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Amazon Rekognition とは
Amazon Rekognition では、イメージ分析とビデオ分析をアプリケーションに簡単に追加できま
す。Amazon Rekognition API にイメージやビデオを指定するだけで、このサービスによってモモ、人
物、テキスト、シーン、アクティビティを識別できます。不適切なコンテンツも検出できます。Amazon 
Rekognition では、高精度の顔分析、顔比較、顔検索機能も備えています。顔の検出、分析、比較は、ユー
ザー検証、カタログ作成、人数計数、公共安全など、多岐にわたって活用できます。

Amazon Rekognition は、Amazon のコンピュータ視覚科学者が日々何十億ものイメージを分析するため
に開発したものと同じ、実証済みで高度にスケーラブルなディープラーニングテクノロジに基づいていま
す。使用するのに機械学習の専門知識は必要ありません。Amazon Rekognition には、Amazon S3 に保存
されているイメージファイルやビデオファイルを即座に分析できる、シンプルで使いやすい API が含まれ
ています。Amazon Rekognition は絶えず新しいデータを学習させ、新たなラベルおよび顔比較機能を継続
的にサービスに追加しています。詳細については、「」を参照してください。Amazon Rekognition のよく
ある質問。

Amazon Rekognition の一般的ユースケースは以下のとおりです。

• 検索可能な画像およびビデオライブラリ— Amazon Rekognition では、イメージと保存したビデオを検
索できるため、その中に表示されるモノやシーンを検出することができます。

 
• 顔ベースのユーザー検証— Amazon Rekognition では、実際のイメージを参照イメージと比較すること

で、アプリケーションでユーザーのアイデンティティを確認できます。

 
• 個人用保護具の検出

Amazon Rekognition は、顔カバー、ヘッドカバー、ハンドカバーなどの個人用保護具 (PPE) を画像内
の人に検出します。PPE 検出は、安全が最優先事項です。たとえば、建設、製造、ヘルスケア、食品加
工、物流、小売などの産業などです。PPE 検出を使用すると、特定のタイプの PPE を着用しているか
どうかを自動的に検出できます。検出結果を使用して、通知を送信したり、安全上の警告やトレーニン
グプラクティスを改善できる場所を特定したりできます。

 
• センチメントと人口統計分析— Amazon Rekognition では、顔のイメージから嬉しい、悲しい、驚きな

どの感情表現や性別などの統計情報を解釈できます。Amazon Rekognition では、イメージを分析して 
Amazon Redshift に感情や人口統計の属性を送信して、店舗内の場所や同様のシナリオなど、トレンド
に関するレポートを定期的に作成することができます。感情表現の予測は人の顔の物理的な外観のみに
基づいています。人の内面的な感情状態を示すものではありません。Rekognition をそのような判断には
使用しないでください。

 
• 顔検索— Amazon Rekognition では、コンテナ (顔コレクションともいう) に保存されているものと一致

する顔がないか、イメージ、保存済みビデオ、ストリーミングビデオを検索できます。顔コレクション
はお客様が所有および管理する顔のインデックスです。Amazon Rekognition を使用して顔で人を検索す
るには、以下の 2 つの主要ステップが必要です。

1. 顔のインデックスを作成する。
2. 顔を検索する。
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• 安全でないコンテンツの検出— Amazon Rekognition では、イメージ内や保存したビデオ内のアダルト
コンテンツや暴力的なコンテンツを検出できます。開発者は、ビジネスニーズに基づき、返されたメタ
データを使用して不適切なコンテンツをフィルタ処理できます。API では、安全でないコンテンツを含
むイメージにフラグを付けるだけでなく、信頼スコアを示すラベルの階層リストも返します。これらの
ラベルは、安全でないコンテンツのカテゴリ分類を示すため、大量のユーザー生成コンテンツ (UGC) を
細かくフィルタ処理して管理できます。たとえば、ソーシャルサイトやデートサイト、写真共有プラッ
トフォーム、ブログやフォーラム、子供向けのアプリ、e コマースサイト、エンターテインメント、オ
ンライン広告サービスなどのカテゴリがあります。

 
• 有名人の認識— Amazon Rekognition では、指定のイメージ内やビデオ内の有名人を認識できま

す。Amazon Rekognition では、政治、スポーツ、ビジネス、エンターテインメント、メディアなどのさ
まざまな分野にわたる多数の有名人を認識できます。

 
• テキストの検出— Amazon Rekognition イメージ内のテキストコンテンツを認識して抽出できま

す。Text in Image では、高度に図案化されたフォントも含め、大部分のフォントをサポートしていま
す。バナーやポスターなどで一般的に使用されているものなど、さまざまな向きのテキストや数字を検
出できます。イメージ共有アプリケーションやソーシャルメディアアプリケーションでこれを使用する
と、同じキーワードを含むイメージのインデックスに基づいてイメージ検索を行うことができます。メ
ディアおよびエンターテインメントアプリケーションの場合、広告、ニュース、スポーツの得点、字幕
など、画面の関連テキストに基づいてビデオのカタログを作成できます。最後に、公共安全アプリケー
ションでは、監視カメラで撮影されたイメージのナンバープレートに基づいて車両を特定できます。

 
• カスタムラベル— Amazon Rekognition カスタムラベルを使用して、ビジネスニーズに合ったイメージ

内の物体やシーンを識別できます。たとえば、ソーシャルメディアの記事から自社のロゴを検索した
り、店頭で商品を特定したり、アセンブリラインで機械部品を分類したり、健康な植物と病気に感染し
た植物とを区別したり、動画のアニメーションキャラクターを検出したりできます。詳細については、
「」を参照してください。Amazon Rekognition カスタムラベルとはのAmazon Rekognition カスタムラ
ベル開発者ガイド。

Amazon Rekognition を使用する利点のいくつかを以下に示します。

• 強力な画像と動画分析をアプリに統合する— Amazon Rekognition で信頼性の高いイメージおよびビデ
オ分析を行うのにコンピュータビジョンや深層学習の専門知識は不要です。この API を使用すると、イ
メージおよびビデオ分析を、あらゆるウェブデバイス、モバイルデバイス、またはコネクテッドデバイ
スのアプリケーションに簡単かつ短時間で構築できます。

 
• ディープラーニングベースのイメージおよびビデオ分析— Amazon Rekognition では、深層学習テクノ

ロジを使用してイメージを正確に分析し、イメージ内の顔を検出し、イメージ内やビデオ内の物体や
シーンの検出を行います。

 
• スケーラブルなイメージ分析— Amazon Rekognition では、数百万のイメージを分析できるため、大量

の視覚データを管理して整理できます。

 
• 他の AWS のサービスとの統合— Amazon Rekognition は、Amazon S3 やAWS Lambda。Amazon S3 

イベントに応答して、Lambda から Amazon Rekognition API を直接呼び出すことができます。Amazon 
S3 と Lambda はアプリケーションの要求に応じて自動的にスケールするため、スケーラブルかつ信
頼性の高いイメージ分析アプリケーションを手頃な価格で構築できます。たとえば、自宅に到着する
たびに、ドアカメラで訪問者の写真を Amazon S3 にアップロードできます。これにより、Amazon 
Rekognition API オペレーションを使用して来客を識別する Lambda 関数がトリガーされます。データの
ロードや移動は必要なく、Amazon S3 に保存されているイメージで直接分析を実行できます。サポート
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Amazon Rekognition と HIPAA の適格性

対象AWS Identity and Access Management(IAM) では、Amazon Rekognition API オペレーションへのア
クセスの安全な制御が容易になります。IAM を使用して、AWS のユーザーやグループを作成および管理
し、開発者やエンドユーザーに適切なアクセス権限を付与できます。

 
• 低コスト— Amazon Rekognition では、分析したイメージ数およびビデオの数と保存した顔のメタデー

タの量に応じて料金が決まります。最低料金や前払いの義務はありません。無料でお試しください。利
用の増大に伴い、Amazon Rekognition の階層型の料金モデルでさらに節約できます。

Amazon Rekognition と HIPAA の適格性
これは HIPAA 対象サービスです。AWS、1996 年制定の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 
(HIPAA)、および AWS のサービスを使用した保護されるべき医療情報 (PHI) の処理、保存、転送に関する
詳細については、HIPAA 概要を参照してください。

Amazon Rekognition を初めてご使用になるユー
ザー向けの情報

Amazon Rekognition を初めて使用する場合は、以下のセクションを順に読むことをお勧めします。

1. Amazon Rekognition の仕組み (p. 4)— このセクションでは、エンドツーエンドエクスペリエンスを
創出するための Amazon Rekognition のさまざまなコンポーネントを紹介しています。

2. Amazon Rekognition の使用開始 (p. 12)— このセクションでは、アカウントをセットアップして 
Amazon Rekognition API をテストします。

3. イメージの操作 (p. 27)— このセクションでは、Amazon S3 バケットに保存されたイメージおよび
ローカルファイルシステムからロードされたイメージに Amazon Rekognition を使用する方法について
説明します。

4. 保存したビデオの使用 (p. 61)— このセクションでは、Amazon S3 バケットに保存されているビデオ
に Amazon Rekognition を使用する方法について説明します。

5. ストリーミングビデオの操作 (p. 92)— このセクションでは、ストリーミングビデオに Amazon 
Rekognition を使用する方法について説明します。
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分析のタイプ

Amazon Rekognition の仕組み
Amazon Rekognition には 2 つの API セットがあります。イメージ分析には Amazon Rekognition Image を
使用し、ビデオ分析には Amazon Rekognition Video を使用します。

いずれの API も、イメージとビデオを分析して、アプリケーションで使用できるインサイトを提供しま
す。たとえば、Amazon Rekognition Image を使用すると、写真管理アプリケーションの顧客体験を向上
させることができます。ユーザーが写真をアップロードすると、アプリケーションで Amazon Rekognition 
Image を使用して、イメージ内の現実世界の物体や顔を検出できます。Amazon Rekognition Image から
返された情報をアプリケーションに保存した後、ユーザーは、特定のモノや顔が含まれた写真がないか、
自分の写真コレクションにクエリを行うことができます。より詳細にクエリできます。たとえば、笑って
いる顔に対するクエリや特定の年齢の顔に対するクエリを行うことができます。

Amazon Rekognition Video を使用して、保存済みビデオ内の人物の動線を追跡できます。また、Amazon 
Rekognition Video を使用すると、ストリーミングビデオを検索し、既に Amazon Rekognition に保存され
ている顔の特徴と一致する人物を見つけ出すことができます。

ディープラーニングイメージ分析を手軽に使うには、Amazon Rekognition API を使用します。たとえ
ば、RecognizeCelebrities (p. 654) からは、イメージで検出された有名人の情報を 100 人まで取得するこ
とができます。この情報には、イメージの有名人の顔が検出された場所やその有名人に関する詳細情報が
見られる場所に関する情報が含まれます。

次では、Amazon Rekognition が提供する分析のタイプと、Amazon Rekognition Image および Amazon 
Rekognition Video のオペレーションの概要について説明します。また、非ストレージ型オペレーションと
ストレージ型オペレーションの違いについても説明します。

トピック
• 分析のタイプ (p. 4)
• イメージおよびビデオのオペレーション (p. 6)
• 非ストレージおよびストレージ API オペレーション (p. 7)
• モデルのバージョニング (p. 10)

分析のタイプ
以下に示しているのは、Amazon Rekognition Image API と Amazon Rekognition Video API で実行できる
分析のタイプです。API の詳細については、「イメージおよびビデオのオペレーション (p. 6)」を参照
してください。

Labels
あるラベルに貼り付けますとは、物体 (花、樹木、テーブルなど)、イベント (結婚式、卒業式、誕生会
など)、概念 (風景、夜、自然など)、またはアクティビティ (車から降りる、など) のいずれかを指しま
す。Amazon Rekognition では、イメージやビデオ内のラベルを検出できます。イメージ内のアクティビ
ティは検出できません。詳細については、「ラベルの検出 (p. 132)」を参照してください。

イメージ内のラベルの検出には、DetectLabels (p. 569) を使用します。保存済みビデオのラベルを検出
するには、StartLabelDetection (p. 683) を使用します。

カスタムラベル
Amazon Rekognition カスタムラベルでは、機械学習モデルをトレーニングすることで、ビジネスニーズに
固有のイメージ内のオブジェクトやシーンを識別できます。たとえば、モデルをトレーニングして、ロゴ
を検出したり、組立ラインでエンジニアリング機械部品を検出したりできます。
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顔

Note

Amazon Rekognition カスタムラベルの詳細については、「」を参照してください。Amazon 
Rekognition カスタムラベル開発者ガイド。

Amazon Rekognition には、機械学習モデルの作成、トレーニング、評価、実行に使用するコンソールが
用意されています。詳細については、「」を参照してください。Amazon Rekognition カスタムラベルの使
用開始のAmazon Rekognition カスタムラベル開発ガイド。Amazon Rekognition カスタムラベル API を使
用して、モデルをトレーニングおよび実行することもできます。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition カスタムラベル SDK の開始方法のAmazon Rekognition CustomLabels 開発者ガ
イド。

トレーニングされたモデルを使用してイメージを分析するには、DetectCustomLabels を使用します。

顔
Amazon Rekognition では、イメージおよび保存済みビデオ内の顔を検出できます。Amazon Rekognition 
では、イメージ内やビデオ内での顔の検出場所、目の位置などの顔のランドマーク、楽しさと悲しさなど
の感情の検出に関する情報を取得できます。イメージ内の顔と別のイメージ内で検出した顔を比較するこ
ともできます。顔に関する情報を保存して、後で取得することもできます。詳細については、「顔の検出
と分析 (p. 146)」を参照してください。

イメージ内の顔を検出するには、DetectFaces (p. 564) を使用します。保存済みビデオ内の顔を検出する
には、StartFaceDetection (p. 675) を使用します。

顔検索
Amazon Rekognition では顔を検索することができます。顔情報は、コレクションと呼ばれるコンテナ内に
インデックス付けされます。これにより、コレクション内の顔情報を、イメージ、保存済みビデオ、スト
リーミングビデオで検出された顔と照合することができます。詳細については, コレクション内の顔の検
索 (p. 177).

イメージ内の既知の顔を検索するには、DetectFaces (p. 564) を使用します。保存済みビデオ内の既知の
顔を検索するには、StartFaceDetection (p. 675) を使用します。ストリーミングビデオ内の既知の顔を検
索するには、CreateStreamProcessor (p. 525) を使用します。

人物の動線
Amazon Rekognition では、保存済みビデオ内で検出された人物の動線を追跡できます。Amazon 
Rekognition Video では、ビデオで検出された人物のパストラッキング、顔の詳細、フレーム内の位置に関
する情報を提供します。詳細については、「人物の検出 (p. 238)」を参照してください。

保存済みビデオ内の人物を検出するには、StartPersonTracking (p. 687) を使用します。

個人用保護具
Amazon Rekognition では、画像内で検出された人が着用した個人用保護具 (PPE) を検出できま
す。Amazon Rekognition は、フェイスカバー、ハンドカバー、ヘッドカバーを検出します。Amazon 
Rekognition は、PPE のアイテムが適切なボディパーツをカバーしているかどうかを予測します。検出さ
れた人物と PPE アイテムの境界ボックスを取得することもできます。詳細については、「個人用保護具の
検出 (p. 246)」を参照してください。

イメージ内の PPE を検出するには、DetectProtectiveEquipment (p. 578)。

有名人
Amazon Rekognition では、イメージおよび保存済みビデオ内の多数の有名人を認識できます。イメージで
有名人の顔が写っている場所、顔の特徴、表情に関する情報を取得できます。保存済みビデオ全体で表示
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テキストの検出

される有名人の追跡情報を取得できます。表現された感情や性別の表現など、認識した有名人に関する詳
しい情報も取得できます。詳細については、「有名人の認識 (p. 269)」を参照してください。

イメージの有名人を認識するには、RecognizeCelebrities (p. 654) を使用します。保存済みビデオの有名
人を認識するには、StartCelebrityRecognition (p. 667) を使用します。

テキストの検出
Amazon Rekognition の「イメージ内のテキスト」では、イメージ内のテキストを検出し、それをコン
ピュータが読み取り可能なテキストに変換します。詳細については、「テキストの検出 (p. 309)」を参照
してください。

イメージ内のテキストを検出するには、「DetectText (p. 582)」を使用します。

不適切または不快なコンテンツ
Amazon Rekognition では、イメージや保存済みビデオにアダルトコンテンツや暴力的なコンテンツがない
かどうかを分析できます。詳細については、「コンテンツの節度 (p. 292)」を参照してください。

不適切なイメージを検出するには、DetectModerationLabels (p. 574) を使用します。不適切な保存済み
ビデオを検出するには、StartContentModeration (p. 671) を使用します。

イメージおよびビデオのオペレーション
Amazon Rekognition には 2 つの API セットがあります。イメージ分析には Amazon Rekognition Image を
使用し、保存済みビデオおよびストリーミングビデオの分析には Amazon Rekognition Video を使用しま
す。次のトピックで、それぞれの API セットの概要について説明します。

Amazon Rekognition Image と Amazon Rekognition Video API では、顔やモノといったさまざまな要
素を検出することができます。サポートされる比較および検出タイプの詳細については、「分析のタイ
プ (p. 4)」を参照してください。

Amazon Rekognition のオペレーション
Amazon Rekognition のイメージオペレーションは同期した状態で行われます。入力およびレスポンスは 
JSON 形式です。Amazon Rekognition Image オペレーションでは、.jpg 形式または .png 形式の入力イ
メージを分析します。Amazon Rekognition Image オペレーションに渡されたイメージは、Amazon S3 
バケットに保存できます。を使用していない場合は、AWS CLIでは、Base64 暗号化イメージのバイト
を Amazon Rekognition オペレーションに直接渡すこともできます。詳細については、「イメージの操
作 (p. 27)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video オペレーション
Amazon Rekognition Video では、Amazon S3 バケットに保存されているビデオと、Amazon Kinesis ビデ
オストリームを介してストリーミングされているビデオを分析できます。

Amazon Rekognition Video のオペレーションは非同期で行われます。Amazon Rekognition Video スト
レージ型ビデオオペレーションでは、実行する分析タイプに対する開始オペレーションを呼び出すことで
分析を開始します。たとえば、保存済みビデオの顔を検出するには、StartFaceDetection (p. 675) を呼び
出します。完了すると、Amazon Rekognition は完了ステータスを Amazon SNS トピックに発行します。
分析オペレーションの結果を取得するには、要求した分析タイプに対する取得オペレーションを呼び出し
ます。たとえば、GetFaceDetection (p. 600)。詳細については、「保存したビデオの使用 (p. 61)」を
参照してください。

Amazon Rekognition Video のストリーミングビデオのオペレーションでは、Amazon Rekognition Video 
コレクションに保存されている顔を検索することができます。Amazon Rekognition Video は Kinesis 
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ビデオストリームを分析し、検索結果を Kinesis データストリームに出力します。ビデオ分析の管理
は、Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサを作成して使用することで行います。たとえば、ス
トリームプロセッサを作成するには、CreateStreamProcessor (p. 525) を呼び出します。詳細について
は、「ストリーミングビデオの操作 (p. 92)」を参照してください。

非ストレージおよびストレージベースのオペレーショ
ン
Amazon Rekognition オペレーションは次の種類に分類されます。

• 非ストレージ API オペレーション— これらのオペレーションでは、Amazon Rekognition によって情
報は保存されません。入力イメージやビデオを指定すると、分析が実行されてその結果が返されます
が、Amazon Rekognition には何も保存されません。詳細については、「非ストレージ型オペレーショ
ン (p. 7)」を参照してください。

• ストレージベースの API オペレーション— Amazon Rekognition サーバーでは、検出された顔情報をコ
レクションと呼ばれるコンテナに保存できます。Amazon Rekognition には、保存された顔情報から一致
する顔を検索するための追加の API オペレーションが用意されています。詳細については、「ストレー
ジベースの API オペレーション (p. 9)」を参照してください。

AWS SDK または HTTP による Amazon Rekognition 
オペレーションの呼び出し
AWS SDK を使用するか、直接 HTTP を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出すことが
できます。正当な理由がない限り、常に AWS SDK を使用してください。このセクションの Java の例で
は、AWS SDK を使用しています。Java プロジェクトファイルは提供されていませんが、Java を使用す
る AWS アプリケーションは AWS Toolkit for Eclipse で開発できます。

このセクションの .NET 例では AWS SDK for .NET を使用します。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。

-API リファレンス (p. 501)このガイドでは、HTTP を使用した Amazon Rekognition オペレーションの呼
び出しの説明があります。Java に関する参考情報については、「AWS SDK for Java」を参照してくださ
い。

使用できる Amazon Rekognition サービスエンドポイントについては、「」を参照してください。AWS 
リージョンとエンドポイント。

HTTP で Amazon Rekognition を呼び出す場合は、POST HTTP オペレーションを使用します。

非ストレージおよびストレージ API オペレーショ
ン

Amazon Rekognition には 2 つのタイプの API オペレーションがあります。1 つの Amazon Rekognition 
によって情報が保存されない非ストレージ型オペレーションで、もう 1 つ、もう 1 つの Amazon 
Rekognition によって特定の顔情報が保存されるストレージ型オペレーションです。

