅延を設定することで、たとえば現地時間の 8:00 にコンテンツを提供できます。

遅延時間とスタートオーバーウィンドウを併用する場合は、時間遅延をスタートオーバーウィンドウよ
り短くする必要があります。

Tip

短い出力セグメントで入力の冗長性を利用している場合は、時間遅延を使用することで、入力
スイッチング時のバッファリング量を低減できます。遅延により、コンテンツ再生時のレイテ
ンシーが増加する可能性があることに注意してください。

パッケージャ設定のフィールド
パッケージャ設定のフィールドには、エンドポイントに関する一般的な情報を保持します。

1. [パッケージングタイプ] (パッケージングタイプ) に、[Common Media Application Format] (CMAF) を選
択します。

2. HLS マニフェスト ID には、マニフェストの主識別子となる ID を入力します。ID は、このエンドポイ
ントに対して一意である必要があります。この ID が作成後に変更することはできません。

3. （オプション）Segment prefix には、HLS 子マニフェストのセグメントのカスタム名を入力します。こ
のセグメントプレフィックスはセグメント名の先頭に追加され、セグメントごとに一意の識別子を作成
します。

Example

セグメントプレフィックスが movie である場合、子マニフェストからのセグメントは movie_1_2.ts
になります。

4. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力します。入
力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力した値が入力セグメント時間の倍数
に、 MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。

5. （オプション）ライブプレイリストウィンドウの継続時間には、親マニフェストの合計時間（秒単位）
を入力します。

6. [Manifest name] (マニフェスト名) に、エンドポイント URL の末尾に付加する文字列を入力します。マ
ニフェスト名により、このエンドポイントにあるマニフェストへの一意のパスを作成できます。HLS マ
ニフェスト名は、新しいエンドポイントの [Manifest name] で指定したマニフェスト名を上書きします 
(該当する場合)。

7. (オプション) [Include IFrame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を選択して、他のト
ラックと合わせて追加のI フレーム専用ストリームをマニフェストに含めます。 MediaPackage マニ
フェストの最初のレンディションから I フレーム専用ストリームを生成します。サービスは、EXT-I-
FRAMES-ONLY出力マニフェストにタグを挿入し、I フレーム専用再生リストをコンパイルした上でスト
リームに含めます。この再生リストでは、早送りや巻き戻しなどのプレイヤー機能を利用できます。

8. （オプション）[プログラムの日付/時間間隔] に、 MediaPackage EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEマニ
フェストにタグを挿入する間隔（秒単位）を入力します。

EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグには、セグメントの時間が保持されます。ソースコンテンツでプロ
グラム日時 (PDT) に関する情報が利用可能な場合、 MediaPackage それと同じ情報を出力コンテンツに
も使用します。それ以外の場合、PDT に協定世界時 (UTC) MediaPackage を使用します。
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PDT 情報は、ダウンストリームプレイヤーがストリームをウォールクロックに同期させるのに役立ちま
す。それにより、視聴者が再生タイムラインでシークしたり、プレイヤーで時間を表示したりするなど
の機能が有効になります。

9. （オプション）プレイリストタイプには、「なし」、「イベント」、または「VOD」を選択しま
す。event または VOD として指定すると、EXT-X-PLAYLIST-TYPE対応するエントリがメディア再生
リストに含まれます。再生リストが VOD コンテンツでライブであるかどうかを示します。

10.(オプション) 次のフィールドを使用して、 MediaPackage が入力ストリームから SCTE-35 メッセージ
をどのように処理するかを示します。詳細については、「AWS Elemental での SCTE-35 メッセージの
オプション MediaPackage (p. 129)」を参照してください。
a. (オプション) 広告マーカーの場合、パッケージ化されたコンテンツに広告マーカーを含める方法を選

択します。

次から選択します。
• [None] (なし) – すべての SCTE-35 広告マーカーを出力から省きます。
• [Passthrough] (パススルー) — SCTE-35 広告マーカーを、入力 HLS の入力ストリームから出力に

直接コピーします。
• [SCTE-35 enhanced] (強化 SCTE-35) — 入力ストリームからの SCTE-35 入力メッセージに基づい

て、広告マーカーとブラックアウトタグを出力に生成します。
• [日付範囲] (日付範囲) — HLS および CMAFEXT-X-DATERANGE マニフェストのタグを発信し、広

告やプログラムの移行を知らせることもできます。
b. (オプション) 広告トリガーでは、出力で広告マーカーとして扱いたい SCTE-35 メッセージタイプを

選択します。ここでの選択を行わない場合、 MediaPackage 以下のメッセージタイプに基づいた広告
マーカーが出力マニフェストに挿入されます。
• スプライス挿入
• プロバイダー広告
• ディストリビューター広告
• プロバイダー配置機会
• ディストリビューター配置機会

c. (オプション) 配信制限での広告。SCTE-35 メッセージのセグメンテーション記述子内の配信制限フ
ラグに基づいて、 MediaPackage 広告挿入アクションを選択します。
• [None] (なし) — MediaPackage 出力マニフェストに広告マーカーを挿入しません。
• [Restricted] (制限あり) — [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で指定し

た、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限がある場合に、 MediaPackage 広告マーカーを挿入
します。

• [Unrestricted] (制限なし) — MediaPackage [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) 
で指定した、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限がない場合に、広告マーカーを挿入しま
す。

• [Both] (両方) — MediaPackage [Customize ad triggers] (広告トリガーをカスタマイズ) で指定し
た、SCTE-35 メッセージタイプでの配信制限があるかどうかにかかわらず、広告マーカーを挿入
します。

Package 暗号化に関するフィールド

暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。
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Important

コンテンツを暗号化するには、DRM プロバイダーと、AWS SPEKE のいずれかのバージョンを
使用する必要があります。で暗号化を使用する方法の詳細については MediaPackage、「Content 
encryption and DRM in AWS Elemental」を参照してください MediaPackage。

暗号化値を定義します。

1. 著作権保護なしでコンテンツを提供するには、[No encryption] (暗号化なし) を選択したままにします。
2. 著作権を保護してコンテンツを提供するには、[Encrypt content (コンテンツの暗号化)] を選択して追加

のフィールドに以下のように入力します。
a. [Resource ID] (リソース ID) で、コンテンツの識別子を入力します。この ID は、現在のエンドポイン

トを特定するために、サービスよりキーサーバーに送信されます。この設定を、どの程度特有なもの
にするかは、どの程度詳細なアクセス制御を求めるかによって異なります。このサービスでは、同時
に実行される 2 つの暗号化プロセスで、同じ ID を使用することはできません。リソース ID は、コ
ンテンツ ID とも呼ばれます。

以下に、リソース ID の例を示します。

MovieNight20171126093045

b. [System IDs] (システム ID) に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力し
ます。最大 3 つの ID を指定します。複数のシステム ID を指定する場合は、1 行に 1 つずつ入力し
て、[Add] (追加) をクリックします。ID がわからない場合は、システムプロバイダーにお問い合わせ
ください。

c. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

d. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付
与する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューション
プロバイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

e. (オプション) SPEKE バージョンの場合、暗号化に使用する SPEKE のバージョンを選択しま
す。SPEKE バージョン 1.0 は CPIX バージョン 2.0 を使用するレガシーバージョンであり、単一
キーによる暗号化をサポートしています。SPEKE バージョン 2.0 では CPIX バージョン 2.3 が使用
され、複数のキーによる暗号化がサポートされます。で SPEKE を使用する方法の詳細については 
MediaPackage、「Content encryption and」 を参照してください MediaPackage。

[SPEKE Version 2.0] (SPEKE バージョン 2.0) を選択した場合には、[Video encryption preset] (ビデ
オ暗号化プリセット) と [Audio encryption preset] (オーディオ暗号化プリセット) も選択します。ビデ
オおよびオーディオのプリセット設定により、 MediaPackage ストリーム内のオーディオトラックと
ビデオトラックの暗号化に使用するコンテンツキーが決定します。これらのプリセットの詳細につい
ては、「」を参照してくださいSPEKE バージョン 2.0 プリセット (p. 107)。

SPEKE バージョン 2.0 を使用する場合、 MediaPackage キーのローテーションが無効化されます。
f. [Certificate ARN] (証明書 ARN) – (オプション) コンテンツキーでの暗号化に使用する 2048 RSA 証明

書 ARN を入力します。このオプションは、DRM キープロバイダーがコンテンツキーの暗号化をサ
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ポートしている場合にのみ使用してください。キープロバイダーがサポートしていない場合は、この
暗号化を使用してもイベントが失敗します。

ここに証明書 ARN を入力するには、対応する証明書を AWS Certificate Manager に既にインポート
している必要があります。その上で ACM からの証明書 ARN をここに入力します。

コンテンツキーの暗号化については、「コンテンツキーで使用する証明書の準備と管理 (p. 106)」
を参照してください。

g. 暗号化方法については、CMAF Apple FairPlay HLS には Sample-AES を、 PlayReady マイクロソフ
トと Google Widevine には AES-CTR を選択します。

h. (オプション) [Constant initialization vector] (定数初期化ベクトル) に、コンテンツを暗号化するための
キーで使用される、128 ビット (16 バイト) の 16 進値を、32 文字の文字列により入力します。

i. (オプション) [Key rotation interval] (キーローテーションの間隔) に、コンテンツがリアルタイムでス
トリーミングされるライブワークフローでの、キーの変更頻度を秒単位で入力します。サービスは、
ライブコンテンツのストリーミングを開始する前にコンテンツキーを取得します。その後は、必要に
応じてワークフローの存続期間中にそれらを取得します。デフォルトでは、キーのローテーションは 
60 秒間隔に設定されています (60 を設定するのと同じです)。キーのローテーションを無効にするに
は、この間隔を 0 (ゼロ) に設定します。

次の設定例では、サービスは 30 分ごとにキーのローテーションを実行します。

1800

キーローテーションについては、「キーローテーションの動作について (p. 106)」を参照してくだ
さい。

アクセスコントロールのフィールド

アクセス制御値を定義します。

1. [Allow encryption] (送信を許可) を選択すると、このエンドポイントからリクエスト元のデバイスにコン
テンツを発信することを許可します。エンドポイントでの発信を許可しないことはまれです。

通常、エンドポイントでのコンテンツの提供を禁止するのは、エンドポイントがライブストリームから
の VOD コンテンツの収集専用に使用されている場合のみです。詳細については、「AWS Elemental を
使用したLive-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

2. [すべての受信クライアントに、要求元の IP アドレスと範囲すべてにコンテンツを提供することを許可
する] を選択するか、[IP アドレスで制限] を選択して、このエンドポイントが処理する IP アドレスを制
限します。IP アドレスで制限する場合は、[IP 許可リスト] に、このエンドポイントがコンテンツを提供
する IP アドレスと範囲を入力します。1 行に 1 つのCIDR ブロック。

3. このエンドポイントへのコンテンツリクエストに有効な認証コードを含めるようにするには、「CDN 
認証を使用する」を選択します。

4. (オプション) [Secrets role ARN] (シークレットのロール ARN) に、 MediaPackage へのアクセス権限を 
1 つ付与する IAM ロールの ARN を入力しますAWS Secrets Manager。シークレットロール ARN は次
の形式である必要があります。arn:aws:iam::accountID:role/name

5. (オプション) CDN ID シークレット (CDN ID シークレット) に、Secrets Manager の認証
コードシークレットの ARN を入力します。CDN 識別子は次の形式である必要がありま
す。arn:aws:secretsmanager:region:accountID:secret:guid

この認証の仕組みについては、「AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照してく
ださい。
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ストリーム選択に関するフィールド

含めるストリームを定義します。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順序) で、プレーヤーにビデオビットレートが提示される順序
を選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• ビデオのビットレートを昇順に並べ替えて、出力ストリームを最低ビットレートから順に並べ替えま

す。
• ビデオのビットレートを下げて、出力ストリームを最高ビットレートから開始して最低のビットレー

トで終了するようにソートします。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ

オトラックに要求される最小ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。
3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート)] に、このエンドポイントから再生可能なビデ

オトラックに要求される最大ビットレート (ビット/秒単位) を入力します。

チャネルに関連付けられたすべてのエンドポイントの
表示
特定のチャネルに関連付けられているすべてのエンドポイントを表示し、コンテンツがすべての必要なス
トリーム形式で利用できることを確認します。

AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、、 MediaPackage API を使用して、チャネルに関
連付けられているエンドポイントを表示できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でエンドポイント
を表示する方法については、AWS Elemental MediaPackage API Reference を参照してください。

チャネルのエンドポイントを表示するには (コンソール)

1. エンドポイントが関連付けられているチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳
細の表示 (p. 46)」を参照してください。

MediaPackage すべての既存のエンドポイントを表または個別のカードとして表示します。
2. （オプション）「設定」 を選択して、表示設定（ページサイズや表示されるプロパティなど）を調整

します。

単一のエンドポイントの表示
特定のエンドポイントの詳細を表示して、その再生 URL を取得したり、現在使用しているパッケージ設定
を確認したりできます。

AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用して、エンドポ
イントの詳細を表示できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でエンドポイントの詳細を確認する方
法については、AWS Elemental MediaPackage API Reference を参照してください。

単一のエンドポイントの詳細を表示するには (コンソール)

1. エンドポイントが関連付けられているチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳
細の表示 (p. 46)」を参照してください。

70

https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/apireference/
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/apireference/


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
エンドポイントの編集

2. チャンネルの詳細ページの「Origin エンドポイント」で、エンドポイント ID を選択すると、パッケー
ジ情報や再生プレビューなどの詳細が表示されます。ダウンストリームデバイスのリクエストに対し
ては、[Endpoint URL] フィールドのエンドポイント URL または CloudFront CDN URL を指定する必
要があります。

エンドポイントの編集
エンドポイントのパッケージング設定を編集し、視聴体験を最適化します。エンドポイントの保存後は、
パッケージャタイプを変更できません。エンドポイントを別のパッケージャで保存するには、別のエンド
ポイントを作成します。

チャネルを編集して AWS Elemental MediaPackage コンソールからの Amazon CloudFront ディストリ
ビューションの作成を有効化している場合は、エンドポイントを編集してオリジンを (まだ別の方法に
よって追加していない場合には) ディストリビューションに追加することもできます。エンドポイントを
編集し保存すると、 MediaPackage CloudFront が自動的に連携して、起点を作成します。

AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用して、エンドポ
イントの設定を変更できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でエンドポイントを編集する方法につ
いては、AWS Elemental MediaPackage API Reference を参照してください。

エンドポイントを編集する際は、顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前)] (名前)] 
(名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前)] (名前) これには、コンソール、 MediaPackage APIAWS 
CLI、またはAWS SDK MediaPackage を使用して作業する場合も含まれます。入力したすべてのデータ
は、取得され、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に包含される場合がありま
す。

エンドポイントを編集するには (コンソール)

1. エンドポイントが関連付けられているチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳
細の表示 (p. 46)」を参照してください。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、エンドポイント ID を選択し、「エンドポ
イントの管理」を選択します。

3. 変更するエンドポイントオプションを編集します。

エンドポイントの属性の詳細については、「エンドポイントの作成 (p. 49)」を参照してください。
4. [Save] (保存) を選択します。

エンドポイントの削除
エンドポイントは、削除されるまでコンテンツを配信できます。エンドポイントが再生リクエストに応答
しないようにする場合は、このエンドポイントを削除します。チャネルのすべてのエンドポイントを削除
すると、チャネル自体を削除できます。

Warning

エンドポイントを削除すると、再生 URL は機能しなくなります。

AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用してエンドポ
イントを削除できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でエンドポイントを削除する方法について
は、AWS Elemental MediaPackage API Reference を参照してください。

エンドポイントを削除するには (コンソール)

1. エンドポイントが関連付けられているチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳
細の表示 (p. 46)」を参照してください。
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2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、削除するオリジンエンドポイントを選択
します。

3. [削除] を選択します。
4. エンドポイントの削除確認ダイアログボックスで、「削除」を選択します。

エンドポイントのプレビュー
AWS Elemental の再生をプレビューして、AWS Elemental MediaPackage がコンテンツストリームを受信
し、パッケージ化できることを確認します。プレビューは、エンドポイントの公開後に再生が失敗するの
を防ぎ、後で再生の問題が発生した場合のトラブルシューティングに役立ちます。

MediaPackage コンソールを使用して、エンドポイントからの再生をプレビューできます。

エンドポイントの再生をプレビューするには (コンソール)

1. エンドポイントが関連付けられているチャネルにアクセスします。手順については、「チャネルの詳
細の表示 (p. 46)」を参照してください。

2. チャンネルの詳細ページの「オリジンエンドポイント」で、プレビューするオリジンエンドポイント
を選択します。

3. 再生をプレビューするには、次のいずれかの操作を行います。

• 埋め込みプレーヤーでコンテンツを再生するには、「プレビュー」を選択します。
• [QR code] (QR コード) を選択し、互換性があるデバイスで再生の QR コードを表示およびスキャン

します。
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AWS Elemental から VOD コンテン
ツを配信する MediaPackage

AWS Elemental MediaPackage では、ビデオオンデマンド (VOD) コンテンツに次のリソースを使用しま
す。

• パッケージンググループは、1 つ以上のパッケージング設定を保持しています。グループでは、1 つの
アセットに同時に複数の出力設定を適用できます。1 つのグループに複数のアセットを関連付け、すべ
てのアセットで出力の設定が同じになるようにできます。

• パッケージング設定では、 MediaPackage アセットからの出力をパッケージ化する方法を指定できま
す。この設定では、暗号化、ビットレート、およびパッケージング設定を定義します。

• アセットでは、ソースコンテンツを取り込み、再生リクエストに対してパッケージング設定が動的に適
用されます。

サポートされている VOD 入力とコーデックについては、「VOD でサポートされるコーデックおよび入
力タイプ (p. 6)」を参照してください。

次のセクションでは、これらのリソースを使用して VOD コンテンツを管理する方法について説明します 
MediaPackage。

トピック
• AWS Elemental でパッケージンググループを使用する MediaPackage (p. 73)
• AWS Elemental での向けパッケージ設定の使用 MediaPackage (p. 76)
• AWS Elemental almental Metal でのアセットの使用 MediaPackage (p. 90)

AWS Elemental でパッケージンググループを使用
する MediaPackage

パッケージンググループは、1 つ以上のパッケージング設定を保持しています。パッケージンググループ
がアセットに関連付けられている場合、パッケージンググループ設定によってアセットから使用可能な出
力が定義されます。複数のアセットを 1 つのパッケージンググループに関連付けることができます。。こ
れにより、同じ設定を複数のアセットに適用できます。

トピック
• パッケージンググループの作成 (p. 73)
• パッケージンググループの詳細の表示 (p. 74)
• パッケージンググループの編集 (p. 75)
• パッケージンググループの削除 (p. 75)
• パッケージンググループへのパッケージング設定の追加 (p. 75)

パッケージンググループの作成
アセットのすべてのパッケージング設定を保持するためのパッケージンググループを作成します。パッ
ケージンググループでは、例えば AWS Apple HS および DASH-ISO をサポートするデバイスへの出力に
アセットが利用可能であることを AWS Elemental MediaPackage に伝えることができます。

73



AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
パッケージンググループの詳細の表示

パッケージンググループを作成するときに、CDN 認証を有効にするオプションがあります。CDN 認証の
詳細については、「AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照してください。

パッケージンググループの作成には、 MediaPackage コンソール、、または API を使用できます 
MediaPackage 。または API を使用したパッケージンググループの作成については、AWS Elemental 
MediaPackage VOD MediaPackage API リファレンスの「Packaging_groups」を参照してください。AWS 
CLIAWS CLI

パッケージンググループの作成中に、[ID] フィールドのような自由記述のフィールドにお客様のアカウン
ト番号などの機密扱いの識別情報を置かないようにしてください。これは、 MediaPackage コンソール、 
MediaPackage API、AWS CLI、またはAWS SDK を使用している場合に当てはまります。入力したデータ
はすべて、取得され、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に包含される場合が
あります。

パッケージグループを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選

択します。
3. 「パッケージンググループ」ページで、「グループを作成」を選択します。
4. [Creating packaging group (パッケージンググループの作成中)] ダイアログボックスで、以下の操作を

行います。

1. [ID] に、パッケージンググループを説明する名前を入力します。ID はグループの主要識別子であ
り、このグループでは自分のアカウントに対して一意であることが必要ですAWS リージョン。

2. [作成] を選択します。

MediaPackage 新しいパッケージンググループの詳細ページが表示されます。

パッケージンググループを作成しているときにアカウントのクォータを超えると、エラーが発生します。
「リクエストが多すぎます。もう一度試してください。」、といったエラーが表示されます。リソース制
限の超過のエラーが出力される場合は、API リクエストのクォータを超過したか、使用しているパッケー
ジンググループの数が、アカウントで許される上限に既に到達しています。これが最初のグループである
か、このエラーが誤って表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォー
タの引き上げをリクエストしてください。のクォータの詳細については「」を参照してくださいAWS 
Elemental のクォータ MediaPackage (p. 194)。 MediaPackage

パッケージンググループの詳細の表示
AWS Elemental で設定されているすべてのパッケージンググループ、 MediaPackage またはそれらに関連
付けられているパッケージンググループの詳細を表示できます。

パッケージンググループの詳細を表示するには、AWS Elemental MediaPackage コンソール、、または 
API を使用できます MediaPackage 。または API を使用したパッケージンググループの表示について
は、AWS Elemental MediaPackage VOD MediaPackage API リファレンスの「Packaging_groups id」を
参照してください。AWS CLIAWS CLI

パッケージグループを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選

択します。

すべてのグループがコンソールに表示されます。
3. 特定のパッケージンググループに関する詳細情報を表示するには、グループの名前を選択してくださ

い。
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MediaPackage このパッケージグループに関連付けられているアセットなどの概要情報を表示しま
す。

パッケージンググループの編集
パッケージンググループを編集して、アクセスコントロール設定を設定します。

Note

パッケージンググループの作成後、パッケージンググループ ID を編集することはできません。
パッケージンググループ ID を変更する場合は、新しいパッケージンググループを作成する必要が
あります。

AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用して、パッケー
ジンググループのアクセスコントロール設定を編集できます。AWS CLIまたは MediaPackage API を使用
したパッケージンググループの編集についての詳細は、MediaPackage VOD API リファレンスを参照して
ください。

パッケージンググループの削除
AWS Elemental MediaPackage でアセットからそれ以上のコンテンツが配信されないようにするには、
パッケージンググループを削除します。パッケージンググループを削除する前に、そのグループのパッ
ケージ設定およびそのグループを使用しているアセットをすべて削除する必要があります。

• パッケージング設定を削除するには「パッケージング設定の削除 (p. 89)」を参照してください。
• アセットを削除するには、「アセットの削除 (p. 93)」を参照してください。

パッケージンググループを削除するには、 MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage 
API を使用できます。AWS CLIまたは MediaPackage API を使用してパッケージグループを削除する方法
については、AWS Elemental MediaPackage VOD API リファレンスの「Packaging_groups ID」を参照し
てください。

パッケージグループを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選

択します。
3. パッケージンググループページで、削除するパッケージンググループを選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。
5. パッケージンググループの削除ダイアログボックスで、「削除」を選択してパッケージンググループ

の削除を完了します。

パッケージンググループへのパッケージング設定の追
加
AWS Elemental MediaPackage でアセットからの出力をどのようにフォーマットするかを定義するには、
パッケージング設定をパッケージンググループに追加します。

パッケージンググループにパッケージ設定を追加するには、 MediaPackage コンソール、AWS CLI、
または MediaPackage API を使用できます。AWS CLIまたは MediaPackage API を使用してパッケー
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ジ設定を追加する方法の詳細については、AWS Elemental MediaPackage VOD API リファレンス
の「Packaging_Configurations」を参照してください。

MediaPackage コンソールからパッケージンググループにパッケージング設定を追加する手順について
は、「パッケージング設定の作成 (p. 76)」を参照してください。

AWS Elemental での向けパッケージ設定の使用 
MediaPackage

パッケージング設定は、アセットの単一の配信ポイントを定義します。この設定には、AWS Elemental を
プレーヤーや Amazon などのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) MediaPackage と統合するために必要
な、 CloudFrontすべての情報が保持されています。使用可能なストリーム形式のいずれかでコンテンツを
出力するように構成を設定します。

• Apple HLS – コンテンツを Apple HTTP Live Streaming (HLS) 用にパッケージ化
• Microsoft Smooth – コンテンツを Microsoft Smooth Streaming プレーヤー用にパッケージ化
• Common Media Application Format (CMAF) – コンテンツを Apple HLS fragmented MP4 (fMP4) をサ

ポートするデバイス用にパッケージ化
• DASH-ISO – コンテンツを DASH-ISO ABR ストリーミングプロトコル用にパッケージ化

パッケージング設定にはデジタル著作権管理 (DRM)、暗号化統合、ビットレートの表示順などに関する情
報も保持されます。

トピック
• パッケージング設定の作成 (p. 76)
• パッケージ設定に関する詳細の表示 (p. 88)
• パッケージング設定の編集 (p. 89)
• パッケージング設定の削除 (p. 89)

パッケージング設定の作成
AWS Elemental MediaPackage がアセットからの配信用にコンテンツを準備する方法を定義するための、
パッケージング設定を作成します。

パッケージ設定を作成するには、 MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を
使用できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でパッケージ設定を作成する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage VOD API Reference の「Packaging_configurations」を参照してください。

パッケージング設定の作成中に、[ID] フィールドのような自由記述のフィールドにお客様のアカウント
番号などの機密扱いの識別情報を置かないようにしてください。これは、 MediaPackage コンソール、 
MediaPackage APIAWS CLI、またはAWS SDK を使用している場合に適用されます。入力したすべての
データは、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に取り込まれる可能性がありま
す。

トピック
• HLS 向けパッケージング設定の作成 (p. 77)
• DASH 向けパッケージ設定の作成 (p. 79)
• Microsoft Smooth 向けパッケージング設定の作成 (p. 83)
• CMAF 向けパッケージ設定の作成 (p. 85)
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HLS 向けパッケージング設定の作成
Apple HLS をサポートするデバイス向けにコンテンツをフォーマットするパッケージング設定を作成しま
す。

Apple HLS パッケージング設定を作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選

択します。
3. [Packaging groups (パッケージンググループ)] ページで、作成している設定を含めるグループを選択

します。
4. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、[構成の管理] を選択します。
5. 「パッケージ設定の管理」ページの「パッケージ設定」で、「追加」を選択し、「新規構成」を選択

します。
6. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• 全般的な設定に関するフィールド (p. 77)
• マニフェスト設定に関するフィールド (p. 77)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 78)
• 暗号化に関するフィールド (p. 79)

7. [Save] (保存) を選択します。

パッケージ設定を作成しているときにアカウントのクォータを超えると、エラーが発生します。「リクエ
ストが多すぎます。もう一度試してください。」、といったエラーが表示されます。リソース制限の超
過のエラーが出力される場合は、API リクエストのクォータを超過したか、使用しているパッケージング
グループの数が、アカウントで許される上限に既に到達しています。これが最初のグループであるか、こ
のエラーが誤って表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引
き上げをリクエストしてください。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださ
いAWS Elemental のクォータ MediaPackage (p. 194)。

全般的な設定に関するフィールド

設定パッケージ全体に適用される全般設定を指定します。

1. [ID] に、設定を説明する名前を入力します。ID は、設定の主要な識別子であり、のアカウントに対して
一意であることが必要ですAWS リージョン。

2. [Package type (パッケージタイプ)] で、[Apple HLS] を選択します。
3. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力しま

す。入力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力セグメント時間の倍数に、 
MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。AWS Elemental は最も近いセグメント時間の倍数
に、対象のセグメントを丸め込みます。

マニフェスト設定に関するフィールド

このパッケージ設定を使用するアセットから AWS Elemental MediaPackage が配信する、マニフェストの
形式を指定します。

1. (オプション) [Manifest name (マニフェスト名)] に、エンドポイント URL に付加する短い文字列を入
力します。マニフェスト名は、このエンドポイントへの一意のパスをします。値を入力しないと、 
MediaPackage はデフォルトのマニフェスト名 index を使用します。

2. (オプション) [Include IFrame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を選択します。 
MediaPackage H フレーム専用ストリームを、H 専用ストリームを生成します。サービスは EXT-I-
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FRAMES-ONLY タグを出力マニフェストに挿入し、I フレーム専用再生リストを生成した上で、それを
ストリームに含めます。この再生リストでは、早送りや巻き戻しなどのプレイヤー機能を利用できま
す。

3. (オプション) すべてのオーディオトラックを 1 つの HLS レンディショングループにグループ化するに
は、「オーディオレンディショングループを使用」を選択します。レンディショングループの詳細につ
いては、「AWS Elemental でのレンディショングループのリファレンス MediaPackage (p. 127)」を
参照してください。

4. (オプション) 毎回マニフェストのセグメントの前に、サービスに同じキーを繰り返させたい場合
は、[Repeat EXT-X-KEY] (EXT-X-KEY を繰り返す) を選択します。デフォルトでは、キーは、ヘッダー
の後、セグメントの前に一度だけ書き込まれます。[Repeat EXT-X-KEY] (EXT-X-KEY を繰り返す) を
選択すると、マニフェストはすべてのセグメントにキーが前置される形式で (ヘッダー、キー、セグメ
ント、キー、セグメント、キー… のように) 記述されます。この設定は、プレイヤーの要件に合わせて
行ってください。このオプションを選択すると、DRM サーバーへのクライアントリクエストが増える
場合があります。

5. (オプション) [Include DVB subtitles] (DVB 字幕を含める) を選択すると、[Include DVB subtitles] (デジタ
ルビデオ放送) の字幕が出力にパススルーされます。

6. （オプション）[プログラムの日付/時間間隔] に、 MediaPackage EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEマニ
フェストにタグを挿入する間隔（秒単位）を入力します。

EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグは、ストリームとウォールクロックを同期させ、再生タイムライン
での視聴者によるシークやプレーヤーでの時刻表示などの機能を有効にします。

7. (オプション) 広告マーカーの場合、パッケージ化されたコンテンツに広告マーカーを含める方法を選択
します。

次から選択します。
• [None] (なし) – すべての SCTE-35 広告マーカーを出力から省きます。
• [Passthrough] (パススルー) — SCTE-35 広告マーカーを、入力 HLS の入力ストリームから出力に直

接コピーします。
• [SCTE-35 enhanced] (強化 SCTE-35) — 入力ストリームの SCTE-35 入力メッセージに基づいて広告

マーカーとブラックアウトタグを生成します。

ストリーム選択に関するフィールド

再生可能な受信ビットレートを制限し、このパッケージ設定を使用するアセットの出力でストリームを並
べ替えます。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

最小ビットレートと最大ビットレートを設定して出力をソートするには、「ストリーム選択を有効にす
る」を選択し、以下のように追加フィールドを入力します。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順) で、以下から選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• [昇順]: 最低のビットレートから開始して最高のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
• [降順]: 最高のビットレートから開始して最低のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ

デオトラックに要求される最小ビットレートしきい値 (ビットレート)] (ビットレート) を入力します。
これにより、トラックが少なくとも特定のビットレートになることが保証されます。
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3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ
デオトラックに要求される最大ビットレートしきい値 (ビットレート) (ビットレート)] (ビットレート) を
入力します。これにより、トラックが特定のビットレート以下になることが保証されます。

暗号化に関するフィールド
暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

Note

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用する
ように設定する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と 
DRM” (p. 103)」を参照してください。

著作権で保護されたコンテンツを提供するには、「暗号化を有効にする」を選択し、以下の追加フィール
ドに入力します。

1. [Encryption method] (暗号化方法) では、Apple HLS に対しては [Sample-AES] を、 FairPlay それぞれの
場合に応じて選択します。

2. (オプション) [Constant initialization vector] (定数初期化ベクトル) に、コンテンツを暗号化するための
キーで使用される、128 ビット (16 バイト) の 16 進値を、32 文字の文字列により入力します。

3. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

4. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付与
する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューションプロ
バイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

5. [System IDs] (システム ID) に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力し
ます。CMAF には最大 3 つの ID、DASH には 2 つの ID、その他、残りのストリーミングプロトコル
には 1 つの ID をそれぞれ指定します。複数のシステム ID を指定する場合は、1 行に 1 つずつ入力し
て、[Add] (追加) クリックします。一般的なシステム ID のリストについては、「DASH-IF システム 
ID」を参照してください。ID がわからない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお尋ねくださ
い。

DASH 向けパッケージ設定の作成
DASH-ISO をサポートするデバイス用にコンテンツをフォーマットするパッケージ設定を作成します。

DASH-ISO パッケージ設定を作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  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の、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選
択します。

3. [Packaging groups (パッケージンググループ)] ページで、作成している設定を含めるグループを選択
します。

4. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、[構成の管理] を選択します。
5. 「パッケージ設定の管理」ページの「パッケージ設定」で、「構成を追加して新規作成」を選択しま

す。
6. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• 全般的な設定に関するフィールド (p. 80)
• マニフェスト設定に関するフィールド (p. 80)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 82)
• 暗号化に関するフィールド (p. 82)

7. [Save] (保存) を選択します。

パッケージ設定を作成しているときにアカウントのクォータを超えると、エラーが発生します。「リクエ
ストが多すぎます。もう一度試してください。」、といったエラーが表示されます。リソース制限の超
過のエラーが出力される場合は、API リクエストのクォータを超過したか、使用しているパッケージング
グループの数が、アカウントで許される上限に既に到達しています。これが最初のグループであるか、こ
のエラーが誤って表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引
き上げをリクエストしてください。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださ
いAWS Elemental のクォータ MediaPackage (p. 194)。

全般的な設定に関するフィールド

設定パッケージ全体に適用される全般設定を指定します。

1. [ID] に、設定を説明する名前を入力します。ID は、設定のプライマリ識別子であり、リージョン内のア
カウント別に一意であることが必要です。

2. [Package type (パッケージタイプ)] で、[DASH-ISO] を選択します。
3. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力しま

す。入力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力セグメント時間の倍数に、 
MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。AWS Elemental は最も近いセグメント時間の倍数
に、対象のセグメントを丸め込みます。

マニフェスト設定に関するフィールド

このパッケージ設定を使用するアセットから AWS Elemental MediaPackage が配信する、マニフェストの
形式を指定します。

1. (オプション) [Manifest name (マニフェスト名)] に、エンドポイント URL に付加する短い文字列を入力
します。マニフェスト名により、このエンドポイントへの一意のパスを作成できます。値を入力しない
場合、デフォルトのマニフェスト名は index です。

2. (オプション) [Min buffer time (最小バッファ時間)] に、プレーヤーがバッファに保持する必要がある最
小時間 (秒単位) を入力します。ネットワーク条件のせいで再生が中断する場合は、再生が失敗する前に
追加のコンテンツがプレイヤーにバッファされ、視聴者に影響が及ばないように復旧時間が確保されま
す。

3. (オプション)「プロファイル」には、DASH プロファイルを指定します。

次から選択します。
• [None] (なし) – 出力で DASH プロファイルを使用しない
• Hbbtv 1.5 — 出力は HbbTV v1.5 に準拠しています。HbbTV v1.5 の詳細については、HbbTV 仕様の

ウェブサイトを参照してください。
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4. (オプション) [Manifest layout] (Manifest layout) で、 MediaPackage 再生リクエストに対応して、完全な
Maniフェストを提供するか、圧縮されたManiフェストを提供するかを指定します。
• [Full (完全)] を選択した場合、 MediaPackage はマニフェストのすべての Representation につい

て、SegmentTemplate および SegmentTimeline タグを提供します。
• [Compact (圧縮)] を選択した場合、 MediaPackage は重複した SegmentTemplate タグをまとめ、

マニフェストの先頭で提供します。これによりマニフェストが短くなり、一部のデバイスで処理が容
易になります。

マニフェストのレイアウトオプションの詳細については、「圧縮された DASH マニフェス
ト (p. 114)」を参照してください。

5. (オプション) [Segment template format] (セグメントテンプレート形式) MediaPackage で、各セグメン
トが、どのように参照されるかを選択します。
• [Number with timeline (タイムライン付きの番号)] を選択した場合、 MediaPackage は $Number$ 変

数を使用して、SegmentTemplate タグの media 属性のセグメントを参照します。変数の値はセグ
メントの連続番号です。SegmentTimeline は各セグメントテンプレートに含まれています。

• [Time with timeline (タイムライン付き時間)] を選択した場合、 MediaPackage はセグメントを参照す
るために $Time$ 変数を使用します。変数の値は、マニフェストタイムライン上でセグメントが開始
されるときのタイムスタンプです。SegmentTimeline は各セグメントテンプレートに含まれていま
す。

• [Number with duration (期間付き番号)] を選択すると、 MediaPackage は、$Number$ 変数を使用し
て SegmentTimeline オブジェクトをセグメントテンプレートの duration 属性と置き換えます。

Note

このオプションは、複数期間 DASH と組み合わせて使用することはできません。

SegmentTemplate タグの書式設定オプションの詳細については、「DASH マニフェストのセグメント
テンプレート形式 (p. 116)」を参照してください。

6. (オプション) [Include IFrame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) には、[Include IFrame 
only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を選択します。 MediaPackage H フレーム専用スト
リームを、H 専用ストリームを生成します。この再生リストでは、早送りや巻き戻しなどのプレイヤー
機能を利用できます。