非ストレージ型オペレーション
Amazon Rekognition に用意されているイメージ用の非ストレージ型 API オペレーションは次のとおりで
す。
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• DetectLabels (p. 569)
• DetectFaces (p. 564)
• CompareFaces (p. 505)
• DetectModerationLabels (p. 574)
• DetectProtectiveEquipment (p. 578)
• RecognizeCelebrities (p. 654)
• DetectText (p. 582)
• GetCelebrityInfo (p. 588)

Amazon Rekognition に用意されているビデオ用の非ストレージ型 API オペレーションは次のとおりで
す。

• StartLabelDetection (p. 683)
• StartFaceDetection (p. 675)
• StartPersonTracking (p. 687)
• StartCelebrityRecognition (p. 667)
• StartContentModeration (p. 671)

これらは「」と呼ばれます。非ストレージ型API オペレーションを呼び出すと、Amazon Rekognition は
入力イメージに関して検出された情報を保持しないためです。他のすべての Amazon Rekognition API オ
ペレーションと同様に、非ストレージ型の API オペレーションでは入力イメージのバイトが保持されませ
ん。

以下のシナリオ例では、非ストレージ型の API オペレーションをアプリケーションに統合できることを示
します。各シナリオでは、イメージのローカルリポジトリがあることを想定しています。

Example 1 ローカルリポジトリ内で、特定のラベルを含むイメージを検索するアプリケーション

まず、Amazon Rekognition を使用してラベルを検出します。DetectLabels次に示すように、リポジト
リ内のイメージごとにオペレーションを実行し、クライアント側のインデックスを構築します。

Label        ImageID

tree          image-1
flower        image-1
mountain      image-1
tulip         image-2
flower        image-2
apple         image-3 
             

次に、このインデックスを検索することで、ローカルリポジトリ内で特定のラベルを含むイメージを見つ
けることができます。たとえば、樹木を含むイメージを表示します。

Amazon Rekognition で検出するラベルごとに、信頼値が関連付けられます。信頼値は、入力イメージに
そのラベルが含まれている確率 (信頼度) を示します。この信頼値を使用して、検出の信頼度に関するアプ
リケーションの要件に応じて、ラベルに対するクライアント側の追加のフィルタリングを実行できます。
たとえば、正確なラベルを必要とする場合は、信頼度の高い (95% 以上) ラベルに絞り込んで選択します。
信頼値がそれほど高くなくてもよい場合は、信頼値が低い (50% 程度) ラベルに絞り込んで選択してくださ
い。

Example 2: 強化した顔イメージを表示するアプリケーション

まず、Amazon Rekognition を使用して、ローカルリポジトリ内のイメージごとに顔を検出できま
す。DetectFacesオペレーションを実行し、クライアント側のインデックスを構築します。検出された顔
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ごとに、境界ボックス、顔の特徴 (口や耳の位置)、顔の属性 (性別など) を含むメタデータが返されます。
次に示すように、このメタデータはクライアント側のローカルインデックスに保存できます。

ImageID     FaceID     FaceMetaData

image-1     face-1     <boundingbox>, etc.
image-1     face-2     <boundingbox>, etc.
image-1     face-3     <boundingbox>, etc.
... 
             

このインデックスでは、プライマリキーは ImageID と FaceID の組み合わせです。

次に、このインデックス内の情報を使用して、アプリケーションでローカルリポジトリのイメージを表示
するときのイメージを強化できます。たとえば、境界ボックスを顔の周囲に配置したり、顔の特徴を強調
したりできます。

 

ストレージベースの API オペレーション
Amazon Rekognition イメージは、IndexFaces (p. 628)オペレーションを使用すると、イメージ内の顔を
検出し、Amazon Rekognition コレクションで検出された顔の特徴に関する情報を保持できます。サービス
によって情報がサーバーに保持されるため、これは ストレージベースの API オペレーションの例です。

Amazon Rekognition Image に用意されているストレージ型 API オペレーションは次のとおりです。

• IndexFaces (p. 628)
• ListFaces (p. 646)
• SearchFacesByImage (p. 662)
• SearchFaces (p. 659)
• DeleteFaces (p. 533)
• DescribeCollection (p. 542)
• DeleteCollection (p. 529)
• ListCollections (p. 636)
• CreateCollection (p. 511)

Amazon Rekognition Video に用意されているストレージ型 API オペレーションは次のとおりです。

• StartFaceSearch (p. 679)
• CreateStreamProcessor (p. 525)

顔の情報を保存するには、まず、アカウントの AWS リージョンのいずれかで顔コレクションを作成する
必要があります。この顔コレクションは、IndexFaces オペレーションを呼び出すときに指定します。
顔コレクションを作成して、すべての顔の特徴情報を保存すると、コレクション内で一致する顔を検索で
きます。たとえば、イメージ内で最も大きい顔を検出し、一致する顔がないかコレクションを検索するに
は、searchFacesByImage. を呼び出します。

によってコレクション内に保存された顔情報IndexFacesは、Amazon Rekognition Video オペレーション
にアクセス可能です。たとえば、StartFaceSearch (p. 679) を呼び出すと、既存コレクション内の顔と一
致する顔の人物がいないか、ビデオを検索できます。

コレクションの作成および管理については、「コレクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してくださ
い。
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Note

サービスでは、実際のイメージのバイトは保持されません。代わりに、基になる検出アルゴリズ
ムで、最初に入力イメージ内の顔を検出して、顔ごとに顔の特徴を特徴ベクトルに抽出し、次に
その特徴ベクトルをデータベースに保存します。Amazon Rekognition では、これらの特徴ベクト
ルを使用して顔の一致を実行します。

Example 1 ビルへのアクセスを認証するアプリケーション

まず、IndexFaces オペレーションを使用して、バッジのスキャンイメージを保存する顔コレクションを
作成します。これにより、顔が抽出され、検索可能なイメージベクトルとして保管されます。次に、従業
員が建物に入る際に従業員の顔のイメージが撮影されて SearchFacesByImage オペレーションに送信さ
れます。十分に高い類似スコア (99% など) で顔が一致すると、この社員を認証できます。

モデルのバージョニング
Amazon Rekognition では、ディープラーニングモデルを使用して顔検出を行い、コレクション内の顔を検
索します。顧客フィードバックに基づいてモデルの精度の改善を継続的に行い、ディープラーニング研究
を進めています。これらの改善点はモデル更新に反映されて提供されます。たとえば、バージョン 1.0 の
モデルの場合は、IndexFaces (p. 628) を使用すると、イメージ内の 15 の大きい顔にインデックスを付
けることができます。これ以降のバージョンのモデルでは、IndexFaces を使用し、イメージ内の 100 の
大きい顔にインデックスを付けることができます。

新しいコレクションを作成すると、最新バージョンのモデルにこのコレクションが関連付けられます。精
度を向上させるには、モデルを定期的に更新してください。

新しいバージョンのモデルがリリースされると、以下の動作が発生します。

• 作成する新しいコレクションが最新モデルに関連付けられます。IndexFaces (p. 628) を使用して新し
いコレクションに追加する顔は、この最新モデルを使用して検出されます。

• 既存のコレクションでは、このコレクションを作成したバージョンのモデルを引き続き使用します。こ
れらのコレクションに保存されている顔ベクトルは、最新バージョンのモデルに自動的に更新されませ
ん。

• 既存のコレクションに追加された新しい顔は、そのコレクションに既に関連付けられているモデルを使
用して検出されます。

各バージョンのモデルは互いに互換性はありません。具体的にいうと、異なるバージョンのモデルを使用
した複数のコレクションのイメージにインデックスを付けた場合は、検出された顔が同じであっても顔の
識別子は異なります。同じモデルに関連付けられた複数のコレクションのイメージにインデックスを付け
た場合、顔の識別子は同じになります。

モデルのアップデートを考慮せずにコレクション管理を行うと、アプリケーションで互換性問題が発生す
る可能性があります。コレクションオペレーション (CreateCollection など) のレスポンスで返される
FaceModelVersion フィールドを使用すると、コレクションで使用しているモデルのバージョンを確認
できます。DescribeCollection (p. 542) を呼び出して、既存のコレクションのモデルバージョンを取得で
きます。詳細については、「コレクションの定義 (p. 191)」を参照してください。

コレクション内の既存の顔ベクトルは、それ以降のバージョンのモデルに更新することはできませ
ん。Amazon Rekognition ではソースイメージのバイトが保存されないため、新しいバージョンのモデルを
使用してイメージにインデックスを自動で付け直することはできません。

既存のコレクションに保存されている顔に対して最新モデルを使用するには、新しいコレクションを
作成し (CreateCollection (p. 511))、この新しいコレクションのイメージにインデックスを付けます 
(Indexfaces)。新しいコレクションの顔の識別子は古いコレクションの顔の識別子とは異なるため、ア
プリケーションによって保存される顔の識別子をすべて更新する必要があります。古いコレクションが不
要になった場合は、DeleteCollection (p. 529) を使用して削除できます。
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DetectFaces (p. 564) などのステートレスオペレーションは、モデルの最新バージョンを使用します。
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Amazon Rekognition の使用開始
このセクションでは、Amazon Rekognition の使用を開始する方法について説明します。Amazon 
Rekognition を初めて使用する場合は、最初に「」で説明している概念と用語に目印することをお勧めしま
す。Amazon Rekognition の仕組み (p. 4)。

Rekognition を使用する前に、AWS アカウントを作成して AWS アカウント ID を取得する必要がありま
す。また、IAM ユーザーを作成し、Amazon Rekognition システムがそのリソースにアクセスするために必
要なアクセス許可を持っているかどうかを判断できるようにします。

アカウントを作成したら、をインストールして構成します。AWS CLIそしてAWSSDK。-AWS CLIコマン
ドラインを使用して Amazon Rekognition やその他のサービスとやり取りできます。AWSSDK を使用する
と、Java や Python などのプログラミング言語を使用して Amazon Rekognition と対話できます。

一度セットアップしたらAWS CLIそしてAWSSDK、両方の使用方法のいくつかの例を見ることができま
す。コンソールを使用して Amazon Rekognition と対話する方法の例をいくつか表示することもできま
す。

トピック
• ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 12)
• ステップ 2: をセットアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)
• ステップ 3: を使用した開始方法AWS CLIそしてAWSSDK API (p. 15)
• ステップ 4: Amazon Rekognition コンソールを使用した開始方法 (p. 16)

ステップ 1: AWS アカウントをセットアップ
し、IAM ユーザーを作成します。

Amazon Rekognition を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。

1. AWS にサインアップする (p. 12)
2. IAM ユーザーを作成する (p. 13)

AWS にサインアップする
Amazon Web Services（AWS）にサインアップすると、AWS アカウントが AWS 内のすべてのサービス
（Amazon Rekognition など）に自動的にサインアップされます。サービスを実際に使用した分の料金のみ
が請求されます。

Amazon Rekognition は、使用したリソース分のみお支払いいただくだけで利用可能です。AWS の新規の
お客様の場合、Amazon Rekognition は無料でお試しいただけます。詳細については、「AWS 無料利用
枠」を参照してください。

すでに AWS アカウントをお持ちの場合は次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順を実行してアカウントを作成してください。

AWS アカウントを作成するには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
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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確認コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント ID は次のタスクでも必要となるので、メモしておいてください。

IAM ユーザーを作成する
Amazon Rekognition などの AWS のサービスでは、サービスにアクセスする際に認証情報を提供する必要
があります。これにより、サービスのリソースにアクセスする権限の有無が判定されます。コンソールを
使用するにはパスワードが必要です。AWS アカウントによる AWS CLI または API へのアクセス用にアク
セスキーを作成できます。ただし、AWS アカウントのルートユーザーの認証情報を使用して AWS にアク
セスすることはお勧めしません。代わりに、以下をお勧めします。

• を使用するAWS Identity and Access Management(IAM) を使用して IAM ユーザーを作成します。
• 管理権限を持つ IAM グループにユーザーを追加します。

その後、特別な URL とその IAM ユーザーの認証情報を使用して AWS にアクセスできます。

AWS にサインアップし、ご自分の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使用し
て作成できます。アカウントに IAM ユーザーを作成するには、次の手順に従います。

IAM ユーザーを作成してコンソールにサインインするには

1. AWS アカウントに管理者権限を持つ IAM ユーザーを作成します。手順については、IAM ユーザーガ
イドの「最初の IAM 管理者のユーザーおよびユーザーグループの作成」を参照してください。

2. IAM ユーザーとして、特別な URL を使用して AWS Management Console にサインインします。詳細
については、「」を参照してください。ユーザーがアカウントにサインインする方法のIAM ユーザー
ガイド。

Note

管理者権限を持つ IAM ユーザーには、への無制限のアクセス権限があります。AWSアカ
ウント内のサービス。Amazon Rekognition オペレーションへのアクセスを制限する方法に
ついては、「」を参照してください。Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリ
シー (p. 477)。このガイドのコード例では、以下のユーザーが存在することを前提としていま
す。AmazonRekognitionFullAccessアクセス許可。AmazonS3ReadOnlyAccess以下の例
で Amazon S3 バケットに保存されているイメージやビデオにアクセスする場合は、が必要で
す。Amazon Rekognition Video 保存したビデオのコード例では、AmazonSQSFullAccessアク
セス許可。セキュリティ要件によっては、以上のアクセス権限に制限した IAM グループを使用す
ることもできます。詳細については、「」を参照してください。IAM グループの作成。

IAM の詳細については、以下を参照してください。

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• 開始方法
• IAM ユーザーガイド

次のステップ
ステップ 2: をセットアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)
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ステップ 2: をセットアップするAWS CLIそしてAWSSDK

ステップ 2: をセットアップするAWS CLIそして
AWSSDK

以下の手順では、以下の例で使用する AWS Command Line Interface (AWS CLI) と AWS SDK をインス
トールする方法を示します。AWS SDK の呼び出しは、さまざまな方法で認証できます。以下の例では、
デフォルトの認証情報プロファイルを使用して AWS CLI コマンドと AWS SDK API オペレーションを呼
び出します。

使用可能なのリストについてはAWSリージョン、を参照してください。のリージョンとエンドポイン
トのAmazon Web Services 全般リファレンス。

AWS SDK をダウンロードして設定するには、以下の手順に従います。

AWS CLI と AWS SDK をセットアップするには

1. 使用する AWS CLI と AWS SDK をダウンロードしてインストールします。このガイドでは、AWS 
CLI、Java、Python、Ruby、Node.js、PHP、.NET、JavaScript の例を示します。AWS SDK のイン
ストールについては、「アマゾン ウェブ サービスのツール」を参照してください。

2. 「IAM ユーザーを作成する (p. 13)」で作成したユーザーのアクセスキーを作成します。

a. 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。

b. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
c. 「IAM ユーザーを作成する (p. 13)」で作成したユーザーの名前を選択します。
d. ［Security credentials］タブを選択します。
e. [アクセスキーの作成] を選択します。次に、[.csv ファイルのダウンロード] を選択して、ご使用

のコンピュータにアクセスキー ID とシークレットアクセスキーをファイルに保存します。この
ファイルは安全な場所に保存してください。このダイアログボックスを閉じた後で、シークレッ
トアクセスキーに再度アクセスすることはできません。CSV ファイルをダウンロードしたら、
[Close] を選択します。

3. をインストールしている場合AWS CLIを使用すると、次のことが可能になります。ほとんどのクレデ
ンシャルとリージョンを構成するAWSSDKaws configureコマンドプロンプトで。それ以外の場合
は、以下の手順をすべて行います。

4. コンピュータでホームディレクトリに移動し .aws ディレクトリを作成します。Linux または macOS 
のような Unix ベースのシステムでは、次の場所になります。

~/.aws

Windows では、次の場所になります。

%HOMEPATH%\.aws

5. .aws ディレクトリで credentials という名前の新しいファイルを作成します。
6. ステップ 2 で作成した認証情報 CSV ファイルを開き、コンテンツを以下の形式を使用して

credentials ファイルにコピーします。

[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key

アクセスキー ID とシークレットアクセスキーをyour_access_key_idそしてsecret_access_key。
7. Credentials ファイルを保存し、CSV ファイルを削除します。
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次のステップ

8. .aws ディレクトリで config という名前の新しいファイルを作成します。
9. config ファイルを開き、リージョンを次の形式で入力します。

[default]
region = your_aws_region

目的の AWS リージョンに置き換えます (例:us-west-2) のためにaws_region。
Note

リージョンを選択しないと、デフォルトで us-east-1 が使用されます。
10. config ファイルを保存します。

次のステップ
ステップ 3: を使用した開始方法AWS CLIそしてAWSSDK API (p. 15)

Rekognition をAWSSDK
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Goコードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Javaコードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScriptコードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NETコードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHPコードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3)コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Rubyコードの例

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。

ステップ 3: を使用した開始方法AWS CLIそして
AWSSDK API

設定後AWS CLIそしてAWS使用する SDK は、Amazon Rekognition を使用するアプリケーションを構築で
きます。以下のトピックでは、Amazon REKognition イメージと Amazon REKognition ビデオの開始方法
について説明します。
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での書式設定AWS CLI例

• イメージの操作 (p. 27)
• 保存したビデオの使用 (p. 61)
• ストリーミングビデオの操作 (p. 92)

での書式設定AWS CLI例
このガイドの AWS CLI の例は、Linux オペレーティングシステム用に書式設定されています。Microsoft 
Windows で例を使用するには、--image パラメータの JSON 形式を変更し、改行をバックスラッシュ 
(\) からキャレット (^) に変える必要があります。JSON 形式の詳細については、「AWS Command Line 
Interface のパラメータ値の指定」を参照してください。以下に示すのは、Microsoft Windows 用に書式設
定された AWS CLI コマンドの例です。

aws rekognition detect-labels ^ 
  --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"photo-collection\",\"Name\":\"photo.jpg\"}}" ^ 
  --region us-west-2

Microsoft Windows と Linux の両方で動作する短縮バージョンの JSON を提供することもできます。

aws rekognition detect-labels --image "S3Object={Bucket=photo-collection,Name=photo.jpg}" 
 --region us-west-2

詳細については、「AWS Command Line Interface を使用した短縮構文の使用」を参照してください。

次のステップ
ステップ 4: Amazon Rekognition コンソールを使用した開始方法 (p. 16)

ステップ 4: Amazon Rekognition コンソールを使用
した開始方法

このセクションでは、物人とシーンの検出、顔の分析、イメージ間での顔の比較など、Amazon 
Rekognition の一部の機能について使用方法を示します。詳細については、「Amazon Rekognition の仕組
み (p. 4)」を参照してください。Amazon Rekognition API またはAWS CLIは、物体とシーンを検出し、顔
を検出し、顔を比較して検索します。詳細については、「ステップ 3: を使用した開始方法AWS CLIそして
AWSSDK API (p. 15)」を参照してください。

このセクションでは、Rekognition コンソールを使用して Rekognition の集計された Amazon CloudWatch 
メトリクスの表示方法についても説明します。

トピック
• 演習1: オブジェクトとシーンを検出する (コンソール) (p. 17)
• 演習2: イメージ内の顔を分析するには (コンソール) (p. 21)
• 演習3: 画像内の顔を比較する (コンソール) (p. 24)
• 演習4: 集計メトリクスを表示 (コンソール) (p. 26)
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演習1: オブジェクトとシーンを検出する (コンソール)

演習1: オブジェクトとシーンを検出する (コンソール)
このセクションでは、物体とシーンを検出する Amazon Rekognition の機能の概要を示します。入力とし
てイメージを指定すると、サービスはイメージ内の物体とシーンを検出して、これらをそれぞれの信頼ス
コア (%) とともに返します。

たとえば、Amazon Rekognition は、次のサンプルイメージから物体とシーンとしてスケートボード、ス
ポーツ、人、自動車、乗り物などを検出します。

Amazon Rekognition は、次のレスポンスの例に示すように、サンプルイメージ内で検出した物体ごとの信
頼スコアも返します。
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演習1: オブジェクトとシーンを検出する (コンソール)

レスポンスで返されるすべての信頼スコアを表示するには、詳細を表示のラベル | 信頼スコアペイン。

API へのリクエストと API からのレスポンスも参照できます。

リクエスト

{ 
   "contentString":{ 
      "Attributes":[ 
         "ALL" 
      ], 
      "Image":{ 
         "S3Object":{ 
            "Bucket":"console-sample-images", 
            "Name":"skateboard.jpg" 
         } 
      } 
   }
}

対処

{ 
   "Labels":[ 
      { 
         "Confidence":99.25359344482422, 
         "Name":"Skateboard" 
      }, 
      { 
         "Confidence":99.25359344482422, 
         "Name":"Sport" 
      }, 
      { 
         "Confidence":99.24723052978516, 
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演習1: オブジェクトとシーンを検出する (コンソール)