7. [Period triggers] (期間のトリガー) で、 MediaPackage DASH 出力H H H の期間を、DASH 出力H H の
出力H H H H H H H H 出力H H H H H H H
• [None] (なし) — MediaPackage 追加の期間を作成しません。マニフェストを 1 つの期間として

フォーマットし、このセグメントには SCTE-35 マーカーを含みません。
• [Trigger on segments] (広告の新しい期間をトリガーする) — 入力コンテンツの SCTE-35 広告マー

カーに基づいて、 MediaPackageマニフェストに複数期間を作成して挿入します。これらの期間
は、メインコンテンツと広告コンテンツの間の境界コンテンツのように、コンテンツを分割しま
す。MASH MediaPackage で期間を設定する方法の詳細については、「」を参照してくださいAWS 
Elemental での DASH マニフェストに関するオプション MediaPackage (p. 111)。

Important

DASH コンテンツで広告挿入をパーソナライズするために AWS Elemental MediaTailor を
使用する場合、複数の期間が必要です。このサービスの詳細については、「AWS Elemental 
MediaTailor ユーザーガイド」 を参照してください。

8. SCTE マーカーのソースには、入力 HLS コンテンツから使用する SCTE-35 マーカーのソースを指定し
ます。
• 入力 HLS メディアセグメントの SCTE-35 マーカーを使用するには、「セグメント」を選択します。
• 入力HLS子マニフェストからSCTE-35拡張構文 (#EXT-OATCLS-SCTE35タグ) でフォーマットされ

たSCTE-35マーカーを使用するには、「マニフェスト」を選択します。SCTE-35 Elemental および 
SCTE-35 Daterange 構文はサポートされていません。

9. (オプション) [Include encoder configuration in segments] ( MediaPackage セグメントにエンコーダ設定
を含める) には、[Include encoder configuration in segments] (セグメントにエンコーダ設定を含める) を
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選択して、エンコーダーのシーケンスパラメータセット (SPS)、ピクチャパラメータセット (PPS)、お
よびビデオパラメータセット (VPS) のメタデータが、初期フラグメントではなくすべてのビデオセグメ
ントに配置されます。これにより、コンテンツの再生中、アセットごとに異なる SPS/PPS/VPS 設定を
使用できます。

ストリーム選択に関するフィールド

再生可能な受信ビットレートを制限し、このパッケージ設定を使用するアセットの出力でストリームを並
べ替えます。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

最小ビットレートと最大ビットレートを設定して出力をソートするには、「ストリーム選択を有効にす
る」を選択し、以下のように追加フィールドを入力します。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順) で、以下から選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• [昇順]: 最低のビットレートから開始して最高のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
• [降順]: 最高のビットレートから開始して最低のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ

デオトラックに要求される最小ビットレートしきい値 (ビットレート)] (ビットレート) を入力します。
これにより、トラックが少なくとも特定のビットレートになることが保証されます。

3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ
デオトラックに要求される最大ビットレートしきい値 (ビットレート) (ビットレート)] (ビットレート) を
入力します。これにより、トラックが特定のビットレート以下になることが保証されます。

暗号化に関するフィールド

暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

Note

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用する
ように設定する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と 
DRM” (p. 103)」を参照してください。

著作権で保護されたコンテンツを提供するには、「暗号化を有効にする」を選択し、以下の追加フィール
ドに入力します。

1. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。
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https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

2. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付与
する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューションプロ
バイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

3. [System IDs] (システム ID) に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力し
ます。CMAF には最大 3 つの ID、DASH には 2 つの ID、その他、残りのストリーミングプロトコル
には 1 つの ID をそれぞれ指定します。複数のシステム ID を指定する場合は、1 行に 1 つずつ入力し
て、[Add] (追加) クリックします。一般的なシステム ID のリストについては、「DASH-IF システム 
ID」を参照してください。ID がわからない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお尋ねくださ
い。

4. (オプション) SPEKE バージョンの場合、暗号化に使用する SPEKE のバージョンを選択しま
す。SPEKE バージョン 1.0 は CPIX バージョン 2.0 を使用するレガシーバージョンであり、単一キー
による暗号化をサポートしています。SPEKE バージョン 2.0 では CPIX バージョン 2.3 が使用され、
また、複数のキーによる暗号化がサポートされます。で SPEKE を使用する方法の詳細については 
MediaPackage、「Content encryption and DRM in の」を参照してください MediaPackage。

[SPEKE Version 2.0] (SPEKE バージョン 2.0) を選択した場合には、[Video encryption preset] (ビデオ暗
号化プリセット) と [Audio encryption preset] (オーディオ暗号化プリセット) も選択します。このビデオ
およびオーディオのプリセット設定により、 MediaPackage ストリーム内のオーディオトラックとビデ
オトラックの暗号化に使用するコンテンツキーが決定します。これらのプリセットの詳細については、
「」を参照してくださいSPEKE バージョン 2.0 プリセット (p. 107)。

SPEKE バージョン 2.0 を使用する場合、 MediaPackage キーのローテーションが無効化されます。

Microsoft Smooth 向けパッケージング設定の作成
Microsoft Smooth をサポートするデバイス用にコンテンツをフォーマットするパッケージ設定を作成しま
す。

Microsoft Smooth パッケージング設定を作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選

択します。
3. [Packaging groups (パッケージンググループ)] ページで、作成している設定を含めるグループを選択

します。
4. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、[構成の管理] を選択します。
5. 「パッケージ設定の管理」ページの「パッケージ設定」で、「追加」を選択し、「新規構成」を選択

します。
6. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• 全般的な設定に関するフィールド (p. 84)
• マニフェスト設定に関するフィールド (p. 84)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 84)
• 暗号化に関するフィールド (p. 85)

7. [Save] (保存) を選択します。
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パッケージ設定を作成しているときにアカウントのクォータを超えると、エラーが発生します。「リ
クエストが多すぎます。もう一度試してください。」、といったエラーが表示されます。リソース制
限の超過。API リクエストのクォータを超過したか、使用しているパッケージンググループの数が、
アカウントで使用できる上限に既に到達しています。これが最初のグループであるか、このエラーが
誤って表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上げをリ
クエストしてください。 MediaPackage のクォータの詳細については、「AWS Elemental のクォータ 
MediaPackage (p. 194)」を参照してください。

全般的な設定に関するフィールド

設定パッケージ全体に適用される全般設定を指定します。

1. [ID] に、設定を説明する名前を入力します。ID は、設定のプライマリ識別子であり、リージョン内のア
カウント別に一意であることが必要です。

2. [Package type (パッケージタイプ)] で、[Microsoft Smooth] を選択します。
3. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力しま

す。入力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力セグメント時間の倍数に、 
MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。AWS Elemental は最も近いセグメント時間の倍数
に、対象のセグメントを丸め込みます。

マニフェスト設定に関するフィールド

このパッケージ設定を使用するアセットから AWS Elemental MediaPackage が配信する、マニフェストの
形式を指定します。

• (オプション) [Manifest name (マニフェスト名)] に、エンドポイント URL に付加する短い文字列を入力
します。マニフェスト名により、このエンドポイントへの一意のパスを作成できます。値を入力しない
場合、デフォルトのマニフェスト名は index です。

ストリーム選択に関するフィールド

再生可能な受信ビットレートを制限し、このパッケージ設定を使用するアセットの出力でストリームを並
べ替えます。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

最小ビットレートと最大ビットレートを設定して出力をソートするには、「ストリーム選択を有効にす
る」を選択し、以下のように追加フィールドを入力します。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順) で、以下から選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• [昇順]: 最低のビットレートから開始して最高のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
• [降順]: 最高のビットレートから開始して最低のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ

デオトラックに要求される最小ビットレートしきい値 (ビットレート)] (ビットレート) を入力します。
これにより、トラックが少なくとも特定のビットレートになることが保証されます。

3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ
デオトラックに要求される最大ビットレートしきい値 (ビットレート) (ビットレート)] (ビットレート) を
入力します。これにより、トラックが特定のビットレート以下になることが保証されます。
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暗号化に関するフィールド
暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

Note

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用する
ように設定する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と 
DRM” (p. 103)」を参照してください。

著作権で保護されたコンテンツを提供するには、「暗号化を有効にする」を選択し、以下の追加フィール
ドに入力します。

1. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

2. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付与
する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューションプロ
バイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

3. [System IDs] (システム ID) に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力し
ます。CMAF には最大 3 つの ID、DASH には 2 つの ID、その他、残りのストリーミングプロトコル
には 1 つの ID をそれぞれ指定します。複数のシステム ID を指定する場合は、1 行に 1 つずつ入力し
て、[Add] (追加) クリックします。一般的なシステム ID のリストについては、「DASH-IF システム 
ID」を参照してください。ID がわからない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお尋ねくださ
い。

CMAF 向けパッケージ設定の作成
Apple HLS fragmented MP4 (fMP4) をサポートするデバイス向けにコンテンツをフォーマットするパッ
ケージング設定を作成します。

CMAF パッケージ設定を作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選

択します。
3. [Packaging groups (パッケージンググループ)] ページで、作成している設定を含めるグループを選択

します。
4. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、[構成の管理] を選択します。
5. 「パッケージ設定の管理」ページの「パッケージ設定」で、「追加」を選択し、「新規構成」を選択

します。
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6. 以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• 全般的な設定に関するフィールド (p. 86)
• マニフェスト設定に関するフィールド (p. 86)
• ストリーム選択に関するフィールド (p. 87)
• 暗号化に関するフィールド (p. 87)

7. [Save] (保存) を選択します。

パッケージ設定を作成しているときにアカウントのクォータを超えると、エラーが発生します。「リクエ
ストが多すぎます。もう一度試してください。」、といったエラーが表示されます。リソース制限の超
過のエラーが出力される場合は、API リクエストのクォータを超過したか、使用しているパッケージング
グループの数が、アカウントで許される上限に既に到達しています。これが最初のグループであるか、こ
のエラーが誤って表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引
き上げをリクエストしてください。のクォータの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださ
いAWS Elemental のクォータ MediaPackage (p. 194)。

全般的な設定に関するフィールド

設定パッケージ全体に適用される全般設定を指定します。

1. [ID] に、設定を説明する名前を入力します。ID は、設定のプライマリ識別子であり、リージョン内のア
カウント別に一意であることが必要です。

2. [Package type (パッケージタイプ)] で、[Common Media Application Format (CMAF)] を選択します。
3. (オプション) [Segment duration (セグメント時間)] に、各セグメントの時間 (秒単位) を入力しま

す。入力セグメントの長さと同じか、その倍数の値を入力します。入力セグメント時間の倍数に、 
MediaPackage 対象のセグメントを丸め込みます。AWS Elemental は最も近いセグメント時間の倍数
に、対象のセグメントを丸め込みます。

マニフェスト設定に関するフィールド

このパッケージ設定を使用するアセットから AWS Elemental MediaPackage が配信する、マニフェストの
形式を指定します。

1. (オプション) [Manifest name (マニフェスト名)] に、エンドポイント URL に付加する短い文字列を入
力します。マニフェスト名は、このエンドポイントへの一意のパスをします。値を入力しないと、 
MediaPackage はデフォルトのマニフェスト名 index を使用します。

2. (オプション) 単一のビデオトラックを含むストリームセットで、[Include IFrame only stream] (I フレー
ム専用ストリームを含める) には、[Include IFrame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を
選択します。 MediaPackage EXT-I-FRAMES-ONLYMASH H 専用再生リストをコンパイルした上で、I 
フレーム専用再生リストをコンパイルした上でストリームに含めます。この再生リストでは、早送りや
巻き戻しなどのプレイヤー機能を利用できます。

3. (オプション) 毎回マニフェストのセグメントの前に、サービスに同じキーを繰り返させたい場合
は、[Repeat EXT-X-KEY] (EXT-X-KEY を繰り返す) を選択します。デフォルトでは、キーは、ヘッダー
の後、セグメントの前に一度だけ書き込まれます。[Repeat EXT-X-KEY] (EXT-X-KEY を繰り返す) を
選択すると、マニフェストはすべてのセグメントにキーが前置される形式で (ヘッダー、キー、セグメ
ント、キー、セグメント、キー… のように) 記述されます。この設定は、プレイヤーの要件に合わせて
行ってください。このオプションを選択すると、DRM サーバーへのクライアントリクエストが増える
場合があります。

4. (オプション) [プログラムの日付/時間間隔] に、 MediaPackage EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEマニフェ
ストにタグを挿入する間隔を入力します。

EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグは、ストリームとウォールクロックを同期させ、再生タイムライン
での視聴者によるシークやプレーヤーでの時刻表示などの機能を有効にします。
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5. (オプション) 広告マーカーの場合、パッケージ化されたコンテンツに広告マーカーを含める方法を選択
します。

次から選択します。
• [None] (なし) – すべての SCTE-35 広告マーカーを出力から省きます。
• [Passthrough] (パススルー) — SCTE-35 広告マーカーを、入力 HLS の入力ストリームから出力に直

接コピーします。
• [SCTE-35 enhanced] (強化 SCTE-35) — 入力ストリームの SCTE-35 入力メッセージに基づいて広告

マーカーとブラックアウトタグを生成します。
6. (オプション) [Include encoder configuration in segments] ( MediaPackage セグメントにエンコーダ設

定を含める) には、[Include encoder configuration in segments] (セグメントにエンコーダ設定を含める) 
を選択します。これにより、エンコーダーのシーケンスパラメータセット (SPS)、ピクチャパラメータ
セット (PPS)、およびビデオパラメータセット (VPS) のメタデータが、初期フラグメントではなくす
べてのビデオセグメントに配置されます。これにより、コンテンツの再生中、アセットごとに異なる 
SPS/PPS/VPS 設定を使用できます。

ストリーム選択に関するフィールド

再生可能な受信ビットレートを制限し、このパッケージ設定を使用するアセットの出力でストリームを並
べ替えます。

最小値と最大値で考慮されるのは、ビデオのビットレートのみです。ビデオのビットレートが指定された
最小レートを下回っている場合、他のトラックのビットレートの合計に関係なく、出力には含まれませ
ん。同様に、ビデオのビットレートが、指定した最大値未満の場合、他のトラックの総ビットレートに関
係なしに、ビデオは出力に含まれます。

最小ビットレートと最大ビットレートを設定して出力をソートするには、「ストリーム選択を有効にす
る」を選択し、以下のように追加フィールドを入力します。

1. (オプション) [Stream order] (ストリーム順) で、以下から選択します。
• [Original (オリジナル)] : 着信ソースと同じ順に従って出力ストリームをソートします。
• [昇順]: 最低のビットレートから開始して最高のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
• [降順]: 最高のビットレートから開始して最低のビットレートで終わるように出力ストリームをソート

します。
2. (オプション) [Min video bitrate (最小ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ

デオトラックに要求される最小ビットレートしきい値 (ビットレート)] (ビットレート) を入力します。
これにより、トラックが少なくとも特定のビットレートになることが保証されます。

3. (オプション) [Max video bitrate (最大ビデオビットレート) には、このエンドポイントから再生可能なビ
デオトラックに要求される最大ビットレートしきい値 (ビットレート) (ビットレート)] (ビットレート) を
入力します。これにより、トラックが特定のビットレート以下になることが保証されます。

暗号化に関するフィールド

暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage では、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用
して、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM 
プロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイ
ダーは、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウド
で実行されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key 
Exchange API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。
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Note

コンテンツを暗号化するには、DRM ソリューションプロバイダーが必要で、暗号化を使用する
ように設定する必要があります。詳細については、「the section called “コンテンツの暗号化と 
DRM” (p. 103)」を参照してください。

著作権で保護されたコンテンツを提供するには、「暗号化を有効にする」を選択し、以下の追加フィール
ドに入力します。

1. [System IDs] (システム ID) に、ストリーミングプロトコルと DRM システムの一意の識別子を入力しま
す。最大 2 つのシステム ID を指定します。複数のシステム ID を指定する場合は、1 行に 1 つずつ入力
します。ID がわからない場合は、DRM ソリューションプロバイダーにお問い合わせください。

2. [URL] に、キーサーバーと通信するためにセットアップした API Gateway プロキシの URL を
入力します。API Gateway プロキシは、AWS リージョンと同じに置かれている必要があります 
MediaPackage。

次は、その URL の例です。

https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection

3. (オプション) SPEKE バージョンの場合、暗号化に使用する SPEKE のバージョンを選択しま
す。SPEKE バージョン 1.0 は CPIX バージョン 2.0 を使用するレガシーバージョンであり、単一キー
による暗号化をサポートしています。SPEKE バージョン 2.0 では CPIX バージョン 2.3 が使用され、
また、複数のキーによる暗号化がサポートされます。で SPEKE を使用する方法の詳細については 
MediaPackage、「Content encryption and DRM in の」を参照してください MediaPackage。

[SPEKE Version 2.0] (SPEKE バージョン 2.0) を選択した場合には、[Video encryption preset] (ビデオ暗
号化プリセット) と [Audio encryption preset] (オーディオ暗号化プリセット) も選択します。このビデオ
およびオーディオのプリセット設定により、 MediaPackage ストリーム内のオーディオトラックとビデ
オトラックの暗号化に使用するコンテンツキーが決定します。これらのプリセットの詳細については、
「」を参照してくださいSPEKE バージョン 2.0 プリセット (p. 107)。

SPEKE バージョン 2.0 を使用する場合、 MediaPackage キーのローテーションが無効化されます。
4. (オプション) [Constant initialization vector] (定数初期化ベクトル) に、コンテンツを暗号化するための

キーで使用される、128 ビット (16 バイト) の 16 進値を、32 文字の文字列により入力します。
5. [Role ARN] (ロール ARN) で、API Gateway を介してリクエストを送信するためのアクセス権限を付与

する、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。これは、DRM ソリューションプロ
バイダーから取得します。

以下は、ロール ARN の例です。

arn:aws:iam::444455556666:role/SpekeAccess

パッケージ設定に関する詳細の表示
特定のパッケージンググループまたはアセットに関連付けられているすべてのパッケージング設定を表示
し、コンテンツがすべての必要なストリーム形式で利用可能であることを確認します。

パッケージ設定を表示するには、AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または 
MediaPackage API を使用できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でパッケージング設定を表示
する方法については、AWS Elemental MediaPackage VOD API Reference の「Packaging_configurations 
id」を参照してください。

パッケージグループのパッケージング設定を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  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の、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選
択します。

3. [Packaging groups (パッケージンググループ)] ページで、表示する設定を含めるグループを選択しま
す。

[Packaging configurations (パッケージ設定)] セクションに、このグループに含まれるすべての設定が
表示されます。

4. 特定のパッケージ設定の詳細を表示するには、その設定の [Id] を選択します。

MediaPackage この向けパッケージ設定に関連付けられているアセットなどの概要情報を表示します。

アセットに関連付けられているすべてのパッケージング設定を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Assets (アセット)] を選択します。
3. [Assets (アセット)] ページで、監査するアセットを選択します。

[Playback details (再生の詳細)] セクションには、このアセットに関連付けられているすべての設定が
表示されます。このページの [Status] (ステータス) 列で、アセットの再生ステータスを確認すること
ができます。表示可能なステータスは以下のとおりです。

• [Not processed] (未処理) – アセットはまだ処理されていません。
• [Processing] (処理中) — MediaPackage アセットを処理しています。アセットは、まだ再生可能な状態

ではありません。
• [Processed] (処理済み) – アセットの処理が完了し再生可能な状態です。
• [Failed] (失敗) – 処理に失敗しました。

Note

2021 年 9 月 30 日より前に取り込まれたほとんどのアセットでは、ステータス情報は利用できま
せん。

パッケージング設定の編集
パッケージング設定を編集することはできません。変更が必要な場合は、新しい設定を作成して元の設定
を削除してください。

• 設定を作成するには、「パッケージング設定の作成 (p. 73)」を参照してください。
• 設定を削除するには、「パッケージング設定の削除 (p. 75)」を参照してください。

パッケージング設定の削除
アセットから再生エンドポイントを削除するには、パッケージ設定を削除します。

パッケージ設定を削除するには、AWS Elemental MediaPackage コンソール、AWS CLI、または 
MediaPackage API を使用できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でパッケージ設定を削除する方
法については、AWS Elemental MediaPackage VOD API Reference の「Packaging_configurations id」を
参照してください。

パッケージング設定を削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  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の、[Video on demand] で、[Packaging group (パッケージンググループ)] を選
択します。

3. [Packaging groups (パッケージンググループ)] ページで、削除する設定を含めるグループを選択しま
す。

4. パッケージンググループの詳細ページの [パッケージ設定] で、削除する構成のパッケージ設定 ID を
選択し、[削除] を選択するか、[構成の管理]、[アクション]、[削除] を選択します。

5. 「パッケージ設定の削除」ページで、「削除」を選択します。

AWS Elemental almental Metal でのアセットの使用 
MediaPackage

アセットは、Amazon S3 MediaPackage などのソースからファイルベースのビデオコンテンツを取り込む
ために必要な、すべての情報を保持します。アセットを通じて、 MediaPackage 再生リクエストに応じて
コンテンツを取り込み、動的にパッケージ化します。アセットに関連付けられた設定によって、アセット
を出力用にパッケージ化する方法が決まります。

アセットを取り込むと、そのアセットに関連付けられている各再生設定への URL が、 MediaPackage 
AWS Elemental al Elemental al により提供されます。この URL は、長期にわたって発生する可能性のあ
る失敗に関係なく、アセットの有効期間中は固定されています。ダウンストリームデバイスはこの URL を
使用して再生リクエストを送信します。

サポートされている VOD 入力とコーデックについては、「VOD でサポートされるコーデックおよび入力
タイプ (p. 6)」を参照してください。

トピック
• アセットの取り込み (p. 90)
• アセットの詳細の表示 (p. 92)
• アセットの編集 (p. 93)
• アセットの削除 (p. 93)

アセットの取り込み
ソースコンテンツを取り込むには、AWS Elemental al Metalence でアセットを作成します 
MediaPackage。 MediaPackage がコンテンツを取り込むと、アセットに関連付けられているすべての
パッケージ設定に対して一意の再生 URL が作成されます。

Important

アセットを取り込むには、 MediaPackage ソースコンテンツが保存されている Amazon S3 バ
ケットにアクセスするためのアクセスするためのアクセスアクセスするためのアクセスアクセス
アクセスアクセスアクセスするためのアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアク
セスアクセスアクセスアクセスするためのアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアクセス
アクセス MediaPackage 適切な権限を与えるロールを作成するには、を参照してくださいAWS 
Elemental MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)。

アセットを作成するには、 MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用で
きます。AWS CLIまたは MediaPackage API でパッケージング設定を作成する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage VOD API Reference の「Assets」を参照してください。

アセットの作成中に、[ID] フィールドのような自由記述のフィールドにお客様のアカウント番号などの機
密扱いの識別情報を置かないようにしてください。これは、 MediaPackage コンソール、 MediaPackage 
APIAWS CLI、またはAWS SDK を使用している場合に適用されます。入力するデータはすべて、取得さ
れ、診断ログもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に包含される場合があります。
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アセットを取り込むには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Assets (アセット)] を選択します。
3. アセットページで、「アセットのインジェスト」を選択します。
4. 「アセットのインジェスト」ページで、以下のトピックの説明に従ってフィールドに入力します。

• アセットのアクセスに関するフィールド (p. 91)
• アセットの詳細に関するフィールド (p. 92)
• パッケージング設定に関するフィールド (p. 92)

5. [アセットの取り込み] を選択します。

VOD アセットの取り込みは非同期アクションです。アセットが再生可能な状態になるまでに要する時間
は、アセットの持続時間やアセットの複雑さなど、いくつかの要因によって異なります。VOD アセット
で再生の準備ができたタイミングを追跡できます。このイベントは、アセットが再生できる状態になった
時点で、 CloudWatch VodAssetPlayable MediaPackage 送信されるイベントをモニタリングすること
で、VOD アセットで再生の準備ができたタイミングを追跡できます。このイベントは、アセットが再生で
きる状態になった時点で 詳細については、「VOD Playback Events (p. 173)」を参照してください。

パッケージ設定を作成しているときにアカウントのクォータを超えると、エラーが発生します。「リクエ
ストが多すぎます。もう一度試してください。」、といったエラーが表示されます。リソース制限の超過
のエラーが出力される場合は、API リクエストのクォータを超過したか、使用しているパッケージンググ
ループの数が、アカウントで許される上限に既に到達しています。これが最初のグループであるか、この
エラーが誤って表示されたと思われる場合は、Service Quotas コンソールを使用して、クォータの引き上
げをリクエストしてください。のクォータの詳細については「」を参照してくださいAWS Elemental の
クォータ MediaPackage (p. 194)。 MediaPackage

アセットのアクセスに関するフィールド
以下の各フィールドは、AWS Elemental al が Amazon S3 バケット内のソースコンテンツに、 
MediaPackage どのようにアクセスするのかを指定します。 MediaPackage バケットにアクセスするため
のアクセスするためのアクセスするためのアクセスアクセスアクセスするためのアクセスアクセスアクセ
スアクセスアクセスアクセス 適切なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成するには、「AWS Elemental 
MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)」を参照してください。

1. Amazon S3 バケット名については、 MediaPackage アカウントで検出されたバケットのリストから選
択するか、バケットの名前を入力します。Amazon S3 バケットは、 MediaPackage 再生用に取り込ん
で再生するためのソースコンテンツを保持します。バケットの名前を入力した場合、 MediaPackage こ
のバケットに対する可視性がないため、バケットに互換性があるかどうかを識別していません。

Note

Amazon S3 バケットを表示するアクセスが許可されていない場合は、 MediaPackage このオ
プションは表示されません。AWS 管理者に連絡するか、または [Specify bucket name (バケッ
ト名を指定する)] フィールドに手動でバケット名を入力してください。

2. IAM ロールでは、Amazon S3 MediaPackage バケットから読み取るためのアクセス許可を持つ IAM 
ロールを選択します。
• MediaPackage アカウントで検出されたロールのリストから選択するには、[既存のロールを使用] を

選択し、ロールを選択します。

Note

IAM ロールを表示するためのアクセスアクセスが許可されていない場合は、 MediaPackage 
このオプションは表示されません。AWS 管理者に連絡するか、[Specify custom role name 
(カスタムロール名を指定する)] フィールドに手動でロール ARN を入力します。
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• MediaPackage 検出されていないロールを使用するには、[カスタムロール名を指定] を選択し、ロー
ルのカスタム ARN を入力します。には、 MediaPackage このロールに対する可視性がないため、こ
のロールにより適切なアクセス許可の提供が可能かどうかは判別していません。

アセットの詳細に関するフィールド
以下のフィールドは、このアセットが使用するソースコンテンツを説明しています。

このアセットに複数のソースがある場合は、[Add asset (アセットの追加)] を選択してフィールドに入力し
ます。すべてのソースコンテンツに対してこれを行います。

Important

コースコンテンツは、smil (MP4) または m3u8 (HLS/TS) ファイル形式にする必要があります。

1. [ファイル名] には、Amazon S3 バケット内の.smil マニフェスト (MP4) または.m3u8 親プレイ
リスト (HLS) へのフルパスを、ソースコンテンツの名前を含めて入力します。[S3 bucket name 
(S3 バケット名)] フィールドで選択したため、バケット名を入力する必要はありません。例え
ば、 lion_movie.m3u8 という名前のコンテンツが、movies という名前のバケット内の
thursday_night というサブディレクトリに置かれている場合は、次のように [Filename] (ファイル
名) フィールドに入力します。

thursday_night/lion_movie.m3u8

で.smil マニフェストを使用する方法の詳細については MediaPackage、を参照してください.smil マニ
フェストでの要件 (p. 8)。

2. [ID] に、アセットを説明する名前を入力します。IDはアセットの主要な識別子であり、この地域のアカ
ウントでは一意である必要があります。サポートされる文字は、文字、数字、アンダースコア (_)、お
よびダッシュ (-) です。

3. (オプション) [リソース ID] には、コンテンツの識別子を入力します。SPEKE を使用している場合、リ
ソース ID はキーサーバーがコンテンツを参照するために使用する識別子となります。 MediaPackage 
ID をキーサーバーに送信し、現在のアセットを特定します。ID を一意にする方法は、必要なアクセス
コントロールのレベルによって異なります。。このサービスでは、2 つの同時の暗号化プロセスに同じ 
ID を使用することはできません。リソース ID は、コンテンツ ID とも呼ばれます。

Example

MovieNight20171126093045

パッケージング設定に関するフィールド
以下のフィールドは、このアセットからの出力を、AWS Elemental al Elemental al MediaPackage がどの
ようにパッケージ化するかを決定します。

• パッケージンググループでは、このアセットに使用したい構成が格納されているグループを選択し
ます。パッケージンググループは、再生要求を満たすためにコンテンツをパッケージ化するときに 
MediaPackage が使用するパッケージング設定を決定します。

アセットの詳細の表示
AWS Elemental al で設定されているすべてのアセット、 MediaPackage またはそれらに関連付けられてい
るパッケージング設定を含む特定のアセットの詳細を表示できます。
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アセットの詳細を表示するには、 MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使
用できます。AWS CLIまたは MediaPackage API でパッケージング設定を作成する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage VOD API Reference の「Assets id」を参照してください。

アセットを表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Assets (アセット)] を選択します。

すべてのアセットがコンソールに表示されます。
3. 特定のアセットに関する詳細情報を表示するには、アセットの名前を選択してください。

MediaPackage このパッケージングアセットに関連付けられているパッケージング設定や、それらの
再生 URL などの概要情報が、表示されます。

アセットの編集
アセットを編集することはできません。変更するには、アセットをもう一度取り込み、元のファイルを削
除します。

• アセットを取り込むには、「パッケージング設定の作成 (p. 90)」を参照してください。
• アセットを削除するには、「パッケージング設定の削除 (p. 93)」を参照してください。

アセットの削除
パッケージンググループの URL を削除し、以後の AWS Elemental MediaPackage al によるコンテンツ配
信を停止するには、アセットを削除します。

アセットを削除するには、 MediaPackage コンソール、AWS CLI、または MediaPackage API を使用で
きます。AWS CLIまたは MediaPackage API でパッケージング設定を作成する方法については、AWS 
Elemental MediaPackage VOD API Reference の「Assets id」を参照してください。

アセットを削除するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの、[Video on demand] で、[Assets (アセット)] を選択します。
3. アセットページで、削除するアセットを選択します。
4. [Delete] (削除) をクリックします。
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AWS Elemental を使用したLive-to-
VOD アセットの作成 MediaPackage

Live-to-VOD (ビデオオンデマンド) アセットは、後で再生するために抽出され保存されたライブストリー
ムの一部です。たとえば、ゲームのクリップを保存してゲームのハイライト集に使用したり、ブロード
キャスト番組のクリップを保存して後で番組の宣伝に使用したりできます。

Live-to-VOD アセットを作成するには MediaPackage、収集ジョブリソースを作成します。収集ジョブは
リクエストとして作成され、ライブストリームの一部を抽出し、そのクリップを Live-to-VOD アセットと
して Amazon S3 バケットに保存するために使用されます。 MediaPackage 収集ジョブは 1 回のみ実行さ
れ、 MediaPackage によってそのレコードがアカウントに 90 日間保持されます。このレコードは参照専
用です。削除または変更することはできません。

Important

Live-to-VOD アセットを作成するには、Amazon S3 MediaPackage バケットへのアクセスと保存
を許可する必要があります。手順については、「AWS Elemental MediaPackage に他のAWSサー
ビスへのアクセスを許可する (p. 24)」を参照してください。

以下のトピックでは、 MediaPackage の Live-to-VOD アセットについて詳しく説明します。

トピック
• Live-to-VOD の要件 (p. 94)
• Live-to-VOD の仕組み (p. 95)
• 収集ジョブの使用 (p. 95)

Live-to-VOD の要件
AWS Elemental で Live-to-VOD アセットを作成する場合は、 MediaPackage以下の要件に留意してくださ
い。

エンドポイントの要件

Live-to-VOD アセットを収集するエンドポイントは、以下の要件を満たしている必要があります。

• スタートオーバを有効にし、同時に [startover window] (スタートオーバーウィンドウ) には 14日以内を
設定する必要があります。ウィンドウのサイズを確認または変更するには、「the section called “単一の
エンドポイントの表示” (p. 70)」を参照してください。

• エンドポイントは、クリアな (非暗号化の) または暗号化された、DASH または HLS コンテンツのどち
らかを提供する必要があります。

• DASH エンドポイントの場合 – DASH エンドポイントはセグメントテンプレート形式として、[Number 
with timeline] (タイムライン付き番号)、または[Time with timeline] (タイムライン付き時刻) のいずれか
を使用する必要があります。DASH エンドポイントの作成については、「DASH エンドポイントの作
成 (p. 55)」を参照してください。

• MediaPackage VOD では現在、暗号化されたアセットの取り込みはサポートされていません。 
MediaPackage 収集したアセットをビデオオンデマンドのワークフローで使用していて、エンドポイン
トが暗号化されている場合は、同じチャネルに暗号化されていないシャドウエンドポイントを作成しま
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す。これを行うには、[Allow origination] (配信を許可) を選択解除し,新しいエンドポイントを再生に使用
できないようにします。 MediaPackage 配信が有効になっていないエンドポイントの URL を作成しま
すが MediaPackage 、このエンドポイントに送信された再生リクエストに対してはエラーを返します。

Live-to-VOD アセットの要件

Live-to-VOD アセットは、以下の要件を満たしている必要があります。

• 開始時間は、エンコーダの開始時間以降にする必要があります。
• 開始および終了時間は、エンドポイントのスタートオーバーウィンドウ内であることが必要です。
• その期間は、Live-to-VOD マニフェストの最大長 (24 時間) を超えて設定することはできません。

Live-to-VOD の仕組み
Live-to-VOD (ビデオオンデマンド) コンテンツの処理フローでは、まず AWS Elemental が、 
MediaPackageライブコンテンツストリームからビデオのクリップを抽出します。 MediaPackage このク
リップを Live-to-VOD アセットとして Amazon S3 に保存します。 MediaPackage アセットを再生デバイ
スに配信するには、の VOD コンテンツ処理機能を使用します。または、HLS もしくは DASH 入力をサ
ポートする VOD エンコードサービスを使用することもできます。

そのための主要な手順の概要は以下のとおりです。

1. ライブストリームを取り込むチャネルとエンドポイントを作成し、HLS もしくは DASH 出力用にパッ
ケージ化します。エンドポイントは、「Live-to-VOD の要件 (p. 94)」で概説されている要件を満たし
ている必要があります。

2. ライブストリームから抽出する Live-to-VOD アセットを定義する収集ジョブを作成します。このアセッ
トも、「Live-to-VOD の要件」で概説されている要件を満たしている必要があります。

3. MediaPackage 収集ジョブで指定した期間のアセットを収集します。アセットはセグメントに忠実で
す。たとえば、6 秒のセグメントがあり、収集ジョブの開始時間がセグメントの 3 秒である場合、ア
セットは 3 秒早く、つまりセグメントの開始時に開始されます。

MediaPackage アセットを収集した後、収集ジョブで指定した Amazon S3 バケットに、そのアセット
が保存されます。 MediaPackage そのバケット内にディレクトリを作成し、収集ジョブのマニフェス
トキーに入力した情報に基づいて親マニフェストに名前を付けます。たとえば、マニフェストキーが
の場合thursdaynight/highlights/index.m3u8、Amazon S3 MediaPackagethursdaynight/
highlights バケットにディレクトリを作成し、index.m3u8親マニフェストに名前を付けます。

MediaPackage CloudWatch 収穫ジョブが完了または失敗したときにイベントを作成します。収集ジョ
ブのイベントについては、「収集ジョブの通知イベント (p. 175)」を参照してください。

MediaPackage このジョブの読み取り専用の参照を 90 日間保持します。90 日後、 MediaPackage アカ
ウントからジョブのレコードを削除します。この時点で、ワークフローで必要であれば、収集ジョブの 
ID を再利用できます。

4. この段階で、の Live-to-VOD MediaPackage 機能は完了します。Live-to-VOD アセットは Amazon 
S3 バケットにあるので、そのアセットを使用してワークフローの目的を達成できます。たとえば、 
MediaPackage の VOD 機能またはエンコーディングサービスを使用して、アセットを再生可能にする
ことができます。

収集ジョブの使用
収集ジョブは、(過去の特定の期間に対応する Live-to-VOD (ビデオオンデマンド) アセットを) エンドポイ
ントから抽出するリクエストと対応しています。AWS Elemental MediaPackage は収集ジョブからの情報
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を使用して、アセットの開始時間と終了時間、および収集ジョブ完了後のアセットの保存場所を決定しま
す。

収集ジョブは作成後に 1 回のみ実行されます。 MediaPackage このジョブの参照専用レコードを、アカウ
ントに保存します。収集ジョブの作成後、そのレコードを変更または削除することはできません。

トピック
• 収集ジョブの作成 (p. 96)
• 収集ジョブの詳細の表示 (p. 98)
• 収集ジョブの編集 (p. 98)
• 収集ジョブの削除 (p. 98)

収集ジョブの作成
収集ジョブを作成して、暗号化されている、あるいはクリアな (非暗号化の) HLS もしくは DASH のライ
ブストリームから、Live-to-VOD アセットを抽出します。

Important

収集ジョブを実行し Live-to-VOD MediaPackage アセットを保存するには、アセットが保存され
る Amazon S3 バケットにアクセスし書き込むためのアクセス許可が必要です。 MediaPackage 
適切な権限を与えるロールを作成するには、を参照してくださいAWS Elemental MediaPackage 
に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)。

収集ジョブは、 MediaPackage コンソールAWS CLI、、、または MediaPackage API を使用して作成
します。AWS CLIまたは MediaPackage API を使用してのジョブの作成については、AWS Elemental 
MediaPackage API Reference を参照してください。

収集ジョブの作成中に、[ID] フィールドのような自由記述のフィールドにお客様のアカウント番号など
の機密扱いの識別情報を入力しないでください。これは、 MediaPackage コンソール、 MediaPackage 
APIAWS CLI、またはAWS SDK を使用している場合に適用されます。入力したすべてのデータは、診断ロ
グもしくは Amazon CloudWatch Events MediaPackage に取り込まれる可能性があります。

収集ジョブを作成するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Live (ライブ)] で、[Harvest jobs (収集ジョブ)] を選択します。
3. 「収穫ジョブ」ページで、「収穫ジョブの作成」を選択します。
4. [収集ジョブの作成] ページで、以下のトピックで説明しているようにフィールドに入力します。

• 基本的な詳細 (p. 96)
• 開始日時と終了日時 (p. 97)
• 送信先 (p. 97)

5. [作成] を選択します。

基本的な詳細
収集ジョブの基本的な詳細では、そのジョブの ID、および Live-to-VOD アセットのソースを定義します。

1. [ID] に、収集ジョブを説明する名前を入力します。ID は収集ジョブの主要な識別子です。収集ジョブが
期限切れになりアカウントから削除された後、そのジョブの ID は再利用できます。サポートされる文
字は、文字、数字、アンダースコア (_)、およびダッシュ (-) です。

2. [Origin endpoint (配信エンドポイント)] で、Live-to-VOD アセットを収集するライブストリームを提供す
るエンドポイントを選択します。
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以下の考慮事項に注意してください。
• ハーベストジョブは、 MediaPackage エンドポイントのスタートオーバー期間内に収まる必要があり

ます。スタートオーバーウィンドウによって、エンドポイントからアセットを収穫できる時間枠が決
定されます。例えば、エンドポイントのスタートオーバーウィンドウが 3 日である場合、その期間内
であればいつでもアセットを収集できます。

MediaPackage エンドポイントには、ゼロから 14 日の間でスタートオーバーウィンドウを設定でき
ます。エンドポイントのスタートオーバーウィンドウを調整するには、「単一のエンドポイントの表
示 (p. 70)」を参照してください。

• 収集した Live-to-VOD アセットの時間長は、最大で 24 時間です。Live-to-VOD アセットの時間長を
設定するには、この章の「開始日時と終了日時 (p. 97)」を参照してください。

• エンドポイントは、クリアな (非暗号化の) または暗号化された、DASH または HLS コンテンツのど
ちらかを提供する必要があります。

• MediaPackage VOD では現在、暗号化されたアセットの取り込みはサポートされていません。 
MediaPackage 収集したアセットをビデオオンデマンドのワークフローで使用していて、エンドポ
イントが暗号化されている場合は、同じチャネルに暗号化されていないシャドウエンドポイントを
作成します。これを行うには、[Allow origination] (配信を許可) を選択解除し,新しいエンドポイント
を再生に使用できないようにします。 MediaPackage 配信が有効になっていないエンドポイントの 
URL を作成しますが MediaPackage 、このエンドポイントに送信された再生リクエストに対して
はエラーを返します。詳細については、「AWS Elemental を使用したLive-to-VOD アセットの作成 
MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

開始日時と終了日時
開始日時と終了日時の情報は、収集ジョブの時間範囲を定義します。収集ジョブ実行の最大期間は24時間
です。時間は、エンコーダーからのプログラム日時 (PDT) に基づきます。

Note

Live-to-VOD アセットのタイミングはセグメントに忠実です。つまり、セグメント内に開始時間
または終了時間を指定すると、 MediaPackage はセグメント全体をアセットに含めます。3 秒の
セグメントがあり、開始時間がセグメントの 3 秒である場合、アセットは 3 秒早く、つまりセグ
メントの開始時に開始されます。

1. [Date and time format (日付と時刻の形式)] で、Live-to-VOD アセットの開始時間と終了時間を示すため
に使用する形式を選択します。
• ローカルタイム-日付と時刻は、現在のブラウザセッションの設定に従ってフォーマットされます。現

地時間には 24 時間制が使用されます。
• エポック秒-日付と時刻はエポック以降の秒数でフォーマットされます。
• ISO-8601-日付と時刻は ISO-8601 規格に従ってフォーマットされています。

2. 「ライブ配信アセットの開始時」に、ライブ配信から VOD へのアセットの開始時期を入力します。ア
セットの開始時間はライブイベントの開始以降であることが必要です。開始時間はエンドポイントのス
タートオーバーウィンドウ内であることも必要です。エンドポイントのウィンドウが 5 時間であり、開
始時間が 6 時間前である場合、収集ジョブは失敗します。

3. 「ライブ配信アセットの終了時」に、ライブ配信配信アセットが終了するタイミングを入力します。
アセットの長さは、エンドポイントのスタートオーバーウィンドウを超えることはできません。エン
ドポイントのウィンドウが 5 時間であり、開始時間が 2019/07/29 07:15:00 である場合、終了時間を 
2019/07/29 12:15:00 より後にすることはできません。終了時間も過去であることが必要です。

送信先
送信先情報では、ライブストリームから収集された後の Live-to-VOD アセットを、 MediaPackage どのよ
うに保存するかを定義します。
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1. [IAM role] (IAM ロール) に、Live-to-VOD アセットの保存先となる Amazon S3 MediaPackage バケット
に対する読み取りおよび書き込みのアクセスを許可する、IAM ロールの IAM ロールの ARN を入力しま
す。これは「AWS Elemental MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)」で
作成したロールです。

2. Amazon S3 バケット名で、Live-to-VOD MediaPackage アセットを保存するバケットを入力しま
す。Amazon S3 MediaPackage バケット名は、収集元と同じリージョンに存在する必要があります。

3. [Manifest key (マニフェストキー)] に、バケット内の Live-to-VOD アセットへのパス (アセットの親
マニフェストのファイル名を含む) を入力します。ディレクトリ構造がバケットにまだない場合は、 
MediaPackage 作成します。

Important

マニフェストキーは一意であることが必要です。複数の収集ジョブに同じマニフェストキーを
使用すると、アセットの最新の再生リストによって既存の再生リストが上書きされます。マニ
フェストキーを再利用する必要があるのは、コンテンツの前の収集に問題があった場合など、
同じコンテンツを収集するときのみです。

収集ジョブの詳細の表示
過去 90 日以内に作成したすべての収集ジョブを表示します。90 日後、収集ジョブは期限切れになりアカ
ウントから削除されます。

収集ジョブの表示にはAWS CLI、 MediaPackage コンソール、、、または MediaPackage API を使用し
ます。AWS CLIまたは MediaPackage API を使用してジョブを表示する方法については、AWS Elemental 
MediaPackage API Reference を参照してください。

収集ジョブの詳細を表示するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Live (ライブ)] で、[Harvest jobs (収集ジョブ)] を選択します。
3. 収穫ジョブページで、収穫ジョブを選択して詳細を表示します。

収集ジョブの編集
収集ジョブを編集することはできません。異なる設定の収集ジョブを作成するには、「収集ジョブの作
成 (p. 96)」を参照してください。

収集ジョブの削除
収集ジョブを削除することはできません。

• 異なる設定の収集ジョブを作成するには、「収集ジョブの作成 (p. 96)」を参照してください。
• MediaPackage 収集ジョブで作成した VOD アセットを削除するには、Amazon Simple Simple Simple 

Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Storage Service Getting 入門ガイドの
「Delete
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AWS ElementalMediaPackage特徴
次のセクションでは、AWS Elemental で利用可能な機能について説明ます。MediaPackageそして、彼ら
はどのように機能するか。

トピック
• AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)
• AWS Elemental でのコンテンツの暗号化と DRM MediaPackage (p. 103)
• AWS Elemental での DASH マニフェストに関するオプション MediaPackage (p. 110)
• マニフェストでのフィルタリング (p. 120)
• メタデータのパススルー (p. 126)
• AWS Elemental でのレンディショングループのリファレンス MediaPackage (p. 127)
• AWS Elemental での SCTE-35 メッセージのオプション MediaPackage (p. 129)
• AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレンス MediaPackage (p. 132)
• AWS Elemental でトリックプレイ再生を使用する MediaPackage (p. 135)

AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage
コンテンツ配信ネットワーク (CDN) 認証は、コンテンツを不正使用から保護するのに役立ちます。CDN 
認証を設定する場合、 MediaPackage との CDN MediaPackage 間で許可された再生リクエストのみを受
理します。これにより、ユーザーがオリジン上のコンテンツに直接アクセスするために CDN をバイパス
するのを防ぐことができます。

使用方法
へのコンテンツリクエストにカスタム HTTP ヘッダーを含めるように CloudFront、Amazon などの CDN 
を設定します MediaPackage。

カスタム HTTP ヘッダーと値の例。

X-MediaPackage-CDNIdentifier: 9ceebbe7-9607-4552-8764-876e47032660

ヘッダー値を、シークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。CDN から再生リクエストが送
信されると、 MediaPackage シークレットの値がカスタム HTTP ヘッダーの値と一致することを確認しま
す。 MediaPackage には、の許可ポリシーとロールを介して、AWS Identity and Access Managementシー
クレットを読み取るためのアクセス許可が付与されます。

シークレットキーと値の例。

{“MediaPackageCDNIdentifier”: "9ceebbe7-9607-4552-8764-876e47032660"}

値が一致すると、 MediaPackage コンテンツを HTTP200 OK ステータスコードと共に提供します。一
致しない場合や承認リクエストが失敗した場合、 MediaPackage はコンテンツを提供せず、HTTP403 
Unauthorized ステータスコードを送信します。

次の図に、Amazon による正常な CDN 認証を示します CloudFront。
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CDN step-by-step 認証については、「」を参照してくださいCDN 認証の設定 (p. 100)。

CDN 認証の設定
CDN 認証を設定するには、次のステップを完了します。

トピック
• ステップ 1: CDN カスタムオリジン HTTP ヘッダーを設定する (p. 100)
• ステップ 2: 値をシークレットとして AWS Secrets Manager に保存します。 (p. 101)
• ステップ 3: Secrets Manager MediaPackage にアクセスするための IAM ポリシーとロールを作成す

る (p. 102)
• ステップ 4: で CDN 認証を有効にする MediaPackage (p. 102)

ステップ 1: CDN カスタムオリジン HTTP ヘッダーを設定する
CDN で、ヘッダー X-MediaPackage-CDNIdentifier と値を含むカスタムオリジン HTTP ヘッダーを
設定します。値には、36 文字の文字列を生成する UUID バージョン 4 形式を使用することをお勧めしま
す。UUID バージョン 4 形式を使用していない場合、値を 8～128 文字にする必要があります。

Important

選択する値は静的な値である必要があります。CDN と AWS Secrets Manager の間にはネイ
ティブ統合がないので、値は CDN と AWS Secrets Manager の両方で静的にする必要がありま
す。CDN とシークレットを設定した後、この値を変更する場合は、手動で値を更新する必要があ
ります。詳細については、「CDN ヘッダー値の更新 (p. 103)」を参照してください。

ヘッダーと値の例

X-MediaPackage-CDNIdentifier: 9ceebbe7-9607-4552-8764-876e47032660

Amazon でカスタムヘッダーを作成するには CloudFront

1. にサインインして、 CloudFront コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/ 
home。AWS Management Console
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2. ディストリビューションを作成または編集します。
3. [オリジンの設定] で、フィールドに入力します。この同じ値を、Secrets Manager のシークレットに

も使用します。

• [ヘッダー名] に X-MediaPackage-CDNIdentifier と入力します。
• [Value] (値)に値を入力します。36 文字の文字列を生成する UUID バージョン 4 形式を使用すること

をお勧めします。UUID バージョン 4 形式を使用していない場合、値を 8～128 文字にする必要があ
ります。

4. 残りのフィールドに入力し、ディストリビューションを保存します。

のカスタムヘッダーの詳細については CloudFront、Amazon Developer Guide の「Amazon CloudFront 
Developer Guide」を参照してください。

ステップ 2: 値をシークレットとして AWS Secrets Manager に保
存します。
AWS Secrets Manager のシークレットとしてカスタムオリジンの HTTP ヘッダーに使用したものと、同じ
値を保存します。このシークレットでは、AWS Elemental MediaPackage のリソースと同じ、AWSアカウ
ントとリージョンの設定を使用する必要があります。 MediaPackageアカウントまたはリージョン間での
シークレットの共有をサポートしていません。ただし、同じリージョン内および同じアカウントの複数の
エンドポイントで同じシークレットを使用することはできます。

Secrets Manager にシークレットを保存するには

1. 次の場所で AWS Secrets Manager コンソールにサインインします。https://console.aws.amazon.com/ 
secretsmanager/。

2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。[シークレットタイプ] で、[その他の
シークレットタイプ] を選択します。

3. キーと値のペアの場合は、キーと値の情報を入力します。

• 左側のボックスに MediaPackageCDNIdentifier を入力します。
• 右側のボックスに、カスタムオリジン HTTP ヘッダーに設定した値を入力します。例:
9ceebbe7-9607-4552-8764-876e47032660。

4. 暗号化キーでは、デフォルト値をそのまま使用できますDefaultEncryptionKey。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [シークレットの名前] には、 MediaPackage で使用するシークレットであることがわかるように、プ

レフィックス MediaPackage/ を付けることをお勧めします。例: MediaPackage/cdn_auth_us-
west-2。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [自動ローテーションを設定する] は、既定の [自動ローテーションを無効にする] 設定のままにしま

す。

認証コードを後でローテーションする必要がある場合は、「CDN ヘッダー値の更新 (p. 103)」を参
照してください。

9. [次へ] を選択してから、[保存] を選択します。

これにより、シークレットのリストに移動します。
10. シークレット名を選択して、[シークレットの ARN] を表示します。ARN 

は、arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MediaPackage/
cdn_auth_test-xxxxxx のような値です。シークレット ARN は、「ステップ 4: MediaPackage で 
CDN 認証を有効にする」で、 MediaPackage の CDN 認証を設定するときに使用します。
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ステップ 3: Secrets Manager MediaPackage にアクセスするため
の IAM ポリシーとロールを作成する
IAM ポリシーとロールを作成して、Secrets Manager MediaPackage への読み取りアクセスを許可する 
IAM ポリシーとロールを作成します。 MediaPackage は CDN から再生リクエストを受信すると、保存さ
れているシークレット値がカスタム HTTP ヘッダーの値と一致することを確認します。the section called 
“AWS Elemental MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する” (p. 24) のステップに従っ
て、ポリシーとロールを設定します。

ステップ 4: で CDN 認証を有効にする MediaPackage
MediaPackage コンソール、または MediaPackage API を使用して、エンドポイントまたはビデオオン
デマンド (VOD) パッケージンググループ用の CDN 認証を有効にできます。AWS CLIステップ 3: IAM ポ
リシーとロールの「ステップ 3: IAM ポリシーとロールを作成する」で作成した IAM ポリシーとロールの 
MediaPackage 、ARN を使用します。

Tip

同じリージョン内および同じアカウントの複数のエンドポイントでは、同じシークレットを使用
します。ワークフローに必要な場合にのみ、新しいシークレットを作成することで、コストを削
減します。

コンソールを使用してライブコンテンツの CDN 認証を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. チャネルがまだない場合は、チャネルを作成します。ヘルプについては、「チャンネルの作

成 (p. 45)」を参照してください。
3. エンドポイントを作成または編集します。
4. 「アクセス制御設定」で、「CDN 認証を使用する」を選択します。フィールドに入力します。

• [Secrets role ARN] (シークレットロールの ARN) に、「」で作成した IAM ロールの ARN を入力し
ますステップ 3: Secrets Manager MediaPackage にアクセスするための IAM ポリシーとロールを作
成する (p. 102)。

• [CDN Identifier Secrets ARN] (シークレットの ARN) に、CDN がエンドポイントへのアクセスを許
可するために使用する Secrets Manager のシークレットの ARN を入力します。

5. 必要に応じて残りのフィールドに入力し、エンドポイントを保存します。

コンソールを使用して VOD コンテンツの CDN 認証を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. VOD パッケージンググループをまだ作成していない場合は、作成します。ヘルプについては、「パッ

ケージンググループの作成 (p. 73)」を参照してください。
3. パッケージンググループを作成または編集します。
4. 「アクセス制御の設定」で、「承認を有効にする」を選択します。フィールドに入力します。

• [Secrets role ARN] (シークレットロールの ARN) に、「」で作成した IAM ロールの ARN を入力し
ますステップ 3: Secrets Manager MediaPackage にアクセスするための IAM ポリシーとロールを作
成する (p. 102)。

• [CDN Identifier Secrets ARN] (シークレットの ARN) に、CDN がエンドポイントへのアクセスを許
可するために使用する Secrets Manager のシークレットの ARN を入力します。

5. 必要に応じて残りのフィールドに入力し、パッケージンググループを保存します。

これで、CDN 認証のセットアップが完了しました。このエンドポイントへのリクエストには、Secrets 
Manager に保存したものと同じ認証コードが含まれている必要があります。
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MediaPackage API を使用して CDN 認証を有効にするには

API を使用して CDN 認証を有効にする方法については、以下の MediaPackage API リファレンスを参照
してください。

• MediaPackage ライブ API リファレンス
• MediaPackage VOD API リファレンス

CDN ヘッダー値の更新
CDN カスタムオリジン HTTP ヘッダーの値を変更する場合は、Secrets Manager に保存されているシーク
レット値を更新する必要があります。次の手順では、Secrets Manager 内の値を更新して、CDN の HTTP 
ヘッダー値と Secrets Manager に保存されているシークレット値が、同期していることを確認する方法に
ついて説明します。

値を更新するには

1. AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「シークレットの変更」にある説明に従って、Secrets 
Manager に格納されたシークレット値を更新します。

アクティブストリームの再生に継続性を持たせるために、Secrets Manager にある現在の値、または 
1 MediaPackage つ前のバージョンの値を使用するリクエストを承認します。

2. 10 分間待機し MediaPackage 、Secrets Manager で値が変更されたことを確認します。
3. CDN で、X-MediaPackage-CDNIdentifier の値を新しい認証コードに更新します。
4. CDN が新しい値で完全に更新されるのを待ってから、この CDN 経由でリクエストを MediaPackage 

に送信します。

前のシークレット値を無効にするには、新しいシークレット値を 2 回保存します。こうすることで、
現在のシークレットバージョンと以前のシークレットバージョンの両方が同じ値を持ちます。

AWS Elemental でのコンテンツの暗号化と DRM 
MediaPackage

暗号化とデジタル著作権管理 (DRM) を使用して、コンテンツを不正なアクセスから保護します。AWS 
Elemental MediaPackage は、AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用し
て、DRM プロバイダーによるコンテンツの暗号化と復号化を容易にします。SPEKE を使用する DRM プ
ロバイダーは、SPEKE API MediaPackage を通じて暗号化キーを提供します。同時に DRM プロバイダー
は、サポートしているメディアプレイヤー用に復号化のためのライセンスも提供します。クラウドで実行
されているサービスや機能での SPEKE の使用については、Secure Packager and Encoder Key Exchange 
API Specification guide の「AWS cloud-based architecture」を参照してください。

制限事項と要件
AWS Elemental 用にコンテンツの暗号化を実装する場合は MediaPackage、以下の制限事項と要件を参照
してください。

• AWSSecure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API を使用して、デジタル著作権管理 
(DRM) プロバイダーとの統合を容易にします。SPEKE の詳細については、「What is Secure Packager 
and Encoder Key Exchange?」を参照してください。

• 使用する DRM プロバイダーで、SPEKE がサポートされている必要があります。SPEKE をサポートし
ている DRM プロバイダの一覧については、MediaPackage ユーザーガイドのトピック「Get on a a a 
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a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a DRM ソリューションプロバイダー
は、でのDRM MediaPackage 暗号化の設定を支援します。

• ライブおよびビデオオンデマンド (VOD) コンテンツの暗号化に使用します MediaPackage 。 
MediaPackage VOD サービスを介して配信する必要があるアセットは、暗号化されていない HLS ライ
ブエンドポイントから収集される必要があります。Live-to-VOD アセットを、DRM または暗号化で保
護されている HLS および DASH エンドポイントから収集できます。ただし、これらのアセットは暗号
化された (明確ではない) コンテンツであるため、 MediaPackage VOD サービスはこれらのアセットを
取り込むことができません。この種類のワークフローの詳細については、「AWS Elemental を使用した
Live-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

以下のセクションでは、SPEKE for を使用してコンテンツの暗号化を選択し、実装する方法について説明
します MediaPackage。

トピック
• 適切な SPEKE バージョンを選択する (p. 104)
• SPEKE のデプロイ (p. 105)
• コンテンツキーで使用する証明書の準備と管理 (p. 106)
• キーローテーションの動作について (p. 107)
• SPEKE バージョン 2.0 プリセット (p. 107)

適切な SPEKE バージョンを選択する
SPEKE バージョン 1 は、CPIX バージョン 2.0 を使用して、すべてのオーディオおよびビデオトラックに
対し単一の暗号化キーの使用をサポートします。SPEKE バージョン 2.0 は、CPIX バージョン 2.3 を使用
して、複数の異なる暗号化キーの使用をサポートします。SPEKE バージョン 2.0 暗号化設定の詳細につい
ては、を参照してくださいSPEKE バージョン 2.0 プリセット (p. 107)。

マルチキー暗号化または CPIX (Content Protection Information Exchange) バージョン 2.3 の使用が、
コンテンツ配信の必須要件である場合は、SPEKE バージョン 2.0 が最適な選択肢と言えます。ただ
し、SPEKE バージョン 2.0 サポートは、 MediaPackageエンドポイントのタイプ全体で徐々にサポートさ
れます。そのため、キーローテーションなど一部のライブオプションはまだ利用できません。SPEKE の統
合戦略を策定する際には、これらの制約事項を考慮に入れてください。の SPEKE バージョン 2.0 ロード
マップの詳細については MediaPackage、AWS アカウント担当チームにお問い合わせください。

サポートされているプロトコルと DRM プラットフォーム

次の表に、SPEKE バージョン 1.0 および SPEKE バージョン 2.0 がサポートする、さまざまなプロトコル
とデジタル著作権管理 (DRM) プラットフォームの一覧を示します。

Note

Irdeto コンテンツ保護は SPEKE バージョン 1.0 と組み合わせて使用することはできません。

SPEKE バージョ
ン 1.0 — プロトコ
ルと DRM システ
ムのSupport 表

マイクロソフト 
PlayReady

Google Widevine アップル FairPlay AES-128

ライブ

Apple HLS Not supported Not supported √

キーローテーショ
ンを使用

√

キーローテーショ
ンを使用
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CMAF Apple HLS Not supported √

キーローテーショ
ンを使用

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

√

キーローテーショ
ンを使用

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

Not supported

DASH √

キーローテーショ
ンを使用

√

キーローテーショ
ンを使用

Not supported Not supported

Microsoft Smooth √ Not supported Not supported Not supported

VOD

Apple HLS Not supported Not supported √ √

CMAF Apple HLS Not supported √

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

√

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

Not supported

DASH √ √ Not supported Not supported

Microsoft Smooth √ Not supported Not supported Not supported

SPEKE バージョ
ン 2.0 — プロトコ
ルと DRM システ
ムのSupport 表

マイクロソフト 
PlayReady

Google Widevine アップル FairPlay Ideto コンテンツ保
護

ライブ

CMAF Apple HLS √

CBCS および cenc 
暗号化をサポート

√

CBCS および cenc 
暗号化をサポート

√

CBCS および cenc 
暗号化をサポート

Not supported

DASH √ √ Not supported √

VOD

CMAF Apple HLS √

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

√

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

√

CBCS 暗号化のみ
をサポートします

Not supported

DASH √ √ Not supported √

SPEKE のデプロイ
で DRM 暗号化を使用するためのセットアップは、デジタル著作権管理 (DRM) MediaPackage ソリュー
ションプロバイダーが支援します。通常プロバイダーは、SPEKE Gateway を提供してAWS アカウン
ト、AWS リージョン MediaPackage 実行するのと同じ場所にデプロイします。オリジンエンドポイント
を適切な暗号化設定で構成するとともに、 MediaPackage CloudWatch イベントとして生成されるキー
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プロバイダーイベントのイベント通知を設定する必要があります。エンドポイントの暗号化設定の詳細
については、使用するプロトコルの該当するセクション（HLS 暗号化フィールド、MSS 暗号化フィール
ド、CMAF 暗号化フィールド、および DASH 暗号化フィールド）を参照してください。

MediaPackage キーサービスに接続するために独自の API Gateway を構築する必要がある場合は、 
GitHub その開始点として、提供されている SPEKE リファレンスサーバーを利用できます。

コンテンツキーで使用する証明書の準備と管理
AWS Elemental MediaPackage は、CPIX (Content Protection Information Exchange) ドキュメントを使用
して、SPEKE との間で、コンテンツの暗号化に使用されるコンテンツキーに関する通信を行います。最も
安全なデジタル著作権管理 (DRM) 暗号化ソリューションを利用するには、CPIX ドキュメントで暗号化さ
れたコンテンツキーを使用してください。

暗号化されたコンテンツキーを使用するには、次の要件を満たす必要があります。

• 暗号化されたコンテンツはライブである必要があります。ビデオオンデマンド (VOD) ワークフローおよ
び Live-to-VOD ワークフローでは、CPIX ドキュメント内の暗号化されたコンテンツキーはサポートさ
れません。

• DRM キープロバイダーは、暗号化されたコンテンツキーをサポートする必要があります。コンテンツ
キーの暗号化を扱えないキープロバイダーに対してこの機能を有効にした場合、再生は失敗します。

• 実行するのと同じリージョンで、適切な証明書をAWS Certificate Manager (ACM) にインポートする必
要があります MediaPackage。ACM の詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドを参
照してください。

次の手順では、証明書を準備および管理する方法について説明します。

DRM コンテンツキー暗号化の証明書を準備するには

1. 2048 RSA、SHA-512 署名証明書を取得します。
2. ACM コンソール (https://console.aws.amazon.com/acm/) を開きます。
3. 「AWS Certificate Manager に証明書をインポートする。」の手順に従って、証明書を ACM にイン

ポートします。後で必要になるので、その結果の証明書 ARN を書き留めておきます。

DRM 暗号化で使用する証明書では、ACM でのステータスが [Issued] (発行済み) となっている必要が
あります

AWS Elemental で証明書を使用するには MediaPackage

エンドポイント設定で DRM 暗号化を使用する場合、暗号化パラメータで証明書 ARN を提供します。これ
により、コンテンツキーを暗号化します。複数のイベントに対して同じ証明書 ARN を使用できます。詳
細については、the section called “ エンドポイントの使用” (p. 49) で暗号化設定情報を参照してください。

証明書を更新するには

AWS Elemental で使用している証明書を更新するには MediaPackage、ACM に再インポートを行いま
す。証明書は、 MediaPackage での使用を中断することなく更新されます。

証明書を削除するには

ACM から証明書を削除するには、その証明書を他のサービスに関連付けてはいけません。使用しているエ
ンドポイント設定から証明書 ARN を削除してから、ACM から削除します。

Note

アクティブなエンドポイントから証明書 ARN を削除した場合、エンドポイントは実行され続けま
すが、コンテンツキーの暗号化の使用は停止されます。
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キーローテーションの動作について
HLS、CMAF、および DASH のエンドポイントからライブコンテンツのキーローテーションを有効にする
と、AWS Elemental MediaPackage はライブコンテンツの開始前にコンテンツキーを取得します。「」で
説明されているように、コンテンツの進行に応じ、 MediaPackage エンドポイントで設定した間隔で新し
いキーを取得しますPackage 暗号化に関するフィールド (p. 52)。

コンテンツキーを取得できない場合 MediaPackage 、次のアクションを実行します。

• MediaPackage 以前にこのエンドポイントのコンテンツキーを正常に取得していない場合、最後に取得
したキーを使用します。これにより、以前に動作したエンドポイントが引き続き動作します。

• 以前にこのエンドポイントのコンテンツキーを正常に取得していない場合 MediaPackage 、エラー 404 
MediaPackage で再生リクエストに応答します。

いずれの場合も、「」で説明されているように、 MediaPackage コンテンツキーを取得できない場合は、 
CloudWatch イベントが生成されますキープロバイダーの通知イベント (p. 174)。

SPEKE バージョン 2.0 プリセット
SPEKE バージョン 2.0 は、オーディオトラックとビデオトラックのための複数の異なる暗号化キーの使
用をサポートします。 MediaPackage プリセットを使用して暗号化を設定します。 MediaPackage API は
これらのプリセットを定義し、 MediaPackage コンソールの「Package 暗号化エンドポイント」設定セ
クションの「ビデオ暗号化プリセット 」と「オーディオ暗号プリセット」メニューに表示されます。プリ
セットは、オーディオトラックのチャンネル数とビデオトラックのビデオ解像度に基づいて、暗号化キー
を特定のオーディオトラックまたはビデオトラックにマップします。 MediaPackage は、オーディオとビ
デオの暗号化プリセットの特定の組み合わせを使用して、次の 3 つの異なる暗号化シナリオをサポートし
ます。

• シナリオ 1: 暗号化されていないトラックと暗号化されたトラック (p. 107)
• シナリオ 2: すべてのオーディオトラックとビデオトラックに 1 つの暗号化キー (p. 108)
• シナリオ 3: オーディオトラックとビデオトラック用の複数の暗号化キー (p. 108)

シナリオ 1: 暗号化されていないトラックと暗号化されたトラッ
ク
ビデオ暗号化プリセットまたはオーディオ暗号化プリセットメニューで UNENCRYPTED プリセットを選
択すると、オーディオトラックまたはビデオトラックを暗号化しないように選択できます。オーディオプ
リセットとビデオプリセットの両方に「UNENCRYPTED」を選択することはできません。選択すると、
どのトラックも暗号化する必要がなくなるからです。また、SHARED は特別なプリセットであるため、
オーディオとビデオの UNENCRYPTED プリセットと「SHARED」プリセットを組み合わせることはでき
ません。詳細については、「シナリオ 2: すべてのオーディオトラックとビデオトラックに 1 つの暗号化
キー (p. 108)」を参照してください。

次のリストは、UNENCRYPTED プリセットの有効な組み合わせを示しています。

• オーディオトラック、および名前がで始まるすべてのビデオプリセットは暗号化されていませ
んPRESET-VIDEO-

• ビデオトラック、および名前がで始まるオーディオプリセットは暗号化されていませんPRESET-
AUDIO-
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シナリオ 2: すべてのオーディオトラックとビデオトラックに 1 
つの暗号化キー
SPEKE バージョン 2.0 SHARED プリセットは、SPEKE バージョン 1.0 と同様に、すべてのオーディオ
およびビデオトラックに対して単一の暗号化キーを使用します。SHARED プリセットを選択したら、オー
ディオとビデオの両方の暗号化用に選択します。

シナリオ 3: オーディオトラックとビデオトラック用の複数の暗
号化キー
PRESET-VIDEO-またはで始まる名前のプリセットを使用するとPRESET-AUDIO-、 MediaPackage 特
定のプリセットで定義されている数の暗号化キーでオーディオトラックとビデオトラックが暗号化され
ます。次の表は、 MediaPackage キーサーバからのキーリクエストの数と、それらのキーがトラックに
どのようにマッピングされるかを示しています。特定のキーの条件に一致するトラックがない場合は、 
MediaPackage そのキーを使用してトラックを暗号化しません。

MediaPackage I フレームのみのトリックプレイトラックを、解像度に対応するキーで暗号化します。

次の表では、キー名の値は CPIXContentKeyUsageRule@IntendedTrackType MediaPackage ドキュ
メントで使用されている属性の値です。これは特定のコンテンツキーの SPEKE サーバーに送信されま
す。

ビデオ暗号化プリセット

プリセットの名前 キーの数 キー名 最小解像度 最大解像度

プリセッ
トビデオ-1

1 ビデオ 最小値なし、または最大値なし。 
MediaPackage すべてのトラッ
クを同じキーで暗号化します。

SD 最小値なし <= 1024x576プリセッ
トビデオ-2 2

HD > 1024x576 最大値なし

SD 最小値なし <= 1024x576

HD > 1024x576 <= 1920x1080プリセッ
トビデオ-3 3

UHD > 1920 最大値なし

SD 最小値なし <= 1024x576

HD > 1024x576 <= 1920x1080

UHD > 1920 <= 4096x2160
プリセッ

トビデオ-4 4

UHD > 4096x2160 最大値なし

SD 最小値なし <= 1024x576

HD1 > 1024x576 <= 1280x720

HD2 > 1280x720 <= 1920x1080

UHD > 1920 <= 4096x2160

プリセッ
トビデオ-5 5

UHD > 4096x2160 最大値なし

プリセットビデオ6 4 SD 最小値なし <= 1024x576
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プリセットの名前 キーの数 キー名 最小解像度 最大解像度

HD1 > 1024x576 <= 1280x720

HD2 > 1280x720 <= 1920x1080

UHD > 1920 最大値なし

SD+HD1 最小値なし <= 1280x720

HD2 > 1280x720 <= 1920x1080プリセッ
トビデオ-7 3

UHD > 1920 最大値なし

SD+HD1 最小値なし <= 1280x720

HD2 > 1280x720 <= 1920x1080

UHD > 1920 <= 4096x2160
プリセッ

トビデオ-8 4

UHD > 4096x2160 最大値なし

共有しました 1 すべて

最小値なし、または最大値な
し。 MediaPackage すべてのビ

デオトラックとオーディオトラッ
クを同じキーで暗号化します。

暗号化なし 0 該当なし MediaPackage ビデオト
ラックは暗号化されません。

次の表では、キー名の値は CPIXContentKeyUsageRule@IntendedTrackType MediaPackage ドキュ
メントで使用されている属性の値です。これは特定のコンテンツキーの SPEKE サーバーに送信されま
す。

オーディオ暗号化プリセット

プリセットの名前 キーの数 キー名 最小数 チャネルの最大数

プリセット
オーディオ-1 1 オーディオ

最小値なし、または最大値な
し。 MediaPackageすべてのオー
ディオトラックとビデオトラッ
クを同じキーで暗号化します。

ステレオ_
オーディオ

最小値なし 2
プリセット

オーディオ-2 2
マルチチャンネ
ル_オーディオ

> 2 最大値なし

ステレオ_
オーディオ

最小値なし 2

マルチチャンネ
ルオーディオ_3_6

> 2 <= 6プリセット
オーディオ-3 3

マルチチャンネ
ル_オーディオ_7

> 最小 最大値なし

共有しました 1 すべて 最小値なし、または最大値な
し。 MediaPackageすべてのオー

109



AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
DASH マニフェストの処理

プリセットの名前 キーの数 キー名 最小数 チャネルの最大数
ディオトラックとビデオトラッ
クを同じキーで暗号化します。

暗号化なし 0 該当なし MediaPackage オーディオト
ラックは暗号化されません。

これで、 MediaPackage 暗号化されていないトラックと暗号化されたトラックのSPEKE Version 2.0プリ
セットがどのようにサポートされているかがわかりました。これらのプリセットを使用すると、すべての
オーディオおよびビデオトラックに対して単一の暗号化キーを、オーディオおよびビデオトラック用に複
数の暗号化キーを使用できます。

AWS Elemental での DASH マニフェストに関する
オプション MediaPackage

このセクションでは、ライブ出力用の DASH マニフェストを変更するために AWS Elemental 
MediaPackage に用意されているオプションを解説しています。

これらのオプションは、ビデオオンデマンド (VOD) 出力または収集された Live-to-VOD アセットには適用
されません。

デフォルトの DASH マニフェスト

以下に示すのは、処理されずに切り捨てられた DASH マニフェストの例です。

<MPD> 
  <Period> 
    <AdaptationSet> 
      <Representation> 
        <SegmentTemplate> 
          <SegmentTimeline> 
            <S /> 
          </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
    . 
    . 
  </Period>
</MPD>

DASH マニフェストの要素は、MPD (メディア表現の説明) オブジェクト内にネストされます マニフェスト
の要素には次のものがあります。

• Period-マニフェスト全体が 1 つのピリオドにネストされています。
• AdaptationSet-同じタイプの表現（ビデオ、オーディオ、またはキャプション）をグループ化しま

す。Period には 1 つ以上の AdaptationSets があります。
• Representation-オーディオ、ビデオ、またはキャプショントラックについて説明します。各
AdaptationSet には 1 つ以上の Representations があります。各表現はトラックです。

• SegmentTemplate-タイムスケール、メディアセグメントのアクセス URL、初期化セグメントなど、
表現のプロパティを定義します。各 Representation に対して 1 つの SegmentTemplate がありま
す。

• SegmentTimeline-各セグメントがいつ再生可能になるかを説明します。各 SegmentTemplate に対
して 1 つの SegmentTimeline があります。
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• S-セグメントが使用可能なタイミング（t値）、セグメントの継続時間（d値）、および同じ期間を持つ
連続セグメントの数（r値）が表示されます。SegmentTimeline には 1 つ以上のセグメントがありま
す。

MediaPackage これらの要素の一部が、どのように出力マニフェストに記載されるのかを変更できます。
出力ライブマニフェストでは、以下の処理オプションを使用できます。