         "Name":"People" 
      }, 
      { 
         "Confidence":99.24723052978516, 
         "Name":"Person" 
      }, 
      { 
         "Confidence":99.23908233642578, 
         "Name":"Human" 
      }, 
      { 
         "Confidence":97.42484283447266, 
         "Name":"Parking" 
      }, 
      { 
         "Confidence":97.42484283447266, 
         "Name":"Parking Lot" 
      }, 
      { 
         "Confidence":91.53300476074219, 
         "Name":"Automobile" 
      }, 
      { 
         "Confidence":91.53300476074219, 
         "Name":"Car" 
      }, 
      { 
         "Confidence":91.53300476074219, 
         "Name":"Vehicle" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.85114288330078, 
         "Name":"Intersection" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.85114288330078, 
         "Name":"Road" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.21503448486328, 
         "Name":"Boardwalk" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.21503448486328, 
         "Name":"Path" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.21503448486328, 
         "Name":"Pavement" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.21503448486328, 
         "Name":"Sidewalk" 
      }, 
      { 
         "Confidence":76.21503448486328, 
         "Name":"Walkway" 
      }, 
      { 
         "Confidence":66.71541595458984, 
         "Name":"Building" 
      }, 
      { 
         "Confidence":62.04711151123047, 
         "Name":"Coupe" 
      }, 
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      { 
         "Confidence":62.04711151123047, 
         "Name":"Sports Car" 
      }, 
      { 
         "Confidence":61.98909378051758, 
         "Name":"City" 
      }, 
      { 
         "Confidence":61.98909378051758, 
         "Name":"Downtown" 
      }, 
      { 
         "Confidence":61.98909378051758, 
         "Name":"Urban" 
      }, 
      { 
         "Confidence":60.978023529052734, 
         "Name":"Neighborhood" 
      }, 
      { 
         "Confidence":60.978023529052734, 
         "Name":"Town" 
      }, 
      { 
         "Confidence":59.22066116333008, 
         "Name":"Sedan" 
      }, 
      { 
         "Confidence":56.48063278198242, 
         "Name":"Street" 
      }, 
      { 
         "Confidence":54.235477447509766, 
         "Name":"Housing" 
      }, 
      { 
         "Confidence":53.85226058959961, 
         "Name":"Metropolis" 
      }, 
      { 
         "Confidence":52.001792907714844, 
         "Name":"Office Building" 
      }, 
      { 
         "Confidence":51.325313568115234, 
         "Name":"Suv" 
      }, 
      { 
         "Confidence":51.26075744628906, 
         "Name":"Apartment Building" 
      }, 
      { 
         "Confidence":51.26075744628906, 
         "Name":"High Rise" 
      }, 
      { 
         "Confidence":50.68067932128906, 
         "Name":"Pedestrian" 
      }, 
      { 
         "Confidence":50.59548568725586, 
         "Name":"Freeway" 
      }, 
      { 
         "Confidence":50.568580627441406, 
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         "Name":"Bumper" 
      } 
   ]
}

詳細については、「Amazon Rekognition の仕組み (p. 4)」を参照してください。

指定したイメージ内の物体とシーンを検出します。
Amazon Rekognition コンソールで、入力として自分でイメージをアップロードするか、イメージへの 
URL を指定することができます。Amazon Rekognition は、指定したイメージ内で検出した物体、シー
ン、および物体とシーンごとの信頼スコアを返します。

Note

イメージサイズは 5 MB 未満の JPEG または PNG 形式にする必要があります。

指定したイメージ内の物体とシーンを検出するには

1. で Amazon Rekognition コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/rekognition/。
2. 選択ラベル検出。
3. 以下の いずれかを 実行します。

• イメージをアップロードする – [Upload] を選択し、イメージの保存先に移動してイメージを選択し
ます。

• URL を使用する – テキストボックスに URL を入力して、[Go] を選択します。
4. [Labels | Confidence] ペインで、検出されたラベルごとの信頼スコアを確認します。

画像解析オプションの詳細については、「」を参照してください。the section called “イメージの操
作” (p. 27)。

提供したビデオ内のオブジェクトや人を検出する
Amazon Rekognition コンソールに入力として提供した動画をアップロードできます。Amazon 
Rekognition は、動画内で検出された人、オブジェクト、およびラベルを返します。

Note

デモビデオの長さは 1 分以上、または 30 MB を超えないようにする必要があります。MP4 ファ
イル形式で、H.264 コーデックを使用してエンコードする必要があります。

指定したビデオ内の物体と人物を検出するには

1. で Amazon Rekognition コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/rekognition/。
2. 選択ビデオ分析。
3. []サンプルを選択するか、独自のサンプルをアップロードするで、独自のビデオ。
4. 動画をドラッグアンドドロップするか、動画を保存した場所から動画を選択します。

ビデオ分析オプションの詳細については、「」を参照してください。the section called “保存したビデオの
使用” (p. 61)またはthe section called “ストリーミングビデオの操作” (p. 92)。

演習2: イメージ内の顔を分析するには (コンソール)
このセクションでは、Amazon Rekognition コンソールを使用してイメージ内の顔を検出し、顔の属性を
分析する方法を示します。顔を含むイメージを入力として指定すると、イメージ内の顔が検出されて顔属
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演習2: 顔の解析 (コンソール)

性が分析され、イメージ内で検出された顔と顔属性の信頼スコア (%) が返されます。詳細については、
「Amazon Rekognition の仕組み (p. 4)」を参照してください。

たとえば、次のサンプルイメージを入力として選択すると、Amazon Rekognition によって顔として検出さ
れ、検出された顔と顔属性の信頼スコアが返されます。

このレスポンス例は以下のとおりです。
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入力イメージ内に複数の顔がある場合、Rekognition はイメージ内の最大 100 までの顔を検出します。検
出された顔ごとに正方形で囲まれます。顔上の正方形内をクリックすると、Rekognition にその顔の信頼ス
コアと検出された属性が顔 | 信頼スコアペイン。

指定したイメージ内の顔を分析します。
Amazon Rekognition コンソールで、自分でイメージをアップロードするか、イメージへの URL を指定す
ることができます。

Note

イメージサイズは 5 MB 未満の JPEG または PNG 形式にする必要があります。

指定したイメージ内の顔を分析するには

1. で Amazon Rekognition コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/rekognition/。
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演習3: 顔の比較 (コンソール)

2. [Facial analysis] を選択します。
3. 以下の いずれかを 実行します。

• イメージをアップロードする – [Upload] を選択し、イメージの保存先に移動してイメージを選択し
ます。

• URL を使用する – テキストボックスに URL を入力して、[Go] を選択します。
4. 検出された顔のいずれかの信頼スコアと顔の属性を [Faces | Confidence] ペインで確認します。
5. イメージ内に複数の顔がある場合は、別の顔を選択してその属性とスコアを確認します。

演習3: 画像内の顔を比較する (コンソール)
このセクションでは、Amazon Rekognition コンソールを使用して複数のイメージ間で特定の顔を他の
顔と比較する方法を示します。を指定した場合参照面(出典) と比較フェース[] (ターゲット) 画像の場
合、Rekognition はソース画像内で最大サイズの顔 (参照顔) とターゲット画像内で検出された最大 100 個
までの顔 (比較顔) を比較し、ソースの顔とターゲット画像の顔の類似度を見つけます。比較ごとの類似度
スコアは [Results] ペインに表示されます。

ターゲットイメージ内に複数の顔がある場合は、ソースイメージ内の顔とターゲットイメージ内で検出さ
れた最大 100 までの顔が比較され、比較ごとに類似度スコアが割り当てられます。

ソースイメージ内に複数の顔がある場合は、ソースイメージ内の最大サイズの顔が検出され、この顔と
ターゲットイメージ内で検出された各顔が比較されます。

詳細については、「画像内の顔の比較 (p. 159)」を参照してください。

たとえば、左側のイメージをソースイメージとし、右側のイメージをターゲットイメージとした場
合、Rekognition はソースイメージ内の顔を検出して、ターゲットイメージ内の各顔と比較し、ペアごとに
類似度スコアを表示します。

ターゲットイメージで検出された顔と顔ごとの類似度スコは以下のとおりです。
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指定したイメージ内の顔を比較します。
Rekognition でソースイメージとターゲットイメージの顔を比較するには、自分でイメージをアップロード
するか、イメージがある場所への URL を指定することができます。

Note

イメージサイズは 5 MB 未満の JPEG または PNG 形式にする必要があります。

イメージ内の顔を比較するには

1. で Amazon Rekognition コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/rekognition/。
2. [Face comparison] を選択します。
3. ソースイメージについて、次のいずれかを行います。

• イメージをアップロードする – 左側の [Upload] を選択し、ソースイメージの保存先に移動してイ
メージを選択します。

• URL を使用する – テキストボックスにソースイメージの URL を入力して、[Go] を選択します。
4. ターゲットイメージについて、次のいずれかを行います。
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• イメージをアップロードする – 右側の [Upload] を選択し、ソースイメージの保存先に移動してイ
メージを選択します。

• URL を使用する – テキストボックスにソースイメージの URL を入力して、[Go] を選択します。
5. Rekognition は、ソースイメージ内の最大の顔とターゲットイメージ内の最大 100 個までの顔を比較

し、各ペアの類似度スコアを戻り値ペイン。

演習4: 集計メトリクスを表示 (コンソール)
Amazon Rekognition メトリクスペインには、指定した期間にわたる個別のRekognition メトリクスの集計
がアクティビティグラフとして表示されます。たとえば、SuccessfulRequestCount集計メトリクスに
は、過去 7 日間にわたるすべての Rekognition API オペレーションへの成功したリクエストの総数が表示
されます。

次の表は、Rekognition メトリクスペインに表示されるグラフおよび対応する Rekognition メトリクスの一
覧です。詳細については、「Rekognition の CloudWatch メトリクス (p. 493)」を参照してください。

グラフ 集計メトリクス

成功した呼び出し SuccessfulRequestCount

クライアントエラー UserErrorCount

サーバーエラー ServerErrorCount

スロットル済み ThrottledCount

検出したラベル DetectedLabelCount

検出した顔 DetectedFaceCount

各グラフには、指定した期間にわたって収集された集計メトリクスデータが表示されます。同期間の集計
メトリクスデータの総数も表示されます。個別の API コールのメトリクスを表示するには、各グラフの下
にあるリンクを選択します。

Rekognition メトリクスペインへのアクセスをユーザーに許可するには、ユーザーが適切
な CloudWatch と Rekognition のアクセス権限を持っていることを確認します。たとえ
ば、AmazonRekognitionReadOnlyAccess および CloudWatchReadOnlyAccess 管理ポリシーへの
アクセス権限を持つユーザーは、メトリクスペインを表示できます。必要なアクセス権限を持っていな
いユーザーがメトリクスペインを開いても、何のグラフも表示されません。詳細については、「Amazon 
Rekognition 用の Identity and Access Management (p. 472)」を参照してください。

CloudWatch によるRekognition のモニタリングの詳細については、「」を参照してください。Rekognition 
モニタリング (p. 490)。

集計メトリクスを表示するには (コンソール)

1. で Amazon Rekognition コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/rekognition/。
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. ドロップダウンで、メトリクスを確認する期間を選択します。
4. グラフを更新するには、[Refresh] ボタンを選択します。
5. 特定の集計メトリクスの詳細な CloudWatch メトリクスを表示するには、CloudWatch の詳細を表

示メトリックグラフの下にあります。
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画像や動画の操作
Amazon Rekognition API オペレーションは、イメージ、保存済みビデオ、ストリーミングビデオに使用で
きます。このセクションでは、Amazon Rekognition にアクセスするコードの記述に関する一般情報を示し
ます。このガイドの他のセクションでは、顔認識など、特定の種類の画像およびビデオ分析に関する情報
を示します。

トピック
• イメージの操作 (p. 27)
• 保存したビデオの使用 (p. 61)
• ストリーミングビデオの操作 (p. 92)
• エラー処理 (p. 119)
• Amazon Rekognition を FedRAMP 認定サービスとして使用する (p. 124)

イメージの操作
このセクションでは、Amazon REKognition Image がイメージで実行できる分析のタイプを示します。

• オブジェクトとシーンの検出 (p. 132)
• 顔の検出と比較 (p. 146)
• コレクション内の顔の検索 (p. 177)
• 有名人の認識 (p. 269)
• イメージモデレーション (p. 292)
• イメージ検出内のテキスト (p. 309)

これらは非ストレージ型の API オペレーションにより実行され、オペレーションで検出された情報は 
Amazon REKognition Image によって保持されません。非ストレージ API オペレーションでは入力イメー
ジのバイトは保持されません。詳細については、「非ストレージおよびストレージ API オペレーショ
ン (p. 7)」を参照してください。

Amazon REKognition Image では、コレクションに顔のメタデータを保存して後で取得することもできま
す。詳細については、「コレクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してください。

このセクションでは、Amazon REKognition Image API オペレーションを使用して、Amazon S3 バケット
に保存されたイメージと、ローカルファイルシステムからロードされたイメージのバイトを分析します。
このセクションでは、.jpg イメージからイメージの向きの情報を取得する方法についても説明します。

トピック
• イメージの仕様 (p. 28)
• Amazon S3 バケットに保存されているイメージの分析 (p. 29)
• ローカルファイルシステムからロードされたイメージの分析 (p. 38)
• 境界ボックスの表示 (p. 48)
• イメージの向きとバウンディングボックスの座標を取得する (p. 55)
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イメージの仕様
Amazon Rekognition イメージのオペレーションでは、.jpg 形式や .png 形式のイメージを分析できます。

イメージのバイトを呼び出しの一部として Amazon REKognition Image オペレーションに渡すか、
既存の Amazon S3 オブジェクトを参照します。Amazon S3 バケットに保存されているイメージの
分析例については、「」を参照してください。Amazon S3 バケットに保存されているイメージの分
析 (p. 29)。Amazon REKognition Image API オペレーションにイメージのバイトを渡す例については、
「」を参照してください。ローカルファイルシステムからロードされたイメージの分析 (p. 38)。

HTTP を使用して Amazon REKognition Image オペレーションの一部として渡す場合のイメージのバイト
は、Base64 でエンコードされた文字列であることが必要です。AWS SDK を使用して API オペレーショ
ンの呼び出しの一部としてイメージのバイトを渡す場合、イメージのバイトを Base64 でエンコードする
必要があるかどうかは使用言語によって異なります。

以下の共通点AWSSDK では、イメージを自動的に base64 でエンコードします。Amazon REKognition 
Image API オペレーションを呼び出す前にイメージのバイトをエンコードする必要はありません。

• Java
• JavaScript
• Python (パイソン)
• PHP

別の AWS SDK を使用しているときに REKognition API オペレーションの呼び出しに伴うイメージ形式エ
ラーが発生した場合は、イメージのバイトを base64 でエンコードしてから Rekognition API オペレーショ
ンに渡してみてください。

♪AWS CLIAmazon REKognition Image オペレーションを呼び出す場合、呼び出しの一部としてイメージ
のバイトを渡すことはサポートされていません。最初に Amazon S3 バケットにイメージをアップロード
し、次にアップロードしたイメージを参照するオペレーションを呼び出します。

Note

イメージのバイトの代わりに S3Object に保存されたイメージを渡す場合は、イメージを 
base64 でエンコードする必要はありません。

Amazon REKognition Image オペレーションのレイテンシーをできるだけ低くする方法の詳細について
は、「」を参照してください。Amazon Rekognition イメージオペレーションのレイテンシ (p. 128)。

イメージの向きを修正する
いくつかの REKognition API オペレーションでは、分析されたイメージの向きが返されます。イメージの
向きを知ることは、表示用にイメージの向きを変えるために重要です。顔を分析する REKognition API オ
ペレーションでは、イメージ内の顔の位置の境界ボックスも返されます。境界ボックスを使用して、顔
またはイメージの周囲にボックスを表示できます。返される境界ボックスの座標は、イメージの向きに
よって影響を受けます。顔の周囲に正しくボックスを表示するには、境界ボックスの座標の変換が必要
になる場合があります。詳細については、「イメージの向きとバウンディングボックスの座標を取得す
る (p. 55)」を参照してください。

画像のサイズ変更
分析中、Amazon Rekognition は、特定のモデルまたはアルゴリズムに最も適した定義済みの範囲のセット
を使用して、内部的に画像のサイズを変更します。このため、Amazon Rekognition は、入力イメージの解
像度に応じて、異なる数のオブジェクトを検出したり、異なる結果を提供したりすることがあります。た
とえば、2 つのイメージがあるとします。最初の画像の解像度は 1024 x 768 ピクセルです。2 番目の画像 
(最初のイメージのサイズを変更したバージョン) の解像度は 640 x 480 ピクセルです。画像をthe section 
called “DetectLabels” (p. 569)とすると、2つの呼び出しからの応答はDetectLabels若干異なる可能性
があります。
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Amazon S3 バケットに保存されているイメージの分
析
Amazon REKognition Image は、Amazon S3 バケットに保存されたイメージ、またはイメージのバイトと
して提供されたイメージを分析できます。

このトピックでは、DetectLabels (p. 569)API オペレーションでは、Amazon S3 バケットに保存された
イメージ (JPEG または PNG) 内のオブジェクト、概念、シーンを検出します。を使用して、イメージを 
Amazon Rekognition イメージ API オペレーションに渡すにはthe section called “Image” (p. 767)入力パ
ラメータ。Image 内で S3Object (p. 796) オブジェクトプロパティを指定し、S3 バケットに保存された
イメージを参照します。Amazon S3 バケットに保存されたイメージのバイトは base64 でエンコードする
必要はありません。詳細については、「イメージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

リクエストの例
この例では、の JSON リクエストではDetectLabels、ソース画像 (input.jpg) という名前の Amazon 
S3 バケットからロードされます。MyBucket。S3 オブジェクトが含まれている S3 バケットのリージョン
と Amazon REKognition Image オペレーションで使用するリージョンが一致している必要があります。

{ 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "MyBucket", 
            "Name": "input.jpg" 
        } 
    }, 
    "MaxLabels": 10, 
    "MinConfidence": 75
}

以下の例では、さまざまな AWS SDK と AWS CLI を使用して DetectLabels を呼び出しま
す。DetectLabels オペレーションからのレスポンスの詳細については、「DetectLabels レスポ
ン (p. 140)」を参照してください。

イメージ内のラベルを検出するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 1 つ以上のオブジェクト (樹木、家、ボートなど) が含まれているイメージを S3 バケットにアップ
ロードします。イメージは、.jpg 形式または .png 形式にする必要があります。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、DetectLabels オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
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//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package com.amazonaws.samples;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;  
import java.util.List;  
  
public class DetectLabels {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
      String photo = "input.jpg";  
      String bucket = "bucket";  
  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
      DetectLabelsRequest request = new DetectLabelsRequest()  
           .withImage(new Image()  
           .withS3Object(new S3Object()  
           .withName(photo).withBucket(bucket)))  
           .withMaxLabels(10)  
           .withMinConfidence(75F);  
  
      try {  
         DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request);  
         List <Label> labels = result.getLabels();  
  
         System.out.println("Detected labels for " + photo);  
         for (Label label: labels) {  
            System.out.println(label.getName() + ": " + 
 label.getConfidence().toString());  
         }  
      } catch(AmazonRekognitionException e) {  
         e.printStackTrace();  
      }  
   }  
}

AWS CLI

この例では、CLI の detect-labels オペレーションの JSON 出力を表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

aws rekognition detect-labels \
--image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"file"}}' 

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void getLabelsfromImage(RekognitionClient rekClient, String 
 bucket, String image) { 
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        try { 
        S3Object s3Object = S3Object.builder() 
                .bucket(bucket) 
                .name(image) 
                .build() ; 

        Image myImage = Image.builder() 
                .s3Object(s3Object) 
                .build(); 

        DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder() 
                .image(myImage) 
                .maxLabels(10) 
                .build(); 

        DetectLabelsResponse labelsResponse = 
 rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest); 
        List<Label> labels = labelsResponse.labels(); 

        System.out.println("Detected labels for the given photo"); 
        for (Label label: labels) { 
            System.out.println(label.name() + ": " + 
 label.confidence().toString()); 
        } 

    } catch (RekognitionException e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
  }

Python

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルを表示します。の値を置換するbucketそし
てphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def detect_labels(photo, bucket):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    response = client.detect_labels(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}},  
        MaxLabels=10)  
  
    print('Detected labels for ' + photo)   
    print()     
    for label in response['Labels']:  
        print ("Label: " + label['Name'])  
        print ("Confidence: " + str(label['Confidence']))  
        print ("Instances:")  
        for instance in label['Instances']:  
            print ("  Bounding box")  
            print ("    Top: " + str(instance['BoundingBox']['Top']))  
            print ("    Left: " + str(instance['BoundingBox']['Left']))  
            print ("    Width: " +  str(instance['BoundingBox']['Width']))  
            print ("    Height: " +  str(instance['BoundingBox']['Height']))  
            print ("  Confidence: " + str(instance['Confidence']))  
            print()  
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        print ("Parents:")  
        for parent in label['Parents']:  
            print ("   " + parent['Name'])  
        print ("----------")  
        print ()  
    return len(response['Labels'])  
  
  
def main():  
    photo=''  
    bucket=''  
    label_count=detect_labels(photo, bucket)  
    print("Labels detected: " + str(label_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()  
  