• マニフェストを複数の期間に分割して、広告時間枠を許可する。AWS Elemental での DASH マニフェス
トに関するオプション MediaPackage (p. 111) を参照してください。

• マニフェストの長さを減らし、処理と再生をより効率化する。圧縮された DASH マニフェス
ト (p. 114) を参照してください。

• メディア URL 情報で使用されるセグメント情報を、SegmentTemplate プロパティで管理する。
「DASH マニフェストのセグメントテンプレート形式 (p. 116)」を参照してください。

AWS Elemental の複数期間 DASH MediaPackage
AWS Elemental では、VOD とライブの両方の DASH MediaPackage マニフェストに複数のピリオドを挿
入できます。

期間とは、DASH マニフェストのコンテンツのひとかたまりであり、開始時間と再生時間で定義され
ます。マニフェストのデフォルトでは、その全体が 1 つの期間に含まれます。DASH マニフェストを
複数の期間に分けることで、 MediaPackage 広告とメインコンテンツ間の境界を指定することができ
ます。例えば、AWS Elemental のようなダウンストリーム広告サービスを含む Medi-DASH エンドポ
イントで MediaTailor、[Trigger new period on ads] (広告の新しい期間をトリガーする) を選択します 
MediaPackage。 MediaPackage このオプションにより、DASH マニフェストが複数の期間でフォーマッ
トされる必要があることを示します。 MediaPackage

• AWS Elemental の詳細については MediaTailor、AWS Elemental MediaTailor ユーザーガイドを参照して
ください。

• の DASH-ISO エンドポイントの詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいDASH エンド
ポイントの作成 (p. 55)。

• 複数期間 DASH での動作についてはは MediaPackage、下記の仕組みに関するセクションを参照してく
ださい。

複数期間 DASH の仕組み
複数期間 DASH の機能を使用するには、 MediaPackage 入力に含める必要があります。これらのメッセー
ジにより MediaPackage 、期間の境界を作成するポイントを通知します。 MediaPackage それらのメッ
セージを処理する方法は次のとおりです。

1. MediaPackage 入力ソースから SCTE-35 のメッセージを検出します。
2. SCTE-35 メッセージの属性を使用して、メインコンテンツの最後と広告の間の、 MediaPackage 

どの部分に境界があるかを計算します。この計算は (scte35ptsAdjustment + scte35ptsTime)/
(EventStream timescale) です。

Example

次の例では、44.07 秒の時点で期間が開始されています。これは、(183003 + 3783780) / 90000 = 
44.075 となるためです。

<Period start="PT44.075S" id="21"> 
    <EventStream timescale="90000" schemeIdUri="urn:scte:scte35:2013:xml"> 
      <Event> 
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        <scte35:SpliceInfoSection protocolVersion="0" ptsAdjustment="183003" 
 tier="4095"> 
          <scte35:SpliceInsert spliceEventId="1000" spliceEventCancelIndicator="false" 
 outOfNetworkIndicator="true" spliceImmediateFlag="false" uniqueProgramId="7" 
 availNum="1" availsExpected="4"> 
            <scte35:Program><scte35:SpliceTime ptsTime="3783780"/></scte35:Program> 
          </scte35:SpliceInsert> 
        </scte35:SpliceInfoSection> 
      </Event> 
    </EventStream> 
     . 
     .
</Period>

3. MediaPackage 前の例のようにEventStreamEvent、追加情報を含む、、scte35タグをマニフェス
トに挿入し、Period広告期間をタグで囲みます。 MediaPackage 最初の広告が期間に入る前に、す
べての適応セットがグループ化されます。また、後続の適応セットは、続く SCTE-35 マーカーまで
に対応する期間内でグループ化されます。複数期間を使用したマニフェストの完全な例を次に示しま
す。SpliceInsertSCTE-35 広告マーカーを使用します。

Example

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MPD> 
  <Period start="PT0.000S" id="0" duration="PT44.075S"> 
    <AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" 
 subsegmentAlignment="true" startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" 
 bitstreamSwitching="true"> 
      <Representation id="1" width="960" height="540" frameRate="30000/1001" 
 bandwidth="1000000" codecs="avc1.4D401F"> 
        <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_1_0_$Number$.mp4?
m=1528413503" initialization="index_video_1_0_init.mp4?m=1528413503" startNumber="6" 
 presentationTimeOffset="0"> 
          <SegmentTimeline> 
            <S t="361301" d="60060" r="15"/> 
          </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
    <AdaptationSet mimeType="audio/mp4" segmentAlignment="0" lang="eng"> 
      <Representation id="2" bandwidth="96964" audioSamplingRate="48000" 
 codecs="mp4a.40.2"> 
        <SegmentTemplate timescale="48000" media="index_audio_2_0_$Number$.mp4?
m=1528413503" initialization="index_audio_2_0_init.mp4?m=1528413503" startNumber="6" 
 presentationTimeOffset="0"> 
          <SegmentTimeline> 
            <S t="578305" d="96256" r="3"/> 
            <S t="963329" d="95232"/> 
            <S t="1058561" d="96256" r="5"/> 
            <S t="1636097" d="95232"/> 
            <S t="1731329" d="96256" r="3"/> 
          </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
  </Period> 
  <Period start="PT44.075S" id="21"> 
    <EventStream timescale="90000" schemeIdUri="urn:scte:scte35:2013:xml"> 
      <Event> 
        <scte35:SpliceInfoSection protocolVersion="0" ptsAdjustment="183003" 
 tier="4095"> 
          <scte35:SpliceInsert spliceEventId="1000" spliceEventCancelIndicator="false" 
 outOfNetworkIndicator="true" spliceImmediateFlag="false" uniqueProgramId="7" 
 availNum="1" availsExpected="4"> 
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            <scte35:Program><scte35:SpliceTime ptsTime="3783780"/></scte35:Program> 
          </scte35:SpliceInsert> 
        </scte35:SpliceInfoSection> 
      </Event> 
    </EventStream> 
    <AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" 
 subsegmentAlignment="true" startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" 
 bitstreamSwitching="true"> 
      <Representation id="1" width="960" height="540" frameRate="30000/1001" 
 bandwidth="1000000" codecs="avc1.4D401F"> 
        <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_1_0_$Number$.mp4?
m=1528413503" initialization="index_video_1_0_init.mp4?m=1528413503" startNumber="22" 
 presentationTimeOffset="1322261"> 
          <SegmentTimeline> 
            <S t="1322261" d="60060" r="13"/> 
          </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
    <AdaptationSet mimeType="audio/mp4" segmentAlignment="0" lang="eng"> 
      <Representation id="2" bandwidth="96964" audioSamplingRate="48000" 
 codecs="mp4a.40.2"> 
        <SegmentTemplate timescale="48000" media="index_audio_2_0_$Number$.mp4?
m=1528413503" initialization="index_audio_2_0_init.mp4?m=1528413503" startNumber="22" 
 presentationTimeOffset="2115617"> 
          <SegmentTimeline> 
            <S t="2116353" d="96256"/> 
            <S t="2212609" d="95232"/> 
            <S t="2307841" d="96256" r="5"/> 
            <S t="2885377" d="95232"/> 
            <S t="2980609" d="96256" r="4"/> 
          </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
  </Period>
</MPD>

TimeSignal入力にSCTE-35の広告マーカーが代わりに含まれている場合SpliceInsert、 
EventStream 広告期間内は次のようになります。

<EventStream timescale="90000" schemeIdUri="urn:scte:scte35:2013:xml"> 
  <Event> 
    <scte35:SpliceInfoSection protocolVersion="0" ptsAdjustment="183265" tier="4095"> 
      <scte35:TimeSignal> 
        <scte35:SpliceTime ptsTime="1350000"/> 
      </scte35:TimeSignal> 
      <scte35:SegmentationDescriptor segmentationEventId="1073741825" 
 segmentationEventCancelIndicator="false" segmentationDuration="450000"> 
        <scte35:DeliveryRestrictions webDeliveryAllowedFlag="false" 
 noRegionalBlackoutFlag="true" archiveAllowedFlag="true" deviceRestrictions="3"/> 
        <scte35:SegmentationUpid segmentationUpidType="1" segmentationUpidLength="3" 
 segmentationTypeId="48" segmentNum="0" segmentsExpected="0">012345</
scte35:SegmentationUpid> 
      </scte35:SegmentationDescriptor> 
    </scte35:SpliceInfoSection> 
  </Event>
</EventStream>

MediaPackage また、scte35:SpliceInsertメッセージをメタデータとして個々の動画セグメントに
組み込みます。
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ダウンストリーム広告サービスを使用している場合、そのサービスはマニフェスト内で SCTE-35 マー
カーを検索し、それらのマーカーに基づいて広告を配信および挿入します。 MediaPackage

圧縮された DASH マニフェスト
AWS Elemental では、DASH マニフェストを圧縮して低電力デバイスでのパフォーマンスと処理を向上さ
せる機能を VOD とライブの両方で使用できます MediaPackage。

からのデフォルトの [MASH] (圧縮) には、各表現 (トラック) MediaPackage に関する重複データが含まれ
ています。一部のプレーヤーでは、このすべてのデータを含むマニフェストの処理は困難で時間がかかり
ます。この負荷の一部を減らすため、Representationオブジェクトからオブジェクトに一部の属性を移
動することで、 MediaPackage AdaptationSetマニフェストを圧縮できます。この方法では、マニフェ
ストで各表現に対して属性を定義するのではなく、高いレベルで 1 回のみ定義します。これにより、表現
が適応セットからこれらの属性を継承します。

Example デフォルトの DASH マニフェスト

次の例では、SegmentTemplate オブジェクトとそのすべての要素が各 Representation. にリストさ
れています。マニフェストの適用セットごとに、この同じレイアウトがあります。

<AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" subsegmentAlignment="true" 
 startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
   <Representation id="1" width="640" height="360" frameRate="30/1" bandwidth="749952" 
 codecs="avc1.640029"> 
      <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_1_0_$Number$.mp4?m=1543947824" 
 initialization="index_video_1_0_init.mp4?m=1543947824" startNumber="1"> 
         <SegmentTimeline> 
           <S t="62000" d="60000" r="9"/> 
         </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
   </Representation> 
   <Representation id="2" width="854" height="480" frameRate="30/1" bandwidth="1000000" 
 codecs="avc1.640029"> 
      <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_3_0_$Number$.mp4?m=1543947824" 
 initialization="index_video_3_0_init.mp4?m=1543947824" startNumber="1"> 
         <SegmentTimeline> 
           <S t="62000" d="60000" r="9"/> 
         </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
   </Representation> 
   <Representation id="3" width="1280" height="720" frameRate="30/1" bandwidth="2499968" 
 codecs="avc1.640029"> 
      <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_5_0_$Number$.mp4?m=1543947824" 
 initialization="index_video_5_0_init.mp4?m=1543947824" startNumber="1"> 
         <SegmentTimeline> 
           <S t="62000" d="60000" r="9"/> 
         </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
   </Representation>
</AdaptationSet>

Example 圧縮された DASH マニフェスト

この例では、SegmentTemplate オブジェクトとそのすべての要素が 1 つに折りたたま
れ、AdaptationSet に移動されます。この再生デバイスは、この適応セットの各表現で、この同じテン
プレートが使用されることを理解します。

<AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" subsegmentAlignment="true" 
 startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
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   <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_$RepresentationID$_0_$Number$.mp4?
m=1543947824" initialization="index_video_$RepresentationID$_0_init.mp4?m=1543947824" 
 startNumber="1"> 
     <SegmentTimeline> 
       <S t="62000" d="60000" r="9"/> 
     </SegmentTimeline> 
   </SegmentTemplate> 
   <Representation id="1" width="640" height="360" frameRate="30/1" bandwidth="749952" 
 codecs="avc1.640029"/> 
   <Representation id="2" width="854" height="480" frameRate="30/1" bandwidth="1000000" 
 codecs="avc1.640029"/> 
   <Representation id="3" width="1280" height="720" frameRate="30/1" bandwidth="2499968" 
 codecs="avc1.640029"/>
</AdaptationSet>

[Manifests] (圧縮) の詳細については、「How AWS Elemental MediaPackage Manifests (p. 115)」を参照
してください。

AWS Elemental MediaPackage によるマニフェストの圧縮
AWS Elemental MediaPackage コンソールから DASH マニフェストを圧縮するには、[Manifest layout] (圧
縮) をクリックします。適切なタイミングでトラックを使用できるようにするため、 MediaPackage は
ソースコンテンツのフレームレートおよびオーディオサンプリングレートを確認し、マニフェストを圧縮
できるかどうか判断します。

Note

キャプショントラックでは常に同じレートが使用されるため、 MediaPackage 常にキャプション
を使用して適応セットを圧縮します。

MediaPackage 以下のアクションを実行します。

• このレートが適用セットのすべての表現で同じである場合、 MediaPackage はすべての
SegmentTemplate オブジェクトを 1 つに折りたたみ、AdaptationSet レベルに移動します。これ
により、テンプレート内の情報がマニフェスト全体で繰り返されることはなくなります。表現間での同
じテンプレートの使用を再生デバイスに許可するため、mediainitializationおよびリクエストの 
URL MediaPackage $RepresentationID$ に変数を追加します。再生デバイスでは、この変数を、現
在リクエスト中の表現の ID に置き換えます。 MediaPackage ContentProtection要素が存在する場
合、適応セットに移動します。

• 表現間でレートが異なる場合、SegmentTemplate最も頻繁に使用されるレートにより MediaPackage 
を圧縮し、に移動しますAdaptationSet。レートが異なる表現では、セグメントテンプレートが維持
されます。表現のレートは、適応セットのレートを上書きします。

• ビデオ適応セットで正確に 2 つのフレームレートが使用されている場合、 MediaPackage は次のように
圧縮を行います。
• 24 と 48 が使用されている場合、圧縮されたテンプレートではフレームレートに 48 が使用され、タ

イムベースに 48000 が使用されます。
• 25 と 50 が使用されている場合、圧縮されたテンプレートではフレームレートに 50 が使用され、タ

イムベースに 50000 が使用されます。
• 29.97 と 59.94 が使用されている場合、圧縮されたテンプレートではフレームレートに 59.95 が使用

され、タイムベースに 60000 が使用されます。
• 30 と 60 が使用されている場合、圧縮されたテンプレートではフレームレートに 60 が使用され、タ

イムベースに 60000 が使用されます。

2 つのビデオフレームレートが使用されているが、上記の倍増パターンのいずれかではない場合、その
セットを圧縮することはできません。

• 適応セットの表現間に重複したレートがない場合、そのセットを圧縮することはできません。
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DASH マニフェストのセグメントテンプレート形式
DASH セグメントテンプレートの形式を選択する機能は、AWS Elemental のライブワークフローでのみ使
用できます MediaPackage。

以下のセクションでは、マニフェスト DASH で SegmentTemplate オブジェクトを変更して、再生デバ
イスの要件により適切に合わせる方法について説明します。

トピック
• SegmentTemplate でのmedia 属性 (p. 116)
• SegmentTemplate でのduration 属性 (p. 117)

SegmentTemplate でのmedia 属性
SegmentTemplate プロパティの media 属性は、再生デバイスがセグメントリクエストを送信する 
URL を定義します。デフォルトでは、この URL$Number$ は変数を使用してリクエストされた特定の
セグメントを識別します。再生デバイスがセグメントをリクエストすると、変数が、セグメントの数値 
ID に置き換えられます。表現の最初のセグメントでは、この ID を、SegmentTemplate プロパティの
startNumber の値と置き換えます。追加のセグメントごとに 1 ずつ増加します。

一部のプレーヤーでは、再生可能になると、タイムスタンプではなくセグメントが識別されたときに、
セグメントのナビゲーションが向上します。このユースケースをサポートするために、 MediaPackage 
は media 属性の URL で $Number$ ではなく $Time$ 変数を使用します。再生デバイスがセグメン
トをリクエストすると、変数が、セグメントの可能な開始時刻に置き換えられます。この開始時刻
は、SegmentTimeline オブジェクトのセグメント (S) プロパティの t 値で識別されます。例について
は、「仕組み (p. 116)」を参照してください。

$Time$ 変数の動作について

「DASH エンドポイントの作成 (p. 55)」で説明されているように、DASH エンドポイントでの [Segment 
template format] (セグメントテンプレート形式) 設定により $Time$ 変数を有効にします。AWS Elemental 
MediaPackage では以下のアクションを実行します。

1. DASH MediaPackage マニフェストを生成する際、次の例に示すように、$Time
$mediaSegmentTemplateオブジェクトの値に含まれる変数を使用します。

Example

<SegmentTemplate timescale="30" media="index_video_1_0_$Time$.mp4?m=1122792372" 
 initialization="index_video_1_0_init.mp4?m=1122792372" startNumber="2937928">

2. 再生デバイスがセグメントをリクエストすると、media属性で定義されている URL を使用し、変数を
リクエストされたセグメントのアベイラビリティ開始時間に置き換えます。

Important

変数を置き換える値は、セグメントの正確な t 値である必要があります。リクエストで、任意
のタイムスタンプを使用する場合、 MediaPackage は最も近いセグメントをシークしません。

Example

表現のセグメントテンプレートの例を次に示します。この例では $Time$ 変数を使用しています。

<SegmentTemplate timescale="30000" media="155_video_1_2_$Time$.mp4?m=1545421124" 
 initialization="155_video_1_2_init.mp4?m=1545421124" startNumber="710"> 
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  <SegmentTimeline> 
       <S t="255197799" d="360360" r="8"/> 
       <S t="258441039" d="334334"/> 
  </SegmentTimeline>
</SegmentTemplate>

最初のセグメントのリクエスト URL は 155_video_1_2_255197799.mp4 です。継続期間 360360 に
より、次のセグメントリクエストは 155_video_1_2_255558159.mp4 になり、以降同様に 9 番目の
セグメントまで続きます。

最後のセグメントリクエストは 155_video_1_2_258441039.mp4 です。

SegmentTemplate でのduration 属性
デフォルトの DASH マニフェストでは、SegmentTemplate が SegmentTimeline を保持します。タ
イムラインは、その有効期間とその開始時刻を含め、Representation 内のすべてのセグメントにつ
いて説明しています。ライブイベントを処理する AWS Elemental MediaPackage では、エンコーダーか
らセグメントを受信するたびに、それらをタイムラインに追加します。新しく利用可能なセグメントを
認識するために、再生デバイスは、更新されたマニフェストを定期的にリクエストする必要があります 
MediaPackage。

リプレゼンテーション内のすべてのセグメントの継続時間が同じ場合は、SegmentTimelineオブジェク
トを削除できるようにすることで、 MediaPackage レイテンシーを減らしてマニフェストを短縮できま
す。その代わりに、 MediaPackage durationSegmentTemplateプロパティに属性を追加します。再生
デバイスは、 duration と startNumber を使用して、セグメントがいつ利用できるかを計算します。再
生デバイスは、セグメントについて知るために更新されたマニフェストに依存する必要がないため、再生
を維持するために常に更新をリクエストする必要がありません。duration 属性の動作方法については、
以下のセクションを参照してください。

トピック

• duration 属性の動作について (p. 117)
• duration 属性と圧縮された DASH マニフェスト (p. 119)

duration 属性の動作について

「DASH エンドポイントの作成 (p. 55)」で説明されているように、DASH エンドポイントでの [セグメン
トテンプレートフォーマット] 設定により $duration$ 属性を有効にします。マニフェストでは次のよう
な処理が実行されます。

1. 次の例に示すように、AWS Elemental が DASH MediaPackage マニフェストを生成する際
に、durationSegmentTemplateオブジェクトに属性が追加されます。

Example

<SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_1_0_$Number$.mp4?
m=1535562908" initialization="index_video_1_0_init.mp4?m=1535562908" 
 startNumber="175032" duration="90000" presentationTimeOffset="62061"/>

セグメントタイムラインと個々のセグメントの説明は、セグメントテンプレートに含まれません。

Important

最終セグメントを除き、セグメントの所要時間の値からの逸脱は 50% 以下にする必要があり
ます。期間が 90000 の場合、セグメントは 45000～135000 (30000 のタイムスケールにおいて 
1.5～4.5 秒) の間である必要があります。
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Example

次に、セグメントテンプレートで duration を使用する適応セットの例を示します。

<AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" subsegmentAlignment="true" 
 startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
  <Representation id="1" width="852" height="480" frameRate="30/1" bandwidth="1200000" 
 codecs="avc1.4D401F"> 
    <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_1_0_$Number$.mp4?m=1535562908" 
 initialization="index_video_1_0_init.mp4?m=1535562908" startNumber="175032" 
 duration="90000" presentationTimeOffset="62061"/> 
  </Representation> 
  <Representation id="2" width="640" height="360" frameRate="30/1" bandwidth="800000" 
 codecs="avc1.4D401E"> 
    <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_3_0_$Number$.mp4?m=1535562908" 
 initialization="index_video_3_0_init.mp4?m=1535562908" startNumber="175032" 
 duration="90000" presentationTimeOffset="62061"/> 
  </Representation> 
  <Representation id="3" width="320" height="240" frameRate="30/1" bandwidth="499968" 
 codecs="avc1.4D400D"> 
    <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_5_0_$Number$.mp4?m=1535562908" 
 initialization="index_video_5_0_init.mp4?m=1535562908" startNumber="175032" 
 duration="90000" presentationTimeOffset="62061"/> 
  </Representation>
</AdaptationSet>

2. 再生デバイスは、media属性で定義されている URL を使用してセグメントをリクエストします。URL 
では、最初のセグメントの SegmentTemplate にある startNumber の値から始めて、$Number$ 変
数をセグメントの数に置き換えます。

3. 再生デバイスが最新のセグメントを決定する必要がある場合は、次の式を使用します。

((ウォールクロック時刻 - availabilityStartTime) / (duration / timescale)) + startNumber

Example

再生デバイスは、以下の値で最新のセグメントを計算します。
• 再生デバイスからのウォールクロック時間:2018-11-16T 19:18:30 Z
• availabilityStartTime-MPD マニフェストのオブジェクトからの属性:2018-11-16T 19:08:30 Z
• duration-SegmentTemplate マニフェストのオブジェクトからの属性:90000
• timescale-アトリビュートSegmentTemplate:30000
• startNumber-アトリビュートSegmentTemplate:175032

使用する計算は ((2018-11-16T19:18:30Z - 2018-11-16T19:08:30Z) / (90000/30000)) + 175032

この計算が、(経過時間 600 秒) / (セグメント再生時間 3 秒) = 200 経過セグメント、になります。これ
らのセグメントを 175232 開始セグメントに追加すると、最新セグメントが 175032 になります。

duration 属性の制約事項

適切に再生を行い、セグメント間での再生時間の競合に間する問題を回避するために、AWS Elemental 
MediaPackage では、duration属性に以下の制限が適用されています。

• この機能は、エンドポイントを作成する場合のみ有効にすることができます。

DASH マニフェストに後で duration 属性を追加するためにエンドポイントを変更することはできま
せん。これには、あるセグメントテンプレート形式から duration を使用する別の形式に変更するこ
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とが関係しています。たとえば、SegmentTimeline で $Time$ 変数を使用し、次に duration で
$Number$ 変数を編集するエンドポイントを作成することはできません。

• エンドポイントの作成時に設定した [セグメントの再生時間] 値を保持する必要があります。

セグメントの再生時間を変更するためにエンドポイントを編集することはできません。
• duration を使用するエンドポイントから単一期間の DASH マニフェストを生成する必要があります。

duration 属性で複数期間の DASH を使用することはできません。
• 取り込まれるストリームでは、標準のセグメンテーションケイデンスを使用する必要があります。
• 取り込まれるストリームで可変セグメント長を使用することはできません。SCTE-35 関連のセグメン

テーションの場合がその例です。

duration 属性と圧縮された DASH マニフェスト
圧縮されたマニフェストを duration 属性と組み合わせると、マニフェストのサイズをさらに減
少できますが、大幅な減少ではありません。圧縮されたマニフェストには、適応セットごとに 1 つ
の SegmentTimeline と SegmentTemplate があります。duration属性を使用する場合、AWS 
Elemental MediaPackage はセグメントタイムラインを削除します。両方の処理により、マニフェストに
は、適応セットごとに 1 つの SegmentTemplate があり、SegmentTimeline はありません。次の 例を
参照してください。

圧縮されたマニフェストの詳細については、「圧縮された DASH マニフェスト (p. 114)」を参照してく
ださい。

Important

表現内のセグメントに意図的にサイズが異なるセグメントがある場合、duration 属性を使用し
ないでください。この処理は、セグメントが一貫したサイズである場合のみ有効です。

Example

完了したマニフェストの例を次に示します。

<AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" subsegmentAlignment="true" 
 startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
   <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_$RepresentationID$_0_
$Number$.mp4?m=1543947824" initialization="index_video_$RepresentationID$_0_init.mp4?
m=1543947824" startNumber="1"> 
     <SegmentTimeline> 
       <S t="62000" d="60000" r="9"/> 
     </SegmentTimeline> 
   </SegmentTemplate> 
   <Representation id="1" width="640" height="360" frameRate="30/1" bandwidth="749952" 
 codecs="avc1.640029"/> 
   <Representation id="2" width="854" height="480" frameRate="30/1" bandwidth="1000000" 
 codecs="avc1.640029"/> 
   <Representation id="3" width="1280" height="720" frameRate="30/1" 
 bandwidth="2499968" codecs="avc1.640029"/>
</AdaptationSet>

duration属性を使用する圧縮マニフェストの例を次に示します。

<AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" subsegmentAlignment="true" 
 startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
   <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_$RepresentationID$_0_
$Number$.mp4?m=1543947824" initialization="index_video_$RepresentationID$_0_init.mp4?
m=1543947824" startNumber="1" duration="60000"/> 
   <Representation id="1" width="640" height="360" frameRate="30/1" bandwidth="749952" 
 codecs="avc1.640029"/> 
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   <Representation id="2" width="854" height="480" frameRate="30/1" bandwidth="1000000" 
 codecs="avc1.640029"/> 
   <Representation id="3" width="1280" height="720" frameRate="30/1" 
 bandwidth="2499968" codecs="avc1.640029"/>
</AdaptationSet>

マニフェストでのフィルタリング
マニフェストのフィルタリングを使用すると、ユーザーが再生リクエストに追加したクエリで指定してい
るパラメータに基づいて、AWS Elemental MediaPackage によりクライアントマニフェストが動的に生成
されます。これにより、プレミアム 4K HEVC コンテンツへの視聴者によるアクセスを制限したり、特定
のデバイスタイプや音声サンプルレートの範囲をターゲットにしたりなどを、すべて単一のエンドポイン
トから行うことができます。以前は、この動作を実現するために複数のエンドポイントを設定する必要が
ありました。 MediaPackage では、同じエンドポイントで異なるクライアントマニフェストを動的に生成
するための、コスト効率に優れた方法が利用できます。

マニフェストフィルタの使用
マニフェストフィルタを使用すると、結果として生じるマニフェストには、クエリで指定した特性に一致
するオーディオストリームとビデオストリームのみが含まれます。マニフェストフィルタを使用しない場
合、取り込まれたストリームはすべてエンドポイント出力ストリームに存在します。例外は、最小ビデオ
ビットレートなど、エンドポイントにストリームフィルタを設定した場合です。その場合、マニフェスト
フィルタはストリームフィルタの後に適用され、出力を歪める可能性があるため、推奨されません。

マニフェストのフィルタリングは、 MediaPackage以下でサポートされるすべてのエンドポイントタイプ
で使用できます。

• Apple HLS
• DASH-ISO
• Microsoft Smooth Streaming
• CMAF

マニフェストのフィルタリングを使用するには、aws.manifestfilterクエリパラメータをに追加しま
す MediaPackage。 MediaPackage クエリを評価し、追加されたクエリパラメータに基づいたクライアン
トマニフェストを配信します。マニフェストクエリでは、大文字と小文字は区別されず、最大 1024 文字
まで指定できます。クエリの形式が正しくない場合、またはクエリパラメータと一致するストリームがな
い場合、 MediaPackage は不完全または空のマニフェストを返します。クエリ構文については、次のセク
ションを参照してください。

Note

Apple HLS または CMAF エンドポイントを使用している場合は、特別な条件が適用されます。こ
れらの条件の詳細については、HLS および CMAF マニフェストの特別な条件 (p. 125) を参照し
てください。

クエリ構文

基本となるクエリパラメータは aws.manifestfilter で、その後にオプションのパラメータ名と値のペ
アが続きます。クエリを作成するには、 MediaPackage エンドポイント URL?aws.manifestfilter=
の末尾に追加し、その後にパラメータ名と値を追加します。すべての使用可能なパラメータのリストにつ
いては、「マニフェストフィルタクエリパラメータ (p. 121)」を参照してください。

Apple HLS フィルタクエリは次のようになります。

https://example-mediapackage-endpoint.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/examplemediapackage/index.m3u8?
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aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-44100;video_bitrate:0-2147483647;video_codec:h265;audio_language:fr,en-
US,de

次の表に、クエリ構文が表示されます。

クエリ文字列のコンポーネ
ント

説明

? クエリの先頭を示す制限された文字。

aws.manifestfilter= 名前と値のペアで構成されたパラメータが続くベースクエリ。すべての
使用可能なパラメータのリストについては、「マニフェストフィルタク
エリパラメータ (p. 121)」を参照してください。

: パラメータ名と値を関連付けるために使用されます。例え
ば、parameter_name:value などです。

; 複数のパラメータを含むクエリのパラメータを区切ります。例え
ば、parameter1_name:value;parameter2_name:minValue-
maxValue。

, 値のリストを区切ります。例え
ば、parameter_name:value1,value2,value3。リスト内のカンマ
区切り値は、OR 関係を意味します。

- パラメータの最小値 - 最大値の範囲を定義するために使用します。例え
ば、audio_sample_rate:0-44100。範囲内で数値が使用される場
合、その数値は範囲定義に含まれます。つまり、ストリームは最小値以
上で、最大値以下である必要があります。範囲の場合、最小値と最大値
は必須です。サポートされている範囲値は 0 - 2147483647 です。

Note

Amazon CloudFront を CDN として使用する場合は、追加の設定が必要になる場合があります。
詳細については、「すべてのエンドポイントのキャッシュ動作を設定する」を参照してくださ
い。

マニフェストフィルタクエリパラメータ
MediaPackage では、以下のクエリパラメータをサポートしています。

カテゴ
リ

名前 説明 例

オー
ディオ

audio_bitrate • オーディオビットレート (ビット/秒)。
• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッシュ

で集計された 2 つの整数。サポートされ
ている範囲値は 0 - 2147483647 です。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=audio_bitrate:0-2147483647

オー
ディオ

audio_channels • オーディオチャネルの数。
• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッシュ

で集計された 2 つの整数。サポートされ
ている範囲値は 1 - 32767 です。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=audio_channels:1-8

オー
ディオ

audio_codec • オーディオコーデックタイプ。 stream.mpd?
aws.manifestfilter=audio_codec:AACL,AC-3
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カテゴ
リ

名前 説明 例

• 許容値:
AACL、AACH、AC-3、EC-3。AC-3 と
EC-3 には - を含める必要があります。

値では大文字と小文字が区別されませ
ん。

オー
ディオ

audio_language • エンコーダーパススルーから派生した
オーディオ言語または機能コード。

• 許容値: 2 文字または 4 文字の ISO-639-1
言語コードなどの任意文字列。エンコー
ダーで設定されている言語文字列と同じ
ものを使用する必要があります。

値では大文字と小文字が区別されませ
ん。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=audio_language:fr,en-
US,de

オー
ディオ

audio_sample_rate • Hz で指定した音声サンプルレート。
• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッシュ

で集計された 2 つの整数。サポートされ
ている範囲値は 0 - 2147483647 です。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-44100

サブタ
イトル

subtitle_language • エンコーダパススルーから派生した字幕
言語または機能コード。

• 許容値: 2 文字または 4 文字の ISO-639-1
言語コードなどの任意文字列。エンコー
ダーで設定されている言語文字列と同じ
ものを使用する必要があります。

値では大文字と小文字が区別されませ
ん。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=subtitle_language:en-
US, hi

動画 trickplay_height • トリックプレイ画像の高さ（ピクセル単
位）。これは、I Frame のみと画像ベー
スのトリックプレイの両方に適用されま
す。

Note

このパラメータを I フレー
ムのみで使用する場合
は、trickplay_heightト
リックプレイのみ
で、video_height同様の値に
する必要があります。値が同じ
でない場合、I フレームのみのト
ラックがマニフェストから削除
される可能性があります。

• trickplay_heightフィルター
は、VOD で DASH をタイリングする前
に適用されます。

• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッシュ
で集計された 2 つの整数。サポートされ
ている範囲値は 1 - 2147483647 です。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=trickplay_height:200-1200
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カテゴ
リ

名前 説明 例

動画 trickplay_type • トリックプレイのトラックタイ
プ。iframe または画像のトリックプ
レイトラックをフィルタリングした
り、none値を使用してすべてのトリック
プレイトラック (iframe と画像の両方) を
除外したりできます。

• 許容値: iframe、image、none。

値では大文字と小文字が区別されませ
ん。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=trickplay_type:iframe

動画 video_bitrate • 動画のビットレート (ビット/秒)。

Note

このパラメータを使用する場合
は、video_bitrate フィル
タパラメータのみを使用して
ビデオビットレートを設定する
ことをお勧めします。また、 
MediaPackage コンソールもし
くはを使用して、AWS CLIビ
デオビットレートに最小値およ
び最大値を設定しないようにし
てください。video_bitrate
フィルタは、エンドポイントで
作成されたビデオビットレート
設定に適用されます。パラメー
タを使用し、コンソールまたは 
AWS CLI でビットレートを設定
すると、出力が歪む可能性があ
ります。

• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッシュ
で集計された 2 つの整数。サポートされ
ている範囲値は 0 - 2147483647 です。

• Note

このパラメータはトリックプレ
イストリームでは使用できませ
ん。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=video_bitrate:0-2147483647

動画 video_codec • ビデオコーデックタイプ。
• 許容値: H264、H265。

値では大文字と小文字が区別されませ
ん。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=video_codec:h264

動画 video_dynamic_range • ビデオのダイナミックレンジ。
• 許容値: hdr10、hlg、sdr。

値では大文字と小文字が区別されませ
ん。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=video_dynamic_range:hdr10
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カテゴ
リ

名前 説明 例

動画 video_framerate • NTSC 形式のビデオフレームレート範
囲。

• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッ
シュで集計された 2 つの浮動小数
点数。各数値には、最大 3 つのオプ
ションの小数値を指定できます。例え
ば、29.97、29.764 などです。サポー
トされている範囲値は 1 - 999.999 で
す。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=video_framerate:23.976-30

動画 video_height • ビデオの高さ (ピクセル単位)。

Note

このパラメータを I フレー
ムのみで使用する場合
は、trickplay_heightト
リックプレイのみ
で、video_height同様の値に
する必要があります。値が同じ
でない場合、I フレームのみのト
ラックがマニフェストから削除
される可能性があります。

• 許容値: 含まれる範囲を定義するダッシュ
で集計された 2 つの整数。サポートされ
ている範囲値は 1 - 32767 です。

stream.mpd?
aws.manifestfilter=video_height:720-1080

マニフェストフィルタリングの例
以下は、マニフェストフィルタリングの例です。

Example 1: AVC および 44.1k 音声サンプルレートをサポートするプレーヤーをターゲットにする

視聴者は、AVC および 44.1k 音声サンプルレートのみをサポートできるデバイスでコンテンツを再生して
います。video_codec および audio_sample_rate を設定して、これらの要件に合わないストリーム
を除外します。

?aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-44100;video_codec:h264

Example 2: 4k HEVC コンテンツを制限する

4K HEVC ストリームは 15 Mbps で、他のすべてのストリームは 9 Mbps 未満です。ストリームセットか
ら 4K ストリームを除外するには、しきい値を 9,000,000 ビット/秒に設定して、より高いビットレートを
除外します。

?aws.manifestfilter=video_bitrate:0-9000000

Example 3: 23.976 ～ 30 フレーム/秒のビデオを含める

特定のフレームレート範囲内のビデオのみを含めるには、video_framerate を使用します。このパラ
メータには、最大 3 つのオプションの 10 進値を含む浮動小数点数を指定できます。

?aws.manifestfilter=video_framerate:23.976-30
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HLS および CMAF マニフェストの特別な条件
HLS または CMAF マニフェストを使用している場合は、これらの特別な条件が適用されます。

• HLS マニフェストの場合、除外されたオーディオストリームと多重化されているビデオストリームを
削除しないように、オーディオレンディショングループを使用することを強くお勧めします。レンディ
ショングループの詳細については、「AWS Elemental でのレンディショングループのリファレンス 
MediaPackage (p. 127)」を参照してください。

• HLS および CMAF マニフェストでは、音声サンプルレートは通知されないため、この設定の元のマニ
フェスト、またはフィルタリングされたマニフェストを視覚的に確認することは容易ではありません。
音声サンプルレートを確認するには、エンコーダーレベルおよび出力レベルで音声サンプルレートを確
認します。

• HLS および CMAF マニフェストでは、バリアントの BANDWIDTH 属性は、音声トラックの帯域幅を、ビ
デオトラックと多重化されているか、ビデオトラックが参照するオーディオレンディショントラックで
あるかにかかわらず、ビデオトラックに関連付けます。そのため、元のマニフェストとフィルターされ
たマニフェストを目視で調べて、video_bitrateフィルターが機能していることを確認することはで
きません。フィルタを確認するには、エンコーダーレベルと出力レベルでビデオビットレートを確認し
ます。

• HLS および CMAF マニフェストの場合、ビットレートのプレイリストまたはセグメントにリクエストパ
ラメータが追加されると、HTTP 400 エラーが発生します。

エラー状態
次の表に一般的なエラー状態を示します。

エラー状態 例 HTTP ステータスコード

リストパラメータが見つから
ず、限定されたリストの一部で
もない

?
aws.manifestfilter=audio_language:dahlia

200

字幕ストリームのみがストリー
ムに存在している

?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-1;video_bitrate=0-1

200

フィルタパラメータが重複して
いる

?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-48000;aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-48000

400

無効なパラメータ ?
aws.manifestfilter=donut_type:rhododendron

400

無効な範囲パラメータ ?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:300-0

400

無効な範囲値 (INT_MAX 以上) ?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-2147483648

400

正しい形式でないクエリ文字列 ?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:is:0-44100

400

パラメータ文字列が 1024 文字を
超えている

?
aws.manifestfilter=audio_language:abcdef....