Node.Js

次の使用例は、イメージ内で検出されたラベルに関する情報を表示します。

photo の値は、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージファイルのパスとファイル名に変
更します。の値を変更します。bucketは、提供されたイメージファイルが保存される S3 バケッ
トの名前に変更します。の値を変更します。REGIONアカウントに関連付けられているリージョン
の名前を入力します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js  
import { DetectLabelsCommand } from  "@aws-sdk/client-rekognition";  
import  { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"  
// Create SNS service object.  
const rekogClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
  
const bucket = 'bucket-name'  
const photo = 'photo-name'  
  
// Set params  
const params = {  
    Image: {  
      S3Object: {  
        Bucket: bucket,  
        Name: photo  
      },  
    },  
  }  
  
const detect_labels = async () => {  
    try {  
        const response = await rekogClient.send(new DetectLabelsCommand(params));  
        console.log(response.Labels)  
        response.Labels.forEach(label =>{  
            console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`)  
            console.log(`Name: ${label.Name}`)  
            console.log('Instances:')  
            label.Instances.forEach(instance => {  
                console.log(instance)  
            })  
            console.log('Parents:')  
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            label.Parents.forEach(name => {  
                console.log(name)  
            })  
            console.log("-------")  
        })  
        return response; // For unit tests.  
      } catch (err) {  
        console.log("Error", err);  
      }  
};  
  
detect_labels();

.NET

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectLabels
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "input.jpg"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DetectLabelsRequest detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest() 
        { 
            Image = new Image() 
            { 
                S3Object = new S3Object() 
                { 
                    Name = photo, 
                    Bucket = bucket 
                }, 
            }, 
            MaxLabels = 10, 
            MinConfidence = 75F 
        }; 

        try 
        { 
            DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = 
 rekognitionClient.DetectLabels(detectlabelsRequest); 
            Console.WriteLine("Detected labels for " + photo); 
            foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels) 
                Console.WriteLine("{0}: {1}", label.Name, label.Confidence); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    }
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}

Ruby

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

#Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

   # Add to your Gemfile 
   # gem 'aws-sdk-rekognition' 
   require 'aws-sdk-rekognition' 
   credentials = Aws::Credentials.new( 
      ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
      ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'] 
   ) 
   bucket = 'bucket' # the bucket name without s3:// 
   photo  = 'photo' # the name of file 
   client   = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials 
   attrs = { 
     image: { 
       s3_object: { 
         bucket: bucket, 
         name: photo 
       }, 
     }, 
     max_labels: 10 
   } 
  response = client.detect_labels attrs 
  puts "Detected labels for: #{photo}" 
  response.labels.each do |label| 
    puts "Label:      #{label.name}" 
    puts "Confidence: #{label.confidence}" 
    puts "Instances:" 
    label['instances'].each do |instance| 
      box = instance['bounding_box'] 
      puts "  Bounding box:" 
      puts "    Top:        #{box.top}" 
      puts "    Left:       #{box.left}" 
      puts "    Width:      #{box.width}" 
      puts "    Height:     #{box.height}" 
      puts "  Confidence: #{instance.confidence}" 
    end 
    puts "Parents:" 
    label.parents.each do |parent| 
      puts "  #{parent.name}" 
    end 
    puts "------------" 
    puts "" 
  end

レスポンスの例
DetectLabels からのレスポンスは、イメージ内で検出されたラベルとラベルの検出に使用された信頼度
の配列です。

を実行するときDetectLabelsイメージのオペレーションでは、次の応答例のような出力を返します。
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このレスポンスは、オペレーションが Person、Vehicle、Car を含む複数のラベルを検出したことを示し
ています。各ラベルに信頼度が関連付けられています。たとえば、イメージに人物が含まれている確率と
して、検出アルゴリズムの信頼度は 98.991432% です。

レスポンスには Parents 配列内のラベルの先祖ラベルも含まれます。たとえば、ラベル Automobile に
は、Vehicle と Transportation という名前の 2 つの親ラベルがあります。

共通オブジェクトラベルに対するレスポンスは、入力画像上のラベルの位置に対する境界ボックス情報を
含みます。たとえば、Person ラベルには、2 つの境界ボックスを含むインスタンス配列があります。これ
らは、画像内で検出された 2 人の人物の位置です。

フィールド LabelModelVersion には DetectLabels で使用される検出モデルのバージョン番号が含ま
れます。

の使用方法の詳細については、DetectLabelsオペレーション、「」を参照してくださいラベルの検
出 (p. 132)。

{ 
             
    { 
    "Labels": [ 
        { 
            "Name": "Vehicle", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [ 
                { 
                    "Name": "Transportation" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Transportation", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [] 
        }, 
        { 
            "Name": "Automobile", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [ 
                { 
                    "Name": "Vehicle" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Transportation" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Car", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [ 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.10616336017847061, 
                        "Height": 0.18528179824352264, 
                        "Left": 0.0037978808395564556, 
                        "Top": 0.5039216876029968 
                    }, 
                    "Confidence": 99.15271759033203 
                }, 
                { 
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                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.2429988533258438, 
                        "Height": 0.21577216684818268, 
                        "Left": 0.7309805154800415, 
                        "Top": 0.5251884460449219 
                    }, 
                    "Confidence": 99.1286392211914 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.14233611524105072, 
                        "Height": 0.15528248250484467, 
                        "Left": 0.6494812965393066, 
                        "Top": 0.5333095788955688 
                    }, 
                    "Confidence": 98.48368072509766 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.11086395382881165, 
                        "Height": 0.10271988064050674, 
                        "Left": 0.10355594009160995, 
                        "Top": 0.5354844927787781 
                    }, 
                    "Confidence": 96.45606231689453 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.06254628300666809, 
                        "Height": 0.053911514580249786, 
                        "Left": 0.46083059906959534, 
                        "Top": 0.5573825240135193 
                    }, 
                    "Confidence": 93.65448760986328 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.10105438530445099, 
                        "Height": 0.12226245552301407, 
                        "Left": 0.5743985772132874, 
                        "Top": 0.534368634223938 
                    }, 
                    "Confidence": 93.06217193603516 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.056389667093753815, 
                        "Height": 0.17163699865341187, 
                        "Left": 0.9427769780158997, 
                        "Top": 0.5235804319381714 
                    }, 
                    "Confidence": 92.6864013671875 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.06003860384225845, 
                        "Height": 0.06737709045410156, 
                        "Left": 0.22409997880458832, 
                        "Top": 0.5441341400146484 
                    }, 
                    "Confidence": 90.4227066040039 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.02848697081208229, 
                        "Height": 0.19150497019290924, 
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                        "Left": 0.0, 
                        "Top": 0.5107086896896362 
                    }, 
                    "Confidence": 86.65286254882812 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.04067881405353546, 
                        "Height": 0.03428703173995018, 
                        "Left": 0.316415935754776, 
                        "Top": 0.5566273927688599 
                    }, 
                    "Confidence": 85.36471557617188 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.043411049991846085, 
                        "Height": 0.0893595889210701, 
                        "Left": 0.18293385207653046, 
                        "Top": 0.5394920110702515 
                    }, 
                    "Confidence": 82.21705627441406 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.031183116137981415, 
                        "Height": 0.03989990055561066, 
                        "Left": 0.2853088080883026, 
                        "Top": 0.5579366683959961 
                    }, 
                    "Confidence": 81.0157470703125 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.031113790348172188, 
                        "Height": 0.056484755128622055, 
                        "Left": 0.2580395042896271, 
                        "Top": 0.5504819750785828 
                    }, 
                    "Confidence": 56.13441467285156 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.08586374670267105, 
                        "Height": 0.08550430089235306, 
                        "Left": 0.5128012895584106, 
                        "Top": 0.5438792705535889 
                    }, 
                    "Confidence": 52.37760925292969 
                } 
            ], 
            "Parents": [ 
                { 
                    "Name": "Vehicle" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Transportation" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Human", 
            "Confidence": 98.9914321899414, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [] 
        }, 
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        { 
            "Name": "Person", 
            "Confidence": 98.9914321899414, 
            "Instances": [ 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.19360728561878204, 
                        "Height": 0.2742200493812561, 
                        "Left": 0.43734854459762573, 
                        "Top": 0.35072067379951477 
                    }, 
                    "Confidence": 98.9914321899414 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.03801717236638069, 
                        "Height": 0.06597328186035156, 
                        "Left": 0.9155802130699158, 
                        "Top": 0.5010883808135986 
                    }, 
                    "Confidence": 85.02790832519531 
                } 
            ], 
            "Parents": [] 
        } 
    ], 
    "LabelModelVersion": "2.0"
} 

     
}

ローカルファイルシステムからロードされたイメージ
の分析
Amazon REKognition Image オペレーションは、イメージのバイトとして提供されたイメージ、または 
Amazon S3 バケットに保存されたイメージを分析できます。

以下のトピックでは、ローカルファイルシステムからロードしたファイルを使用して、Amazon 
REKognition Image API オペレーションにイメージのバイトを渡す例を示します。イメージのバイトを 
Amazon Rekognition API オペレーションに渡すには、Image (p. 767)入力パラメータ。Image 内で
Bytes プロパティを指定し、base64 エンコードされたイメージのバイトを渡します。

を使用して Amazon Rekognition API オペレーションに渡されるイメージのバイトをBytes入力パラメー
タは base64 でエンコードされている必要があります。以下の例で使用する AWS SDK では、イメージを
自動的に base64 でエンコードします。Amazon REKognition API オペレーションを呼び出す前にイメージ
のバイトをエンコードする必要はありません。詳細については、「イメージの仕様 (p. 28)」を参照して
ください。

次の DetectLabels に対する JSON リクエストの例では、ソースイメージのバイトを Bytes 入力パラ
メータで渡します。

{ 
    "Image": { 
        "Bytes": "/9j/4AAQSk....." 
    }, 
    "MaxLabels": 10, 
    "MinConfidence": 77
}
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以下の例では、さまざまな AWS SDK と AWS CLI を使用して DetectLabels を呼び出しま
す。DetectLabels オペレーションからのレスポンスの詳細については、「DetectLabels レスポ
ン (p. 140)」を参照してください。

クライアント側の JavaScript の例については、「JavaScript を使用する (p. 44)」を参照してくださ
い。

ローカルイメージ内のラベルを検出するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、DetectLabels オペレーションを呼び出します。

Java

次の Java の例では、ローカルファイルシステムからイメージをロードし、detectLabels AWS 
SDK オペレーションを使用してラベルを検出する方法を示します。photo の値は、イメージファ
イル (.jpg 形式または .png 形式) のパスとファイル名に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import java.io.File;  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.InputStream;  
import java.nio.ByteBuffer;  
import java.util.List;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.AmazonClientException;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;  
import com.amazonaws.util.IOUtils;  
  
public class DetectLabelsLocalFile {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
     String photo="input.jpg";  
  
  
        ByteBuffer imageBytes;  
        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {  
            imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));  
        }  
  
  
        AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
        DetectLabelsRequest request = new DetectLabelsRequest()  
                .withImage(new Image()  
                        .withBytes(imageBytes))  
                .withMaxLabels(10)  
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                .withMinConfidence(77F);  
  
        try {  
  
            DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request);  
            List <Label> labels = result.getLabels();  
  
            System.out.println("Detected labels for " + photo);  
            for (Label label: labels) {  
               System.out.println(label.getName() + ": " + 
 label.getConfidence().toString());  
            }  
  
        } catch (AmazonRekognitionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
  
    }  
} 

Python

次の AWS SDK for Python の例では、ローカルファイルシステムからイメージをロード
し、detect_labels オペレーションを呼び出す方法を示します。photo の値は、イメージファイル 
(.jpg 形式または .png 形式) のパスとファイル名に変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def detect_labels_local_file(photo):  
  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
     
    with open(photo, 'rb') as image:  
        response = client.detect_labels(Image={'Bytes': image.read()})  
          
    print('Detected labels in ' + photo)      
    for label in response['Labels']:  
        print (label['Name'] + ' : ' + str(label['Confidence']))  
  
    return len(response['Labels'])  
  
def main():  
    photo='photo'  
  
    label_count=detect_labels_local_file(photo)  
    print("Labels detected: " + str(label_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()  
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.NET

次の の例では、ローカルファイルシステムからイメージをロードし、DetectLabels オペレー
ションを使用してラベルを検出する方法を示します。photo の値は、イメージファイル (.jpg 形
式または .png 形式) のパスとファイル名に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.IO;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectLabelsLocalfile
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "input.jpg"; 

        Amazon.Rekognition.Model.Image image = new 
 Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
        try 
        { 
            using (FileStream fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read)) 
            { 
                byte[] data = null; 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                image.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
            Console.WriteLine("Failed to load file " + photo); 
            return; 
        } 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DetectLabelsRequest detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest() 
        { 
            Image = image, 
            MaxLabels = 10, 
            MinConfidence = 77F 
        }; 

        try 
        { 
            DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = 
 rekognitionClient.DetectLabels(detectlabelsRequest); 
            Console.WriteLine("Detected labels for " + photo); 
            foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels) 
                Console.WriteLine("{0}: {1}", label.Name, label.Confidence); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    }
}
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PHP

次の AWS SDK for PHP の例では、ローカルファイルシステムからイメージをロード
し、DetectFaces API オペレーションを呼び出します。photo の値は、イメージファイル (.jpg 形
式または .png 形式) のパスとファイル名に変更します。

 
<?php  
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
    require 'vendor/autoload.php';  
  
    use Aws\Rekognition\RekognitionClient;  
  
    $options = [  
       'region'            => 'us-west-2',  
        'version'           => 'latest'  
    ];  
  
    $rekognition = new RekognitionClient($options);  
   
    // Get local image  
    $photo = 'input.jpg';  
    $fp_image = fopen($photo, 'r');  
    $image = fread($fp_image, filesize($photo));  
    fclose($fp_image);  
  
  
    // Call DetectFaces  
    $result = $rekognition->DetectFaces(array(  
       'Image' => array(  
          'Bytes' => $image,  
       ),  
       'Attributes' => array('ALL')  
       )  
    );  
  
    // Display info for each detected person  
    print 'People: Image position and estimated age' . PHP_EOL;  
    for ($n=0;$n<sizeof($result['FaceDetails']); $n++){  
  
      print 'Position: ' . $result['FaceDetails'][$n]['BoundingBox']['Left'] . " "  
      . $result['FaceDetails'][$n]['BoundingBox']['Top']  
      . PHP_EOL  
      . 'Age (low): '.$result['FaceDetails'][$n]['AgeRange']['Low']  
      .  PHP_EOL  
      . 'Age (high): ' . $result['FaceDetails'][$n]['AgeRange']['High']  
      .  PHP_EOL . PHP_EOL;  
    }  
?>

Ruby

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。photo の値は、イメー
ジファイル (.jpg 形式または .png 形式) のパスとファイル名に変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 
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    # gem 'aws-sdk-rekognition' 
    require 'aws-sdk-rekognition' 
    credentials = Aws::Credentials.new( 
       ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
       ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'] 
    ) 
    client   = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials 
    photo = 'photo.jpg' 
    path = File.expand_path(photo) # expand path relative to the current directory 
    file = File.read(path) 
    attrs = { 
      image: { 
        bytes: file 
      }, 
      max_labels: 10 
    } 
    response = client.detect_labels attrs 
    puts "Detected labels for: #{photo}" 
    response.labels.each do |label| 
      puts "Label:      #{label.name}" 
      puts "Confidence: #{label.confidence}" 
      puts "Instances:" 
      label['instances'].each do |instance| 
        box = instance['bounding_box'] 
        puts "  Bounding box:" 
        puts "    Top:        #{box.top}" 
        puts "    Left:       #{box.left}" 
        puts "    Width:      #{box.width}" 
        puts "    Height:     #{box.height}" 
        puts "  Confidence: #{instance.confidence}" 
      end 
      puts "Parents:" 
      label.parents.each do |parent| 
        puts "  #{parent.name}" 
      end 
      puts "------------" 
      puts "" 
    end

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void detectImageLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new URL("https://images.unsplash.com/
photo-1557456170-0cf4f4d0d362?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8MXx8bGFrZXxlbnwwfHwwfHw
%3D&ixlib=rb-1.2.1&w=1000&q=80").openStream(); 
           // InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .maxLabels(10) 
                    .build(); 
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            DetectLabelsResponse labelsResponse = 
 rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest); 
            List<Label> labels = labelsResponse.labels(); 

            System.out.println("Detected labels for the given photo"); 
            for (Label label: labels) { 
                System.out.println(label.name() + ": " + 
 label.confidence().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException | 
 MalformedURLException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

JavaScript を使用する
次の JavaScript ウェブページの例では、ユーザーがイメージを選択し、そのイメージで検出された顔の推
定年齢を表示することを許可します。推定年齢は the section called “DetectFaces” (p. 564) を呼び出すこ
とで返されます。

選択したイメージは、JavaScript の FileReader.readAsDataURL 関数を使用してロードされます。
これに伴って、イメージは base64 でエンコードされます。これは、HTML キャンバスでイメージを表示
するのに役立ちます。ただし、イメージバイトを Amazon REKognition Image オペレーションに渡す前
にエンコードされていない状態にする必要があります。この例では、ロードされたイメージバイトをエ
ンコードされていない状態にする方法を示しています。エンコードされたイメージバイトが有用でない
場合は、代わりにロードされたイメージがエンコードされない FileReader.readAsArrayBuffer を
使用します。つまり、最初にイメージバイトをエンコードされていない状態にする処理なしで Amazon 
REKognition Image オペレーションを呼び出すことができます。例については、readAsArrayBuffer を使用
する (p. 46) を参照してください。

JavaScript の例を実行するには

1. ソースコード例をエディタにロードします。
2. Amazon Cognito ID プールの ID を取得します。詳細については、「Amazon Cognito ID プールの ID 

を取得する (p. 47)」を参照してください。
3. コード例の AnonLog 関数で、IdentityPoolIdToUse と RegionToUse は「Amazon Cognito ID 

プールの ID を取得する (p. 47)」のステップ 9 で書き留めた値に変更します。
4. DetectFaces 関数の RegionToUse を、前のステップで使用した値に変更します。
5. ソースコード例を .html ファイルとして保存します。
6. ブラウザにファイルをロードします。
7. [参照...ボタンをクリックして、1 つ以上の顔が含まれたイメージを選択します。イメージ内で検出さ

れた顔ごとの推定年齢が含まれたテーブルが表示されます。

Note

以下のコード例では、Amazon Cognito に含まれなくなった 2 つのスクリプトを使用してい
ます。これらのファイルを取得するには、aws-cognito-sdk.min.js および amazon-cognito-
identity.min.js のリンクをたどり、それぞれのテキストを個別の .js ファイルとして保存します。
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JavaScript のコード例
次のコード例では JavaScript V2 を使用しています。JavaScript V3 の例については、の例AWSドキュメン
ト SDK の例 GitHub リポジトリ。

<!--
Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> 
  <script src="aws-cognito-sdk.min.js"></script> 
  <script src="amazon-cognito-identity.min.js"></script> 
  <script src="https://sdk.amazonaws.com/js/aws-sdk-2.16.0.min.js"></script> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Rekognition</title>
</head>

<body> 
  <H1>Age Estimator</H1> 
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" accept="image/*"> 
  <p id="opResult"></p>
</body>
<script> 

  document.getElementById("fileToUpload").addEventListener("change", function (event) { 
    ProcessImage(); 
  }, false); 
   
  //Calls DetectFaces API and shows estimated ages of detected faces 
  function DetectFaces(imageData) { 
    AWS.region = "RegionToUse"; 
    var rekognition = new AWS.Rekognition(); 
    var params = { 
      Image: { 
        Bytes: imageData 
      }, 
      Attributes: [ 
        'ALL', 
      ] 
    }; 
    rekognition.detectFaces(params, function (err, data) { 
      if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred 
      else { 
       var table = "<table><tr><th>Low</th><th>High</th></tr>"; 
        // show each face and build out estimated age table 
        for (var i = 0; i < data.FaceDetails.length; i++) { 
          table += '<tr><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.Low + 
            '</td><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.High + '</td></tr>'; 
        } 
        table += "</table>"; 
        document.getElementById("opResult").innerHTML = table; 
      } 
    }); 
  } 
  //Loads selected image and unencodes image bytes for Rekognition DetectFaces API 
  function ProcessImage() { 
    AnonLog(); 
    var control = document.getElementById("fileToUpload"); 
    var file = control.files[0]; 