400

HLS または CMAF ビットレート
マニフェストのクエリパラメー
タ

index_1.m3u8?
aws.manifestfilter=video_codec:h264

400
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エラー状態 例 HTTP ステータスコード

セグメントリクエストのクエリ
パラメータ

..._1.[ts|mp4|vtt..]?
aws.manifestfilter=video_codec:h264

400

繰り返しクエリパラメータ ?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-48000;aws.manifestfilter=video_bitrate:0-1

400

フィルタを適用すると、空のマ
ニフェストになる (コンテンツ
には、クエリ文字列で定義され
た条件を満たすストリームがな
い)。

?
aws.manifestfilter=audio_sample_rate:0-1;video_bitrate=0-1

400

メタデータのパススルー
AWS Elemental は、ID3 および key-length-value (KLV) MediaPackage メタデータをチャネルの入力から
チャンネル出力のストリームに自動的にパスさせます。メタデータのパススルーを有効にするために、エ
ンドポイントの設定を調整する必要はありません。

MediaPackage メタデータの処理方法の詳細については、以下のセクションを参照してください。

トピック
• ID3 メタデータに関する考慮事項 (p. 126)
• KLV メタデータに関する考慮事項 (p. 127)

ID3 メタデータに関する考慮事項
Timed ID3 メタデータは、同期されたメタデータをストリームに追加するための汎用のメカニズムです。
このメタデータは、インタラクティブなアプリケーションからオーディエンスの測定まで、さまざまな目
的で使用されます。

MediaPackage サポートされているエンドポイントの種類

MediaPackage 次のエンドポイントタイプで、ID3 メタデータをパススルーすることができます。

• ライブおよび VOD HLS、DASH、および CMAF エンドポイント

メタデータキャリッジ

以下の説明で、ID3 がメタデータとしてどのように伝送されるかを示します。

• HLS – メタデータは基本ストリーム内で伝送されます。詳細については、Apple Timed Metadata for 
HTTP Live Streaming リファレンスの「section 2.0」を参照してください。

• CMAF および DASH – メタデータは、イベントメッセージボックスバージョン 1 で伝送されます。詳細
については、「Carriage of ID3 Timed Metadata in CMAF」を参照してください。イベントメッセージ
ボックスには、scheme_id_uri フィールド (https://aomedia.org/emsg/ID3 に設定) と value
フィールド (0 に設定) が含まれています。

メタデータシグナリング

DASH マニフェストには、ID3 メタデータを持つトラックを含む<InbandEventStream 
schemeIdUri="https://aomedia.org/emsg/ID3" value="0"/>要素が含まれます。 
AdaptationSets
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HLS マニフェストには、特定のメタデータシグナリングはありません。

MediaLiveコンフィギュレーション

AWS Elemental MediaLive  MediaPackage 出力グループでは、ID3 メタデータをパススルーするか、スケ
ジュールを使用して ID3 メタデータを挿入することで、ID3 メタデータの生成が可能です。

KLV メタデータに関する考慮事項
KLV は、ストリームに同期メタデータを組み込むためのデータエンコーディング標準規格です。KLV での
バイナリ値を使用する性質は、メタデータのボリュームが重要な場合に効果を発揮します。KLVは、産業
ユースケースにおける航空監視からセンサーデータの送信、さらにライブスポーツのユースケースでのア
スリートや物体のリアルタイムの追跡までをカバーする、さまざまなユースケースに使用できます。

MediaPackage サポートされているエンドポイントの種類

MediaPackage では、次のエンドポイントタイプで、KLV メタデータをパススルーすることができます。

• DASH でのライブエンドポイント

メタデータキャリッジ

メタデータは、MISB ST 1910.1 仕様で説明されているように、イベントメッセージボックスバージョン 1 
で伝送されます。同期 KLV トラックの場合、イベントメッセージボックスには scheme_id_uri フィー
ルド (urn:misb:KLV:bin:1910.1 に設定) と value フィールド (KLVx:01FC に設定) が含まれていま
す。非同期 KLV トラックの場合、この値フィールドには KLVx:01BD がセットされます。いずれの場合
も、x はストリーム内のトラックのインデックスを意味します。

メタデータシグナリング

DASH マニフェストには、KLV メタデータを使用するトラックを含む、<InbandEventStream 
schemeIdUri="urn:misb:KLV:bin:1910.1" value="KLVx:01FC"/>また
は<InbandEventStream schemeIdUri="urn:misb:KLV:bin:1910.1" value="KLVx:01BD"/>、
のどちらかが含まれます。 AdaptationSets これは、伝送されているトラックの同期性に応じて選択されま
す。

MediaLiveコンフィギュレーション

KLV MediaLive メタデータをチャンネルからパスすることができます。詳細については、AWS Elemental 
MediaLive ユーザーガイドのを参照してくださいklv。

AWS Elemental でのレンディショングループのリ
ファレンス MediaPackage

レンディショングループは、HLS と CMAF の出力で使用します。レンディショングループは、すべてのサ
ブタイトルやオーディオトラックを収集し、それらをストリームのすべてのビデオレンディションで使用
できるようにします。レンディショングループを有効にすると、 MediaPackage すべてのオーディオバリ
アント (複数の異なる言語やコーデックなど) がグループにまとめられ、ビデオレンディションで使用でき
るようになります。 MediaPackage サブタイトルは 1 つのレンディショングループに自動的にまとめられ
ます。

オーディオとサブタイトルトラックは、CMAF 出力のそれら自身のレンディショングループに配置する必
要があります。

レンディショングループの使用が適切であるケースについて以下のセクションで説明します。
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Note

DASH と Microsoft スムースストリーミングはレンディショングループを使用しません。すべての
オーディオ、ビデオ、サブタイトル/キャプションのトラックはプレーヤーに提供され、どれを再
生で使用するかはプレーヤーで決定されるためです。

レンディショングループの使用が適切であるケース
レンディショングループは、HLS と CMAF の出力のみで使用します。レンディショングループの利点は、
ストリームに複数の言語や複数のオーディオコーデックがある場合に最も発揮されます。レンディション
グループは以下のユースケースで使用してください。

Note

レンディショングループを含むライブ HLS ストリームから Live-to-VOD アセットを収集すると、
それらのグループもアセットに渡されます。

• CMAF 出力で音声やサブタイトルトラックがある場合

CMAF は 1 つのレンディショングループにすべてのオーディオトラックをまとめ、別のグループにすべ
てのサブタイトルをまとめる必要があります。オーディオやサブタイトルを、ビデオトラックと MUX 
(マルチプレクサ) として扱うことはできません。

• 1 つ以上のビデオトラックと複数のオーディオ言語またはコーデック

レンディショングループを有効にすると、 MediaPackage ビデオトラック間で共有できるよう、すべ
てのオーディオレンディションがまとめられます。これにより、すべてのビデオトラック間ですべての
オーディオオプションを複製する必要がなくなります。

• 複数のオーディオ専用トラックと複数のサブタイトルトラック

複数のオーディオトラックと複数のサブタイトルトラックの両方がレンディショングループにある場合
は、すべてのオーディオオプションを任意のサブタイトルトラックと組み合わせることができます。

• 1 つのオーディオ専用トラックと複数のサブタイトルトラック

MediaPackage オーディオトラックを任意のサブタイトルで使用できるよう、サブタイトルトラックが 
1 つのレンディショングループに自動的にまとめられます。この場合、オーディオは 1 つのみで、サブ
タイトルは既にグループ化されているため、 MediaPackage にレンディショングループを使用するよう
指示する必要はありません。

レンディショングループの使用が適切でないケース
以下のユースケースでは、レンディショングループを使用できないか、使用しないようにします。

• ストリーム内に複数のビデオトラックがあるが、オーディオで使用できる言語やコーデックが 1 つのみ
である場合。複数のオーディオトラックで同じオーディオが使用され、レンディショングループも使用
されている場合、レンディショングループ内で同じオーディオトラックが重複します (ビデオごとに 1 
つずつ)。

オーディオとビデオはストリーム内でミックスしたままにし、レンディショングループを使用しないで
ください。

• DASH または Microsoft Smooth Streaming 出力。これらのプロトコルは、レンディショングループをサ
ポートしていません。代わりに、出力ストリームにすべてのトラックが含まれ、どれを再生するかはプ
レーヤー側またはマニフェスト側のルール (言語やビットレートの選択など) に基づいてプレーヤーに
よって決定されます。

プレーヤーに使用可能なトラックを制限するには、 MediaPackage コンソールまたは MediaPackage 
API からストリームの選択オプションを使用します。
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AWS Elemental での SCTE-35 メッセージのオプ
ション MediaPackage

このセクションでは、ライブの HLS、DASH、CMAF 出力での SCTE-35 メッセージの処理方法を設定
するために AWS Elemental MediaPackage (MediaPackage) で提供されているオプションについて説明
します。Live-to-VOD アセットの場合、 MediaPackage はライブストリームから、収集されたアセット
に、SCTE-35 メッセージを渡します。これらのオプションは、Microsoft Smooth Streaming あるいはビデ
オオンデマンド (VOD) 出力には適用されません。

SCTE-35 メッセージは、ソースコンテンツ内のビデオに付随します。これらのメッセージは、出力用に
コンテンツがパッケージ化されている場合に、 MediaPackage が広告マーカーを挿入する必要のある場所
に信号を送ります。デフォルトでは、 MediaPackage はソースコンテンツの次のメッセージタイプにマー
カーを挿入します。

• splice_insert
• 次のセグメンテーションタイプ がある time_signal:

• プロバイダー広告
• ディストリビューター広告
• プロバイダー配置機会
• ディストリビューター配置機会

また、time_signal は segmentation_descriptor に配信制限のフラグを含む必要があります。

これらのコマンドがある場合、 MediaPackage 対応する広告マーカーが出力マニフェストに挿入されま
す。

• HLS および CMAF 出力、 MediaPackage インサートEXT-X-CUE-OUT、EXT-X-CUE-INタグ用。
• DASH 出力では、複数期間のマニフェストが有効化されている場合、 MediaPackage EventStreamタ

グが挿入されます。

次のセクションでは、 MediaPackage SCTE-35 メッセージの処理動作を変更する方法を説明します。

での SCTE-35 の設定 MediaPackage
ソースコンテンツからの SCTE-35 MediaPackage メッセージとやり取りする方法を変更することができま
す。エンドポイントで次のように設定します。詳細については、次を参照してください。

• MediaPackage コンソールについては、を参照してくださいthe section called “エンドポイントの作
成” (p. 49)。

• MediaPackage API については、『AWS Elemental MediaPackage ライブ API リファレンス』の
「Origin_Endpoints」を参照してください。

Important

SCTE-35 MediaPackage メッセージの処理方法を変更するには、SCTE-35 の標準規格を理解する
必要があります。最新の規格は SCTE 規格カタログでご覧いただけます。また、SCTE-35 がソー
スコンテンツで実装される方法についても理解しておく必要があります。

広告マーカー

この設定は、HLS および CMAF エンドポイントで使用できます。
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[Ad markers (広告マーカー)] では、 MediaPackage が SCTE-35 メッセージを検出したときにどのよ
うな動作をするかを指定することができます。オプションは次の通りです。
• なし — SCTE-35 MediaPackage メッセージを無視し、出力マニフェストに広告マーカーを含めま

せん。
• SCTE-35の強化 — MediaPackage 広告トリガーのカスタマイズと広告配信制限の要件を満たす

SCTE-35メッセージの出力マニフェストに広告マーカーとブラックアウトタグを含めます。
• パススルー — ソースコンテンツからすべての SCTE-35 MediaPackage メッセージをコピーし、出

力マニフェストに挿入します。
カスタム広告トリガー

この設定は、HLS、DASH、および CMAF エンドポイントで使用できます。

広告トリガーをカスタマイズすると、 MediaPackage 出力マニフェストの広告として扱われる
SCTE-35 メッセージタイプが識別されます。

この設定を変更しない場合、 MediaPackage これらのメッセージタイプは広告として扱われます。
• スプライス挿入
• プロバイダー広告
• ディストリビューター広告
• プロバイダー配置機会
• ディストリビューター配置機会

広告配信制限

この設定は、HLS、DASH、および CMAF エンドポイントで使用できます。

[Ads on delivery restrictions (広告の配信制限)] は、メッセージの segmentation_descriptor に
おける配信制限フラグに基づいてどの SCTE-35 メッセージが広告となるのかの条件を設定します。 
MediaPackage は、配信制限条件を満たす適切なタイプのメッセージの位置に該当する広告マーカー
を挿入します。

この設定を変更しない場合、制限されていると分類されるメッセージ (配信制限フラグがあります) 
MediaPackage が出力マニフェストの広告マーカーに変換されます。

Note

スプライス挿入 SCTE-35 メッセージには segmentation_descriptor がありません。
[Customize ad triggers (カスタム広告トリガー)] でスプライス挿入を選択した場合、すべての
スプライス挿入は出力マニフェストで広告マーカーとなります。

使用方法
[広告マーカー]、[広告トリガーのカスタマイズ]、[広告配信制限] の各設定が連動して、ソースコンテンツ
から送信される SCTE-35 MediaPackage メッセージをどう処理するかを決定します。

ソースコンテンツにSCTE-35メッセージがある場合、 MediaPackage 広告マーカーで選択した値に基づい
て次のアクションを実行します。

• 「なし」の場合、 MediaPackage SCTE-35メッセージは何もしません。出力マニフェストには広告マー
カーが挿入されません。

• パススルーの場合、ソースコンテンツからすべての SCTE-35 MediaPackage メッセージをコピーし、出
力マニフェストに挿入します。

• SCTE-35 Enhancedの場合、 MediaPackage 設定した要件を満たすメッセージがないかチェックしま
す。入力マニフェストで MediaPackage は、適用できるメッセージに対応する広告マーカーを挿入しま
す。要件を確認するには、 MediaPackage 次を実行します。
1. [Customize ad triggers (カスタム広告トリガー)] で指定したメッセージタイプと一致する SCTE-35 

メッセージがあるかを確認する
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2. 適切なタイプのメッセージに対して、segmentation_descriptor の配信制限フラグが [Ads on 
delivery restrictions (広告配信制限)] で設定した条件を満たしているかを確認する

3. 配信制限条件を満たしている適切なメッセージに対して、このチャプターで上述するように、出力マ
ニフェストに広告マーカーを挿入します。

4. 日付範囲では、 MediaPackage HLS および CMAFEXT-X-DATERANGE 出力マニフェストの広告とプ
ログラム移行イベントをシグナリングするためのタグが挿入されます。

EXT-x-DATERANGE 広告マーカー
日付範囲の広告マーカーは、ライブ HLS および CMAF マニフェストの広告やプログラムの移行を知らせ
るために使用されます。エンドポイントで日付範囲広告マーカーを有効にすると、 MediaPackage EXT-
X-DATERANGEtime_signalsplice_insert SCTE-35またはタグが存在するマニフェストにタグが挿入
されます。 EXT-X-DATERANGEEXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEタグと組み合わせて使用されます。

HLS 用の EXT-X-DATERANGE および EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグについての詳細は、「HTTP 
Live Streaming 2nd Edition Specification」を参照してください。

コンソール経由での日付範囲の有効化
エンドポイントの作成または編集時に日付範囲広告マーカーを有効にするには、 MediaPackageコンソー
ルの [パッケージャー設定] > [追加設定] > [広告マーカー] で [日付範囲] を選択します。

日付範囲を選択した場合は、より大きいプログラム日付/時間間隔 (秒) 値も入力する必要があります0。プ
ログラムの日付および時間間隔は、広告マーカーの設定として同じ [Additional configuration] (その他の設
定) ペインに設定されます。

経由での日付範囲の有効化AWS CLI
エンドポイントで日付範囲の広告マーカーを有効にするには、AWS CLI#########################
#####。

  aws --endpoint=https://mediapackage.region.amazonaws.com mediapackage --region region
 create-origin-endpoint --channel-id test_channel --id hlsmuxed 
  --hls-package "{\"ProgramDateTimeIntervalSeconds\":60,\"AdMarkers\":\"DATERANGE\"}"

Important

ProgramDateTimeIntervalSecondsより大きい値を設定する必要があります0。

MediaPackage API またはAWS SDK による日付範囲の有効化
MediaPackage ライブ API またはAWS SDK 経由で HLS エンドポイントの日付範囲の広告マーカーを有効
にする方法については、次を参照してください。

• MediaPackage ライブ API リファレンス
• AWS SDK

SCTE-35 EXT-X-DATERANGE のシグナリングを示す HLS マニ
フェストの例
この HLS MediaPackage マニフェストの例ではEXT-X-DATERANGE、EXT-X-PROGRAM-DATE-TIMEライ
ブストリーム内のイベントがシグナリングされます。
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タイムシフト表示

Note

EXT-X-DATERANGE タグの属性 DURATION、PLANNED-DURATION、および END-DATE は、オプ
ションです。これらの属性が SCTE-35 の入力に存在しない場合、または MediaPackage API を
使用してエンドポイントを作成する際に設定されていない場合、生成されたマニフェストからは
省略されます。

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:8
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:11
#EXT-X-DATERANGE:ID="2415919105",START-DATE="2020-05-03T00:01:00.018Z",PLANNED-
DURATION=29.988,SCTE35-
OUT=0xFC303000000002CDE400FFF00506FE00526C14001A021843554549900000017FC00000292EA80A04ABCD0001300000D6F17117
#EXT-X-DATERANGE:ID="2147483649",START-DATE="2020-05-03T00:00:30.030Z",PLANNED-
DURATION=90.006,SCTE35-
CMD=0xFC303000000002CDE400FFF00506FE00293D6C001A021843554549800000017FFF00007B9ABC0A04ABCD0001100000680F3B4B
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2020-05-03T00:01:08.040Z
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_11.ts?m=1588607409
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_12.ts?m=1588607409
#EXTINF:6.846,
../../../../index_1_13.ts?m=1588607409
#EXT-X-DATERANGE:ID="2415919105",START-DATE="2020-05-03T00:01:00.018Z",END-
DATE="2020-05-03T00:01:30.006Z",DURATION=29.988
#EXTINF:0.714,
../../../../index_1_14.ts?m=1588607409
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_15.ts?m=1588607409
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_16.ts?m=1588607409
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_17.ts?m=1588607409
#EXTINF:6.636,
../../../../index_1_18.ts?m=1588607409
#EXT-X-DATERANGE:ID="2147483649",START-DATE="2020-05-03T00:00:30.030Z",END-
DATE="2020-05-03T00:02:00.036Z",DURATION=90.006,SCTE35-
CMD=0xFC304A00000002CDE400FFF00506FE00A4D8280034021843554549800000017FC000000000000A04ABCD0001110000021843554549800000027FFF00007B9ABC0A04ABCD000210000061166A61
#EXT-X-DATERANGE:ID="2147483650",START-DATE="2020-05-03T00:02:00.036Z",PLANNED-
DURATION=90.006,SCTE35-
CMD=0xFC304A00000002CDE400FFF00506FE00A4D8280034021843554549800000017FC000000000000A04ABCD0001110000021843554549800000027FFF00007B9ABC0A04ABCD000210000061166A61
#EXTINF:0.924,
../../../../index_1_19.ts?m=1588607409
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_20.ts?m=1588607409
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2020-05-03T00:02:08.520Z
#EXTINF:7.560,
../../../../index_1_21.ts?m=1588607409
#EXT-X-ENDLIST

AWS Elemental でのタイムシフト表示のリファレ
ンス MediaPackage

タイムシフト表示は AWS Elemental でのライブワークフローで使用できます MediaPackage。

タイムシフト表示を使用すると、視聴者はライブストリームの再生を「現在」の時刻より早めて、既に進
行中である番組を最初から視聴したり、終了済みの番組を視聴したりできます。 MediaPackage 336 時
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間 (14 日) 前までのコンテンツのタイムシフト表示をサポートしています。エンドポイントで [startover 
window (スタートオーバーウィンドウ)] を定義することにより、このコンテンツの一部またはすべてのタ
イムシフト表示を有効にできます。再生リクエストに有効な開始パラメータと終了パラメータが含まれて
いる場合、そのウィンドウ内でコンテンツを再生できます。エンドポイントで設定されたウィンドウ外の
コンテンツをリクエストすると、HTTP エラー 404 が発生します。

または、ライブストリームのクリップを収集し、ビデオオンデマンド (VOD) アセットとして使用可能に
することもできます。VOD アセットの収集については、を参照してくださいAWS Elemental を使用した
Live-to-VOD アセットの作成 MediaPackage (p. 94)。

以下の手順で「現在」とは、エンコーダーからのソースコンテンツのプログラム日時 (PDT) に基づく現時
刻です。ソースコンテンツに PDT の情報が含まれていない場合、「現在」とは、 MediaPackage 最新の
セグメントの取り込み時間を指します。

タイムシフト表示を有効にするには

1. タイムシフト表示を有効にするには、 MediaPackage エンドポイントオブジェクトの Smooth Smooth
Streaming この操作は、 MediaPackage コンソールまたは MediaPackage API で実行できます。

開始パラメータと終了パラメータがスタートオーバーウィンドウ内にある場合、 MediaPackage リ
クエストがこのエンドポイントに送信されると、リクエストされた期間のマニフェストが生成されま
す。開始パラメータまたは終了パラメータがスタートオーバーウィンドウ外にある場合、再生リクエ
ストは失敗します。開始/終了パラメータが使用されていない場合は、標準のマニフェストを生成しま
す。

Note

エンドポイントで最初にスタートオーバーウィンドウを作成するときに、マニフェストが実
際の時間より遅れていることに気づく場合があります。これは、 MediaPackage ウィンド
ウの先頭からマニフェストを埋め始めて「現在」に至るために生じる遅延です。例えば、ス
タートオーバーウィンドウが 24 時間である場合、24 MediaPackage 時間前の時点からマニ
フェストを埋め始めて「現在」に至ります。

2. コンテンツのリクエストに、必要に応じて、開始/終了パラメータが含まれていることを確認します。 
MediaPackage は、最大 24 時間のコンテンツのリクエストを受け入れます。

パッケージャ別のパラメータの表記規則については、「開始/終了パラメータのルール (p. 134)」を
参照してください。

開始/終了パラメータは、マニフェストの時間範囲を決定します。以下は、リクエストの開始および終
了パラメータに基づいて予期される動作です。

• URL に開始パラメータと終了パラメータの両方を指定すると、結果のマニフェストでは、指定した
開始パラメータと終了パラメータに対応する固定の開始時間と終了時間が設定されます。

終了時間が将来の時間であれば、マニフェストのタグはライブマニフェストと一貫しています。そ
れ以外の場合、終了時間が過去の時間であれば、マニフェストのタグはビデオオンデマンド (VOD) 
マニフェストと一貫しています。マニフェストの違いの詳細については、ライブおよび VOD マニ
フェストのリファレンス (p. 13) を参照してください。

• 開始パラメータを指定して終了パラメータを指定しないと、結果のマニフェストでは、指定した開
始パラメータに対応する固定の開始時間が設定され、マニフェストの終了はライブコンテンツの進
行に応じて先に伸びます。

Note

HLS 出力の場合、多くの再生デバイスでは「現在」の時刻に再生が開始されます。再生
ウィンドウの実際の開始時間からコンテンツを表示するために、視聴者は再生進行状況
バーで戻ることができます。

• どちらのパラメータも指定しないと、標準のマニフェストが生成され、終了時間は設定されずに
「現在」から始まります。

133



AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
開始/終了パラメータのルール

• 終了パラメータを指定して開始パラメータを指定していない場合、マニフェストはパラメータが指
定されていない場合と同じ方法で生成されます。マニフェストは「現在」から始まりますが、終了
時刻がありません。

Important

タイムシフト表示を使用する場合は、各視聴者に固有の開始時間または終了時間を生成するの
ではなく、プレーヤーセッション全体で一貫した再生ウィンドウを使用することをおすすめしま
す。これにより、CDN でのキャッシュが改善され、 MediaPackage そのレベルでのリクエストに
関連する潜在的なスロットリングが発生するのを防ぐことができます。

開始/終了パラメータのルール
開始/終了パラメータをタイムシフトマネフェストの開始/終了を示します。再生デバイスでは、マニフェス
トのリクエストの末尾にパラメータを付加するか、リクエスト内にパラメータを含めることができます。

いずれの場合でも、日付と時刻を以下のいずれかの形式で表記する必要があります。

• ISO 8601 の日付 (2017-08-18T21:18:54+00:00 など)
• POSIX (またはエポック) 時間 (1503091134 など）

以下のトピックでは、パッケージャタイプ別の場所に関するルールについて説明します。

DASH パラメータのルール
DASH コンテンツに対する URL リクエストの開始/終了パラメータでは、標準のパラメータ表記を使用で
きます。または、これらのパラメータをパスの要素として URL に含めることができます。

• クエリパラメータ表記 — 開始/終了パラメータがリクエスト URL の末尾に含まれます。

Example

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/
v1/997cbb27697d4863bb65488133bff26f/sports.mpd?start=1513717228&end=1513720828

• パスの要素 — 開始/終了パラメータがリクエスト URL のパスに含まれます。

Example

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/
v1/997cbb27697d4863bb65488133bff26f/start/2017-12-19T13:00:28-08:00/end/
2017-12-19T14:00:28-08:00/sports.mpd

HLS と CMAF のパラメータのルール
HLS コンテンツに対する URL リクエストの開始/終了パラメータでは、標準のパラメータ表記を使用でき
ます。または、これらのパラメータをパスの要素として URL に含めることができます。HLS と CMAF の
ルールは同じです。ただし、CMAF のエンドポイントにパスの要素を挿入する場合、その要素は URL の
マニフェスト ID の後に入れる必要がある点が異なります。

• クエリパラメータ表記 — 開始/終了パラメータがリクエスト URL の末尾に含まれます。
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Example HLS

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/
v1/064134724fd74667ba294657a674ae72/
comedy.m3u8?start=2017-12-19T13:00:28-08:00&end=2017-12-19T14:00:28-08:00

Example CMAF

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/
out/v1/064134724fd74667ba294657a674ae72/manifest_id/
news.m3u8?start=2018-04-04T01:14:00-08:00&end=2018-04-04T02:15:00-08:00

• パスの要素 — 開始/終了パラメータがリクエスト URL のパスに含まれます。

Example HLS

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/
v1/064134724fd74667ba294657a674ae72/start/1513717228/end/1513720828/comedy.m3u8

Example CMAF

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/
v1/064134724fd74667ba294657a674ae72/manifest_id/start/1522807213/end/1522800013/news.m3u8

Microsoft Streaming
Microsoft Smooth Streaming コンテンツに対する URL リクエストの開始/終了パラメータはパスの要素と
して URL に含めることができます。

• パスの要素 — 開始/終了パラメータがリクエスト URL のパスに含まれます。

Example

https://cf98fa7b2ee4450e.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com/out/
v1/1f76b3b4f94c44a485c0e4e560afe50e/start/1513717228/end/1513720828/drama.ism/Manifest

AWS Elemental でトリックプレイ再生を使用する 
MediaPackage

トリックプレイ再生は、トリックモードとも呼ばれ、デジタルビデオプレーヤーでコンテンツを巻き戻し
たり、早送りしたり、検索するときに、視聴者に視覚的な手がかりを提供するものです。これは、ビデオ
プレーヤーを使用しているユーザーがコンテンツのタイムラインのどこにいるかを可視化するのに役立ち
ます。

AWS Elemental MediaPackage では、I フレームおよび画像ベースのトリックプレイ再生がライブおよび
ビデオオンデマンド (VOD) のワークフローでサポートされていす。I フレームのトリックプレイ再生の場
合、多変量の HLS プレイリストの最初のレンディションから I MediaPackage フレームトラックが生成さ
れます。画像ベースのトリックプレイ再生の場合、 MediaPackage アップストリームエンコーダーで設定
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I フレームのプレイリストを使用し
てトリックプレイ再生を有効にする

したイメージメディアプレイリストを通過します。I フレームおよび画像ベースのトリックプレイ再生を使
用する方法については MediaPackage、このトピックのセクションを参照してください。

MediaPackage 次のトリックプレイ再生のタイプがサポートされています。

ライブワークフローでサポートされるトリックプレイ再生のタイプ

ストリーミングプロトコル I フレームのみ 画像ベース

Apple HLS √ √

CMAF Apple HLS √ √

DASH √ √

VOD ワークフローでサポートされるトリックプレイ再生のタイプ

ストリーミングプロトコル I フレームのみ 画像ベース

Apple HLS √

CMAF Apple HLS √

DASH √ √

トピック
• I フレームのプレイリストを使用してトリックプレイ再生を有効にする (p. 136)
• イメージメディアプレイリストを使用してトリックプレイ再生を有効にする (p. 137)

I フレームのプレイリストを使用してトリックプレイ
再生を有効にする
MediaPackage 既存の VOD アセットまたはライブストリームから I フレームのプレイリストを作成し
て、ライブおよびオンデマンドのトリックプレイ再生を行うことができます。I フレームのプレイリス
トには、プレーヤーが画像のサムネイルに使用する I フレームのみのビデオセグメントが含まれていま
す。I フレームのプレイリストについての詳細は、HTTP Live Streaming 2nd Edition specification (https:// 
datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8216#section-4.3.3.6) を参照してください。

I フレームのプレイリストを使用してトリックプレイ再生を有効にするには

• MediaPackage コンソールで、エンドポイントまたはパッケージング設定の作成または編集時に 
[Include I-frame only stream] (I フレーム専用ストリームを含める) を選択します。 MediaPackage マニ
フェストの最初のレンディションから I フレーム専用ストリームを生成します。サービスは EXT-I-
FRAMES-ONLY タグを出力マニフェストに挿入し、I フレーム専用再生リストを生成した上で、それを
ストリームに含めます。この再生リストでは、早送りや巻き戻しなどのプレイヤー機能を利用できま
す。
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イメージメディアプレイリストを使用
してトリックプレイ再生を有効にする

イメージメディアプレイリストを使用してトリックプ
レイ再生を有効にする
画像ベースのトリックプレイ再生を使用するには、アップストリームエンコーダーで JPEG の画像セグメ
ントを含む HLS のイメージメディアプレイリストを作成します。 MediaPackage 自動的に画像セグメン
トを通って出力されます。これらのセグメントは、ビデオプレーヤーでビジュアルキューに使用されるサ
ムネイル画像と画像のメタデータです。これらのセグメントは、Image Media Playlist 仕様のバージョン 
0.4 に準拠している必要があります。サービスでは、この仕様の時間ベースの実装がサポートされていま
す。

イメージメディアプレイリストを生成するようにアップストリームエンコーダーを設定する方法につ
いては、「イメージメディアプレイリストを生成するようにアップストリームエンコーダーを設定す
る (p. 138)」を参照してください。

入力ソースの要件
HLS のソースコンテンツは次の要件を満たしている必要があります。

• 動画プレイリストを参照する HLS の親プレイリストには、EXT-X-IMAGE-STREAM-INF タグを含める
必要があります。

• 動画プレイリストには、次のタグを含める必要があります。
• セグメントのリストの上にある EXT-X-IMAGES-ONLY タグ。
• タイルサムネイルを使用している場合は、タイル情報を指定している各画像セグメントの上の EXT-
X-TILES タグです。タイルサムネイルは、VOD ワークフローでのみ使用できます。

Note

EXT-INFEXT-X-TILESおよびタグには、小数を使用することをお勧めします。 
MediaPackage これにより、プレイヤーに最も正確な画像の表示期間を提供できます。

• 20 MB 未満の有効な JPEG の画像ファイルである画像セグメントを使用する必要があります。タイルサ
ムネイルの場合、JPEG のグリッドに複数のサムネイルを使用して画像セグメントを並べたり、1 つの
タイルが JPEG 全体を占有できます。
• ライブの場合、各 JPEG には画像セグメントを 1 つだけ含める必要があります。エンコーダーでは、

同じケイデンスで画像セグメントとビデオセグメントを生成する必要があります。

AWS Media Services を使用して、Image Media Playlist 仕様のバージョン 0.4 に準拠した HLS のソースを
アップストリームエンコーダーに生成できます。詳細については、次の「イメージメディアプレイリスト
を生成するようにアップストリームエンコーダーを設定する (p. 138)」セクションを参照してください。

制約事項

画像ベースのトリックプレイ再生を使用する場合は、次の制限事項に注意してください MediaPackage。

• MediaPackage パッケージング設定用に画像セグメントを結合できません。例えば、セグメントの再生
時間が 2 秒の画像アセットを持つ VOD アセットを取り込み、セグメントの出力時間を 6 秒に指定した
場合、ビデオセグメントとオーディオセグメントは 6 秒の長さに結合されますが、画像セグメントは 2 
秒のままになります。

• HLS プレーヤーの要件に応じて、トリックプレイ再生の画像の表示に EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タ
グが必要になる場合があります。これは、ライブワークフローと VOD ワークフローに適用されます。
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DASH で画像ベースのトリックプレイ再生を使用する際の考慮事
項
MediaPackage VOD ワークフローでシングルまたはタイルサムネイル、ライブワークフローでタイルサ
ムネイル、ライブワークフローでタイルサムネイルが利用できます。HLS コンテンツは、Image Media 
Playlist 仕様のバージョン 0.4 に準拠している必要があります。個別の要件については、次のパラグラフを
参照してください。DASH MediaPackage のパッケージング設定またはエンドポイントからコンテンツを
出力する場合、DASH-IF Interoperability Points 仕様の v4.3、セクション 6.2.6 に基づくサムネイルが出力
されます。

このセクションの前に挙げた一般的な要件に加えて、DASH でトリックプレイ再生を使用する際は、次の
要件と制限事項に注意してください。

• MediaPackage VOD ワークフローで DASH のタイルサムネイルのみが利用できます。
• 一般に、セグメントの配置に影響するため、このサービスで NUMBER_WITH_DURATION を使用するパッ

ケージング設定に対して複数期間 DASH を利用することはできません。この制限はトリックプレイ再生
にも適用されます。

• このサービスでは、ライブおよび VOD の画像セグメントのタイムフォーマットが次のように生成され
ます。
• ライブの場合、画像セグメントのタイムフォーマットは、オーディオおよび動画セグメント

のエンドポイントのものと同じです。このフォーマットは、エンドポイントのセグメントテ
ンプレートフォーマットで設定されます。例えば、エンドポイントのセグメントテンプレート
フォーマットが NUMBER_WITH_TIMELINE の場合、画像セグメントではタイムフォーマットに
NUMBER_WITH_TIMELINE が使用されます。

• VOD の場合、画像セグメントではパッケージング設定用に設定したタイムフォーマット
に関係なく NUMBER_WITH_DURATION が使用されます。例えば、パッケージング設定に
NUMBER_WITH_TIMELINE のセグメントテンプレートフォーマットを選択した場合、ビデオとオー
ディオのアダプテーションセットでは NUMBER_WITH_TIMELINE が使用されますが、画像のアダプ
テーションセットでは NUMBER_WITH_DURATION が使用されます。

イメージメディアプレイリストを生成するようにアップストリー
ムエンコーダーを設定する
HLS のソースは Image Media Playlist 仕様のバージョン 0.4 に準拠している必要があります。次の AWS 
のメディアサービスを使用して、この仕様に準拠した HLS ストリームを作成できます。詳細については、
次の ドキュメントを参照してください。

• Elemental Live ユーザーガイドの「Trick-play track via the Image Media Playlist specification」。
• AWS Elemental MediaLive ユーザーガイドの「Trick-play track via the Image Media Playlist 

specification」。
• HlsImageBasedTrickPlay『AWS Elemental MediaConvert API リファレンス』を参照してください。
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データ保護

AWS Elemental のセキュリティ 
MediaPackage

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを非常に重視す
る組織の要件を満たせる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ーの利点を活用
できます。

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 
MediaPackage、「コンプライアンスプログラムによるAWS対象範囲内のサービス」を参照してくださ
い。

• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、を使用して責任モデルを適用する方法を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理
解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解を理解するのに役立ち
ます MediaPackage。以下のトピックでは、 MediaPackage 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、 MediaPackage リソースのモニタリングや保護に役
立つ他の AWS のサービスの使用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 MediaPackage (p. 139)
• AWS Elemental の Identity and Access Management MediaPackage (p. 140)
• AWS Elemental でのログ記録とモニタリング MediaPackage (p. 158)
• AWS Elemental のコンプライアンス検証 MediaPackage (p. 159)
• AWS Elemental での耐障害性 MediaPackage (p. 160)
• AWS Elemental でのインフラストラクチャセキュリティ MediaPackage (p. 160)