    // Load base64 encoded image  
    var reader = new FileReader(); 
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    reader.onload = (function (theFile) { 
      return function (e) { 
        var img = document.createElement('img'); 
        var image = null; 
        img.src = e.target.result; 
        var jpg = true; 
        try { 
          image = atob(e.target.result.split("data:image/jpeg;base64,")[1]); 

        } catch (e) { 
          jpg = false; 
        } 
        if (jpg == false) { 
          try { 
            image = atob(e.target.result.split("data:image/png;base64,")[1]); 
          } catch (e) { 
            alert("Not an image file Rekognition can process"); 
            return; 
          } 
        } 
        //unencode image bytes for Rekognition DetectFaces API  
        var length = image.length; 
        imageBytes = new ArrayBuffer(length); 
        var ua = new Uint8Array(imageBytes); 
        for (var i = 0; i < length; i++) { 
          ua[i] = image.charCodeAt(i); 
        } 
        //Call Rekognition   
        DetectFaces(imageBytes); 
      }; 
    })(file); 
    reader.readAsDataURL(file); 
  } 
  //Provides anonymous log on to AWS services 
  function AnonLog() { 
     
    // Configure the credentials provider to use your identity pool 
    AWS.config.region = 'RegionToUse'; // Region 
    AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({ 
      IdentityPoolId: 'IdentityPoolIdToUse', 
    }); 
    // Make the call to obtain credentials 
    AWS.config.credentials.get(function () { 
      // Credentials will be available when this function is called. 
      var accessKeyId = AWS.config.credentials.accessKeyId; 
      var secretAccessKey = AWS.config.credentials.secretAccessKey; 
      var sessionToken = AWS.config.credentials.sessionToken; 
    }); 
  }
</script>
</html>

readAsArrayBuffer を使用する

次のコードスニペットは、ProcessImageJavaScript V2 を使用して、サンプルコード内の関数を指定し
ます。readAsArrayBuffer を使用してイメージを読み込み、DetectFaces を呼び出します。なぜな
らreadAsArrayBufferロードしたファイルはで base64 エンコードされません。Amazon REKognition 
Image オペレーションを呼び出す前にイメージのバイトをエンコード解除する必要はありません。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

function ProcessImage() { 
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    AnonLog(); 
    var control = document.getElementById("fileToUpload"); 
    var file = control.files[0]; 

    // Load base64 encoded image for display  
    var reader = new FileReader(); 
    reader.onload = (function (theFile) { 
      return function (e) { 
        //Call Rekognition   
        AWS.region = "RegionToUse";   
        var rekognition = new AWS.Rekognition(); 
        var params = { 
          Image: { 
          Bytes: e.target.result 
        }, 
        Attributes: [ 
        'ALL', 
      ] 
    }; 
    rekognition.detectFaces(params, function (err, data) { 
      if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred 
      else { 
       var table = "<table><tr><th>Low</th><th>High</th></tr>"; 
        // show each face and build out estimated age table 
        for (var i = 0; i < data.FaceDetails.length; i++) { 
          table += '<tr><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.Low + 
            '</td><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.High + '</td></tr>'; 
        } 
        table += "</table>"; 
        document.getElementById("opResult").innerHTML = table; 
      } 
    }); 

      }; 
    })(file); 
    reader.readAsArrayBuffer(file); 
  }

Amazon Cognito ID プールの ID を取得する

わかりやすいように、この例では、匿名の Amazon Cognito ID プールを使用して、Amazon REKognition 
イメージ API に認証されていないアクセスを提供します。これは、お客様のニーズに適している場合もあ
ります。たとえば、認証されていないアクセスを使用して、ユーザーがサインアップする前に、無料また
は試用でウェブサイトにアクセスできるようにできます。認証されたアクセスを提供するには、Amazon 
Cognito ユーザープールを使用します。詳細については、「」を参照してください。Amazon Cognito ユー
ザープール。

以下の手順では、認証されていない ID へのアクセスを有効にする ID プールを作成する方法と、コード例
で必要な ID プールの ID を取得する方法を説明します。

ID プールの ID を取得するには

1. Amazon Cognito コンソールを開きます。
2. [Create new identity pool] を選択します。
3. [ID プール名*] に ID プールの名前を入力します。
4. [認証されていない ID] で、[認証されていない ID に対してアクセスを有効にする] を選択します。
5. [Create Pool] を選択します。
6. [詳細の表示] を選択して、認証されていない ID のロール名をメモします。
7. [Allow] (許可) を選択します。
8. [プラットフォーム] で [JavaScript] を選択します。

47

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://console.aws.amazon.com/cognito/federated


Amazon Rekognition 開発者ガイド
境界ボックスの表示

9. [AWS 認証情報の取得] で、コードスニペットに表示される AWS.config.region と
IdentityPooldId の値をメモします。

10. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
11. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
12. ステップ 6 で書き留めたロール名を選択します。
13. [アクセス許可] タブで、[ポリシーのアタッチ] を選択します。
14. [AmazonRekognitionReadOnlyAccess] を選択します。
15. ［Attach Policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

境界ボックスの表示
Amazon REKognition Image オペレーションは、画像内で検出されたアイテムの境界ボックス座標を返す
ことができます。たとえば、the section called “DetectFaces” (p. 564) オペレーションは、画像内で検出
された各顔に境界ボックス (the section called “BoundingBox” (p. 721)) を返します。境界ボックス座標
を使用して、検出されたアイテムの周囲にボックスを表示できます。たとえば、次の図は、顔を囲む境界
ボックスを示しています。

BoundingBox には以下のプロパティがあります。

• Height — 画像全体の高さの比率としての境界ボックスの高さ。
• Left — 画像全体の幅の比率としての境界ボックスの左座標。
• Top — 画像全体の高さの比率としての境界ボックスの上端座標。
• Width — 画像全体の幅の比率としての境界ボックスの幅。
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各 BoundingBox プロパティには、0 から 1 の値があります。各プロパティ値は全体の画像幅 (Left およ
び Width) または高さ (Height および Top) の比率です。たとえば、入力イメージが 700 x 200 ピクセル
の場合、境界ボックスの 左上の座標は 350 x 50 ピクセルで、 API は Left 値 0.5 (350/700) および Top
値 0.25 (50/200) を返します。

次の図は、各境界ボックスのプロパティがカバーする画像の範囲を示しています。

適切な場所に適切なサイズで境界ボックスを表示するには、ピクセル値を取得するには、BoundingBox 値
にイメージの幅または高さ (必要な値に応じて) を掛ける必要があります。境界ボックスを表示するには、
ピクセル値を使用します。たとえば、前の画像のピクセルのディメンションは、幅 608x 高さ 588 です。
顔の境界ボックスの値は次のとおりです。

BoundingBox.Left: 0.3922065
BoundingBox.Top: 0.15567766
BoundingBox.Width: 0.284666
BoundingBox.Height: 0.2930403

顔の境界ボックスの位置 (ピクセル) は次のように計算されます。

Left coordinate = BoundingBox.Left (0.3922065) * image width (608) = 238

Top coordinate = BoundingBox.Top (0.15567766) * image height (588) = 91

Face width = BoundingBox.Width (0.284666) * image width (608) = 173

Face height = BoundingBox.Height (0.2930403) * image height (588) = 172

これらの値を使用して、面の周囲に境界ボックスを表示します。
Note

画像の向きはさまざまです。アプリケーションのなかには、画像を回転させて補正方向で表示す
る必要がある場合があります。境界ボックスの座標は、画像の向きに影響されます。正しい位置
に境界ボックスを表示する前に、座標を変換する必要があるかもしれません。詳細については、
「イメージの向きとバウンディングボックスの座標を取得する (p. 55)」を参照してください。

次の例は、DetectFaces (p. 564) を呼び出すことによって検出された顔の周囲に境界ボックスを表示する
方法を示しています。例では、画像が 0 度に向けられていると仮定する。この例では、Amazon S3 バケッ
トからイメージをダウンロードする方法も示しています。

境界ボックスを表示するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、DetectFaces オペレーションを呼び出します。

Java

の値を変更します。bucketイメージファイルが保存される Amazon S3 バケットに追加しま
す。photo の値は、イメージファイル (.jpg 形式または .png 形式) のファイル名に変更します。

 
//Loads images, detects faces and draws bounding boxes.Determines exif orientation, 
 if necessary.
package com.amazonaws.samples;
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//Import the basic graphics classes.
import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceDetail;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectInputStream;

// Calls DetectFaces and displays a bounding box around each detected image.
public class DisplayFaces extends JPanel { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    BufferedImage image; 
    static int scale; 
    DetectFacesResult result; 

    public DisplayFaces(DetectFacesResult facesResult, BufferedImage bufImage) 
 throws Exception { 
        super(); 
        scale = 1; // increase to shrink image size. 

        result = facesResult; 
        image = bufImage; 

         
    } 
    // Draws the bounding box around the detected faces. 
    public void paintComponent(Graphics g) { 
        float left = 0; 
        float top = 0; 
        int height = image.getHeight(this); 
        int width = image.getWidth(this); 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 

        // Draw the image. 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this); 
        g2d.setColor(new Color(0, 212, 0)); 

        // Iterate through faces and display bounding boxes. 
        List<FaceDetail> faceDetails = result.getFaceDetails(); 
        for (FaceDetail face : faceDetails) { 
             
            BoundingBox box = face.getBoundingBox(); 
            left = width * box.getLeft(); 
            top = height * box.getTop(); 
            g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / scale), 
                    Math.round((width * box.getWidth()) / scale), 
 Math.round((height * box.getHeight())) / scale); 
             
        } 
    } 
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    public static void main(String arg[]) throws Exception { 

        String photo = "photo.png"; 
        String bucket = "bucket"; 
        int height = 0; 
        int width = 0; 

        // Get the image from an S3 Bucket 
        AmazonS3 s3client = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient(); 

        com.amazonaws.services.s3.model.S3Object s3object = 
 s3client.getObject(bucket, photo); 
        S3ObjectInputStream inputStream = s3object.getObjectContent(); 
        BufferedImage image = ImageIO.read(inputStream); 
        DetectFacesRequest request = new DetectFacesRequest() 
                .withImage(new Image().withS3Object(new 
 S3Object().withName(photo).withBucket(bucket))); 

        width = image.getWidth(); 
        height = image.getHeight(); 

        // Call DetectFaces     
        AmazonRekognition amazonRekognition = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 
        DetectFacesResult result = amazonRekognition.detectFaces(request); 
         
        //Show the bounding box info for each face. 
        List<FaceDetail> faceDetails = result.getFaceDetails(); 
        for (FaceDetail face : faceDetails) { 

            BoundingBox box = face.getBoundingBox(); 
            float left = width * box.getLeft(); 
            float top = height * box.getTop(); 
            System.out.println("Face:"); 

            System.out.println("Left: " + String.valueOf((int) left)); 
            System.out.println("Top: " + String.valueOf((int) top)); 
            System.out.println("Face Width: " + String.valueOf((int) (width * 
 box.getWidth()))); 
            System.out.println("Face Height: " + String.valueOf((int) (height * 
 box.getHeight()))); 
            System.out.println(); 

        } 

        // Create frame and panel. 
        JFrame frame = new JFrame("RotateImage"); 
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        DisplayFaces panel = new DisplayFaces(result, image); 
        panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale, 
 image.getHeight() / scale)); 
        frame.setContentPane(panel); 
        frame.pack(); 
        frame.setVisible(true); 

    }
}
 

Python

の値を変更します。bucketイメージファイルが保存される Amazon S3 バケットに追加しま
す。photo の値は、イメージファイル (.jpg 形式または .png 形式) のファイル名に変更します。

51



Amazon Rekognition 開発者ガイド
境界ボックスの表示

import boto3
import io
from PIL import Image, ImageDraw, ExifTags, ImageColor

def show_faces(photo,bucket): 
      

    client=boto3.client('rekognition') 

    # Load image from S3 bucket 
    s3_connection = boto3.resource('s3') 
    s3_object = s3_connection.Object(bucket,photo) 
    s3_response = s3_object.get() 

    stream = io.BytesIO(s3_response['Body'].read()) 
    image=Image.open(stream) 
     
    #Call DetectFaces  
    response = client.detect_faces(Image={'S3Object': {'Bucket': bucket, 'Name': 
 photo}}, 
        Attributes=['ALL']) 

    imgWidth, imgHeight = image.size   
    draw = ImageDraw.Draw(image)   
                     

    # calculate and display bounding boxes for each detected face        
    print('Detected faces for ' + photo)     
    for faceDetail in response['FaceDetails']: 
        print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']['Low'])  
              + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old') 
         
        box = faceDetail['BoundingBox'] 
        left = imgWidth * box['Left'] 
        top = imgHeight * box['Top'] 
        width = imgWidth * box['Width'] 
        height = imgHeight * box['Height'] 
                 

        print('Left: ' + '{0:.0f}'.format(left)) 
        print('Top: ' + '{0:.0f}'.format(top)) 
        print('Face Width: ' + "{0:.0f}".format(width)) 
        print('Face Height: ' + "{0:.0f}".format(height)) 

        points = ( 
            (left,top), 
            (left + width, top), 
            (left + width, top + height), 
            (left , top + height), 
            (left, top) 

        ) 
        draw.line(points, fill='#00d400', width=2) 

        # Alternatively can draw rectangle. However you can't set line width. 
        #draw.rectangle([left,top, left + width, top + height], outline='#00d400')  

    image.show() 

    return len(response['FaceDetails'])

def main(): 
    bucket="bucket" 
    photo="photo" 
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    faces_count=show_faces(photo,bucket) 
    print("faces detected: " + str(faces_count))

if __name__ == "__main__": 
    main()

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

ということに注意してください。s3AWS SDK Amazon S3 クライアントを参照
し、rekClientAWS SDK Amazon Rekognition クライアントを指します。

    public static void displayAllFaces(S3Client s3, 
                                       RekognitionClient rekClient, 
                                       String sourceImage, 
                                       String bucketName) { 
        int height = 0; 
        int width = 0; 

        byte[] data = getObjectBytes (s3, bucketName, sourceImage); 
        InputStream is = new ByteArrayInputStream(data); 

       try { 
           SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(is); 
           image = ImageIO.read(sourceBytes.asInputStream()); 

           width = image.getWidth(); 
           height = image.getHeight(); 

        // Create an Image object for the source image 
        software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image souImage = 
 Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

        DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder() 
                .attributes(Attribute.ALL) 
                .image(souImage) 
                .build(); 

         result= rekClient.detectFaces(facesRequest); 

        // Show the bounding box info for each face. 
        List<FaceDetail> faceDetails = result.faceDetails(); 
        for (FaceDetail face : faceDetails) { 

            BoundingBox box = face.boundingBox(); 
            float left = width * box.left(); 
            float top = height * box.top(); 
            System.out.println("Face:"); 

            System.out.println("Left: " + (int) left); 
            System.out.println("Top: " + (int) top); 
            System.out.println("Face Width: " + (int) (width * box.width())); 
            System.out.println("Face Height: " + (int) (height * box.height())); 
            System.out.println(); 
        } 

        // Create the frame and panel. 
        JFrame frame = new JFrame("RotateImage"); 
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
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        DisplayFacesFrame panel = new DisplayFacesFrame(image); 
        panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale, 
 image.getHeight() / scale)); 
        frame.setContentPane(panel); 
        frame.pack(); 
        frame.setVisible(true); 

     } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
       } catch (IOException e) { 
           e.printStackTrace(); 
       } catch (Exception e) { 
           e.printStackTrace(); 
       } 
    } 

    public static byte[] getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String 
 keyName) { 

        try { 
            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest 
                    .builder() 
                    .key(keyName) 
                    .bucket(bucketName) 
                    .build(); 

            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = 
 s3.getObjectAsBytes(objectRequest); 
            byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 
            return data; 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public DisplayFacesFrame(BufferedImage bufImage) throws Exception { 
        super(); 
        scale = 1; // increase to shrink image size. 
        image = bufImage; 
    } 

    // Draws the bounding box around the detected faces. 
    public void paintComponent(Graphics g) { 
        float left = 0; 
        float top = 0; 
        int height = image.getHeight(this); 
        int width = image.getWidth(this); 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 

        // Draw the image 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this); 
        g2d.setColor(new Color(0, 212, 0)); 

        // Iterate through the faces and display bounding boxes. 
        List<FaceDetail> faceDetails = result.faceDetails(); 
        for (FaceDetail face : faceDetails) { 

            BoundingBox box = face.boundingBox(); 
            left = width * box.left(); 
            top = height * box.top(); 
            g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / scale), 
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                    Math.round((width * box.width()) / scale), Math.round((height * 
 box.height())) / scale); 
        } 
    }

イメージの向きとバウンディングボックスの座標を取
得する
Amazon REKognition Image を使用するアプリケーションは、通常、Amazon REKognition Image オペ
レーションで検出されたイメージと、検出された顔の周囲のボックスを表示する必要があります。ア
プリケーションで正しくイメージを表示するには、イメージの向きを知る必要があります。この向き
を修正することが必要な場合があります。一部の .jpg ファイルでは、イメージの向きは、イメージの 
Exchangeable イメージファイル形式 (Exif) メタデータに含まれています。

顔の周りにボックスを表示するには、顔の境界ボックスの座標が必要です。ボックスの向きが正しくない
場合は、座標の調整が必要になることがあります。Amazon REKognition イメージの顔検出オペレーショ
ンでは、検出された顔ごとに境界ボックスが返されます。ただし、Exif メタデータがない状態の.jpg ファ
イルの座標は推定されません。

以下の例では、イメージで検出された顔の境界ボックスの座標を取得する方法を示します。

この例の情報を使用して、イメージの向きが正しく、境界ボックスがアプリケーションで正しい位置に表
示されるようにします。

イメージと境界ボックスを回転および表示するためのコードは、使用する言語と環境に依存するため、イ
メージと境界ボックスをコードで表示する方法や、Exif メタデータから向きの情報を取得する方法につい
ては説明しません。

画像の向きを見つける
アプリケーションで正しくイメージを表示するには、回転が必要になる場合があります。次のイメージの
向きは 0 度で、正しく表示されています。

ただし、次のイメージは反時計回りに 90 度回転しています。これを正しく表示するには、イメージの向
きを見つけ、その情報をコードで使用してイメージを 0 度に回転する必要があります。

.jpg 形式の一部のイメージには、Exif メタデータに向きの情報が含まれています。使用可能な場
合、イメージの Exif メタデータには向きが含まれています。Exif メタデータで、イメージの向きは
orientation フィールドで見つかります。Amazon REKognition Image は Exif メタデータ内のイメージ
の向きの情報の存在を認識しますが、その情報へのアクセスは提供しません。イメージで Exif メタデータ
にアクセスするには、サードパーティーのライブラリを使用するか、独自のコードを記述します。詳細に
ついては、「Exif バージョン 2.32」を参照してください。
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イメージの向きがわかっている場合は、コードを記述して回転し、正しく表示できます。

境界ボックスの表示
イメージの顔を分析する Amazon Rekognition Image オペレーションも、顔を囲む境界ボックスの座標を
返します。詳細については、「BoundingBox (p. 721)」を参照してください。

アプリケーションの次のイメージに示すボックスに類似した境界ボックスを顔の周囲に表示するには、
コードで境界ボックスの座標を使用します。オペレーションで返される境界ボックスの座標は、イメージ
の向きを反映しています。イメージを回転して正しく表示する必要がある場合は、境界ボックスの座標の
変換が必要になる場合があります。

向き情報が Exif メタデータに存在するときに境界ボックスを表示する

イメージの向きが Exif メタデータに含まれている場合、Amazon REKognition イメージのオペレーション
で以下が実行されます。

• オペレーションのレスポンスの向き修正フィールドで null が返されます。イメージを回転するには、
コードの Exif メタデータに含まれている向きを使用します。

• すでに向きが設定されている境界ボックスの座標を 0 度に戻します。正しい位置に境界ボックスを表示
するには、返された座標を使用します。それらを変換する必要はありません。

例: イメージのイメージの向きとバウンディングボックスの座標
を取得する
以下の例では、AWS SDK を使用して Exif イメージの向きデータとで検出された有名人の境界ボックスの
座標を取得する方法を示します。RecognizeCelebritiesオペレーション.