AWS Elemental でのデータ保護 MediaPackage
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、AWS Elemental のデータ保護に適
用されます MediaPackage。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実
行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャ
でホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用され
る AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細につい
ては、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細について
は、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照し
てください。

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 IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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DRM の実装

• 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 が必要です。また、TLS 1.3 をお勧めしま

す。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密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 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS SDK MediaPackage AWS 
のサービスAWS CLI などを使って作業する場合などが含まれます。名前に使用する自由記述のテキスト
フィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ 
URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

トピック
• AWS Elemental での DRM の実装 MediaPackage (p. 140)
• AWS Elemental での CDN 認証の実装 MediaPackage (p. 140)

AWS Elemental での DRM の実装 MediaPackage
暗号化を使用して、コンテンツを不正アクセスから保護します。 MediaPackage デジタル著作権管理 
(DRM) をサポートします。DRM を使用すると、コンテンツを配信後に認可された閲覧者のみが閲覧する
ことを確実にできます。

で DRM を使用する方法については MediaPackage、を参照してくださいAWS Elemental でのコンテンツ
の暗号化と DRM MediaPackage (p. 103)。

AWS Elemental での CDN 認証の実装 MediaPackage
コンテンツ配信ネットワーク (CDN) 認証を使用して、許可されたデバイスだけがコンテンツにアクセスで
きるようにします。CDN 認証を使用する場合、適切なヘッダーと認証コードを作成し、再生リクエストに
含める必要があります。 MediaPackage は、適切なコードを含まない再生リクエストを拒否します。

CDN 認証の詳細については、「AWS Elemental での CDN 認証 MediaPackage (p. 99)」を参照してくださ
い。

AWS Elemental の Identity and Access 
Management MediaPackage

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 MediaPackage リ
ソースの使用を承認する (アクセス権限を持たせる) 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。

トピック
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対象者

• 対象者 (p. 141)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 141)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 144)
• AWS Elemental が IAM MediaPackage と連動する方法 (p. 145)
• のアイデンティティベースのポリシーの例 MediaPackage (p. 151)
• AWS Secrets Manager のシークレットのためのポリシー例 (p. 153)
• MediaPackage Identity and Access のトラブルシューティング (p. 155)
• 詳細はこちら (p. 156)
• MediaPackage のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 156)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、 MediaPackage で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — MediaPackage サービスを使用し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。 MediaPackage 作業を実行するためにさらに多くの特徴を使用すると
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。 MediaPackage の特徴にアクセスできない場合は、「
MediaPackage Identity and Access のトラブルシューティング (p. 155)」を参照してください。

サービス管理者 — MediaPackage 社内のリソースを担当している場合は、おそらくへのフルアクセスが
あります MediaPackage。 MediaPackage 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。会社で 
IAM を利用する方法の詳細については MediaPackage、「」を参照してくださいAWS Elemental が IAM 
MediaPackage と連動する方法 (p. 145)。

IAM 管理者 - 管理者は、 MediaPackage 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 MediaPackage Identity ベースのポリシーの例については、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 MediaPackage (p. 151)。

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
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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
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 MediaPackage 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 が IAM MediaPackage と連動する方
法
IAM を使用してへのアクセスを管理する前に MediaPackage、で利用できる IAM の機能について学びます 
MediaPackage。

で使用できる IAM の機能 MediaPackage

IAM 機能 MediaPackage サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 146) はい

リソースベースのポリシー (p. 146) いいえ

ポリシーアクション (p. 147) はい

ポリシーリソース (p. 147) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 148) はい
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IAM 機能 MediaPackage サポート

ACL (p. 149) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 149) はい

一時的な認証情報 (p. 150) はい

プリンシパル許可 (p. 150) はい

サービスロール (p. 150) はい

サービスにリンクされたロール (p. 151) 部分的

MediaPackage 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 MediaPackage

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 MediaPackage

MediaPackage 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のアイ
デンティティベースのポリシーの例 MediaPackage (p. 151)。

内のリソースベースのポリシー MediaPackage

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
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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
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 MediaPackage

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。

MediaPackage アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「AWS Elemental 
MediaPackage で定義されているアクション」を参照してください。

のポリシーアクションは、 MediaPackage アクションの前にプレフィックスを使用します。

mediapackage

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": [ 
      "mediapackage:action1", 
      "mediapackage:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "mediapackage:Describe*"

MediaPackage 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のアイ
デンティティベースのポリシーの例 MediaPackage (p. 151)。

のポリシーリソース MediaPackage

ポリシーリソースに対するサポート はい
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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": "*"

MediaPackage には次のリソース ARN があります。

arn:${Partition}:mediapackage:${Region}:${Account}:channels/${channelID}
arn:${Partition}:mediapackage:${Region}:${Account}:origin_endpoints/${endpointID}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。

たとえば、ステートメントで 9a6b3953e242400eb805f324d95788e3 チャネルを指定するには、次の 
ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:mediapackage:us-
east-1:111122223333:channels/9a6b3953e242400eb805f324d95788e3"

特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:mediapackage:us-east-1:111122223333:channels/*"

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

"Resource": "*"

MediaPackage 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 MediaPackage 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 MediaPackage。

MediaPackage 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のアイ
デンティティベースのポリシーの例 MediaPackage (p. 151)。

向けのポリシー条件キー MediaPackage

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。
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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。

MediaPackage 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 
MediaPackage 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 MediaPackage。

MediaPackage 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のアイ
デンティティベースのポリシーの例 MediaPackage (p. 151)。

ACL がオン MediaPackage

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。

での ABAC MediaPackage

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

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。
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でのテンポラリ認証情報の使用 MediaPackage

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。

のクロスサービスプリンシパル許可 MediaPackage

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 MediaPackage 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。

MediaPackage のサービスロール

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、 MediaPackage 機能が破損する可能性があります。 
MediaPackage 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。

で IAM ロールを選択 MediaPackage

でアセットリソースを作成する場合 MediaPackage、ユーザーに代わり Amazon S3 MediaPackage への
アクセスを許可するロールを選択する必要があります。サービスロールあるいはサービスにリンクされ
たロールを以前に作成している場合、 MediaPackage は選択できるロールのリストを示します。Amazon 
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S3 バケットからの読み取りとコンテンツの取得を許可することが重要です。詳細については、「AWS 
Elemental MediaPackage に他のAWSサービスへのアクセスを許可する (p. 24)」を参照してください。

のサービスリンクロール MediaPackage

サービスにリンクされたロールのサポート 部分的

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。

のアイデンティティベースのポリシーの例 
MediaPackage
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、 MediaPackage 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 MediaPackage、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 MediaPackage 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
• ポリシーのベストプラクティス (p. 151)
• MediaPackage コンソールを使用する (p. 152)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 152)

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 MediaPackage 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。
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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。

MediaPackage コンソールを使用する
AWS Elemental MediaPackage コンソールにアクセスするには、最小限の許可一式が必要です。これらの
アクセスにより、の MediaPackage 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。

ユーザーとロールが引き続き MediaPackage コンソールを使用できるようにするには、 MediaPackage
ReadOnlyAWSエンティティにも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。

AWSElementalMediaPackageReadOnly

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", 
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                "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 Secrets Manager のシークレットのためのポリ
シー例
セットアップ中に、AWS Elemental に割り当てるための IAM ポリシーを作成 (p. 24) MediaPackageしま
す。このポリシーは、 MediaPackage に保存したシークレットを読み取ることを AWS ElementalAWS 
Secrets Manager に許可します。このポリシーの設定はお客様の判断次第です。ポリシーの範囲は、最
も制限の厳しいもの (特定のシークレットのみへのアクセスを許可する) から、制限の少ないもの (この 
AWS アカウントを使用して作成したすべてのシークレットへのアクセスを許可する) までです。ベスト
プラクティスとして、最も制限の厳しいポリシーを使用することをお勧めします。ただし、このセクショ
ンの例では、異なるレベルの制限を持つポリシーを設定する方法を説明します。AWS Elemental では、 
MediaPackage シークレットへの読み取りのみが必要なため、このセクションのすべての例では、保存し
た値の読み取りに必要なアクションのみを示しています。

トピック
• AWS Secrets Manager の特定のシークレットへの読み取りアクセスを許可する (p. 153)
• AWS Secrets Manager の特定のリージョンで作成されたすべてのシークレットへの読み取りアクセス

を許可する (p. 154)
• AWS Secrets Manager 内のすべてのリソースへの読み取りアクセスを許可する (p. 154)

AWS Secrets Manager の特定のシークレットへの読み取りアク
セスを許可する
次の IAM ポリシーは、AWS Secrets Manager で作成した特定のリソース (シークレット) への読み取りア
クセスを許可します。

{ 
              "Version": "2012-10-17", 
              "Statement": [ 
                { 
                  "Effect": "Allow", 
                  "Action": [ 
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                    "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                    "secretsmanager:GetSecretValue", 
                    "secretsmanager:DescribeSecret", 
                    "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
                  ], 
                  "Resource": [ 
                    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:aes128-1a2b3c", 
                    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:aes192-4D5e6F", 
                    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:aes256-7g8H9i" 
                  ] 
                } 
              ] 
            }

AWS Secrets Manager の特定のリージョンで作成されたすべて
のシークレットへの読み取りアクセスを許可する
次の IAM ポリシーは、AWS Secrets Manager の特定の AWS リージョンで作成するすべてのシークレット
への読み取りアクセスを許可します。このポリシーは、すでに作成したリソースと、指定したリージョン
で将来作成するすべてのリソースに適用されます。

{ 
              "Version": "2012-10-17", 
              "Statement": [ 
                { 
                  "Effect": "Allow", 
                  "Action": [ 
                    "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                    "secretsmanager:GetSecretValue", 
                    "secretsmanager:DescribeSecret", 
                    "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
                  ], 
                  "Resource": [ 
                    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:*" 
                  ] 
                } 
              ] 
            }

AWS Secrets Manager 内のすべてのリソースへの読み取りアク
セスを許可する
次の IAM ポリシーは、AWS Secrets Manager で作成するすべてのリソースへの読み取りアクセスを許可
します。このポリシーは、既に作成したリソースと、今後作成するすべてのリソースに適用されます。

{ 
              "Version": "2012-10-17", 
              "Statement": [ 
                { 
                  "Effect": "Allow", 
                  "Action": [ 
                    "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                    "secretsmanager:GetSecretValue", 
                    "secretsmanager:DescribeSecret", 
                    "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
                  ], 
                  "Resource": ["*"] 
                } 
              ] 
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            }

MediaPackage Identity and Access のトラブルシュー
ティング
次の情報は、および IAM MediaPackage 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ありません。 MediaPackage (p. 155)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 155)
• AWS アカウント MediaPackage 以外のユーザーにリソースへのアクセスを許可したい (p. 156)

でアクションを実行する権限がありません。 MediaPackage
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。

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
mediapackage: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: 
 mediapackage:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、mediapackage: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 
MediaPackage 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 MediaPackage 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。
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AWS アカウント MediaPackage 以外のユーザーにリソースへの
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。

• MediaPackage 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 が IAM MediaPackage と連動する方法 (p. 145)。

• 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。

• 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。

詳細はこちら
の Identity and Access に関する詳細については MediaPackage、以下のページに進んでください。

• AWS Elemental が IAM MediaPackage と連動する方法 (p. 145)
• のアイデンティティベースのポリシーの例 MediaPackage (p. 151)
• MediaPackage Identity and Access のトラブルシューティング (p. 155)

MediaPackage のサービスにリンクされたロールの使
用
AWS Elemental MediaPackage は IAM サービスにリンクされたロールを使用します。サービスにリンク
されたロールは、に直接リンクされた一意のタイプの IAM MediaPackage ロールです。サービスにリンク
されたロールは、 MediaPackage によって事前定義されており、AWSお客様の代わりにサービスから他の
サービスを呼び出す必要のあるがすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、 MediaPackage 設定が簡単になります。 MediaPackage サービスにリンクされたロールのアクセス許
可を定義します。特に定義されている場合を除き、 MediaPackage そのロールのみがそのロールを引き受
けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリ
シーを他のIAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、 MediaPackage リソースは保護されます。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービス」
でサービスリンクロール列がはいになっているサービスを検索してください。サービスリンクロールに関
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。
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MediaPackage のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
MediaPackage は、AWSServiceRoleForMediaPackage MediaPackage という名前のサービスリンクロー
ルを使用します。このサービスリンクロールを使用して、ロググループ、ログストリーム、およびログイ
ベントの作成と管理を行います。 CloudWatch

AWSServiceRoleForMediaPackage サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次のサー
ビスを信頼します。

• mediapackage.amazonaws.com

ロールのアクセス許可ポリシーは、 MediaPackage 指定したリソースに対して以下のアクションを完了す
ることをに許可します。

• アクション: arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:* 上で
logs:PutLogEvents

• アクション: logs:CreateLogStream, logs:CreateLogGroup, logs:DescribeLogGroups, 
logs:DescribeLogStreams 上で arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*

サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に
許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

MediaPackage のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。でアクセスロギングを有効にすると
AWS Management Console、AWS CLI、、またはAWS API MediaPackage によってサービスにリンクさ
れたロールが自動的に作成されます。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。アクセスのログ記録を有効にするたびに、により、 MediaPackage サー
ビスにリンクされたロールが再度作成されます。

IAM コンソールを使用して、MediaPackageユースケースでサービスリンクロールを作成することもでき
ます。AWS CLI または AWS API で、mediapackage.amazonaws.com サービス名を使用してサービス
リンクロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作成」を
参照してください。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一度
ロールを作成できます。

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

MediaPackage のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリング
またはメンテナンスされることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされた
ロールのリソースをクリーンアップする必要があります。
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Note

リソースを削除する際に、 MediaPackage サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗
することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

MediaPackage が使用しているリソースを削除するには AWSServiceRoleForMediaPackage

• AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API によりアクセスのログ記録を無効化する。

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを手動で削除するには

• IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、 AWSServiceRoleForMediaPackage サー
ビスリンクロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクさ
れたロールの削除」を参照してください。

MediaPackage のサービスにリンクされたロールをサポートする
リージョン
MediaPackage は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用
をサポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

AWS Elemental でのログ記録とモニタリング 
MediaPackage

このセクションでは、セキュリティ上の目的のために AWS Elemental MediaPackage でロギングおよ
びモニタリングを行うためのオプションの概要を説明します。でのログ記録およびモニタリングの詳
細については、 MediaPackage 「」を参照してくださいAWS Elemental でのロギングとモニタリング 
MediaPackage (p. 161)。

モニタリングは、AWS Elemental MediaPackage とAWSソリューションの信頼性、可用性、およびパ
フォーマンスを維持するための重要な要素です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより
簡単にデバッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必
要があります。AWS には、 MediaPackage リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応す
るための複数のツールが用意されています。

CloudWatch アマゾンアラーム
CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認します。メトリクス
が特定のしきい値を超えると、Amazon SNS トピックまたは AWS Auto Scaling ポリシーに通知が送信さ
れます。 CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由ではアクションを呼び出しません。そ
の代わり、状態が変更され、指定期間にわたって維持される必要があります。詳細については、Amazon 
CloudWatch メトリックスAWS Elemental MediaPackage ルのモニタリング (p. 161) を参照してくださ
い。

AWS CloudTrail ログ
CloudTrail AWS Elemental でユーザー、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
供します MediaPackage。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、リクエスト日時などの詳細を確認できます。 MediaPackage詳細については、「を使用した AWS 
Elemental MediaPackage API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 177)」を参照してください。
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AWS Elemental MediaPackage Access ログ
サーバーアクセスログでは、チャネルに対して行われたリクエストの詳細なレコードが提供されます。
サーバーアクセスのログは、多くのアプリケーションに役立ちます。例えば、アクセスのログ情報は、セ
キュリティやアクセスの監査に役立ちます。詳細については、アクセスのログ記録 (p. 179) を参照して
ください。

AWS Trusted Advisor
Trusted Advisor は、AWS の数十万のお客様にサービスを提供することにより得られた運用実績から学ん
だベストプラクティスを活用しています。Trusted Advisor はお客様の AWS 環境を検査し、システムの可
用性とパフォーマンスを向上させたりセキュリティギャップを埋める機会がある場合には、推奨事項を作
成したりします。AWS のすべてのお客様は、5 つの Trusted Advisor チェックにアクセスできます。ビジ
ネスまたはエンタープライズサポートプランをご利用のお客様は、すべての Trusted Advisor チェックを表
示できます。

詳細については、「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

AWS Elemental のコンプライアンス検証 
MediaPackage

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なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。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 のコントロールリファレンス」を参照し
てください。
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• 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 MediaPackage
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS Elemental でのインフラストラクチャセキュ
リティ MediaPackage

マネージドサービスである AWS Elemental MediaPackage は、ホワイトペーパー「Amazon Web 
Services: セキュリティプロセスの概要」に記載されているAWSのグローバルネットワーク上のセキュリ
ティ手順により保護されています。

AWSが発行している API 呼び出しを使用して、 MediaPackage ネットワーク経由でアクセスします。ク
ライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以
降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID および、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。

160

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
CloudWatch メトリクスによるのモニタリング

AWS Elemental でのロギングとモニ
タリング MediaPackage

モニタリングは、AWS Elemental MediaPackage および他のAWSソリューションの信頼性、可用性、パ
フォーマンスを維持する上で重要です。 AWSを監視して異常を検出した場合に報告し MediaPackage、必
要に応じて自動的に対処するために、を監視して報告するために、を監視して報告するために、次のモニ
タリングツールが用意されています。

• Amazon は、AWSのリソースおよび CloudWatchAWSで実行しているアプリケーションをリアルタイム
でモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指
定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定
を行うことができます。たとえば、Amazon EC2 インスタンスの CPU CloudWatch 使用率などのメト
リクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動することができます。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。

• Amazon CloudWatch Events は、AWSリソースの変更を示すシステムイベントをほぼリアルタイムのス
トリームとして提供します。 CloudWatch Events で自動イベント駆動型コンピューティングを有効にす
ると、特定のイベントを監視するルールを記述し、これらのイベントが発生したときに他のAWSのサー
ビスで自動アクションをトリガーできます。詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガ
イドを参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。詳細
については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。

• AWS Elemental MediaPackage アクセスログでは、チャネルに対して行われたリクエストの詳細なレ
コードが提供されます。アクセスのログは、多くのアプリケーションに役立ちます。例えば、アクセ
スのログ情報は、セキュリティやアクセスの監査に役立ちます。詳細については、アクセスのログ記
録 (p. 179) を参照してください。

• MediaPackage マニフェスト更新ヘッダーは、動的広告挿入を使用しないワークフローのマニフェスト
とセグメントシーケンスをサービスが最後に更新した日時を示します。 MediaPackage これらのカスタ
ムヘッダーを再生レスポンスに含めます。これらのヘッダーは、古いマニフェストに関連する問題のト
ラブルシューティングに役立ちます。詳細については、「マニフェストの更新時刻の監視 (p. 184)」を
参照してください。

トピック
• Amazon CloudWatch メトリックスAWS Elemental MediaPackage ルのモニタリング (p. 161)
• CloudWatch イベントAWS Elemental MediaPackage ルのモニタリング (p. 171)
• を使用した AWS Elemental MediaPackage API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 177)
• アクセスのログ記録 (p. 179)
• マニフェストの更新時刻の監視 (p. 184)

Amazon CloudWatch メトリックスAWS Elemental 
MediaPackage ルのモニタリング

raw データを収集して読み取り可能な CloudWatch、ほぼリアルタイムのメトリクスに処理する AWS 
Elemental MediaPackage をモニタリングできます。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報
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にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できます。また、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。

MediaPackage コンソールを使用してメトリクスを表示するには

MediaPackage は、コンソール全体でメトリクスを表示できます。

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. メトリクスを表示する適切なページに移動します。

• のすべてのチャネルとエンドポイントのメトリックについてはAWS リージョン、「チャネル」ペー
ジを参照してください。

• 特定のチャネルとそのチャネルに含まれるすべてのエンドポイントのメトリクスについては、チャネ
ルの詳細ページに移動します。

• 特定のエンドポイントとそのチャネルのメトリクスについては、エンドポイントの詳細ページに移動
します。

3. (オプション) メトリクスの表示を調整するには、[ CloudWatch で開く] を選択します。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

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. 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で [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [すべてのメトリクス] で、AWS/MediaPackage名前空間を選択します。
4. 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 (たとえば、channel を選択してチャネ

ル別にメトリクスを表示します)。

AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには

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/MediaPackage"

トピック
• AWS Elemental MediaPackage ライブコンテンツのメトリクス (p. 162)
• AWS Elemental MediaPackage VOD コンテンツ用メトリクス (p. 168)

AWS Elemental MediaPackage ライブコンテンツのメ
トリクス
AWS/MediaPackage 名前空間には、ライブコンテンツ用として以下のメトリクスが含まれていま
す。AWS Elemental MediaPackage は、 CloudWatch 少なくとも毎分間隔でメトリクスを発行します。

メトリクス 説明

ActiveInput 入力が MediaPackage  のエンドポイントのソー
スとして使用されていたか (アクティブだったか) 
を示します。値が 1 であれば入力がアクティブで
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ライブコンテンツ用のメトリクス

メトリクス 説明
あったことを示します。0 (ゼロ) の場合はアクティ
ブではなかったことを示します。
単位: なし

有効なディメンション:

• IngestEndpoint と OriginEndpoint の組み
合わせ

EgressBytes MediaPackage 各リクエストで正常に送信してい
るバイトの数。指定した間隔中に MediaPackage 
で受信された出力リクエストがない場合、データ
は提供されません。
単位: バイト

有効な統計:

• Average— 設定した間隔で AWS Elemental 
MediaPackage が出力した平均バイト数 
(Sum/SampleCount)。

• Maximum— AWS Elemental に対して出力リクエ
ストされた、個別の出力リクエストの中の最大
サイズ (バイト単位) MediaPackage。

• Minimum— AWS Elemental に対して出力リクエ
ストされた、個別の出力リクエストの中の最小
サイズ (バイト単位) MediaPackage。

• SampleCount— 統計の計算で使用するリクエス
ト数。

• Sum— 設定した間隔中に AWS Elemental 
MediaPackage から出力されているバイトの合
計数。

有効なディメンション:

• Channel
• Channel と OriginEndpoint の組み合わせ
• PackagingConfiguration
• ディメンションなし
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メトリクス 説明

EgressRequestCount AWS Elemental MediaPackage が受け取った
コンテンツリクエストの数。指定した間隔中に 
MediaPackage で受信された出力リクエストがな
い場合、データは提供されません。
単位はカウント

有効な統計:

• Sum— AWS Elemental MediaPackage が受け
取った出力リクエストの合計数。

有効なディメンション:

• Channel
• Channel と OriginEndpoint の組み合わせ
• StatusCodeRange
• Channel と StatusCodeRange の組み合わせ
• Channel、OriginEndpoint、および
StatusCodeRange の組み合わせ

• PackagingConfiguration
• PackagingConfiguration と
StatusCodeRange の組み合わせ

• ディメンションなし
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メトリクス 説明

EgressResponseTime MediaPackage 各出力リクエストを処理するのに
要した時間。指定した間隔中に MediaPackage で
受信された出力リクエストがない場合、データは
提供されません。
単位: ミリ秒

有効な統計:

• Average— 設定した間隔の中で、AWS 
Elemental MediaPackage が出力リク
エストを処理するのに要した平均時間 
(Sum/SampleCount)。

• Maximum— MediaPackage 出力リクエストを
処理してレスポンスを出力するために、AWS 
Elemental が必要とする最長時間 (ミリ秒単位)。

• Minimum— MediaPackage 出力リクエストを
処理してレスポンスを出力するために、AWS 
Elemental が必要とする最短の時間 (ミリ秒単
位)。

• SampleCount— 統計の計算で使用するリクエス
ト数。

• Sum— 設定した間隔の中で、AWS Elemental 
MediaPackage が出力リクエストを処理するの
に要した合計時間。

有効なディメンション:

• Channel
• Channel と OriginEndpoint の組み合わせ
• PackagingConfiguration
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メトリクス 説明

IngressBytes AWS Elemental MediaPackage が各入力リクエス
トに対して受信するコンテンツのバイト数。指定
した間隔中に、 MediaPackage の入力リクエスト
が受信されない場合、データは生成されません。
単位: バイト

有効な統計:

• Average— MediaPackage 設定した間隔で受信
した平均バイト数（Sum/SampleCount）。

• Maximum— AWS Elemental に対してリクエスト
された、個別の入力における最大サイズ (バイト
単位) MediaPackage。

• Minimum— AWS Elemental に対してリクエスト
された、個別の入力における最小サイズ (バイト
単位) MediaPackage。

• SampleCount— 統計の計算で使用するリクエス
ト数。

• Sum— 設定した間隔中に AWS Elemental 
MediaPackage が受信したバイトの合計数。

有効なディメンション:

• Channel
• Channel と IngestEndpoint の組み合わせ
• ディメンションなし
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ライブコンテンツ用のメトリクス

メトリクス 説明

IngressResponseTime MediaPackage 各入力リクエストを処理するのに
要した時間。指定した間隔中に MediaPackage で
受信された入力リクエストがない場合、データは
提供されません。
単位: ミリ秒

有効な統計:

• Average— 設定した間隔の中で、 
MediaPackage 入力リクエストを処理するのに
要した平均時間 (Sum/SampleCount)。

• Maximum— AWS Elemental MediaPackage で入
力リクエストを処理してレスポンスを出力する
ために、AWS Elemental が必要とする最長時間 
(ミリ秒単位)。

• Minimum— AWS Elemental MediaPackage で入
力リクエストを処理してレスポンスを出力する
ために、AWS Elemental が必要とする最短の時
間 (ミリ秒単位)。

• SampleCount— 統計の計算で使用するリクエス
ト数。

• Sum— 設定した間隔の中で、 MediaPackage 入
力リクエストを処理するのに要した合計時間。

有効なディメンション:

• Channel
• Channel と IngestEndpoint の組み合わせ
• ディメンションなし

AWS Elemental MediaPackage ライブディメンション
以下のディメンションを使用して AWS/MediaPackage データをフィルタリングできます。

ディメンション 説明

ディメンションなし すべてのチャネル、エンドポイント、またはス
テータスコードのメトリクスが集約されて表示さ
れます。

Channel 指定したチャネルのメトリクスのみが表示されま
す。

値: チャネルの自動生成された GUID。

単独で使用するか、他のディメンションと組み合
わせて使用できます。

• 単独で使用すると、指定したチャネルのみのメ
トリクスが表示されます。
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ディメンション 説明
• originEndpoint指定したチャンネルに関連付

けられている特定のエンドポイントのメトリッ
クを表示するディメンション付き。

IngestEndpoint チャネルで指定したインジェストエンドポイント
のみのメトリクスが表示されます。

値: インジェストエンドポイントの自動生成された 
GUID。

次のディメンションで使用できます。

• channelディメンションを使用して、指定され
たチャンネルに関連付けられた特定のインジェ
ストエンドポイントのメトリックスを表示しま
す。

• originEndpointディメンションを使用して、
指定されたエンドポイントに関連付けられてい
る指定されたインジェストエンドポイントのメ
トリックスを表示します。

OriginEndpoint 指定したチャネルとエンドポイントの組み合わせ
のメトリクスが表示されます。

値: エンドポイントの自動生成された GUID。

channel ディメンションと組み合わせて使用する
必要があります。

StatusCodeRange 指定したステータスコード範囲のメトリクスが表
示されます。

値: 2xx、3xx、4xx、または 5xx。

単独で使用するか、他のディメンションと組み合
わせて使用できます。

• 単独で使用すると、指定したステータス範囲の
すべての出力リクエストが表示されます。

• channel ディメンションと組み合わせて使用す
ると、指定したチャネルに関連付けられた、指
定したステータスコード範囲のすべてのエンド
ポイントの出力リクエストが表示されます。

• channeloriginEndpointとディメンションを
使うと、指定したチャンネルに関連付けられて
いる特定のエンドポイントの特定のステータス
コード範囲の出力リクエストが表示されます。

AWS Elemental MediaPackage VOD コンテンツ用メ
トリクス
AWS/MediaPackage 名前空間には、ビデオオンデマンド (VOD) コンテンツ向けに、以下のメトリクスが
含まれています。AWS Elemental MediaPackage は、 CloudWatch 少なくとも毎分間隔でメトリクスを発
行します。
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メトリクス 説明

EgressBytes MediaPackage 各リクエストで正常に送信してい
るバイトの数。指定した間隔中に MediaPackage 
で受信された出力リクエストがない場合、データ
は提供されません。
単位: バイト

有効な統計:

• Average— MediaPackage 設定した間隔で出力
された平均バイト数（Sum/SampleCount）。

• Maximum— リクエストされた、個別の出力
リクエストの中の最大サイズ (バイト単位) 
MediaPackage。

• Minimum— リクエストされた、個別の出力
リクエストの中の最小サイズ (バイト単位) 
MediaPackage。

• SampleCount— 統計の計算で使用するリクエス
ト数。

• Sum— MediaPackage 設定した間隔中に出力さ
れたバイトの合計数。

有効なディメンション:

• PackagingConfiguration

EgressRequestCount MediaPackage 受け取ったコンテンツリクエスト
の数。指定した間隔中に MediaPackage で受信さ
れた出力リクエストがない場合、データは提供さ
れません。
単位はカウント

有効な統計:

• Sum— MediaPackage 受信した出力リクエスト
の総数。

有効なディメンション:

• PackagingConfiguration
• PackagingConfiguration と
StatusCodeRange の組み合わせ

EgressResponseTime MediaPackage 各出力リクエストを処理するのに
要した時間。指定した間隔中に MediaPackage で
受信された出力リクエストがない場合、データは
提供されません。
単位: ミリ秒

有効な統計:

• Average— 設定した間隔の中で、 
MediaPackage 出力リクエストを処理するのに
要した平均時間 (Sum/SampleCount)。
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メトリクス 説明
• Maximum— MediaPackage 出力リクエストを処

理してレスポンスを出力するために、必要とす
る最長時間 (ミリ秒単位)。

• Minimum— MediaPackage 出力リクエストを処
理してレスポンスを出力するために、必要とす
る最短の時間 (ミリ秒単位)。

• SampleCount— 統計の計算で使用するリクエス
ト数。

• Sum— 設定した間隔の中で、 MediaPackage 出
力リクエストを処理するのに要した合計時間。

有効なディメンション:

• PackagingConfiguration

AWS Elemental MediaPackage VOD ディメンション
以下のディメンションを使用して AWS/MediaPackage データをフィルタリングできます。

ディメンション 説明

ディメンションなし メトリクスはすべてのパッケージ設定とステータ
スコードについて集約されて表示されます。

PackagingConfiguration メトリクスは、指定されたパッケージ設定に対し
てのみ表示されます。

値: 設定の自動生成された GUID。

単独で使用するか、他のディメンションと組み合
わせて使用できます。

• 単独で使用すると、指定した設定のみのメトリ
クスが表示されます。

• 指定されたステータスコードに関連付けられ
た、statusCodeRange指定された構成のメト
リックを表示するディメンション付き。

StatusCodeRange 指定したステータスコード範囲のメトリクスが表
示されます。

値: 2xx、3xx、4xx、または 5xx。

単独で使用するか、他のディメンションと組み合
わせて使用できます。

• 単独で使用すると、指定したステータス範囲の
すべての出力リクエストが表示されます。

• channel ディメンションと組み合わせて使用す
ると、指定したチャネルに関連付けられた、指
定したステータスコード範囲のすべてのエンド
ポイントの出力リクエストが表示されます。
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CloudWatch イベントによるモニタリング

ディメンション 説明
• channeloriginEndpointとディメンションを

使うと、指定したチャンネルに関連付けられて
いる特定のエンドポイントの特定のステータス
コード範囲の出力リクエストが表示されます。

CloudWatch イベントAWS Elemental 
MediaPackage ルのモニタリング

Amazon CloudWatch Events を使用すると、AWSのサービスを自動化して、アプリケーションの可用性の
問題やエラー状態などのシステムイベントに自動的に応答することができます。 AWS CloudWatch サービ
スはイベントをほぼリアルタイムでイベントに配信します。簡単なルールを記述して、注目するイベント
と、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。自動的にトリガー
できるオペレーションには、以下が含まれます。

• AWS Lambda 関数の呼び出し
• AWS Systems Manager Run Command の呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化

CloudWatch Events の例は、 MediaPackage ストリームの入力が最大値に達した場合の Amazon SNS ト
ピックへの通知などです。 MediaPackage は、ベストエフォートベースでイベントを発行します。

CloudWatch Events でのルール作成の詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドを参
照してください。

MediaPackage 発生するイベントのリストについては、を参照してくださいAWS Elemental 
MediaPackage イベント (p. 171)。

AWS Elemental MediaPackage イベント
AWS Elemental は Amazon CloudWatch Events MediaPackage と統合されており、チャネルやエンドポ
イントに影響を与える特定のイベントを通知します。各イベントは、JSON (JavaScript Object Notation)
で表され、イベント名、イベント日時、影響を受けるチャネルまたはエンドポイントなどが含まれてい
ます。 MediaPackage は、ベストエフォートベースでイベントを発行します。 CloudWatch イベント
を使用して、これらのイベントを収集し、AWS Lambda関数、Amazon SNS トピック、Amazon SQS 
キュー、Amazon Kinesis Data Streams のストリーム、組み込みターゲットなどの 1 つ以上のターゲット
にルーティングするルールを設定できます。

Events CloudWatch での他の種類のイベント使用については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイ
ドを参照してください。

以下のトピックでは、 CloudWatch MediaPackage が作成するイベントについて説明します。

イベントタイプ
• 入力通知イベント (p. 172)
• キープロバイダーの通知イベント (p. 174)
• 収集ジョブの通知イベント (p. 175)
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入力通知イベント
ライブおよびビデオオンデマンド (VOD) コンテンツの入力通知イベントを取得します。これらのイベント
は、 MediaPackage 取り込みに関連して何かが発生すると、その旨を通知します。以下は、受け取る可能
性のある入力通知イベントです。

• 最大入力ストリームの超過
• 入力スイッチ
• VOD 取り込みステータスの変更
• VOD 再生の準備完了

以下のセクションでは、これらの各イベントについて説明します。

最大入力ストリーム超過イベント

ライブコンテンツの場合、 MediaPackage 入力ストリーム数のクォータを超過しています。クォータ
の詳細については、「AWS Elemental のクォータ MediaPackage (p. 194)」を参照してください。

Example

{ 
   "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602", 
   "detail-type": "MediaPackage Input Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2015-11-11T21:29:54Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:aws_account_id:channels/262ff182d46d4b399fcabea1364df682" 
   ], 
   "detail":{ 
      "event": "MaxIngestStreamsError", 
      "message": "Parent Manifest [%s] has [23] streams, more than [20] allowed: 
 (index_1.m3u8,index_2.m3u8,index_3.m3u8,index_4.m3u8,index_5.m3u8,index_6.m3u8,index_7.m3u8,index_8.m3u8,index_9.m3u8,index_10.m3u8,index_11.m3u8,index_12.m3u8,index_13.m3u8,index_14.m3u8,index_15.m3u8,index_16.m3u8,index_17.m3u8,index_18.m3u8,index_19.m3u8,index_20.m3u8,index_21.m3u8,index_22.m3u8,index_23.m3u8)" 
   }
}

入力切り替えイベント

ライブコンテンツの場合、 MediaPackage いずれかのエンドポイントで入力を切り替えました。

1 つのイベントは 5 分間隔で送信されます。5 分の間に入力が複数回切り替わった場合 (たとえば、1 
MediaPackage つの入力に切り替えた後、元の入力に戻した場合) でも、受信するイベントは 1 つのみ
です。

入力冗長およびどのような場合に入力が切り替えられるかについては、「ライブのAWS 
MediaPackage Elemental 長 (p. 11)」を参照してください。

Example

{ 
   "id": "8f9b8e72-0b31-e883-f19c-aec84742f3ce", 
   "detail-type": "MediaPackage Input Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2018-07-16T17:29:36Z", 
   "region": "us-east-1", 
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   "resources":[ 
      "arn:aws:mediapackage:us-
east-1:aws_account_id:origin_endpoints/82d6b9bc04cb4612b487963d6c8d0f1a" 
   ], 
   "detail":{ 
      "event": "InputSwitchEvent", 
      "message": "Origin endpoint experienced an Input Switch Event", 
      "EventDetails": { 
        "Channel": "channel name", 
        "PreviousIngestEndpoint": "endpoint uuid before input switch", 
        "CurrentIngestEndpoint": "endpoint uuid after input switch", 
      } 
   }
}

VOD 取り込みステータスイベント

ビデオオンデマンド (VOD) コンテンツの場合、 MediaPackage アセットが取り込みステータスを変更
しました。以下のイベントの通知を受け取ります。
• IngestStart
• IngestError
• IngestComplete

Example

{ 
   "id": "8f9b8e72-0b31-e883-f19c-aec84742f3ce", 
   "detail-type": "MediaPackage Input Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2019-05-03T17:29:36Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources":[ 

      "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:aws_account_id:assets/asset_name" 

   ], 
   "detail":{ 
      "event": "IngestComplete", 
      "message": "message text" 
   }
}