Note

画像方向の見積もりのSupportOrientationCorrection2021年8月現在、フィールドは終了し
ている。API レスポンスに含まれるこのフィールドの戻り値は、常に NULL になります。

Java

この例では、ローカルファイルシステムからイメージをロードし、RecognizeCelebritiesオペ
レーションでは、イメージの高さと幅を判断してから、回転したイメージの顔の境界ボックスの座標
を計算します。この例では、Exif メタデータに保存される向きの情報を処理する方法は示しません。

関数 main で、photo の値は、ローカルに保存されているイメージ (.png または .jpg 形式) の名前と
パスに置き換えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;
import java.awt.image.BufferedImage;
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import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesResult;
import com.amazonaws.util.IOUtils;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Celebrity;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ComparedFace;

public class RotateImage {

public static void main(String[] args) throws Exception { 

  String photo = "photo.png"; 

  //Get Rekognition client 
 AmazonRekognition amazonRekognition = AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 

  // Load image 
  ByteBuffer imageBytes=null; 
  BufferedImage image = null; 

  try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) { 
     imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream)); 

  } 
  catch(Exception e) 
  { 
      System.out.println("Failed to load file " + photo); 
      System.exit(1); 
  } 

  //Get image width and height 
  InputStream imageBytesStream; 
  imageBytesStream = new ByteArrayInputStream(imageBytes.array()); 

  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
  image=ImageIO.read(imageBytesStream); 
  ImageIO.write(image, "jpg", baos); 

  int height = image.getHeight(); 
  int width = image.getWidth(); 

  System.out.println("Image Information:"); 
  System.out.println(photo); 
  System.out.println("Image Height: " + Integer.toString(height)); 
  System.out.println("Image Width: " + Integer.toString(width)); 

  //Call GetCelebrities 

  try{ 
    RecognizeCelebritiesRequest request = new RecognizeCelebritiesRequest() 
           .withImage(new Image() 
              .withBytes((imageBytes))); 
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      RecognizeCelebritiesResult result = 
 amazonRekognition.recognizeCelebrities(request); 
      // The returned value of OrientationCorrection will always be null 
      System.out.println("Orientation: " + result.getOrientationCorrection() + "\n"); 
      List <Celebrity> celebs = result.getCelebrityFaces(); 

      for (Celebrity celebrity: celebs) { 
          System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.getName()); 
          System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.getId()); 
          ComparedFace  face = celebrity.getFace()
;             ShowBoundingBoxPositions(height, 
                  width, 
                  face.getBoundingBox(), 
                  result.getOrientationCorrection()); 
                  
            System.out.println(); 
       } 

   } catch (AmazonRekognitionException e) { 
      e.printStackTrace(); 
   }

}

public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int imageWidth, 
 BoundingBox box, String rotation) { 

  float left = 0; 
  float top = 0; 
    
  if(rotation==null){ 
      System.out.println("No estimated estimated orientation. Check Exif data."); 
      return; 
  } 
  //Calculate face position based on image orientation. 
  switch (rotation) { 
     case "ROTATE_0": 
        left = imageWidth * box.getLeft(); 
        top = imageHeight * box.getTop(); 
        break; 
     case "ROTATE_90": 
        left = imageHeight * (1 - (box.getTop() + box.getHeight())); 
        top = imageWidth * box.getLeft(); 
        break; 
     case "ROTATE_180": 
        left = imageWidth - (imageWidth * (box.getLeft() + box.getWidth())); 
        top = imageHeight * (1 - (box.getTop() + box.getHeight())); 
        break; 
     case "ROTATE_270": 
        left = imageHeight * box.getTop(); 
        top = imageWidth * (1 - box.getLeft() - box.getWidth()); 
        break; 
     default: 
        System.out.println("No estimated orientation information. Check Exif data."); 
        return; 
  } 

  //Display face location information. 
  System.out.println("Left: " + String.valueOf((int) left)); 
  System.out.println("Top: " + String.valueOf((int) top)); 
  System.out.println("Face Width: " + String.valueOf((int)(imageWidth * 
 box.getWidth()))); 
  System.out.println("Face Height: " + String.valueOf((int)(imageHeight * 
 box.getHeight()))); 
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  }
}
 

Python

この例では、PIL/Pillow イメージライブラリを使用してイメージの幅と高さを取得します。詳細につ
いては、「Pillow」を参照してください。この例では、exif メタデータを保存し、アプリケーションの
他の場所で利用できるようにします。

関数 main で、photo の値は、ローカルに保存されているイメージ (.png または .jpg 形式) の名前と
パスに置き換えます。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
import io  
from PIL import Image  
  
  
# Calculate positions from from estimated rotation  
def show_bounding_box_positions(imageHeight, imageWidth, box):  
    left = 0  
    top = 0  
  
    print('Left: ' + '{0:.0f}'.format(left))  
    print('Top: ' + '{0:.0f}'.format(top))  
    print('Face Width: ' + "{0:.0f}".format(imageWidth * box['Width']))  
    print('Face Height: ' + "{0:.0f}".format(imageHeight * box['Height']))  
  
  
def celebrity_image_information(photo):  
    client = boto3.client('rekognition')  
  
    # Get image width and height  
    image = Image.open(open(photo, 'rb'))  
    width, height = image.size  
  
    print('Image information: ')  
    print(photo)  
    print('Image Height: ' + str(height))  
    print('Image Width: ' + str(width))  
  
    # call detect faces and show face age and placement  
    # if found, preserve exif info  
    stream = io.BytesIO()  
    if 'exif' in image.info:  
        exif = image.info['exif']  
        image.save(stream, format=image.format, exif=exif)  
    else:  
        image.save(stream, format=image.format)  
    image_binary = stream.getvalue()  
  
    response = client.recognize_celebrities(Image={'Bytes': image_binary})  
  
    print()  
    print('Detected celebrities for ' + photo)  
  
    for celebrity in response['CelebrityFaces']:  
        print('Name: ' + celebrity['Name'])  
        print('Id: ' + celebrity['Id'])  
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        # Value of "orientation correction" will always be null  
        if 'OrientationCorrection' in response:  
            show_bounding_box_positions(height, width, celebrity['Face']
['BoundingBox'])  
  
        print()  
    return len(response['CelebrityFaces'])  
  
  
def main():  
    photo = 'photo'  
  
    celebrity_count = celebrity_image_information(photo)  
    print("celebrities detected: " + str(celebrity_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 
            BufferedImage image = null; 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            image = ImageIO.read(sourceBytes.asInputStream()); 
            int height = image.getHeight(); 
            int width = image.getWidth(); 

            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            RecognizeCelebritiesRequest request = RecognizeCelebritiesRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .build(); 

            RecognizeCelebritiesResponse result = 
 rekClient.recognizeCelebrities(request) ; 

            List<Celebrity> celebs=result.celebrityFaces(); 
            System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n"); 

            for (Celebrity celebrity: celebs) { 
                System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name()); 
                System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id()); 
                ComparedFace  face = celebrity.face(); 
                ShowBoundingBoxPositions(height, 
                        width, 
                        face.boundingBox(), 
                        result.orientationCorrectionAsString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
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        } 
    } 

    public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int imageWidth, 
 BoundingBox box, String rotation) { 

        float left = 0; 
        float top = 0; 

        if(rotation==null){ 
            System.out.println("No estimated estimated orientation."); 
            return; 
        } 
        // Calculate face position based on the image orientation 
        switch (rotation) { 
            case "ROTATE_0": 
                left = imageWidth * box.left(); 
                top = imageHeight * box.top(); 
                break; 
            case "ROTATE_90": 
                left = imageHeight * (1 - (box.top() + box.height())); 
                top = imageWidth * box.left(); 
                break; 
            case "ROTATE_180": 
                left = imageWidth - (imageWidth * (box.left() + box.width())); 
                top = imageHeight * (1 - (box.top() + box.height())); 
                break; 
            case "ROTATE_270": 
                left = imageHeight * box.top(); 
                top = imageWidth * (1 - box.left() - box.width()); 
                break; 
            default: 
                System.out.println("No estimated orientation information. Check Exif 
 data."); 
                return; 
        } 

        System.out.println("Left: " + (int) left); 
        System.out.println("Top: " + (int) top); 
        System.out.println("Face Width: " + (int) (imageWidth * box.width())); 
        System.out.println("Face Height: " + (int) (imageHeight * box.height())); 
    }

保存したビデオの使用
Amazon Rekognition Video は、ビデオの分析に使用できる API です。Amazon Rekognition Video を使
用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存されているビデオ内のラベル、
顔、人物、有名人、(明示的および暗示的な) アダルトコンテンツを検出できます。Amazon Rekognition 
Video は、メディア/エンターテインメントや公共安全などのカテゴリで利用できます。これまでのような
物体や人物が撮影されたビデオの人間によるスキャンでは、かなりの時間がかかるだけでなく、エラーも
頻繁に発生していました。Amazon Rekognition Video では、ビデオ全体を通しての項目の検出や、項目が
登場したタイミングの検出を自動化することができます。

このセクションでは、Amazon Rekognition Video で実行できる分析のタイプ、この API の概要、Amazon 
Rekognition Video の使用例を説明します。

トピック
• 分析のタイプ (p. 62)
• Amazon Rekognition Video API の概要 (p. 62)
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• Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)
• Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)
• Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 

(SDK) (p. 70)
• を使用したビデオの分析AWS Command Line Interface (p. 87)
• リファレンス: ビデオ解析結果の通知 (p. 89)
• Amazon Rekognition Video のトラブルシューティング (p. 90)

分析のタイプ
Amazon Rekognition Video を使用すると、ビデオに関する以下の情報を分析できます。

• ビデオセグメント (p. 331)
• ラベル (p. 132)
• 暗示的および明示的なアダルトコンテンツ (p. 292)
• テキスト (p. 309)
• 有名人 (p. 269)
• 顔 (p. 146)
• 人員 (p. 238)

詳細については、「Amazon Rekognition の仕組み (p. 4)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video API の概要
Amazon Rekognition Video は、Amazon S3 バケットに保存されているビデオを処理します。その設計
パターンは、複数のオペレーションの非同期セットとなっており、StartLabelDetection (p. 683) などの
Start オペレーションを呼び出すことで、ビデオの処理が開始されます。リクエストの完了ステータス
は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行されます。Amazon SNS トピック
から完了ステータスを取得するには、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューまたはAWS 
Lambdafunction. 完了ステータスを取得したら、GetLabelDetection (p. 610) などの Get オペレーション
を呼び出してリクエストの結果を取得します。

以下の図は、Amazon S3 バケットに保存されているビデオのラベルを検出するプロセスを示しています。
この図では Amazon SNS トピックから Amazon SQS キューを使用して完了ステータスを取得しています
が、代わりに AWS Lambda 関数を使用することもできます。

このプロセスは、他の Amazon Rekognition Video オペレーションでも同じです。次の表に、Startそし
てGet非ストレージの Amazon Rekognition オペレーションのオペレーション。

検出 Start オペレーション Get オペレーション

ビデオセグメント StartSegmentDetection (p. 693) GetSegmentDetection (p. 619)
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検出 Start オペレーション Get オペレーション

Labels StartLabelDetection (p. 683) GetLabelDetection (p. 610)

明示的および暗示的なアダルト
コンテンツ

StartContentModeration (p. 671) GetContentModeration (p. 596)

テキスト StartTextDetection (p. 699) GetTextDetection (p. 624)

有名人 StartCelebrityRecognition (p. 667) GetCelebrityRecognition (p. 591)

顔 StartFaceDetection (p. 675) GetFaceDetection (p. 600)

人員 StartPersonTracking (p. 687) GetPersonTracking (p. 614)

を使用する場合Get以外のオペレーションGetCelebrityRecognitionでは、入力ビデオ全体でのエン
ティティ検出時の追跡情報が Amazon Rekognition Video によって返されます。

Amazon Rekognition Video の使用方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon Rekognition 
Video オペレーションを呼び出す (p. 63)。Amazon SQS を使用したビデオ分析例については、「」
を参照してください。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオ
の分析 (SDK) (p. 70)。AWS CLI の例については、「を使用したビデオの分析AWS Command Line 
Interface (p. 87)」を参照してください。

ビデオフォーマットとストレージ
Amazon Rekognition オペレーションでは、Amazon S3 バケットに保存されているビデオを分析できま
す。ビデオは H.264 コーデックでエンコードする必要があります。サポートされているファイル形式は 
MPEG-4 および MOV です。

コーデックとは、データ圧縮による高速な配信と、受信データからオリジナル形式への解凍を可能にする
ソフトウェアまたはハードウェアです。H.264 コーデックは、ビデオコンテンツの記録、圧縮、配信に広
く使われています。1 つのビデオ形式には 1 つ以上のコーデックを含めることができます。MOV または 
MPEG-4 形式のビデオファイルが Amazon Rekognition Video で動作しない場合、H.264 コーデックがビ
デオのエンコードに使われているかどうかを確認してください。

保存済みビデオの最大ファイルサイズは 10 GB です。

人物の検索
コレクションに保存された顔のメタデータを使ってビデオ内の人物を検索できます。たとえば、
アーカイブされたビデオから特定の人物や複数の人物を検索できます。ソースイメージにある顔
のメタデータは、IndexFaces (p. 628) オペレーションを使ってコレクションに保存します。次に
StartFaceSearch (p. 679) を使い、コレクション内の顔に対する非同期の検索を開始します。検索結果
の取得には GetFaceSearch (p. 605) を使用します。詳細については、「 保存された動画の顔を検索す
る (p. 228)」を参照してください。人物の検索は、代表的なストレージベースの Amazon Rekognition オ
ペレーションです。詳細については、「ストレージベースの API オペレーション (p. 9)」を参照してくだ
さい。

ストリーミングビデオ内の人物を検索することもできます。詳細については、「ストリーミングビデオの
操作 (p. 92)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す
Amazon Rekognition Video は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存されている
ビデオの検索に使用できる非同期 API です。Amazon Rekognition Video を呼び出すことで、ビデオの分析
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が開始されます。Startなどの操作StartPersonTracking (p. 687)。Amazon Rekognition Video は、分析
リクエストの結果を Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行します。Amazon 
Simple Queue Service (Amazon SQS) キューまたはAWS Lambdaは、Amazon SNS トピックからビデオ
分析リクエストの完了ステータスを取得する関数です。最後に、Amazon Rekognition を呼び出して、ビデ
オ分析リクエストの結果を取得します。Getなどの操作GetPersonTracking (p. 614)。

以下のセクションでは、Amazon S3 バケットに保存されているビデオ内のラベル (オブジェクト、イベン
ト、概念、アクティビティ) を Amazon Rekognition Video が検出する方法を、ラベル検出オペレーショ
ンを使って説明しています。同じ方法を、たとえば、以下の Amazon Rekognition Video オペレーション
でも使うことができます。StartFaceDetection (p. 675)そしてStartPersonTracking (p. 687)。の例Java 
または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)に
は、Amazon SQS キューを使用して Amazon SNS トピックから完了ステータスを取得し、ビデオを分析
する方法を説明しています。これはその他の Amazon Rekognition Video の例の基礎として使用すること
もできます次に例を示します。人物の検出 (p. 238)。AWS CLI の例については、「を使用したビデオの
分析AWS Command Line Interface (p. 87)」を参照してください。

トピック
• ビデオ分析の開始 (p. 64)
• Amazon Rekognition Video 分析リクエストの完了ステータスを取得する (p. 65)
• Amazon Rekognition Video 分析結果の取得 (p. 66)

ビデオ分析の開始
Amazon Rekognition Video ラベルリクエストを開始するには、を呼び出しま
す。StartLabelDetection (p. 683)。以下は、StartLabelDetection により渡される JSON リクエスト
の例を示しています。

{ 
    "Video": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "video.mp4" 
        } 
    }, 
    "ClientRequestToken": "LabelDetectionToken", 
    "MinConfidence": 50, 
    "NotificationChannel": { 
        "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:nnnnnnnnnn:topic", 
        "RoleArn": "arn:aws:iam::nnnnnnnnnn:role/roleopic" 
    }, 
    "JobTag": "DetectingLabels"
}

入力パラメータVideoは、ビデオのファイル名と、取得先の Amazon S3 バケットを提供しま
す。NotificationChannelには、Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) 
と、Amazon Rekognition Video がビデオ分析リクエストの完了時に通知する Amazon SNS トピックが含
まれています。Amazon SNS トピックは、呼び出し先の Amazon Rekognition Video エンドポイントと同
じ AWS リージョン内に存在する必要があります。NotificationChannelには、Amazon Rekognition 
Video を Amazon SNS トピックに発行できるようにするためのロールの ARN も含まれています。IAM 
サービスロールを作成すると、Amazon SNS トピックへの Amazon Rekognition 発行アクセス権限がに付
与されます。詳細については、「Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)」を参照してください。

オプションの入力パラメータを指定することもできます。JobTagを選択すると、Amazon SNS トピック
に発行された完了ステータスのジョブを特定できます。

ClientRequestToken というべき等トークンをオプションで設定すると、分析ジョブが誤って重複
するのを防ぐことができます。ClientRequestToken の値を指定すると、Start オペレーション
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は、StartLabelDetection などの Start オペレーションに対する複数かつ同一の呼び出しに共通する
JobId を返します。ClientRequestToken トークンの有効期間は 7 日です。7 日後に再利用することが
できます。トークンの有効期間中にトークンを再利用すると、以下のことが発生します。

• 同じ Start オペレーション、同じ入力パラメータでトークンを再利用すると、同じ JobId が返されま
す。ジョブは再度実行されず、Amazon Rekognition Video は、登録されている Amazon SNS トピック
に完了ステータスを送信しません。

• 同じ Start オペレーションで、入力パラメータを少し変更してトークンを再利用する
と、IdempotentParameterMismatchException (HTTP ステータスコード: 400) 例外を受け取りま
す。

• 別のトークンを再利用しないでください。StartAmazon Rekognition から予測できない結果を得るた
め、のオペレーション。

StartLabelDetection オペレーションに対する応答は、ジョブ識別子 (JobId) です。を使用す
るJobIdをクリックして、Amazon Rekognition Video が Amazon SNS トピックに完了ステータスを発行
したら、リクエストを追跡し、分析結果を取得します。例:

{"JobId":"270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1784ca90fc180e3"}

同時に開始するジョブが多すぎると、StartLabelDetectionをレイズLimitExceededException同
時に実行されるジョブの数が Amazon Rekognition サービスの制限を下回るまで、(HTTP ステータスコー
ド:400)。

それを見つけたらLimitExceededExceptionアクティビティのバーストにより例外が発生しま
す。Amazon SQS キューを使用して受信リクエストを管理することを検討してください。同時リクエスト
の平均数を Amazon SQS キューで管理できず、引き続き LimitExceededException 例外を受け取る場
合は、AWS サポートにお問い合わせください。

Amazon Rekognition Video 分析リクエストの完了ステータスを
取得する
Amazon Rekognition Video は、登録されている Amazon SNS トピックに分析完了の通知を送信します。
通知には、ジョブ識別子およびオペレーション完了ステータスが JSON 文字列で含まれています。ビデオ
分析リクエストが正常に実行された場合は SUCCEEDED ステータスとなります。たとえば次の結果は、ラ
ベル検出ジョブが正常に処理されたことを示しています。

{ 
    "JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1nnnnnnnnnnnn", 
    "Status": "SUCCEEDED", 
    "API": "StartLabelDetection", 
    "JobTag": "DetectingLabels", 
    "Timestamp": 1510865364756, 
    "Video": { 
        "S3ObjectName": "video.mp4", 
        "S3Bucket": "bucket" 
    }
}

詳細については、「リファレンス: ビデオ解析結果の通知 (p. 89)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video で Amazon SNS トピックに発行されたステータス情報を取得するには、以下
のいずれかのオプションを使用します。

• AWS Lambda— をサブスクライブできます。AWS LambdaAmazon SNS トピックに書き込む関数。こ
の関数は、Amazon Rekognition によってリクエスト完了が Amazon SNS トピックに通知されると呼び
出されます。ビデオ分析リクエストの結果をサーバー側のコードで処理する場合は Lambda 関数を使用
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します。たとえば、クライアントアプリケーションに情報を返す前に、ビデオに注釈を付けたり、ビデ
オコンテンツに関するレポートを作成したりする場合があります。また、Amazon Rekognition API が
大量のデータを返す可能性があるため、ビデオの容量が大きい場合もサーバー側での処理をお勧めしま
す。

• Amazon Simple Queue Service— Amazon SNS トピックに Amazon SQS キューをサブスクライ
ブできます。この Amazon SQS キューをポーリングすることで、リクエストの完了時に Amazon 
Rekognition が発行する完了ステータスを取得できます。詳細については、「Java または Python を
使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)」を参照してくださ
い。Amazon SQS キューは、Amazon Rekognition Video オペレーションをクライアントアプリケー
ションからのみ呼び出す場合に使用します。

Important

リクエストの完了ステータスを取得するために Amazon Rekognition Video を繰り返し呼び出すこ
とは推奨されません。Getオペレーション. これは、Amazon Rekognition Video がスロットルする
からですGet実行されるリクエストが多すぎると、オペレーション。複数のビデオを同時処理す
る場合は、Amazon Rekognition Video で各ビデオのステータスを個別に取得するよりも、1 つの 
SQS キューの完了通知を監視するほうがシンプルかつ効率的です。

Amazon Rekognition Video 分析結果の取得
ビデオ分析リクエストの結果を取得するには、Amazon SNS トピックから取得された完了ス
テータスがであることを最初に確認します。SUCCEEDED。次に GetLabelDetection を呼び出
し、StartLabelDetection から返された JobId の値を渡します。リクエストの JSON は次の例のよう
になります。

{ 
    "JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1784ca90fc180e3", 
    "MaxResults": 10, 
    "SortBy": "TIMESTAMP"
}

JobId はビデオ分析オペレーションの識別子です。ビデオの分析で大量のデータが生成される場合に備え
て、1 回の Get オペレーションで返される結果の最大数を MaxResults で指定できます。MaxResults
のデフォルト値は 1000 です。1000 より大きい値を指定した場合、最大 1000 件の結果が返されます。
オペレーションが結果セット全体を返さない場合、次のページ用のページ分割トークンがオペレーション
の応答で返されます。直前の Get リクエストでページ分割トークンが返された場合は、そのトークンと
NextToken を使って次の結果ページを取得できます。

Note

Amazon Rekognition は、ビデオ分析オペレーションの結果を 7 日間保持します。この期間を過ぎ
ると分析結果を取得できなくなります。

GetLabelDetection オペレーションの応答の JSON は次のようになります。

{ 
    "Labels": [ 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Instances": [], 
                "Confidence": 60.51791763305664, 
                "Parents": [], 
                "Name": "Electronics" 
            } 
        }, 
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        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Instances": [], 
                "Confidence": 99.53411102294922, 
                "Parents": [], 
                "Name": "Human" 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Instances": [ 
                    { 
                        "BoundingBox": { 
                            "Width": 0.11109819263219833, 
                            "Top": 0.08098889887332916, 
                            "Left": 0.8881205320358276, 
                            "Height": 0.9073750972747803 
                        }, 
                        "Confidence": 99.5831298828125 
                    }, 
                    { 
                        "BoundingBox": { 
                            "Width": 0.1268676072359085, 
                            "Top": 0.14018426835536957, 
                            "Left": 0.0003282368124928324, 
                            "Height": 0.7993982434272766 
                        }, 
                        "Confidence": 99.46029663085938 
                    } 
                ], 
                "Confidence": 99.53411102294922, 
                "Parents": [], 
                "Name": "Person" 
            } 
        }, 
        . 
        .    
        . 

        { 
            "Timestamp": 166, 
            "Label": { 
                "Instances": [], 
                "Confidence": 73.6471176147461, 
                "Parents": [ 
                    { 
                        "Name": "Clothing" 
                    } 
                ], 
                "Name": "Sleeve" 
            } 
        } 
         
    ], 
    "LabelModelVersion": "2.0", 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "VideoMetadata": { 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameRate": 23.976024627685547, 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 5005, 
        "FrameHeight": 674, 
        "FrameWidth": 1280 
    }
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}

結果は、検出時間 (ビデオの開始時間からミリ秒単位) または検出されたエンティティ (オブジェクト、
顔、有名人、モデレーションラベル、人物) のアルファベット順で並べ替えることができます。時間で並
べ替える場合は、SortBy 入力パラメータの値を TIMESTAMP に設定します。SortBy が指定されていな
い場合のデフォルトの動作は、時間による並べ替えです。上記の例は時間で並べ替えられています。エン
ティティで並べ替えるには、実行するオペレーションにとって適切な値を SortBy 入力パラメータで使用
します。たとえば、GetLabelDetection への呼び出しで検出されたラベルで並べ替える、NAME 値を使
用します。

Amazon Rekognition Video の設定
保存したビデオで Amazon Rekognition Video API を使用するには、IAM ユーザーと IAM サービスロー
ルを設定して Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。また、Amazon SNS トピックに 
Amazon SQS キューをサブスクライブする必要があります。

Note

これらの手順を使用して Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されてい
るビデオの分析 (SDK) (p. 70) の例を設定する場合は、ステップ 3、4、5、6 を実行する必要
はありません。この例には、Amazon SNS トピックと Amazon SQS キューを作成して設定する
コードが含まれています。

このセクションの例では、新しい Amazon SNS トピックを作成します。そのために、複数のトピックへの
アクセス権を Amazon Rekognition Video に付与する手順を使用します。既存の Amazon SNS トピックを
使用する場合は、既存の Amazon SNS トピックへのアクセス権限の付与 (p. 69)ステップ 3 の.

Amazon Rekognition Video を設定するには

1. をセットアップするAWSAmazon Rekognition Video にアクセスするためのアカウント。詳細について
は、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 12)」を参照
してください。

ユーザーに少なくとも以下のアクセス許可があることを確認します。

• AmazonSQSFullAccess
• AmazonRekognitionFullAccess
• AmazonS3FullAccess
• AmazonSNSFullAccess

2. 必要な AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセットアップす
るAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

3. Amazon SNS トピックを作成するを使用してAmazon SNS コンソール。トピック名の先頭に
AmazonRekognition を追加します。その Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。このトピッ
クが、使用している AWS エンドポイントと同じリージョンにあることを確認します。

4. Amazon SQS 標準キューを作成するを使用してAmazon SQS コンソール。キューの ARN をメモしま
す。

5. ステップ 3 で作成したトピックにキューをサブスクライブします。
6. Amazon SQS キューにメッセージを送信する許可を Amazon SNS トピックに付与する。
7. IAM サービスロールを作成して、Amazon Rekognition Video に Amazon SNS トピックへのアクセス

権を付与します。このサービスロールの Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。詳細について
は、「複数の Amazon SNS トピックへのアクセスを許可する (p. 69)」を参照してください。

8. 次のインラインポリシーを追加します。ステップ 1 で作成した IAM ユーザーに指定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "MySid", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "arn:Service role ARN from step 7" 
        } 
    ]
} 
            

インラインポリシーに任意の名前を付けます。
9. これで、「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 

(SDK) (p. 70)」と「を使用したビデオの分析AWS Command Line Interface (p. 87)」の例を実行
できます。

複数の Amazon SNS トピックへのアクセスを許可する
IAM サービスロールを使用し、作成した Amazon SNS トピックへのアクセス権限を Amazon Rekognition 
Video に付与します。IAM はRekognitionAmazon Rekognition Video サービスロール作成ユースケース。

Amazon Rekognition Video に複数の Amazon SNS トピックへのアクセスを許可する
には、AmazonRekognitionServiceRoleアクセス権限ポリシーとトピック名の先頭
にAmazonRekognition— たとえば、AmazonRekognitionMyTopicName。

Amazon Rekognition Video を複数の Amazon SNS トピックにアクセスできるようにするには

1. IAM サービスロールを作成する。以下の情報に従って IAM サービスロールを作成します。

1. サービス名の Rekognition を選択します。
2. サービスロールのユースケースの Rekognition を選択します。AmazonRekognitionServiceRole ア

クセス権限ポリシーが表示されます。AmazonrekognitionServiceRoleは、Amazon Rekognition 
Video に Amazon SNS トピックへのアクセス権をに付与します。AmazonRekognition。

3. サービスロールに任意の名前を付けます。
2. サービスロールの ARN をメモしておきます。これは、ビデオ分析のオペレーションを開始する際に

必要です。

既存の Amazon SNS トピックへのアクセス権限の付与
既存の Amazon SNS トピックへの Amazon Rekognition Video アクセスを許可するアクセス権限ポリシー
を作成できます。

Amazon Rekognition Video に既存の Amazon SNS トピックへのアクセス権を付与するには

1. IAM JSON ポリシーエディターを使用して新しいアクセス権限ポリシーを作成します。を選択し、以
下のポリシーを使用します。置換topicarnは、目的の Amazon SNS トピックの Amazon リソース
ネーム (ARN) です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
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            "Resource": "topicarn" 
        } 
    ]
}

2. IAM サービスロールを作成する、既存の IAM サービスロールを更新します。以下の情報に従って IAM 
サービスロールを作成します。

1. サービス名の Rekognition を選択します。
2. サービスロールのユースケースの Rekognition を選択します。
3. 手順 1 で作成したアクセス権ポリシーを添付します。

3. サービスロールの ARN をメモしておきます。これは、ビデオ分析のオペレーションを開始する際に
必要です。

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケッ
トに保存されているビデオの分析 (SDK)
この手順では、Amazon Rekognition ビデオのラベル検出オペレーション、Amazon S3 バケットに保存
されているビデオ、Amazon SNS トピックを使い、ビデオ内のラベルを検出する方法を説明します。ま
た、Amazon SQS キューを使用して Amazon SNS トピックから完了ステータスを取得する方法も説明し
ます。詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照して
ください。Amazon SQS キューを必ず使用するという制約はありません。たとえば、AWS Lambda 関数
を使用して完了ステータスを取得することができます。詳細については、「Amazon SNS 通知を使用した 
Lambda 関数の呼び出し」を参照してください。

手順に含まれているコード例は、以下を実行する方法を示しています。

1. Amazon SNS トピックを作成する。
2. Amazon SQS キューを作成する。
3. Amazon Rekognition Video アクセス権限を Amazon SNS トピックにビデオ分析オペレーションの完了

ステータスを発行するアクセス権限を Amazon Rekognition ビデオに付与する。
4. Amazon SNS トピックに Amazon SQS キューをサブスクライブします。
5. StartLabelDetection (p. 683) を呼び出してビデオ分析リクエストを開始します。
6. Amazon SQS キューから完了ステータスを取得します。この例では、StartLabelDetection で返さ

れたジョブ識別子 (JobId) を追跡し、一致するジョブ識別子の結果だけを完了ステータスから読み取り
ます。他のアプリケーションで同じキューやトピックを使用している場合、この点を考慮することが重
要です。わかりやすいように、この例では一致しないジョブが削除されます。これらを Amazon SQS 
デッドレターキューに追加して詳しく調査することを検討してください。

7. GetLabelDetection (p. 610) を呼び出して、ビデオ分析結果を取得、表示します。

前提条件
この手順のコード例は Java と Python で提供されています。適切な AWS SDK がインストールされている
必要があります。詳細については、「Amazon Rekognition の使用開始 (p. 12)」を参照してください。使
用する AWS アカウントには、Amazon Rekognition API へのアクセス権限が必要です。詳細については、
「」を参照してください。Amazon Rekognition で定義されるアクション。

ビデオ内のラベルを検出するには

1. Amazon Rekognition Video へのユーザーアクセスを設定し、Amazon SNS への Amazon Rekognition 
Video アクセスを設定します。詳細については、「Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)」を
参照してください。コード例によって Amazon SNS トピックと Amazon SQS キューが作成されて設
定されるため、ステップ 3、4、5、6 を実行する必要はありません。
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2. Amazon S3 バケットに MOV または MPEG-4 形式のビデオファイルをアップロードします。テスト
の場合、長さが 30 秒以内のビデオをアップロードしてください。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下のコード例を使用してビデオ内のラベルを検出します。

Java

main 関数内:

• 置換roleArnを、「」のステップ 7 で作成した IAM サービスロールの ARN を使用しま
す。Amazon Rekognition Video を設定するには (p. 68)。

• bucket と video の値を、ステップ 2 で指定したバケット名とビデオファイル名に置き換えま
す。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Condition;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CelebrityDetail;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CelebrityRecognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CelebrityRecognitionSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ContentModerationDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ContentModerationSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Face;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceMatch;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceSearchSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetContentModerationRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetContentModerationResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceSearchRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceSearchResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetPersonTrackingRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetPersonTrackingResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Instance;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Parent;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.PersonDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.PersonMatch;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.PersonTrackingSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionRequest;
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import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartContentModerationRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartContentModerationResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceSearchRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceSearchResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartLabelDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartLabelDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartPersonTrackingRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartPersonTrackingResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Video;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNS;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.QueueAttributeName;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import java.util.*;

public class VideoDetect { 
  
     
    private static String sqsQueueName=null; 
    private static String snsTopicName=null; 
    private static String snsTopicArn = null; 
    private static String roleArn= null; 
    private static String sqsQueueUrl = null; 
    private static String sqsQueueArn = null; 
    private static String startJobId = null; 
    private static String bucket = null; 
    private static String video = null;  
    private static AmazonSQS sqs=null; 
    private static AmazonSNS sns=null; 
    private static AmazonRekognition rek = null; 
     
    private static NotificationChannel channel= new NotificationChannel() 
            .withSNSTopicArn(snsTopicArn) 
            .withRoleArn(roleArn); 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 
         
        video = ""; 
        bucket = ""; 
        roleArn= ""; 

        sns = AmazonSNSClientBuilder.defaultClient(); 
        sqs= AmazonSQSClientBuilder.defaultClient(); 
        rek = AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 
   
        CreateTopicandQueue(); 
         
        //================================================= 
         
        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults(); 

72



Amazon Rekognition 開発者ガイド
保存済みビデオ (SDK) の分析

        
       //=================================================   
         

        DeleteTopicandQueue(); 
        System.out.println("Done!"); 
        
    } 

     
    static boolean GetSQSMessageSuccess() throws Exception 
    { 
     boolean success=false; 

    
        System.out.println("Waiting for job: " + startJobId); 
        //Poll queue for messages 
        List<Message> messages=null; 
        int dotLine=0; 
        boolean jobFound=false; 

        //loop until the job status is published. Ignore other messages in queue. 
        do{ 
            messages = sqs.receiveMessage(sqsQueueUrl).getMessages(); 
            if (dotLine++<40){ 
                System.out.print("."); 
            }else{ 
                System.out.println(); 
                dotLine=0; 
            } 

            if (!messages.isEmpty()) { 
                //Loop through messages received. 
                for (Message message: messages) { 
                    String notification = message.getBody(); 

                    // Get status and job id from notification. 
                    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification); 
                    JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message"); 
                    ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonResultTree = 
 operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue()); 
                    JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId"); 
                    JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status"); 
                    System.out.println("Job found was " + operationJobId); 
                    // Found job. Get the results and display. 
                    if(operationJobId.asText().equals(startJobId)){ 
                        jobFound=true; 
                        System.out.println("Job id: " + operationJobId ); 
                        System.out.println("Status : " + 
 operationStatus.toString()); 
                        if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")){ 
                         success=true; 
                        } 
                        else{ 
                            System.out.println("Video analysis failed"); 
                        } 

                        sqs.deleteMessage(sqsQueueUrl,message.getReceiptHandle()); 
                    } 

                    else{ 
                        System.out.println("Job received was not job " +  
 startJobId); 
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                        //Delete unknown message. Consider moving message to dead 
 letter queue 
                        sqs.deleteMessage(sqsQueueUrl,message.getReceiptHandle()); 
                    } 
                } 
            } 
            else { 
                Thread.sleep(5000); 
            } 
        } while (!jobFound); 

        System.out.println("Finished processing video"); 
        return success; 
    } 
   

    private static void StartLabelDetection(String bucket, String video) throws 
 Exception{ 
      
        NotificationChannel channel= new NotificationChannel() 
                .withSNSTopicArn(snsTopicArn) 
                .withRoleArn(roleArn); 

        StartLabelDetectionRequest req = new StartLabelDetectionRequest() 
                .withVideo(new Video() 
                        .withS3Object(new S3Object() 
                                .withBucket(bucket) 
                                .withName(video))) 
                .withMinConfidence(50F) 
                .withJobTag("DetectingLabels") 
                .withNotificationChannel(channel); 

        StartLabelDetectionResult startLabelDetectionResult = 
 rek.startLabelDetection(req); 
        startJobId=startLabelDetectionResult.getJobId(); 
         
    } 
   
    private static void GetLabelDetectionResults() throws Exception{ 

        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
        GetLabelDetectionResult labelDetectionResult=null; 

        do { 
            if (labelDetectionResult !=null){ 
                paginationToken = labelDetectionResult.getNextToken(); 
            } 

            GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= new 
 GetLabelDetectionRequest() 
                    .withJobId(startJobId) 
                    .withSortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP) 
                    .withMaxResults(maxResults) 
                    .withNextToken(paginationToken); 

            labelDetectionResult = rek.getLabelDetection(labelDetectionRequest); 

            VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.getVideoMetadata(); 

            System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat()); 
            System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec()); 
            System.out.println("Duration: " + videoMetaData.getDurationMillis()); 
            System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate()); 
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            //Show labels, confidence and detection times 
            List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.getLabels(); 

            for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) { 
                long seconds=detectedLabel.getTimestamp(); 
                Label label=detectedLabel.getLabel(); 
                System.out.println("Millisecond: " + Long.toString(seconds) + " "); 
                 
                System.out.println("   Label:" + label.getName());  
                System.out.println("   Confidence:" + 
 detectedLabel.getLabel().getConfidence().toString()); 
       
                List<Instance> instances = label.getInstances(); 
                System.out.println("   Instances of " + label.getName()); 
                if (instances.isEmpty()) { 
                    System.out.println("        " + "None"); 
                } else { 
                    for (Instance instance : instances) { 
                        System.out.println("        Confidence: " + 
 instance.getConfidence().toString()); 
                        System.out.println("        Bounding box: " + 
 instance.getBoundingBox().toString()); 
                    } 
                } 
                System.out.println("   Parent labels for " + label.getName() + 
 ":"); 
                List<Parent> parents = label.getParents(); 
                if (parents.isEmpty()) { 
                    System.out.println("        None"); 
                } else { 
                    for (Parent parent : parents) { 
                        System.out.println("        " + parent.getName()); 
                    } 
                } 
                System.out.println(); 
            } 
        } while (labelDetectionResult !=null && 
 labelDetectionResult.getNextToken() != null); 

    }  

    // Creates an SNS topic and SQS queue. The queue is subscribed to the topic.  
    static void CreateTopicandQueue() 
    { 
        //create a new SNS topic 
        snsTopicName="AmazonRekognitionTopic" + 
 Long.toString(System.currentTimeMillis()); 
        CreateTopicRequest createTopicRequest = new 
 CreateTopicRequest(snsTopicName); 
        CreateTopicResult createTopicResult = sns.createTopic(createTopicRequest); 
        snsTopicArn=createTopicResult.getTopicArn(); 
         
        //Create a new SQS Queue 
        sqsQueueName="AmazonRekognitionQueue" + 
 Long.toString(System.currentTimeMillis()); 
        final CreateQueueRequest createQueueRequest = new 
 CreateQueueRequest(sqsQueueName); 
        sqsQueueUrl = sqs.createQueue(createQueueRequest).getQueueUrl(); 
        sqsQueueArn = sqs.getQueueAttributes(sqsQueueUrl, 
 Arrays.asList("QueueArn")).getAttributes().get("QueueArn"); 
         
        //Subscribe SQS queue to SNS topic 
        String sqsSubscriptionArn = sns.subscribe(snsTopicArn, "sqs", 
 sqsQueueArn).getSubscriptionArn(); 
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        // Authorize queue 
          Policy policy = new Policy().withStatements( 
                  new Statement(Effect.Allow) 
                  .withPrincipals(Principal.AllUsers) 
                  .withActions(SQSActions.SendMessage) 
                  .withResources(new Resource(sqsQueueArn)) 
                  .withConditions(new 
 Condition().withType("ArnEquals").withConditionKey("aws:SourceArn").withValues(snsTopicArn)) 
                  ); 
                   

          Map queueAttributes = new HashMap(); 
          queueAttributes.put(QueueAttributeName.Policy.toString(), 
 policy.toJson()); 
          sqs.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueUrl, 
 queueAttributes));  
         

         System.out.println("Topic arn: " + snsTopicArn); 
         System.out.println("Queue arn: " + sqsQueueArn); 
         System.out.println("Queue url: " + sqsQueueUrl); 
         System.out.println("Queue sub arn: " + sqsSubscriptionArn ); 
     } 
    static void DeleteTopicandQueue() 
    { 
        if (sqs !=null) { 
            sqs.deleteQueue(sqsQueueUrl); 
            System.out.println("SQS queue deleted"); 
        } 
         
        if (sns!=null) { 
            sns.deleteTopic(snsTopicArn); 
            System.out.println("SNS topic deleted"); 
        } 
    }
}

Python

main 関数内:

• 置換roleArnを、「」のステップ 7 で作成した IAM サービスロールの ARN を使用しま
す。Amazon Rekognition Video を設定するには (p. 68)。

• bucket と video の値を、ステップ 2 で指定したバケット名とビデオファイル名に置き換えま
す。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
import json
import sys
import time

class VideoDetect: 
    jobId = '' 
    rek = boto3.client('rekognition') 
    sqs = boto3.client('sqs') 
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    sns = boto3.client('sns') 
     
    roleArn = '' 
    bucket = '' 
    video = '' 
    startJobId = '' 

    sqsQueueUrl = '' 
    snsTopicArn = '' 
    processType = '' 

    def __init__(self, role, bucket, video):     
        self.roleArn = role 
        self.bucket = bucket 
        self.video = video 

    def GetSQSMessageSuccess(self): 

        jobFound = False 
        succeeded = False 
     
        dotLine=0 
        while jobFound == False: 
            sqsResponse = self.sqs.receive_message(QueueUrl=self.sqsQueueUrl, 
 MessageAttributeNames=['ALL'], 
                                          MaxNumberOfMessages=10) 

            if sqsResponse: 
                 
                if 'Messages' not in sqsResponse: 
                    if dotLine<40: 
                        print('.', end='') 
                        dotLine=dotLine+1 
                    else: 
                        print() 
                        dotLine=0     
                    sys.stdout.flush() 
                    time.sleep(5) 
                    continue 

                for message in sqsResponse['Messages']: 
                    notification = json.loads(message['Body']) 
                    rekMessage = json.loads(notification['Message']) 
                    print(rekMessage['JobId']) 
                    print(rekMessage['Status']) 
                    if rekMessage['JobId'] == self.startJobId: 
                        print('Matching Job Found:' + rekMessage['JobId']) 
                        jobFound = True 
                        if (rekMessage['Status']=='SUCCEEDED'): 
                            succeeded=True 