VOD 再生イベント

VOD コンテンツの場合、 MediaPackage のアセットが再生用として使用可能になりました。アセッ
トの取り込みが完了してから、アセットが再生可能になるまでに時間がかかります。このイベント
は、VodAssetPlayable MediaPackage アセットの再生リクエストに対応できるようになったこと
を意味します。

パッケージンググループ内の各パッケージング設定について、個別の VodAssetPlayable イベント
を取得することができます。例えば、パッケージンググループに DASH と HLS のパッケージング設
定が各 1 つずつ含まれている場合は、ユーザーは (DASH パッケージング設定用と HLS パッケージン
グ設定用として) 2 つの VodAssetPlayable イベントを受け取ります。

Example

{ 
   "id": "81e896e4-d9e5-ec79-f82a-b4cf3246c567", 
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   "detail-type": "MediaPackage Input Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2019-11-03T21:46:00Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:aws_account_id:assets/asset_id", 
      "arn:aws:mediapackage-vod:us-
west-2:aws_account_id:packaging_configuration/packaging_configuration_id" 
   ], 
   "detail":{ 
      "event": "VodAssetPlayable", 
      "message": "Asset 'asset_id' is now playable for PackagingConfiguration 
 'packaging_configuration_id'", 
      "packaging_configuration_id": "packaging_configuration_id", 
      "manifest_urls":[ 
         "https://555555555555.egress.mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
b9cc115bf7f1a/b848dfb116920772aa69ba/a3c74b1cae6a451c/index.m3u8" 
      ] 
   }
}

{ 
    "id": "91e896e4-d9e5-ab80-f82a-b4cf3246c568", 
    "detail-type": "MediaPackage Input Notification", 
    "source": "aws.mediapackage", 
    "account": "aws_account_id", 
    "time": "2019-11-03T21:47:00Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources":[ 
      "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:aws_account_id:assets/asset_id", 
      "arn:aws:mediapackage-vod:us-
west-2:aws_account_id:packaging_configuration/packaging_configuration_id" 
    ], 
    "detail":{ 
      "event": "VodAssetPlayable", 
      "message": "Asset 'asset_id' is now playable for PackagingConfiguration 
 'packaging_configuration_id'", 
      "packaging_configuration_id": "packaging_configuration_id", 
      "manifest_urls":[ 
          "https://111122223333.egress.mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com/out/
v1/1234567890abc/021345abcdef6789012345/abcdef0123456789/index.mpd" 
      ] 
    }
}

キープロバイダーの通知イベント
エンドポイントでコンテンツの暗号化を使用する際にキープロバイダーの通知イベントを受け取った場
合、 MediaPackage キープロバイダーに到達できていません。DRM と暗号化の詳細については、https:// 
docs.aws.amazon.com/speke/latest/documentation/ を参照してください。

Example

{ 
   "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-98ds273d1602", 
   "detail-type": "MediaPackage Key Provider Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2015-11-11T21:29:54Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources":[ 
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      "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:aws_account_id:origin_endpoints/70b44e2e666c4bdc9e5f4488e1f1aa99" 
   ], 
   "detail":{ 
      "event": "KeyProviderError", 
      "message": "message-text" 
   }
}

収集ジョブの通知イベント
ライブストリームからクリップをエクスポートして Live-to-VOD アセットを作成すると、収集ジョブのス
テータスイベントが発生します。 MediaPackage は、収集ジョブの成功時 (または失敗時) に通知を作成し
ます。収集ジョブと live-to-VOD アセットについては、「AWS Elemental を使用したLive-to-VOD アセッ
トの作成 MediaPackage (p. 94)」を参照してください。

Example 成功した収集ジョブのイベント

{ 
   "id": "8f9b8e72-0b31-e883-f19c-aec84742f3ce", 
   "detail-type": "MediaPackage HarvestJob Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2019-07-16T17:29:36Z", 
   "region": "us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:mediapackage:us-east-1:aws_account_id:harvest_jobs/harvest_job_id" 
   ], 
   "detail":{ 
      "harvest_job": { 
          "id": "harvest_job_id", 
          "arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-
east-1:aws_account_id:harvest_jobs/harvest_job_id", 
          "status": "SUCCEEDED", 
          "origin_endpoint_id": "endpoint_id", 
          "start_time": "2019-06-26T20:30:00-08:00", 
          "end_time": "2019-06-26T21:00:00-08:00", 
          "s3_destination": { 
              "bucket_name": "s3_bucket_name", 
              "manifest_key": "path/and/manifest_name/index.m3u8", 
              "role_arn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/S3Access_role", 
          }, 
          "created_at": "2019-06-26T21:03:12-08:00" 
      } 
   }
}

Example 失敗した収集ジョブのイベント

{ 
   "id": "8f9b8e72-0b31-e883-f19c-aec84742f3ce", 
   "detail-type": "MediaPackage HarvestJob Notification", 
   "source": "aws.mediapackage", 
   "account": "aws_account_id", 
   "time": "2019-07-16T17:29:36Z", 
   "region": "us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:mediapackage:us-east-1:aws_account_id:harvest_jobs/harvest_job_id" 
   ], 
   "detail":{ 
      "harvest_job": { 
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          "id": "harvest_job_id", 
          "arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-
east-1:aws_account_id:harvest_jobs/harvest_job_id", 
          "status": "FAILED", 
          "origin_endpoint_id": "endpoint_id", 
          "start_time": "2019-06-26T20:30:00-08:00", 
          "end_time": "2019-06-26T21:00:00-08:00", 
          "s3_destination": { 
              "bucket_name": "s3_bucket_name", 
              "manifest_key": "path/and/manifest_name/index.m3u8", 
              "role_arn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/S3Access_role", 
          }, 
          "created_at": "2019-06-26T21:03:12-08:00" 
      }, 
      "message": "Message text" 
   }
}

イベント通知の作成
Amazon CloudWatch イベントおよび Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、新
しいイベントを通知できます。 CloudWatch Events のルールにより、ユーザーが通知を受け取るイベン
トが記述されます。Amazon SNS では、受け取る通知の種類をトピックで記述します。このセクションで
は、AWS Elemental からのイベント用に、 MediaPackageトピックとルールを作成するためのステップを
概説します。トピックとルールの詳細については、次のトピックを参照してください。

• Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「トピックを作成する」および「トピックに
サブスクライブする」を参照してください。

• 『Amazon CloudWatch イベントユーザーガイド』の「Amazon CloudWatch イベントの使い方」

CloudWatch イベントの通知を作成するには

1. Amazon SNS アクセスし、トピックを作成します。わかりやすく、後で認識できるような名前をト
ピックに付けます。

2. 作成したトピックにサブスクライブします。受け取る通知の種類と、通知の送信先を選択します。た
とえば、E メール通知の場合、[E メール] プロトコルを選択し、エンドポイントで通知を受け取る E 
メールアドレスを入力します。

3. CloudWatch イベントにアクセスし、カスタムイベントパターンを使用するルールを作成します。パ
ターンのプレビュー領域で、次のように入力します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.mediapackage" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "detail-type from event" 
  ]
}

detail-type で、イベントから detail-type フィールドに値を入力します。詳細タイプには次の
値を使用できます。

• MediaPackage Input Notification
• MediaPackage Key Provider Notification

イベントタイプについての詳細は、「AWS Elemental MediaPackage イベント (p. 171)」を参照し
てください。
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を使用した AWS Elemental MediaPackage 

API コールのログ記録AWS CloudTrail

Example

次のルールの例は、すべての詳細タイプのすべてのイベントの通知を作成します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.mediapackage" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "MediaPackage Input Notification", 
    "MediaPackage Key Provider Notification", 
    "MediaPackage HarvestJob Notification" 
  ]
}

4. 作成したルールにターゲットを追加します。[SNS トピック] を選択してから、ステップ 1 で作成した
トピックを選択します。

5. ルールの詳細を設定し、わかりやすい名前を付けます。ルールの使用を開始するには、有効になって
いることを確認してからルールを保存します。

を使用した AWS Elemental MediaPackage API 
コールのログ記録AWS CloudTrail

ログ記録は、AWS Elemental のライブワークフローでのみ使用できます MediaPackage。

MediaPackage 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 MediaPackage。 CloudTrail は、のすべての API 
MediaPackage コールをイベントとしてキャプチャします。これには、 MediaPackage コンソールから
の呼び出しと、 MediaPackage 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 バケットへの継続的な配信を有効にすることができます 
MediaPackage。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最
新のイベントを表示できます。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 MediaPackage、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、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。

AWS Elemental MediaPackage 情報 CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。AWS Elemental でアクティビティ
が発生すると MediaPackage、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履歴) にある他
のAWSのサービスイベントとともに、イベントに記録されます。アカウントの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。

アカウントのイベント (のイベントなど) を継続的に記録するには MediaPackage、証跡を作成します。追
跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォルトでは、コンソー
ルで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます 証跡では、AWS パーティ
ション内のすべての AWS リージョン からのイベントがログに記録され、指定した Amazon S3 バケット
にログファイルが配信されます。さらに、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
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グファイルエントリについて

• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 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」

MediaPackage すべてのアクションは AWS Elemental MediaPackage API CloudTrail リファレンスによっ
て記録され、文書化されています。たとえば、、RotateIngestEndpointCredentialsおよび操作を呼
び出すとCreateChannelCreateOriginEndpoint、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されま
す。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストがルートユーザーまたは IAM ユーザー認証情報で行われたかどうか
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか
• リクエストが、別の AWS 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。

AWS Elemental MediaPackage 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、または複数のログエントリが含まれています。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 UpdateChannelオペレーションを示すログエントリの例は、次のとおりです。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "ABCDEFGHIJKL123456789", 
        "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/Admin/testUser", 
        "accountId": "444455556666", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-12-18T00:50:58Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "ABCDEFGHIJKL123456789", 
                "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/Admin", 
                "accountId": "444455556666", 
                "userName": "Admin" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-12-18T00:50:59Z", 
    "eventSource": "mediapackage.amazonaws.com", 
    "eventName": "UpdateChannel", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.17", 
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    "userAgent": "aws-cli/1.15.71 Python/3.6.5 Darwin/17.7.0 botocore/1.10.70", 
    "requestParameters": { 
        "description": "updated cloudtrail description", 
        "id": "cloudtrail-test" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "description": "updated cloudtrail description", 
        "hlsIngest": { 
            "ingestEndpoints": [ 
                { 
                    "username": "***", 
                    "url": "https://mediapackage.us-west-2.amazonaws.com/in/
v2/8d0ca97840d94b18b37ad292c131bcad/8d0ca97840d94b18b37ad292c131bcad/channel", 
                    "password": "***", 
                    "id": "8d0ca97840d94b18b37ad292c131bcad" 
                }, 
                { 
                    "username": "***", 
                    "url": "https://mediapackage.us-west-2.amazonaws.com/in/
v2/8d0ca97840d94b18b37ad292c131bcad/9c17f979598543b9be24345d63b3ad30/channel", 
                    "password": "***", 
                    "id": "9c17f979598543b9be24345d63b3ad30" 
                } 
            ] 
        }, 
        "id": "cloudtrail-test", 
        "arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:444455556666:channels/8d0ca97840d94b18b37ad292c131bcad" 
    }, 
    "requestID": "fc158262-025e-11e9-8360-6bff705fbba5", 
    "eventID": "e9016b49-9a0a-4256-b684-eed9bd9073ab", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}

アクセスのログ記録
MediaPackage は、 MediaPackage チャネルまたはパッケージンググループに送信されるリクエストにつ
いての詳細情報をキャプチャしたアクセスログを提供します。 MediaPackage チャンネルの入力エンド
ポイントに送信されたリクエストに関する、受信アクセスログを生成します。同時に、チャンネルのエン
ドポイントまたはパッケージンググループのアセットに送信されたリクエストについては、送信アクセス
ログを生成します。各ログには、リクエストを受け取った時刻、クライアントの IP アドレス、レイテン
シー、リクエストのパス、サーバーレスポンスなどの情報が含まれます。これらのアクセスログを使用し
て、サービスのパフォーマンスを分析し、問題のトラブルシューティングが行えます。また、顧客基盤に
ついて知り、 MediaPackage の請求を理解することにも役立ちます。

アクセスログの作成は、のオプション機能であり MediaPackage 、デフォルトでは無効化されています。
アクセスログ記録を有効にすると、 MediaPackage ログのキャプチャが開始され、 CloudWatch 作成また
は管理時に指定したロググループに、そのログ記録を保存します。 CloudWatch Logs の一般料金が適用さ
れます。

トピック
• アクセスログを発行するためのアクセス許可 CloudWatch (p. 180)
• アクセスログの作成の有効化 (p. 180)
• アクセスログの作成の無効化 (p. 181)
• アクセスログの形式 (p. 182)
• アクセスログを読み取る (p. 183)
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アクセスログを発行するためのアクセス許可 
CloudWatch
アクセスログ記録を有効にすると、IAM のサービスにリンクされたロール () 
をAWSServiceRoleForMediaPackage、 MediaPackage AWSアカウント内に作成します。このロール
により MediaPackage 、にアクセスログを発行できるようになります CloudWatch。 MediaPackage サー
ビスにリンクされたロールの使用方法については、「」を参照してください MediaPackage のサービスに
リンクされたロールの使用 (p. 156)。

アクセスログの作成の有効化
AWS Management Console または AWS CLI を使用して、アクセスログを有効にできます。

コンソールを使用して既存のチャネルのアクセスログを有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. 使用しているチャンネルを選択します。
3. [Configure Access Logs] (アクセスログの設定) セクションで、以下の操作を行います。

a. [Enable ingress access logs] (受信アクセスログの有効化) または[Enable egress access logs] (送
信アクセスログの有効化) のどらか (あるいはその両方) を選択します。

b. CloudWatch ロググループ名をカスタムで指定できます。この設定を空白のままにすると、デ
フォルトのグループが使用されます。

コンソールを使用して既存のパッケージンググループのアクセスログを有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションセクションで、[Packaging groups] (パッケージンググループ) をクリックします。
3. 使用しているパッケージンググループを選択します。

a. ナビゲーションバーで [Edit] (編集) をクリックします。
b. [Access logging] (アクセスログ記録) セクションで、[Enable egress access logs] (送信アクセスロ

グの有効化) を選択します。
c. CloudWatch ロググループ名をカスタムで指定できます。この設定を空白のままにすると、デ

フォルトのグループが使用されます。
4. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS CLI を使用してチャネルのアクセスログを有効にするには

--ingress-access-logs パラメータか --egress-access-logs パラメータ (またはその両方) を指
定して configure-logs コマンドを実行し、アクセスログ記録を有効化します。 CloudWatch --ingress-
access-logs--egress-access-logsおよびパラメータにはロググループ名を含めることができます。
ロググループ名を指定しない場合、 MediaPackage デフォルトのロググループが適用されます。デフォル
トのロググループは、入力ログでは /aws/MediaPackage/IngressAccessLogs に、出力ログの場合は
/aws/MediaPackage/EgressAccessLogs になります。

次のコマンドによりデフォルトのロググループを使用して、受信ログとアクセスログの両方を有効化しま
す。

aws mediapackage configure-logs --id channel-name --ingress-access-logs {} --egress-access-
logs {}

180

https://console.aws.amazon.com/mediapackage/
https://console.aws.amazon.com/mediapackage/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/mediapackage/configure-logs.html


AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイド
アクセスログの作成の無効化

このコマンドの戻り値はありません。

AWS CLI を使用してパッケージンググループのアクセスログを有効にするには

--egress-access-logs パラメータを使用して configure-logs コマンドを実行し、アクセスログ記録を
有効にします。 CloudWatch --egress-access-logsパラメータにはロググループ名を含めることがで
きます。ロググループ名を指定しない場合、 MediaPackage デフォルトのロググループが適用されます。
デフォルトのロググループは、入力ログでは /aws/MediaPackage/IngressAccessLogs に、出力ログ
の場合は /aws/MediaPackage/EgressAccessLogs になります。

次のコマンドによりデフォルトのロググループを使用して、送信アクセスログを有効化します。

aws mediapackage configure-logs --id package-name --egress-access-logs {}

このコマンドの戻り値はありません。

アクセスログの作成の無効化
MediaPackage チャネルまたはパッケージンググループのアクセスログは、任意のタイミングで無効化で
きます。

コンソールを使用してアクセスログの作成を無効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/mediapackage/ MediaPackage  でコンソールを開きます。

チャンネルまたはパッケージンググループを選択します。
2. [編集] を選択します。
3. [Access logging] (アクセスログ記録) セクションで、[Ingress access logging] (受信アクセスログ記録) 

か [Egress access logging] (送信アクセスログ記録) のどちらか (または両方) の選択を解除します。
4. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS CLI を使用してチャネルのアクセスログ記録を無効にするには

アクセスのログ記録を無効にするには、configure-logs コマンドを使用します。configure-logs コ
マンドに、宣言されていないアクセスログパラメータが 1 つ以上存在する場合、それらと対応するアクセ
スログは無効になります。次のコマンド例では、チャネルに対して送信アクセスログが有効化され、受信
アクセスログは無効化されます。

aws mediapackage configure-logs --id channel-name --egress-access-logs {}

このコマンドの戻り値はありません。

AWS CLI を使用してパッケージンググループのアクセスログ記録を無効にするには

アクセスのログ記録を無効にするには、configure-logs コマンドを使用します。configure-logs コ
マンドに、宣言されていないアクセスログパラメータが 1 つ以上存在する場合、それらと対応するアクセ
スログは無効になります。例えば、以下のコマンドでは configure-logs に --egress-access-logs
が含まれていないため、送信ログが無効になります。

aws mediapackage configure-logs --id package-group-name

このコマンドの戻り値はありません。
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アクセスログの形式
アクセスログファイルは、一連の JSON 形式のログレコードで構成されており、各ログレコードは 1 つの
リクエストを表します。ログ内のフィールドの順序は変わることがあります。チャネルでの送信アクセス
ログの例を次に示します。

{ 
    "timestamp": "2020-07-13T18:59:56.293656Z", 
    "clientIp": "192.0.2.0/24", 
    "processingTime": 0.445, 
    "statusCode": "200", 
    "receivedBytes": 468, 
    "sentBytes": 2587370, 
    "method": "GET", 
    "request": "https://aaabbbcccdddee.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com:443/out/
v1/75ee4f20e5df43e5821e5cb17ea19238/hls_7_145095.ts?m=1538005779", 
    "protocol": "HTTP/1.1", 
    "userAgent": "sabr/3.0 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) 
 AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/528.17", 
    "account": "111122223333", 
    "channelId": "my_channel", 
    "channelArn": "arn:aws:mediapackage:us-west-2:111122223333:channels/ExampleChannelID", 
    "domainName": "aaabbbcccdddee.mediapackage.us-east-1.amazonaws.com", 
    "requestId": "aaaAAA111bbbBBB222cccCCC333dddDDD", 
    "endpointId": "my_endpoint", 
    "endpointArn": "arn:aws:mediapackage:us-west-2:111122223333:origin_endpoints/
ExampleEndpointID"
}

次のリストで、ログレコードのフィールドを順番に従い説明します。

timestamp

リクエストを受け取った時刻。この値は ISO-8601 の日時で、リクエストに対応したホストのシステ
ムクロックに基づいています。

clientIp

リクエストを送信したクライアントの IP アドレス。
processingTime

MediaPackage リクエストの処理に要した秒数。これは、リクエストの最終バイトが受信されてか
ら、レスポンスの先頭バイトが送信されるまでの時間を計測した値です。

statusCode

レスポンスの HTTP ステータスの数値。
receivedBytes

MediaPackage サーバーが受信するリクエストボディのバイト数。
sentBytes

MediaPackage サーバーが送信するレスポンスボディのバイト数。この値は多くの場合、Content-
Lengthサーバーレスポンスに含まれるヘッダーの値と同じです。

方法

リクエストに使用された HTTP リクエストメソッ
ド:DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、または PUT。

リクエスト

リクエスト URL。
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protocol

リクエストに使用されるプロトコルのタイプ (HTTP など)。
ユーザーエージェント

リクエスト送信元のクライアントを特定する user-agent 文字列 (二重引用符で囲まれます)。この文字
列は、1 つ以上の製品 ID (製品/バージョン) で構成されます。文字列が 8 KB より長い場合は切り捨て
られます。

account

リクエストを行うために使用されたアカウントの AWS アカウント ID。
channelId

リクエストを受信したチャネルの ID。
チャンネルラーン

リクエストを受信したチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
domainName

TLS ハンドシェイク中にクライアントから提供される SNI (Server Name Indication) ドメイン (二重引
用符で囲まれます)。クライアントで SNI をサポートしていない場合、あるいはドメインが証明書と一
致せず、デフォルトの証明書がクライアントに提示された場合、この値は - となります。

requestId

MediaPackage 各リクエストを一意に識別するために生成される文字列。
endpointId

リクエストを受信したエンドポイントの ID。
endpointArn

リクエストを受信したエンドポイントの Amazon リソースネーム (ARN) 。

ログのフィールドの順序は変わることがあります。

アクセスログを読み取る
MediaPackage Amazon CloudWatch Logs にアクセスログを書き込みます。 CloudWatch Logs の一般料
金が適用されます。 CloudWatch Logs Insights を使用してアクセスログを確認します。Logs Insight の使
用方法については、 CloudWatch Logs ユーザーガイドの「 CloudWatch Logs Insight」を参照してくださ
い。AWS CloudWatch

Note

アクセスログが表示されるまでに数分かかる場合があります CloudWatch。ログが表示されない
場合は、数分後にもう一度お試しださい。

例
このセクションでは、 MediaPackageデバッグログデータの読み取りに使用できるクエリ例を示していま
す。

Example チャネルについての HTTP ステータスコードレスポンスを表示します。

このクエリを使用して、チャネルの HTTP ステータスコード別のレスポンスを表示します。ここで表示さ
れる HTTP エラーコードレスポンスは、問題のトラブルシューティングに役立ちます。
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fields @timestamp, @message
| filter channelId like 'my-channel'
| stats count() by statusCode

Example チャネル上のエンドポイントあたりのリクエスト数を取得します。

fields @timestamp, @message
| filter channelId like 'my-channel'
| stats count() by endpointId

Example アセットごとのステータスコードを表示します。

fields @timestamp, @message
| filter assetArnlike 'my-asset-id'
| stats count() by statusCode

Example パッケージング設定の応答時間 (P99) を経時的に取得します。

fields @timestamp, @message
| filter packagingConfigArn like 'my-dash-config'
| stats pct(processingTime, 99) by bin(5m)

マニフェストの更新時刻の監視
AWS ElementalMediaPackage再生応答には、次のカスタムヘッダーが含まれており、そのタイミングを
示します。MediaPackage非動的広告挿入ワークフローのマニフェストを最後に変更しました。これらの
ヘッダーは、古いマニフェストに関連する問題のトラブルシューティングに役立ちます。

X-MediaPackage-マニフェスト-最後のシーケンス
これは、マニフェスト内の最も高いセグメントシーケンス番号です。

• DASH の場合、これはマニフェストの最も低いレンディションで最も高いセグメント番号です。
• HLS と CMAF の場合、これはメディアプレイリストで最も高いセグメント番号です。
• MSS の場合、これはマニフェスト内の最も高いセグメント番号です。

については、次のセクションを参照してください。マニフェストの例 (p. 184)。

X-MediaPackage-マニフェスト-最終更新
エポックタイムスタンプ (ミリ秒単位)MediaPackageで参照されるセグメントを生成しますX-
MediaPackage-Manifest-Last-Sequence。

マニフェストの例

DASH マニフェストの例
コンパクトマニフェストとフルダッシュマニフェストの両方で、MediaPackageの確認X-
MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceマニフェストの最低レンディション内の最も高いセグメン
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ト番号からの値。このサービスは、X-MediaPackage-Manifest-Last-Updatedで参照されるセグメン
トを生成するタイミングに基づく値X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequence。

期間を含む数値-コンパクトマニフェスト

以下は、期間のある数値テンプレートを使用するコンパクトな DASH マニフェストの例で
す。MediaPackageの確認X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceマニフェスト内の最も
低いレンディション内の最も高いセグメント番号からの値。たとえば、次のマニフェストでは、
最も高いセグメント番号は次のようになります。index_video_5_0_175232.mp4となる。した
がって、の値X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceです175232。「」を参照してくださ
い。SegmentTemplate でのduration 属性 (p. 117)詳しい情報についてはMediaPackageシーケンス
を計算します。$Number$値. のvalueX-MediaPackage-Manifest-Last-Updatedエポックタイム
スタンプはミリ秒単位です。MediaPackageで参照されるセグメントを生成しますX-MediaPackage-
Manifest-Last-Sequence。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MPD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011 
 http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-DASH_schema_files/
DASH-MPD.xsd" id="201" type="dynamic" publishTime="2021-09-08T21:01:38" 
 minimumUpdatePeriod="PT0S" availabilityStartTime="2018-11-16T19:08:30Z
+00:00" minBufferTime="PT0S" suggestedPresentationDelay="PT0.000S" 
 timeShiftBufferDepth="PT116.533S" profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-live:2011"> 
  <Period start="PT0.000S" id="1"> 
    <AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" subsegmentAlignment="true" 
 startWithSAP="1" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
        <SegmentTemplate timescale="30000" media="index_video_$RepresentationID$_0_$Number
$.mp4?m=1543947824" initialization="index_video_$RepresentationID$_0_init.mp4?m=1543947824" 
 startNumber="175032" duration="90000"/> 
        <Representation id="1" width="640" height="360" frameRate="30/1" bandwidth="749952" 
 codecs="avc1.640029"/> 
        <Representation id="2" width="854" height="480" frameRate="30/1" 
 bandwidth="1000000" codecs="avc1.640029"/> 
        <Representation id="3" width="1280" height="720" frameRate="30/1" 
 bandwidth="2499968" codecs="avc1.640029"/> 
    </AdaptationSet>
</Period>
</MPD>

タイムライン付き数字-コンパクトなマニフェスト

以下は、タイムラインテンプレートを使用した数値を使用したコンパクトな DASH マニフェストの例
です。MediaPackageの確認X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceマニフェスト内の最も
低いレンディション内の最も高いセグメント番号からの値。たとえば、次のマニフェストでは、最も
高いセグメント番号は次のようになります。index_video_1_0_7.mp4となる。したがって、の値X-
MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceです7。のvalueX-MediaPackage-Manifest-Last-
Updatedはエポックタイムスタンプをミリ秒単位で指定します。MediaPackageで参照されるセグメント
を生成しますX-MediaPackage-Manifest-Last-Sequence。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MPD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011 
 http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-DASH_schema_files/DASH-
MPD.xsd" id="201" type="static" mediaPresentationDuration="PT72.458S" minBufferTime="PT0S" 
 profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-main:2011"> 
  <Period start="PT0.000S" id="1" duration="PT74.758S"> 
    <AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" startWithSAP="1" 
 subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
      <SegmentTemplate timescale="48000" media="index_video_$RepresentationID$_0_$Number
$.mp4?m=1621616401" initialization="index_video_$RepresentationID$_0_init.mp4?m=1621616401" 
 startNumber="1" presentationTimeOffset="108800"> 
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        <SegmentTimeline> 
          <S t="110400" d="540000" r="5"/> 
          <S t="3350400" d="238000"/> 
        </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
      <Representation id="1" width="640" height="480" frameRate="24/1" bandwidth="5000000" 
 codecs="avc1.4D401E"/> 
    </AdaptationSet> 
    <AdaptationSet mimeType="audio/mp4" segmentAlignment="0" lang="eng"> 
      <Label>eng</Label> 
      <SegmentTemplate timescale="48000" media="index_audio_$RepresentationID$_0_$Number
$.mp4?m=1621616401" initialization="index_audio_$RepresentationID$_0_init.mp4?m=1621616401" 
 startNumber="1" presentationTimeOffset="108800"> 
        <SegmentTimeline> 
          <S t="108800" d="541696"/> 
          <S t="650496" d="540672"/> 
          <S t="1191168" d="539648" r="1"/> 
          <S t="2270464" d="540672"/> 
          <S t="2811136" d="539648"/> 
          <S t="3350784" d="236544"/> 
        </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
      <Representation id="2" bandwidth="192000" audioSamplingRate="48000" 
 codecs="mp4a.40.2"> 
        <AudioChannelConfiguration 
 schemeIdUri="urn:mpeg:dash:23003:3:audio_channel_configuration:2011" value="2"></
AudioChannelConfiguration> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
    <SupplementalProperty schemeIdUri="urn:scte:dash:utc-time" 
 value="2021-05-21T16:59:47.450Z"></SupplementalProperty> 
  </Period>
</MPD>

タイムライン付き数字-コンパクトなマニフェスト

以下は、期間のある数値テンプレートを使用するコンパクトな DASH マニフェストの例で
す。MediaPackageの確認X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceマニフェスト内の最も低
いレンディション内の最も高いセグメント番号からの値。たとえば、次のマニフェストでは、最も
高いセグメント番号は次のようになります。index_video_1_0_1675200.mp4となる。したがっ
て、の値X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceです1675200。「」を参照してくださ
い。SegmentTemplate でのmedia 属性 (p. 116)詳しい情報についてはMediaPackageシーケンス番号を
計算します。のvalueX-MediaPackage-Manifest-Last-Updatedはエポックタイムスタンプをミリ秒
単位で指定します。MediaPackageで参照されるセグメントを生成しますX-MediaPackage-Manifest-
Last-Sequence。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MPD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011 
 http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-DASH_schema_files/DASH-
MPD.xsd" id="201" type="static" mediaPresentationDuration="PT72.458S" minBufferTime="PT0S" 
 profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-main:2011"> 
  <Period start="PT0.000S" id="1" duration="PT74.758S"> 
    <AdaptationSet mimeType="video/mp4" segmentAlignment="true" startWithSAP="1" 
 subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1" bitstreamSwitching="true"> 
      <SegmentTemplate timescale="48000" media="index_video_$RepresentationID$_0_$Time
$.mp4?m=1621616401" initialization="index_video_$RepresentationID$_0_init.mp4?m=1621616401" 
 startNumber="1" presentationTimeOffset="108800"> 
        <SegmentTimeline> 
          <S t="55200" d="270000" r="5"/> 
          <S t="1675200" d="119000"/> 
        </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
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      <Representation id="1" width="640" height="480" frameRate="24/1" bandwidth="5000000" 
 codecs="avc1.4D401E"/> 
    </AdaptationSet> 
    <AdaptationSet mimeType="audio/mp4" segmentAlignment="0" lang="eng"> 
      <Label>eng</Label> 
      <SegmentTemplate timescale="48000" media="index_audio_$RepresentationID$_0_$Time
$.mp4?m=1621616401" initialization="index_audio_$RepresentationID$_0_init.mp4?m=1621616401" 
 startNumber="1" presentationTimeOffset="108800"> 
        <SegmentTimeline> 
          <S t="108800" d="541696"/> 
          <S t="650496" d="540672"/> 
          <S t="1191168" d="539648" r="1"/> 
          <S t="2270464" d="540672"/> 
          <S t="2811136" d="539648"/> 
          <S t="3350784" d="236544"/> 
        </SegmentTimeline> 
      </SegmentTemplate> 
      <Representation id="2" bandwidth="192000" audioSamplingRate="48000" 
 codecs="mp4a.40.2"> 
        <AudioChannelConfiguration 
 schemeIdUri="urn:mpeg:dash:23003:3:audio_channel_configuration:2011" value="2"></
AudioChannelConfiguration> 
      </Representation> 
    </AdaptationSet> 
    <SupplementalProperty schemeIdUri="urn:scte:dash:utc-time" 
 value="2021-05-21T16:59:47.450Z"></SupplementalProperty> 
  </Period>
</MPD>

HLS マニフェスト
MediaPackageの確認X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceマニフェストの最後のセグメン
トの値。たとえば、次のマニフェストではindex_1_3.tsはセグメントのシーケンス番号が最も高いの
で、X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceです3。のvalueX-MediaPackage-Manifest-
Last-Updatedミリ秒単位のエポックタイムスタンプに相当します。MediaPackageマニフェストの最後
のセグメントを生成します。

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:8
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
#EXTINF:7.500,
index_1_0.ts?m=1583172400
#EXTINF:7.500,
index_1_1.ts?m=1583172400
#EXTINF:7.500,
index_1_2.ts?m=1583172400
#EXTINF:7.500,
index_1_3.ts?m=1583172400
#EXT-X-ENDLIST

CMAF マニフェスト
HLSに似て、MediaPackageの確認X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequenceマニフェス
トの最後のセグメントの値。たとえば、次のマニフェストでは../cmafseg_video_1_10.mp4?
m=1621616399はセグメントのシーケンス番号が最も高いので、X-MediaPackage-Manifest-Last-
Sequenceです10。のvalueX-MediaPackage-Manifest-Last-Updatedミリ秒単位のエポックタイム
スタンプに相当します。MediaPackageマニフェストの最後のセグメントを生成します。

#EXTM3U
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#EXT-X-VERSION:6
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-MAP:URI="../cmafseg_video_1_track_1098178399_csid_aaa_2_init.mp4"
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_1.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_2.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_3.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_4.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_5.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_6.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_7.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_8.mp4?m=1621616399
#EXTINF:11.250,
../cmafseg_video_1_9.mp4?m=1621616399
#EXTINF:0.542,
../cmafseg_video_1_10.mp4?m=1621616399
#EXT-X-ENDLIST

MSS マニフェスト
MediaPackageの確認X-MediaPackage-Manifest-Last-Sequence次のように、マニフェスト内
の最も高いセグメントからの値Fragments(a_2_0={start time})。たとえば、次のマニフェスト
ではFragments(a_2_0=380533333)はシーケンス番号が最も高いので、の値X-MediaPackage-
Manifest-Last-Sequenceです380333333。のvalueX-MediaPackage-Manifest-Last-Updatedミ
リ秒単位のエポックタイムスタンプに相当します。MediaPackageマニフェストの最後のセグメントを生
成します。

<SmoothStreamingMedia MajorVersion="2" MinorVersion="2" TimeScale="10000000" CanSeek="TRUE" 
 CanPause="TRUE" IsLive="TRUE" LookAheadFragmentCount="2" DVRWindowLength="3000000000" 
 Duration="0"> 
  <CustomAttributes> 
    <Attribute Name="ProducerReferenceTime" Value="2017-06-14T22:07:01.967Z"/> 
  </CustomAttributes> 
  <StreamIndex Type="video" Name="video" Subtype="" Chunks="3" TimeScale="10000000" 
 Url="Events(203_0)/QualityLevels({bitrate})/Fragments(v={start time})" QualityLevels="1"> 
    <QualityLevel Index="0" Bitrate="4000000" 
 CodecPrivateData="00000001274D401F924602802DD80880000003008000001E7220007A120000895477BDC07C22114E0000000128FEBC80" 
 FourCC="H264" MaxWidth="1280" MaxHeight="720"/> 
    <c d="120000000" t="20333333"/> 
    <c d="120000000"/> 
    <c d="120000000"/> 
  </StreamIndex> 
  <StreamIndex Type="audio" Name="fra_1" Language="fra" Subtype="" Chunks="3" 
 TimeScale="10000000" Url="Events(203_0)/QualityLevels({bitrate})/Fragments(a_2_0={start 
 time})"> 
    <QualityLevel Index="0" Bitrate="128460" CodecPrivateData="1190" FourCC="AACL" 
 AudioTag="255" Channels="2" SamplingRate="48000" BitsPerSample="16" PacketSize="4"/> 
    <c d="120533333" t="20000000"/> 
    <c d="119893333"/> 
    <c d="120106667"/> 
  </StreamIndex>
</SmoothStreamingMedia>
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AWS Elemental のタグ付け 
MediaPackage リソース

タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されてお
り、どちらもお客様側が定義します。例えば、タグキーは「stage」、タグ値は「test」などです。タグ
は、さまざまな目的で使用できます。一般的な用途の 1 つは、タグを使用して AWS リソースへのアクセ
スを管理することです。詳細については、IAM ユーザーガイドの「タグを使用した AWS リソースへのア
クセスの制御」を参照してください。

もう 1 つのタグの一般的な用途は、タグの分類と追跡です MediaPackageコスト。コスト配分タグを適用
する場合 MediaPackage チャネル、エンドポイント、およびパッケージ構成AWSコスト配分レポートがコ
ンマ区切り値 (CSV) ファイルとして生成され、使用量とコストがタグごとに集計されます。自社のカテゴ
リ (たとえばコストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを適用すると、複数のサービスに
わたってコストを分類することができます。タグを使ったコスト配分の詳細については、AWS Billing ユー
ザーガイドのコスト配分タグの使用を参照してください。

タグの制限
AWS Elemental のタグ付けには次の制限があります。 MediaPackage リソース:

• コスト配分のタグ付けは、チャネル、エンドポイント、およびパッケージング設定のリソースでのみ使
用できます。アセットまたはパッケージグループのリソースにコスト配分タグを使用することはできま
せん。

• 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)
• キーと値で有効な文字 — 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を使用しないでください。AWS 用に予約済みです。
• 収集した Live-to-VOD アセットには使用できません。

タグの管理
AWS Emental を使用できます MediaPackage API またはAWS CLIこれらのプロパティの値を追加、編
集、編集または削除するには、これらのプロパティの値を追加、編集、編集、

詳細については、次の参照ドキュメントのタグに関連するアクションを参照してください。

• タグ:リソース arn()AWS Elemental MediaPackage ライブ API リファレンス。
• タグ:リソース arn()AWS Elemental MediaPackageVOD API リファレンス。
• tag-resourceAWS CLI を使用するMediaPackage参照。
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CDN の使用
Amazon CloudFront などのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用して、AWS Elemental 
MediaPackage に保存したコンテンツを配信できます。CDN は、グローバルに分散されたサーバーのセッ
トであり、動画などのコンテンツをキャッシュします。ユーザーがコンテンツをリクエストすると、CDN 
はそのリクエストを最もレイテンシーが低いエッジロケーションにルーティングします。コンテンツがこ
のエッジロケーションにキャッシュ済みである場合、CDN はコンテンツを直ちに配信します。コンテン
ツがこのエッジロケーションに現在存在しない場合、CDN は、オリジン ( MediaPackage この場合はエン
ドポイント) からそのコンテンツを取得してユーザーに配信します。次の図はこのプロセスを示していま
す。

以下のセクションでは、Amazon からのディストリビューションを操作する手順について説明します 
CloudFront。

トピック
• ディストリビューションの作成 (p. 191)
• ディストリビューションを表示する (p. 192)
• ディストリビューションを編集する (p. 192)
• ディストリビューションを削除する (p. 193)
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ディストリビューションの作成
Amazon でのディストリビューションには、コンテンツの配信元、追跡方法、管理方法など、 CloudFront 
コンテンツ配信に関するすべての情報が保持されます。ディストリビューションで保持される情報には、
オリジン (コンテンツの配信元) と動作 (コンテンツのリクエストをルーティングするためにリクエストで
指定されたパターン) があります。

ディストリビューションは、AWS Elemental MediaPackage Live コンソールから自動で作成することも、
コンソールから手動で作成することもできます。 CloudFront以降のセクションでは、それぞれのアプロー
チについて説明します。

トピック
• AWS Elemental からのディストリビューションの作成 MediaPackage (p. 191)
• Amazon からのディストリビューションの作成 CloudFront (p. 192)

AWS Elemental からのディストリビューションの作成 
MediaPackage
ライブコンテンツのみを扱う場合は、AWS Elemental CloudFront MediaPackage コンソールからディスト
リビューションを作成できます。

AWS Elemental は、ユーザーの代わりに Amazon MediaPackage CloudFront と通信し、チャネルとエ
ンドポイント用のディストリビューションを作成します。この機能を有効にすると、 MediaPackage 
CloudFront チャネルの保存時にディストリビューションが作成されます。その後 (ユーザーが) エンドポイ
ントを保存すると、オリジンが追加されるとともにキャッシュ動作が更新されます。この作成プロセスは
自動化されており、ユーザーによるアクションに応じて開始されるため MediaPackage、ユーザーによる
追加のアクションは不要です。

Important

でディストリビューションを作成するには、追加のアクセス許可が必要です CloudFront。「(オプ
ション) ステップ 1: Amazon 用の IAM ポリシーを作成する CloudFront (p. 20)」に記載されている
ステップに従い、AWS Identity and Access Management (IAM) を通じて適切なレベルのアクセス
許可を、管理者ユーザーが追加するようにしてください。

AWS Elemental MediaPackage コンソールからディストリビューションを作成するには

1. の説明に従って新しいチャネルを開始しthe section called “チャンネルの作成” (p. 45)、[Create a 
CloudFront distribution] (ディストリビューションを作成する) をクリックします。

既存のチャネルを編集してディストリビューションを追加することもできます。チャネルを編集する
手順については、「チャネルの編集 (p. 47)」を参照してください。

2. チャネルが完成したら、[Save] (保存) をクリックします。AWS Elemental MediaPackage CloudFront 
はと通信してディストリビューションを作成します。 CloudFront は、オリジンのドメイン名やキャッ
シュ動作など MediaPackage、エンドポイントからの情報を必要とする設定に、プレースホルダの値
を使用します。

CloudFront ディストリビューションを作成できないというエラーメッセージを受け取った場合は、
チャネルで [Edit] (編集) をクリックした上でもう一度保存を行い、作成プロセスを再開してくださ
い。

初めて作成したディストリビューションが完全に機能するには、オリジンを設定する必要がありま
す。オリジンは、AWS Elemental MediaPackage によって次のステップ (にエンドポイントを作成す
る時点 MediaPackage) で作成されます。
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3. 「エンドポイントの作成 (p. 49)」での説明に従って、チャネルにエンドポイントを作成します。AWS 
Elemental は、 MediaPackage エンドポイントからの情報を使用してオリジンとキャッシュの動作を
更新します。さらに、Amazon CloudFront デベロッパーの「AWS Elemental MediaPackage でフォー
マットされたライブビデオの配信」での説明のように、ライブビデオストリーミングに最適化された
設定でディストリビューションを構成します。ガイド。

既存のチャネルとエンドポイントに対してディストリビューションを追加する場合は、AWS 
Elemental MediaPackage によってオリジンが自動的に追加されます。

AWS Elemental MediaPackage CloudFront はと通信し、ディストリビューションにオリジンを追加し
た上で、ディストリビューションの設定を更新します。

チャネルの詳細ページでディストリビューションのステータスが [デプロイ済み] と表示されていれ
ば、ディストリビューションの使用を開始できます。詳細ページから CloudFront CDN URL を書き留
め、ダウンストリームのデバイスが再生リクエストを送信できるように指定します。

Note

AWS Elemental MediaPackage では、ディストリビューションに追加されるオリジンは 1 
つのみです。チャネルのすべてのエンドポイントには、同じオリジンによってディストリ
ビューションが提供されます。

Amazon からのディストリビューションの作成 
CloudFront
AWS Elemental にチャネルとそのエンドポイントを作成したら MediaPackage、各エンドポイントの URL 
を書き留めます。これらの URL は、 CloudFront ディストリビューションのオリジンのドメイン名として
使用します。 MediaPackage のチャネルのエンドポイントごとにオリジンが 1 つ必要です。

AWS Elemental MediaPackage エンドポイントを使用して、Amazon Elemental CloudFront エンドポイ
ントを使用してディストリビューションを作成する詳細なステップについては、Amazon CloudFront デ
ベロッパーガイドの「CloudMedia Services によるライブストリーミングビデオの配信」でご確認くださ
い。

ディストリビューションを表示する
「チャネルの詳細の表示 (p. 46)」で説明しているように、ディストリビューション ID や概要など、 
MediaPackage で作成したディストリビューションに関する基本的な情報を表示できます。ID は、 
CloudFront 管理コンソールと連携していることにご留意ください。

ディストリビューションに関する詳細情報には、Amazon CloudFront コンソールからアクセスできます。
この情報へのアクセス方法については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「ディストリビューションの
表示と更新」を参照してください。

ディストリビューションを編集する
CloudFront コンソールから Amazon CloudFront ディストリビューションを編集します。

AWS Elemental MediaPackage でオリジンを編集できるのは、チャネルにエンドポイントを追加する際に
オリジンを作成する場合のみです MediaPackage。 MediaPackage コンソールからディストリビューショ
ンを編集することはできません。

でディストリビューション (配信) にアクセスする場合は CloudFront、対応するチャネルの詳細ページ
で、ディストリビューション ID を選択します。でのディストリビューションの編集の詳細については 
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CloudFront、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「ディストリビューションの表示と更新」を参照してく
ださい。

Important

ディストリビューションを編集する際に、[Tagging] (タグ付け) ページのデフォルト設定を変更
しないようにしてください。 CloudFront では、このタグ内の AWS Elemental MediaPackage 
Channel ID を使用して、ディストリビューション (ディストリビューション) とチャネルをリンク
しています。タグが変更されると、 MediaPackage からディストリビューションを表示したり管
理したりできなくなります。

ディストリビューションを削除する
CloudFront コンソールから Amazon CloudFront ディストリビューションを削除します。AWS Elemental 
MediaPackage コンソールからは、ディストリビューションを削除することはできません。

でディストリビューション (配信) にアクセスする場合は CloudFront、対応するチャネルの詳細ページ
で、ディストリビューション ID を選択します。でのディストリビューションの削除の詳細については 
CloudFront、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「ディストリビューションの削除」を参照してくださ
い。
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AWS Elemental のクォータ 
MediaPackage

次のセクションでは、AWS Elemental のクォータについて説明します。 MediaPackage。

トピック
• ライブコンテンツのクォータ (p. 194)
• VOD コンテンツのクォータ (p. 196)

ライブコンテンツのクォータ
このセクションでは、AWS Elemental のライブコンテンツのクォータについて説明します。 
MediaPackage。ソフトクォータの引き上げリクエストについては、「AWS サービスクォータ」を参照し
てください。ハードクォータは変更できません。

ライブのソフトクォータ
次の表では、AWS Elemental のクォータについて説明します。 MediaPackage ライブコンテンツ用。
クォータの変更については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

一部のお客様のアカウントのクォータは、これらの公開されたクォータ以下である可能性があります。
「リソース制限の超過」というエラーが誤って発生したと思われる場合は、Service Quotas コンソールを
使用してクォータの引き上げをリクエストします。

リソース デフォルトのクォータ

チャネルの最大数 30

Note

チャネルのクォータの引き上げは、必ず
しもエンドポイント数の増加につながり
ません。たとえば、34 個のチャネルが必
要であり、各チャネルで HLS、HLS 暗
号化、DASH のコンテンツに対応する場
合、各チャネルに必要なエンドポイント
は 3 つのみです (出力タイプごとに 1 つ
ずつ)。デフォルトのエンドポイントの
クォータは 10 であるため、チャネルの
クォータの引き上げは必要でも、エンド
ポイントのクォータの引き上げは不要で
す。チャネルあたりのエンドポイントの
クォータである 10 は超えません。

チャネルあたりのエンドポイントの最大数 10

これはチャネルあたりのクォータです。各エ
ンドポイントは、使用する出力パッケージを
表します。1 つのチャネルで HLS、HLS 暗号
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リソース デフォルトのクォータ
化、DASH、DASH 暗号化、Microsoft Smooth、お
よび Microsoft Smooth 暗号化コンテンツに対応す
る場合、このチャネルには 6 つのエンドポイント
が必要です。これはエンドポイントのクォータで
ある 10 以内の数です。同じ設定のチャネルを 10 
個に増やしても、各チャネルのエンドポイント数
は 6 のみであるため、クォータは超えません。

同時に実行される収集ジョブの最大数 10

ライブマニフェストの最長時間 5 分

ライブのハードクォータ
次の表では、AWS Elemental のクォータについて説明します。 MediaPackage 引き上げることができない
ライブコンテンツ用。

リソースまたはオペレーション クォータ

チャネルあたりの取り込みストリーム チャネルあたり20ストリーム

タイムシフト表示の最大コンテンツ有効期間 336 時間 (14 日間)

タイムシフトマニフェストの最長時間 サポートされているすべての出力形式で 24 時間

Live-to-VOD マニフェストの最大長 サポートされているすべての出力形式で 24 時間

チャネルあたりのリクエスト率 入力: 50 リクエスト/秒

エンドポイントあたりのリクエスト率 • メディアセグメントの出力:1秒あたり300件のリ
クエスト

• マニフェストの出力:1 秒あたり 5000 リクエス
ト

Note

エンドポイントごとの発信元リクエスト
レートクォータはあくまでも目安であ
り、適切に設定された CDN を使用する
場合の一般的なトラフィックパターン
に基づいています。リクエストレート
クォータは、ライブイベント、リニア
チャネル、タイムシフト視聴に適用され
ます。CDN の設定が誤っている場合や、
一意の HTTP ヘッダー値や再生 URL に固
有のクエリ文字列値を追加して異常なレ
ベルのオリジンリクエストを生成するプ
レーヤーなど、特定の条件下では、リク
エストレートクォータが低くなることが
あります。

REST API のリクエスト数 • 定常状態: 5 リクエスト/秒
• バースト状態: 50 リクエスト/秒
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リソースまたはオペレーション クォータ

インジェストストリームあたりのトラック数 10

ストリームごとに取り込むことができるトラック
の最大数 (オーディオ、ビデオ、サブタイトルな
ど)。

VOD コンテンツのクォータ
このセクションでは、AWS Elemental のビデオオンデマンド (VOD) コンテンツのクォータについて説明
します。 MediaPackage。ソフトクォータの引き上げリクエストについては、「AWS サービスクォータ」
を参照してください。ハードクォータは変更できません。

VOD のソフトクォータ
次の表では、AWS Elemental のクォータについて説明します。 MediaPackage VODコンテンツ用。クォー
タの変更については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。

一部のお客様のアカウントのクォータは、これらの公開されたクォータ以下である可能性があります。
「リソース制限の超過」というエラーが誤って発生したと思われる場合は、Service Quotas コンソールを
使用してクォータの引き上げをリクエストします。

リソース デフォルトのクォータ

最大パッケージンググループ 10

Note

パッケージンググループのクォータを増
やすことが、アセットやパッケージン
グ設定を増やす必要があることを必ずし
も意味するわけではありません。たとえ
ば、14 個のグループが必要で、各アセッ
トから HLS、HLS 暗号化、および DASH 
コンテンツを配信する場合は、各アセッ
トに 3 つのパッケージ設定のみ (各出力
タイプに 1 つ) が必要です。パッケージ
ンググループあたりの設定数が 10 未満
であるため、パッケージンググループ数
のクォータを増やす必要はありますが、
パッケージング設定のクォータを増やす
必要はありません。

パッケージンググループあたりの最大パッケージ
ング設定

10

これはパッケージンググループあたりのクォータ
です。各パッケージ設定は、使用する出力パッ
ケージを表します。1 つのパッケージンググルー
プに HLS、HLS 暗号化、DASH、DASH 暗号
化、Microsoft Smooth、および Microsoft Smooth 
の暗号化コンテンツの設定がある場合、そのグ
ループには 6 つのパッケージ設定があり、10 の設
定クォータ内にあります。同じ方法で 10 個のパッ
ケージンググループを設定している場合でも、各
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VOD のハードクォータ

リソース デフォルトのクォータ
グループは 6 つの設定しか使用しないため、まだ
クォータを超えていません。

最大アセット/パッケージンググループ 10,000

これはパッケージンググループあたりのクォータ
です。たとえば、10,500 のアセットが複数のパッ
ケージグループにまたがっている場合でも、各グ
ループのアセットが 10,000 以下であれば、クォー
タを超えることはありません。

VOD のハードクォータ
次の表では、AWS Elemental 内のクォータについて説明します。 MediaPackage 引き上げることができな
いVODコンテンツ用。

リソースまたはオペレーション クォータ

アセットあたりの取り込みストリーム 20

アセットあたりのリクエスト率 • メディアセグメントの出力:1 秒あたり 600 リク
エスト

• マニフェストの出力:1 秒あたり 1000 リクエス
ト

Note

アセットごとのオリジネーションリクエ
ストレートクォータはあくまでも目安で
あり、適切に設定された CDN を使用する
場合の一般的なトラフィックパターンに
基づいています。CDN の設定が誤ってい
る場合や、一意の HTTP ヘッダー値や再
生 URL に固有のクエリ文字列値を追加し
て異常なレベルのオリジンリクエストを
生成するプレーヤーなど、特定の条件下
では、リクエストレートクォータが低く
なることがあります。

REST API のリクエスト数 • 定常状態: 5 リクエスト/秒
• バースト状態: 50 リクエスト/秒

インジェストストリームあたりのトラック数 10

ストリームごとに取り込むことができるトラック
の最大数 (オーディオ、ビデオ、サブタイトルな
ど)。
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AWS Elemental MediaPackage 関連
情報

MediaPackage を利用する際に役立つ関連リソースを次の表にまとめました。

リソース 説明

クラスとワークショップ AWSに関するスキルを磨き、実践的経験を積むた
めに役立つ、職務別の特別コースとセルフペース
ラボへのリンクです。

AWS 開発者用ツール AWSアプリケーションの開発と管理のためのデベ
ロッパーツール、SDK、IDE ツールキット、およ
びコマンドラインツールへのリンクです。

AWSホワイトペーパー AWSソリューションアーキテクト、または技術
専門家によって作成された、アーキテクチャ、セ
キュリティ、AWSおよびエコノミクスなどのト
ピックを取り上げる技術ホワイトペーパーの包括
的なリストへのリンクです。

AWS サポートセンター AWS サポートケースを作成および管理するための
ハブ。フォーラム、技術上のよくある質問、サー
ビスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など
の便利なリソースへのリンクも含まれています。

AWS サポート AWSに関する情報のメインウェブページです。ク
ラウド上のアプリケーションの構築および実行を
支援するために one-on-one、迅速な対応を行う
Support チャネルである、サポートに関する情報の
メインウェブページです。

お問い合わせ AWS の請求、アカウント、イベント、不正行為、
他の問題などに関するお問い合わせの受付窓口で
す。

AWS サイト規約 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライ
センス、サイトへのアクセス、およびその他のト
ピックに関する詳細情報です。
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ユーザーガイドのドキュメント履歴
以下の表に、2018 年 5 月以降の AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイドの各リリースにおける重
要な変更点を示します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライ
ブできます。

• API バージョン:  最新

変更 説明 日付

VOD の CMAF から cenc 暗
号化オプションを削除しまし
た (p. 104)

SPEKE バージョン 2.0 を使用す
る VOD ワークフロー用 CMAF 
バージョン Cenc暗号化をテーブ
ルから削除しました。

202日日日日日日日日日日

trickplay_type付加価
値 (p. 120)

trickplay_typenoneすべての
トリックプレイトラックを除外す
るインクルードするように更新さ
れました。

202日日日日日日日日日日

欠落している引用符が追加され
ました (p. 8)

例に欠けている最後の引用符を追
加しました。

202日日日日日日日日日日

SPEKE サポートの明確
化 (p. 104)

SPEKE テーブルを更新して、プ
ロトコルと DRM システムのサ
ポートを明確にしました。

2023 年 2 月 20 日

IAM ガイダンスを更新しまし
た (p. 140)

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 8 日

2 つのフィールドを削除 (p. 54) コンソールからの削除に合わせ
て、2 つのストリーム選択フィー
ルドを削除しました。

2023 年 1 月 5 日

タイプミスを修正しまし
た (p. 99)

「認証」のインスタンスを「承
認」に変更しました。

2022 年 12 月 19 日

I-Frameのみのトリックプレイサ
ポートを更新 (p. 135)

MediaPackage DASH VOD 用ト
リックプレイ再生専用トリックプ
レイ再生をサポートするようにな
りました。

2022 年 11 月 7 日

新しい DASH マニフェスト設
定 (p. 80)

「iFrame のみのストリームのマ
ニフェスト設定を含める」オプ
ションを追加しました。

2022 年 11 月 7 日

trickplay_heightvideo_height更
新されたパラメータとクエリパ
ラメータ (p. 120)

trickplay_heightvideo_heightI
フレームのみと画像ベースのト
リックプレイを使用する場合のパ
ラメータとクエリパラメータが更
新されました。

2022 年 10 月 27 日
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SPEKEバージョン2.0がVODとラ
イブの両方で利用できるように
なりました (p. 103)

MediaPackage VOD CMAF およ
び DASH ワークフローを備えた 
SPEKE バージョン 2.0 をサポー
トするようになりました。

2022 年 10 月 10 日

ダッシュ用の新しい SPEKE オプ
ション (p. 82)

MediaPackage VOD 用の DASH 
SPEKE バージョン 2.0 のサポー
トを開始しました。

2022 年 10 月 10 日

CMAF 用の新しい SPEKE オプ
ション (p. 87)

MediaPackage VOD 用の CMAF 
SPEKE バージョン 2.0 がサポー
トされるようになりました。

2022 年 10 月 10 日

CMAF 暗号化での新しいオプ
ション (p. 67)

MediaPackage 暗号化された 
CMAF エンドポイントへの AES-
CTR 暗号化をサポートするよう
になりました。

2022 年 9 月 2 日

SPEKE バージョン 2.0 プリセッ
トに関する更新情報 (p. 104)

CPIX バージョンを 2.3 に更新し
ました。プロトコルと DRM シス
テムのサポートマトリックスを説
明する SPEKE バージョン 2.0 の
表を更新しました。

2022 年 7 月 19 日

SPEKE バージョン 2.0 プリセッ
トの新規ドキュメント (p. 107)

MediaPackage は、暗号化されて
いないトラックおよび暗号化され
たトラックに対しSPEKE Version 
2.0 プリセット、すべてのオー
ディオおよびビデオトラックに対
し単一の暗号化キー、およびオー
ディオおよびビデオトラックに対
し複数の暗号化キーをサポートし
ます。

2022 年 7 月 19 日

新しい「iFrame のみのストリー
ムを含む」オプション (p. 56)

MediaPackage マニフェスト内の
他のトラックと合わせて追加の
I フレーム専用ストリームを、他
のトラックと合わせて追加の I フ
レーム専用ストリームをマニフェ
ストに含めることができるように
なりました。

2022 年 7 月 19 日

マニフェストの更新日時 (p. 184) MediaPackage 再生応答には、 
MediaPackage マニフェストの最
終更新日を指定するカスタムヘッ
ダーが含まれるようになりまし
た。

2022 年 1 月 3 日

HLS Live の画像ベースのトリッ
クプレイに関する情報を追加す
る (p. 135)

MediaPackage HLS Live の画像
ベースのトリックプレイ再生をサ
ポートするようになりました。

2021 年 11 月 24 日

includeAudio パラメータのサ
ポートを追加しました (p. 8)

MediaPackage
includeAudio.smilマニフェス
トでサポートされるようになりま
した

2021 年 11 月 1 日
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DVB 字幕の新しいオプショ
ン (p. 51)

MediaPackage DVB の字幕を
パッケージ構成出力にパススルー
することが可能になりました。

2021 年 10 月 20 日

DVB 字幕の新しいオプショ
ン (p. 77)

MediaPackage DVB の字幕を 
HLS 出力にパススルーすること
が可能になりました。

2021 年 10 月 20 日

新しいトリックプレイのトピッ
ク (p. 135)

MediaPackage DASH 用トリック
プレイのサポートを開始しまし
た。

2021 年 10 月 15 日

アセット再生のステータ
ス (p. 88)

アセットでの再生準備状態に関す
るステータス情報を表示できるよ
うになりました。これにより、ア
セットを再生する準備ができてい
るかどうか、または処理が失敗し
たかどうかを確認できます。

2021 年 10 月 7 日

MediaPackage ライブワークフ
ローで SPEKE バージョン 2.0 
をサポートするようになりまし
た (p. 103)

ライブ CMAF および DASH ワー
クフローを含む SPEKE バージョ
ン 2.0 に関する情報を追加しまし
た。

2021 年 9 月 7 日

SPEKE バージョン 2.0 との統合
に関する新しいガイガイガイガ
イガイガイガイガイガイガイガ
イ (p. 104)

MediaPackage SPEKE バージョ
ン 2.0 をサポートするようになり
ました。

2021 年 9 月 6 日

新しいメタデータパススルーの
トピック (p. 126)

MediaPackage ID3 および KLV 
メタデータのパススルーがサポー
トされるようになりました。ID3 
または KLV メタデータがチャン
ネルの入力ストリームに存在する
場合、 MediaPackage メタデー
タを自動的に出力ストリームにパ
スします。

2021 年 6 月 30 日

CMAF 暗号化での新しいオプ
ション (p. 87)

MediaPackage CMAF パッケージ
構成のために、定数 IV および複
数のシステム ID が利用できるよ
うになりました。

2021 年 6 月 30 日

コスト配分タグ付けに関するコ
ンテンツを更新しました (p. 189)

コスト配分のタグ付けの可用性を
明確にしました。

2021 年 5 月 27 日

live-to-VOD 用の DASH エンドポ
イントの追加 (p. 94)

MediaPackage live-to-VOD に関
する DASH エンドポイントでの
要件がサポートされるようになり
ました。

2021 年 5 月 14 日
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DASH と CMAF での新しいマニ
フェスト設定 (p. 80)

マニフェストの設定に、[Include 
encoder configuration in 
segments] (セグメントにエン
コーダ構成を含める) オプション
を追加しました。このオプショ
ンを有効にすると、シーケンスパ
ラメータセット (SPS)、ピクチャ
パラメータセット (PPS)、ピク
チャパラメータセット (PPS)、ピ
クチャパラメータセット (PPS)、
およびビデオパラメータセット 
(VPS) が、 MediaPackage 初期
フラグメントではなく各ビデオセ
グメントに配置されます。

2021 年 4 月 28 日

audio_bitrateクエリパラメー
タの追加 (p. 120)

マニフェストのフィル
タークエリ用のパラメータ
で、audio_bitrate が使用で
きるようになりました。

2021 年 3 月 22 日

アクセスロギング (p. 179) MediaPackage VOD のアクセス
ログがサポートされるようになり
ました。

2021 年 2 月 24 日

MediaPackage CloudWatch 
Events 処理動作動作に関する情
報を追加しました (p. 171)

MediaPackage は、 CloudWatch 
ベストエフォートベースでイベン
トを発行します。

2021 年 1 月 7 日

アクセスロギング (p. 179) MediaPackage アクセスのログ記
録が行えるようになりました。
これにより、チャネルに対して行
われたリクエストの詳細が記録で
きます。これは、ライブワークフ
ロー向けの機能です。

2020 年 10 月 21 日

DASH エンドポイントのため
の新しい UTC 計時オプショ
ン (p. 56)

MediaPackage DASH エンドポイ
ントのサポートが開始されまし
た。

2020 年 10 月 20 日

SCTE-35 EXT-x-DATERANGE 
タグのサポート (p. 131)

SCTE-35 広告マーカーのト
ピックに、新たに EXT-X-
DATERANGE セクションを追加
しました。

2020 年 8 月 7 日

ライブマニフェストの最大長
をハードクォータからソフト
クォータに移動しました (p. 195)

ライブマニフェストの最大長はソ
フトクォータとなりました。この
エントリをハードクォータからソ
フトクォータに移動しました。

2020 年 6 月 24 日

VOD の CDN 認証に関する情報
を追加しました (p. 99)

「CDN Authorization in 
AWS Elemental Topics」 
MediaPackage トピックを追加
し、CDN からのリクエストに認
証を追加するための方法を記載し
ました。

2020 年 5 月 29 日

マニフェストフィルターのト
ピックが更新されました (p. 120)

6 つの新しいパラメータを追加
し、文字数の制限を 1024 に更新
しました。

2020 年 5 月 15 日
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VOD タグ制限の解除 (p. 189) MediaPackage VOD のタグ付け
がサポートされるようになりまし
た。

2020 年 4 月 23 日

マニフェストフィルタリングに
関する新しいトピック (p. 120)

新しいマニフェストフィルタリン
グのトピックが追加されました。

2020 年 4 月 8 日

タイムシフトとライブから VOD 
へのマニフェストの最大長を更
新しました (p. 195)

サポートされるすべての出力形式
で、マニフェストの最大長が 24 
時間になりました。

2020 年 3 月 9 日

VOD DASH-ISO マニフェストコ
ンソールの新しい設定 (p. 80)

VOD パッケージ構成用の新し
い DASH-ISO マニフェストコン
ソール設定を追加しました。コ
ンパクト DASH、新しいセグメ
ントテンプレート形式、期間トリ
ガーのオプションが利用可能にな
りました。

2020 年 2 月 25 日

マルチピリオドDASHがライブと
VODの両方で利用できるように
なりました。 (p. 111)

複数期間 DASH の「ライブ専
用」サポートへの参照を削除しま
した。

2020 年 2 月 25 日

コンパクトDASHマニフェストが
VODとライブの両方で利用でき
るようになりました (p. 114)

圧縮 DASH の「ライブ専用」サ
ポートへの参照を削除しました。

2020 年 2 月 25 日

バグの修正 (p. 175) CloudWatch "status": 
"SUCCEEDED"収穫ジョブが正常
に終了したイベントが戻ってきま
す。

2020 年 2 月 10 日

CDN 認証情報を追加しまし
た (p. 99)

「CDN Authorization in 
AWS Elemental Topics」 
MediaPackage トピックを追加
し、CDN からのリクエストに認
証を追加するための方法を記載し
ました。

2019 年 12 月 23 日

VOD 再生イベントに関する情報
を追加しました。 (p. 172)

取り込んだ VOD コンテンツの再
生準備完了通知イベントの例を追
加しました。

2019年11月8日

live-to-VOD CloudWatch Events 
に関する情報を追加しまし
た。 (p. 175)

live-to-VOD コンテンツ収集の収
集ジョブ通知イベントの例を追加
しました。

2019 年 10 月 15 日

.smil マニフェスト情報を追加し
ました (p. 8)

VOD 取り込みでサポートされる
.smil マニフェストの形式につ
いて説明する、「Requirements 
for .smil manifests」トピックを
追加しました。

2019 年 10 月 10 日

live-to-VOD (ビデオオンデマ
ンド) トピックを追加しまし
た。 (p. 1)

ガイド全体で、「Live-to-VOD ア
セットの作成」や「Live-to-VOD 
コンテンツ配信」など、Live-to-
VOD アセットの作成に関するト
ピックを追加および更新しまし
た。

2019 年 10 月 1 日
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タイムシフトマニフェストの長
さ制限を更新しました。 (p. 195)

AWS Elemental で、圧縮マニ
フェスト、HLS、CMAF を使
用する DASH での、最大 18 
MediaPackage 時間のタイムシフ
トマニフェストを生成可能になり
ました。

2019 年 8 月 21 日

サポートされている入力と出力
の情報を追加しました (p. 3)

「Supported and Outputs」ト
ピックを追加し、どの入力タイ
プ、コンテナ、 MediaPackage 
コーデックがサポートするかにつ
いて記述しました。

2019 年 6 月 21 日

設定可能なSCTE-35オプション
が追加されました。 (p. 129)

AWS Elemental MediaPackage 
トピックを追加し、入力コンテ
ンツ内に SCTE-35 マーカーが
ある場合の、 MediaPackage 動
作設定に関する説明を記載し
た、AWS Elemental トピックを
追加しました。

2019 年 6 月 21 日

セキュリティに関する章を追加
しました。 (p. 139)

のセキュリティに関するトピック
を強化、ならびに標準化するため
に、「Security」章を追加しまし
た MediaPackage。

2019 年 6 月 5 日

ビデオオンデマンド (VOD) ト
ピックを追加しました。 (p. 1)

ガイド全体で、VOD コンテン
ツの使用に関するトピックとし
て「VOD コンテンツ処理」、
「VOD でのSimple Storage 
Service MediaPackage へのアク
セスの許可」、「VOD でのコン
テンツ配信」、「VOD コンテン
ツの配信」、「VOD コンテンツ
のメトリクス」、「VOD コンテ
ンツの制限」を追加しました。

2019 年 5 月 17 日

DASH SegmentTemplate マ
ニフェスト形式オプションに
関する詳細情報を追加しまし
た。 (p. 116)

SegmentTimeline を使用する
代わりに SegmentTemplate に
期間情報を含める方法を説明する
ために、「Duration Attribute」ト
ピックを追加しました。

2019 年 5 月 10 日

タイムシフトマニフェストの長
さ制限を更新 (p. 195)

AWS Elemental で 
MediaPackage 、最大 9 時間のタ
イムシフトマニフェストを生成で
きるようになりました。

2019 年 5 月 1 日

ライブマニフェストと VOD マニ
フェストに関する情報を追加し
ました。 (p. 13)

トピック「Live and VOD 
Manifest Reference」を追加し、 
MediaPackage ライブマニフェス
トまたは VOD Manifest Manifest 
Manifest Manifest Reference ト
ピックを追加しました。

2019 年 4 月 16 日
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タグ情報を追加しました (p. 189) トピック「リソースのタグ付
け」を追加し、AWS Elemental 
MediaPackage でチャネルとエン
ドポイントのタグ付けがどのよう
に行われるかについて記述しまし
た。

2019 年 3 月 4 日

DASH SegmentTemplate マニ
フェスト形式オプションに関す
る情報を追加しました。 (p. 116)

DASH SegmentTemplate マニ
フェストのオブジェクト内のメ
ディア URL の変数を変更する方
法について説明する「DASH マ
ニフェストセグメントテンプレー
ト形式」トピックを追加しまし
た。

2019 年 2 月 6 日

DASHマニフェストの治療情報を
追加しました (p. 110)

出力 DASH マニフェストを変更
する方法について説明するため、
「DASH マニフェストオプショ
ン」トピックを追加しました。

2019 年 2 月 6 日

AWS CloudTrail ログ記録に関す
る情報を追加しました。 (p. 177)

AWS CloudTrailトピック
「Logging AWS Elemental 
MediaPackage API Calls Calls 
用」を追加し、AWS Elemental 
MediaPackage API CloudTrail で
アクションをログ記録するために
使用する方法についての説明を記
載しました。

2018 年 12 月 21 日

コンパクト DASH マニフェス
トに関する情報を追加しまし
た (p. 114)

AWS Elemental の DASH 出力マ
ニフェストの圧縮がどのように行
われるかについて記述した、圧縮
された DASH Manifests トピック
を追加しました MediaPackage。

2018 年 12 月 18 日

コンテンツ保存期間の制限が更
新されました (p. 195)

AWS Elemental で、336 時間 (14
日) MediaPackage のコンテンツ
を保持できるようになりました。

2018 年 11 月 13 日

DRM 暗号化にコンテンツキー暗
号化を追加 (p. 106)

コンテンツキーを暗号化するオ
プションが追加されました。
これ以前は、AWS Elemental 
MediaPackage でサポートされる
のはクリアキーの配信のみでし
た。コンテンツキーの暗号化を
使用するには、DRM キープロバ
イダーが暗号化されたコンテン
ツキーをサポートしている必要
があります。この機能をコンテン
ツキーの暗号化を扱えないキープ
ロバイダーに対して有効にした場
合、このオペレーションは失敗し
ます。

2018 年 11 月 8 日
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以前の更新

入力冗長情報を追加しまし
た。 (p. 11)

トピック「How Input 
Redundancy Works」を追加し、
バックアップの目的で、同じ内容
の 2 つのストリームを、バック
アップの目的で、 MediaPackage 
どのように受信するかについて記
述しました。

2018 年 8 月 28 日

Amazon CloudFront コンソー
ルの統合情報を追加しまし
た (p. 190)

AWS Elemental MediaPackage 
コンソールによるディストリ
ビューションの作成方法など 
CloudFront、で各ディストリ
ビューションを操作する方法につ
いてのセクションが追加されまし
た。

2018 年 8 月 3 日

複数期間の DASH に関する情報
を追加しました。 (p. 111)

トピック「Multi-period DASH」 
MediaPackage トピックを追加
し、DASH マニフェストにおけ
る複数の期間の目的と機能につ
いての説明を記載した、AWS 
Elemental トピックを追加しまし
た。

2018 年 7 月 18 日

CDN 情報を追加しまし
た (p. 190)

Amazon などの CDN と AWS 
Elemental との連携に関する説明
を記載した、「 MediaPackage 
Working with CDNs用」トピック
を追加しました CloudFront。

2018 年 5 月 31 日

イベント通知の作成に関する情
報を追加しました (p. 171)

Amazon  CloudWatch Events お
よび Amazon Simple Notification 
Service (Amazon Simple 
Notification Service) を使用し
て、新しいイベントを通知す
る方法についての説明を記載し
た、「Event Notification Creating
Event Notification

2018 年 1 月 22 日

以前の更新
以下の表に、2018 年 5 月より前の AWS Elemental MediaPackage ユーザーガイドの各リリースにおける
重要な変更点を示します。

変更 説明 日付

初回のドキュメント作成 新規ドキュメント。 2017 年 11 月 27 日

リンクの修正とホワイトリスト
の追加

AWS Elemental MediaPackage 
コンソール、および AWS 
Elemental MediaPackage API リ
ファレンスへのリンクを修正し
ました。

「エンドポイントの使用」に、
アクセスコントロールフィール

2017 年 1 月 12 日
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以前の更新

変更 説明 日付
ドのリファレンスを追加しまし
た。

AWS Elemental に固有の IAM 
ポリシー情報を追加しました 
MediaPackage

「セットアップ 
MediaPackage (p. 18)」に、アク
セス権限が制限された管理者以
外のロールの作成手順を追加し
ました。

2017 年 13 月 12 日

ハードリミット情報を追加しま
した

「AWS Elemental のクォータ 
MediaPackage (p. 194)」に、変
更できない制限 (ハード制限) に
関する情報を追加しました。

2017 年 12 月 20 日

IAM ポリシー情報を更新しまし
た

「」にセットアップ 
MediaPackage (p. 18)、AWS 
Elemental MediaPackage に固有
のポリシーに関する情報を追加
しました。

2018 年 1 月 5 日

CMAF エンドポイント情報を追
加しました

新しい出力タイプに関する
「CMAF エンドポイントの作
成 (p. 65)」セクションを追加し
ました。

2018 年 4 月 6 日

機能機能の更新 「AWS Elemental の機能 
MediaPackage (p. 14)」
に、HDR-10 のサポート機能を追
加しました。

2018 年 30 月 4 日

CDN 情報を追加しました トピック「」CDN の使
用 (p. 190) を追加し、AWS 
Elemental と Amazon などの 
CDN MediaPackage CloudFront 
との連携方法についての説明を
記載しました。

2018 年 5 月 31 日

Note

• AWS Media Services は、生命の安全に関わるオペレーション、ナビゲーションや通信のシステ
ム、航空管制、またはサービスの利用不能状態や中断または障害が、死亡事故や人身傷害、財
産もしくは環境に対する損害につながる可能性のある (生命維持装置などの) アプリケーション
との併用や、フェイルセーフ性能を必要とする状況での使用を目的として設計または意図され
ていません。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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