                        self.sqs.delete_message(QueueUrl=self.sqsQueueUrl, 
                                       ReceiptHandle=message['ReceiptHandle']) 
                    else: 
                        print("Job didn't match:" + 
                              str(rekMessage['JobId']) + ' : ' + self.startJobId) 
                    # Delete the unknown message. Consider sending to dead letter 
 queue 
                    self.sqs.delete_message(QueueUrl=self.sqsQueueUrl, 
                                   ReceiptHandle=message['ReceiptHandle']) 

        return succeeded 

    def StartLabelDetection(self): 
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        response=self.rek.start_label_detection(Video={'S3Object': {'Bucket': 
 self.bucket, 'Name': self.video}}, 
            NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn': 
 self.snsTopicArn}) 

        self.startJobId=response['JobId'] 
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId) 

    def GetLabelDetectionResults(self): 
        maxResults = 10 
        paginationToken = '' 
        finished = False 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_label_detection(JobId=self.startJobId, 
                                            MaxResults=maxResults, 
                                            NextToken=paginationToken, 
                                            SortBy='TIMESTAMP') 

            print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec']) 
            print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']['DurationMillis'])) 
            print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format']) 
            print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate'])) 
            print() 

            for labelDetection in response['Labels']: 
                label=labelDetection['Label'] 

                print("Timestamp: " + str(labelDetection['Timestamp'])) 
                print("   Label: " + label['Name']) 
                print("   Confidence: " +  str(label['Confidence'])) 
                print("   Instances:") 
                for instance in label['Instances']: 
                    print ("      Confidence: " + str(instance['Confidence'])) 
                    print ("      Bounding box") 
                    print ("        Top: " + str(instance['BoundingBox']['Top'])) 
                    print ("        Left: " + str(instance['BoundingBox']['Left'])) 
                    print ("        Width: " +  str(instance['BoundingBox']
['Width'])) 
                    print ("        Height: " +  str(instance['BoundingBox']
['Height'])) 
                    print() 
                print() 
                print ("   Parents:") 
                for parent in label['Parents']: 
                    print ("      " + parent['Name']) 
                print () 

                if 'NextToken' in response: 
                    paginationToken = response['NextToken'] 
                else: 
                    finished = True 
        
     
    def CreateTopicandQueue(self): 
       
        millis = str(int(round(time.time() * 1000))) 

        #Create SNS topic 
         
        snsTopicName="AmazonRekognitionExample" + millis 

        topicResponse=self.sns.create_topic(Name=snsTopicName) 
        self.snsTopicArn = topicResponse['TopicArn'] 

78



Amazon Rekognition 開発者ガイド
保存済みビデオ (SDK) の分析

        #create SQS queue 
        sqsQueueName="AmazonRekognitionQueue" + millis 
        self.sqs.create_queue(QueueName=sqsQueueName) 
        self.sqsQueueUrl = self.sqs.get_queue_url(QueueName=sqsQueueName)
['QueueUrl'] 
  
        attribs = self.sqs.get_queue_attributes(QueueUrl=self.sqsQueueUrl, 
                                                    AttributeNames=['QueueArn'])
['Attributes'] 
                                         
        sqsQueueArn = attribs['QueueArn'] 

        # Subscribe SQS queue to SNS topic 
        self.sns.subscribe( 
            TopicArn=self.snsTopicArn, 
            Protocol='sqs', 
            Endpoint=sqsQueueArn) 

        #Authorize SNS to write SQS queue  
        policy = """{{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    {{ 
      "Sid":"MyPolicy", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal" : {{"AWS" : "*"}}, 
      "Action":"SQS:SendMessage", 
      "Resource": "{}", 
      "Condition":{{ 
        "ArnEquals":{{ 
          "aws:SourceArn": "{}" 
        }} 
      }} 
    }} 
  ]
}}""".format(sqsQueueArn, self.snsTopicArn) 
  
        response = self.sqs.set_queue_attributes( 
            QueueUrl = self.sqsQueueUrl, 
            Attributes = { 
                'Policy' : policy 
            }) 

    def DeleteTopicandQueue(self): 
        self.sqs.delete_queue(QueueUrl=self.sqsQueueUrl) 
        self.sns.delete_topic(TopicArn=self.snsTopicArn)

def main(): 
    roleArn = ''    
    bucket = '' 
    video = '' 

    analyzer=VideoDetect(roleArn, bucket,video) 
    analyzer.CreateTopicandQueue() 

    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults() 
     
    analyzer.DeleteTopicandQueue()

if __name__ == "__main__": 
    main()
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Node.Js

次のサンプルコードを示します。

• の値を置換するREGIONアカウントの営業地域の名前を入力します。
• の値を置換するbucketは、ビデオファイルを含む Amazon S3 バケットの名前です。
• の値を置換するvideoNameは、Amazon S3 バケット内のビデオファイルの名前です。
• 置換roleArnを、「」のステップ 7 で作成した IAM サービスロールの ARN を使用しま

す。Amazon Rekognition Video を設定するには (p. 68)。

// snippet-start:[sqs.JavaScript.queues.createQueueV3]  
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js  
import { CreateQueueCommand, GetQueueAttributesCommand, GetQueueUrlCommand,   
  SetQueueAttributesCommand, DeleteQueueCommand, ReceiveMessageCommand, 
 DeleteMessageCommand } from  "@aws-sdk/client-sqs";  
import {CreateTopicCommand, SubscribeCommand, DeleteTopicCommand } from "@aws-sdk/
client-sns";  
import  { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";  
import  { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";  
import  { RekognitionClient, StartLabelDetectionCommand, GetLabelDetectionCommand } 
 from "@aws-sdk/client-rekognition";  
import { stdout } from "process";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"  
// Create SNS service object.  
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION });  
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });  
const rekClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
  
// Set bucket and video variables  
const bucket = "bucket-name";  
const videoName = "video-name";  
const roleArn = "role-arn"  
var startJobId = ""  
  
var ts = Date.now();  
const snsTopicName = "AmazonRekognitionExample" + ts;  
const snsTopicParams = {Name: snsTopicName}  
const sqsQueueName = "AmazonRekognitionQueue-" + ts;  
  
// Set the parameters  
const sqsParams = {  
  QueueName: sqsQueueName, //SQS_QUEUE_URL  
  Attributes: {  
    DelaySeconds: "60", // Number of seconds delay.  
    MessageRetentionPeriod: "86400", // Number of seconds delay.  
  },  
};  
  
const createTopicandQueue = async () => {  
  try {  
    // Create SNS topic  
    const topicResponse = await snsClient.send(new 
 CreateTopicCommand(snsTopicParams));  
    const topicArn = topicResponse.TopicArn  
    console.log("Success", topicResponse);  
    // Create SQS Queue  
    const sqsResponse = await sqsClient.send(new CreateQueueCommand(sqsParams));  
    console.log("Success", sqsResponse);  
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    const sqsQueueCommand = await sqsClient.send(new GetQueueUrlCommand({QueueName: 
 sqsQueueName}))  
    const sqsQueueUrl = sqsQueueCommand.QueueUrl  
    const attribsResponse = await sqsClient.send(new 
 GetQueueAttributesCommand({QueueUrl: sqsQueueUrl, AttributeNames: ['QueueArn']}))  
    const attribs = attribsResponse.Attributes  
    console.log(attribs)  
    const queueArn = attribs.QueueArn  
    // subscribe SQS queue to SNS topic  
    const subscribed = await snsClient.send(new SubscribeCommand({TopicArn: 
 topicArn, Protocol:'sqs', Endpoint: queueArn}))  
    const policy = {  
      Version: "2012-10-17",  
      Statement: [  
        {  
          Sid: "MyPolicy",  
          Effect: "Allow",  
          Principal: {AWS: "*"},  
          Action: "SQS:SendMessage",  
          Resource: queueArn,  
          Condition: {  
            ArnEquals: {  
              'aws:SourceArn': topicArn  
            }  
          }  
        }  
      ]  
    };  
  
    const response = sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand({QueueUrl: 
 sqsQueueUrl, Attributes: {Policy: JSON.stringify(policy)}}))  
    console.log(response)  
    console.log(sqsQueueUrl, topicArn)  
    return [sqsQueueUrl, topicArn]  
  
  } catch (err) {  
    console.log("Error", err);  
  }  
};  
  
const startLabelDetection = async (roleArn, snsTopicArn) => {  
  try {  
    //Initiate label detection and update value of startJobId with returned Job ID  
   const labelDetectionResponse = await rekClient.send(new 
 StartLabelDetectionCommand({Video:{S3Object:{Bucket:bucket, Name:videoName}},   
      NotificationChannel:{RoleArn: roleArn, SNSTopicArn: snsTopicArn}}));  
      startJobId = labelDetectionResponse.JobId  
      console.log(`JobID: ${startJobId}`)  
      return startJobId  
  } catch (err) {  
    console.log("Error", err);  
  }  
};  
  
const getLabelDetectionResults = async(startJobId) => {  
  console.log("Retrieving Label Detection results")  
  // Set max results, paginationToken and finished will be updated depending on 
 response values  
  var maxResults = 10  
  var paginationToken = ''  
  var finished = false  
  
  // Begin retrieving label detection results  
  while (finished == false){  
    var response = await rekClient.send(new GetLabelDetectionCommand({JobId: 
 startJobId, MaxResults: maxResults,   
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      NextToken: paginationToken, SortBy:'TIMESTAMP'}))  
      // Log metadata  
      console.log(`Codec: ${response.VideoMetadata.Codec}`)  
      console.log(`Duration: ${response.VideoMetadata.DurationMillis}`)  
      console.log(`Format: ${response.VideoMetadata.Format}`)  
      console.log(`Frame Rate: ${response.VideoMetadata.FrameRate}`)  
      console.log()  
      // For every detected label, log label, confidence, bounding box, and 
 timestamp  
      response.Labels.forEach(labelDetection => {  
        var label = labelDetection.Label  
        console.log(`Timestamp: ${labelDetection.Timestamp}`)  
        console.log(`Label: ${label.Name}`)  
        console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`)  
        console.log("Instances:")  
        label.Instances.forEach(instance =>{  
          console.log(`Confidence: ${instance.Confidence}`)  
          console.log("Bounding Box:")  
          console.log(`Top: ${instance.Confidence}`)  
          console.log(`Left: ${instance.Confidence}`)  
          console.log(`Width: ${instance.Confidence}`)  
          console.log(`Height: ${instance.Confidence}`)  
          console.log()  
        })  
      console.log()  
      // Log parent if found  
      console.log("   Parents:")  
      label.Parents.forEach(parent =>{  
        console.log(`    ${parent.Name}`)  
      })  
      console.log()  
      // Searh for pagination token, if found, set variable to next token  
      if (String(response).includes("NextToken")){  
        paginationToken = response.NextToken  
  
      }else{  
        finished = true  
      }  
  
      })  
  }  
}  
  
// Checks for status of job completion  
const getSQSMessageSuccess = async(sqsQueueUrl, startJobId) => {  
  try {  
    // Set job found and success status to false initially  
    var jobFound = false  
    var succeeded = false  
    var dotLine = 0  
    // while not found, continue to poll for response  
    while (jobFound == false){  
      var sqsReceivedResponse = await sqsClient.send(new 
 ReceiveMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,   
        MaxNumberOfMessages:'ALL', MaxNumberOfMessages:10}));  
      if (sqsReceivedResponse){  
        var responseString = JSON.stringify(sqsReceivedResponse)  
        if (!responseString.includes('Body')){  
          if (dotLine < 40) {  
            console.log('.')  
            dotLine = dotLine + 1  
          }else {  
            console.log('')  
            dotLine = 0   
          };  
          stdout.write('', () => {  

82



Amazon Rekognition 開発者ガイド
保存済みビデオ (SDK) の分析

            console.log('');  
          });  
          await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));  
          continue  
        }  
      }  
  
      // Once job found, log Job ID and return true if status is succeeded  
      for (var message of sqsReceivedResponse.Messages){  
        console.log("Retrieved messages:")  
        var notification = JSON.parse(message.Body)  
        var rekMessage = JSON.parse(notification.Message)  
        var messageJobId = rekMessage.JobId  
        if (String(rekMessage.JobId).includes(String(startJobId))){  
          console.log('Matching job found:')  
          console.log(rekMessage.JobId)  
          jobFound = true  
          console.log(rekMessage.Status)  
          if (String(rekMessage.Status).includes(String("SUCCEEDED"))){  
            succeeded = true  
            console.log("Job processing succeeded.")  
            var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new 
 DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl, 
 ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));  
          }  
        }else{  
          console.log("Provided Job ID did not match returned ID.")  
          var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new 
 DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl, 
 ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));  
        }  
      }  
    }  
  return succeeded  
  } catch(err) {  
    console.log("Error", err);  
  }  
};  
  
// Start label detection job, sent status notification, check for success status  
// Retrieve results if status is "SUCEEDED", delete notification queue and topic  
const runLabelDetectionAndGetResults = async () => {  
  try {  
    const sqsAndTopic = await createTopicandQueue();  
    const startLabelDetectionRes = await startLabelDetection(roleArn, 
 sqsAndTopic[1]);  
    const getSQSMessageStatus = await getSQSMessageSuccess(sqsAndTopic[0], 
 startLabelDetectionRes)  
    console.log(getSQSMessageSuccess)  
    if (getSQSMessageSuccess){  
      console.log("Retrieving results:")  
      const results = await getLabelDetectionResults(startLabelDetectionRes)  
    }  
    const deleteQueue = await sqsClient.send(new DeleteQueueCommand({QueueUrl: 
 sqsAndTopic[0]}));  
    const deleteTopic = await snsClient.send(new DeleteTopicCommand({TopicArn: 
 sqsAndTopic[1]}));  
    console.log("Successfully deleted.")  
  } catch (err) {  
    console.log("Error", err);  
  }  
};  
  
runLabelDetectionAndGetResults()
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Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK のサンプル GitHub リポジトリ 完全な例を見るここに。

    public static void startLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .minConfidence(50F) 
                    .build(); 

            StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

            boolean ans = true; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 
            while (ans) { 

                GetLabelDetectionRequest detectionRequest = 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                GetLabelDetectionResponse result = 
 rekClient.getLabelDetection(detectionRequest); 
                status = result.jobStatusAsString(); 

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                    ans = false; 
                else 
                    System.out.println(yy +" status is: "+status); 

                Thread.sleep(1000); 
                yy++; 
            } 

            System.out.println(startJobId +" status is: "+status); 
        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, 
                                   SqsClient sqs, 
                                   String queueUrl) { 
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        List<Message> messages=null; 
        ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .build(); 

        try { 
            messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages(); 

            if (!messages.isEmpty()) { 
                for (Message message: messages) { 
                    String notification = message.body(); 

                    // Get the status and job id from the notification 
                    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification); 
                    JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message"); 
                    ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonResultTree = 
 operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue()); 
                    JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId"); 
                    JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status"); 
                    System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId); 

                    DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
                            .queueUrl(queueUrl) 
                            .build(); 

                    String jobId = operationJobId.textValue(); 
                    if (startJobId.compareTo(jobId)==0) { 

                        System.out.println("Job id: " + operationJobId ); 
                        System.out.println("Status : " + 
 operationStatus.toString()); 

                        if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")) 
                            GetResultsLabels(rekClient); 
                        else 
                            System.out.println("Video analysis failed"); 

                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 

                    else{ 
                        System.out.println("Job received was not job " +  
 startJobId); 
                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 
                } 
            } 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } catch (JsonMappingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (JsonProcessingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    // Gets the job results by calling GetLabelDetection 
    private static void GetResultsLabels(RekognitionClient rekClient) { 
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        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
        GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult=null; 

        try { 
            do { 
                if (labelDetectionResult !=null) 
                    paginationToken = labelDetectionResult.nextToken(); 

                GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP) 
                        .maxResults(maxResults) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .build(); 

                labelDetectionResult = 
 rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest); 
                VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 

                List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.labels(); 
                for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) { 
                    long seconds=detectedLabel.timestamp(); 
                    Label label=detectedLabel.label(); 
                    System.out.println("Millisecond: " + Long.toString(seconds) + " 
 "); 

                    System.out.println("   Label:" + label.name()); 
                    System.out.println("   Confidence:" + 
 detectedLabel.label().confidence().toString()); 

                    List<Instance> instances = label.instances(); 
                    System.out.println("   Instances of " + label.name()); 

                    if (instances.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        " + "None"); 
                    }  else { 
                        for (Instance instance : instances) { 
                            System.out.println("        Confidence: " + 
 instance.confidence().toString()); 
                            System.out.println("        Bounding box: " + 
 instance.boundingBox().toString()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println("   Parent labels for " + label.name() + 
 ":"); 
                    List<Parent> parents = label.parents(); 

                    if (parents.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        None"); 
                    } else { 
                        for (Parent parent : parents) { 
                            System.out.println("   " + parent.name()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println(); 
                } 
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            } while (labelDetectionResult !=null && 
 labelDetectionResult.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

4. コードをビルドして実行します。オペレーションの完了までに時間がかかる場合があります。完了す
ると、ビデオ内で検出されたラベルのリストが表示されます。詳細については、「ビデオ内のラベル
の検出 (p. 143)」を参照してください。

を使用したビデオの分析AWS Command Line 
Interface
AWS Command Line Interface(AWS CLI) をクリックし、Amazon Rekognition Video オペレーションを呼
び出します。この設計パターンは、Amazon Rekognition Video API をAWS SDK for Javaまたは他の AWS 
SDK。詳細については、「Amazon Rekognition Video API の概要 (p. 62)」を参照してください。以下
の手順は、AWS CLI を使用してビデオ内のラベルを検出する方法を示しています。

ビデオ内のラベルの検出を開始するには、start-label-detection を呼び出します。Amazon 
Rekognition によるビデオの分析が完了すると、で指定されている Amazon SNS トピックに完了ステータ
スが送信されます。--notification-channelのパラメータstart-label-detection。完了ステー
タスは、Amazon SNS トピックに Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをサブスクライ
ブすることで取得できます。その後、ポーリングしますメッセージの受信の順に選択し、Amazon SQS 
キューから完了ステータスを取得できます。

完了ステータスの通知は、receive-message 応答内の JSON 構造です。この JSON を応答から抽
出する必要があります。完了ステータス JSON については、「リファレンス: ビデオ解析結果の通
知 (p. 89)」を参照してください。JSON 完了ステータスの Status フィールドの値が SUCCEEDED の場
合、get-label-detection を呼び出すことでビデオ分析リクエストの結果を取得できます。

以下の手順には、Amazon SQS キューをポーリングするコードは含まれていません。また、Amazon SQS 
キューから返される JSON を解析するコードも含まれていません。Java での例については、「Java また
は Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)」を参照し
てください。

前提条件
以下の手順を実行するには、AWS CLI をインストールしている必要があります。詳細については、
「Amazon Rekognition の使用開始 (p. 12)」を参照してください。使用する AWS アカウントに
は、Amazon Rekognition API へのアクセス権限が必要です。詳細については、「Amazon Rekognition で
定義されるアクション。

Amazon Rekognition Video を設定してビデオをアップロードするには

1. Amazon Rekognition Video へのユーザーアクセスを設定し、Amazon SNS への Amazon Rekognition 
Video アクセスを設定します。詳細については、「Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)」を
参照してください。

2. S3 バケットに MOV あるいは MPEG-4 形式のビデオファイルをアップロードします。開発やテスト
には、長さが 30 秒以内の短いビデオを使うことをお勧めします。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。
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ビデオ内のラベルを検出するには

1. 以下の AWS CLI コマンドを実行して、ビデオ内のラベルの検出を開始します。

aws rekognition start-label-detection --video 
 "S3Object={Bucket=bucketname,Name=videofile}" \
--notification-channel "SNSTopicArn=TopicARN,RoleArn=RoleARN" \
--endpoint-url Endpoint \
--region us-east-1 
    

以下の値を更新します。

• 変更bucketnameそしてvideofileを、ステップ 2 で指定した Amazon S3 バケット名とファイル
名に変更します。

• us-east-1 を、使用している AWS リージョンに変更します。
• 変更TopicARNを、「」のステップ 3 で作成した Amazon SNS トピックの ARN に入力しま

す。Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)。
• 変更RoleARNを、「」のステップ 7 で作成した IAM サービスロールの ARN に付与しま

す。Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)。
• 必要に応じて、endpoint-url。AWS CLI は、指定されたリージョンに基づいて適切なエンドポイ

ント URL を自動的に決定する必要があります。ただし、エンドポイントを使用している場合プライ
ベート VPC からを指定する必要がある場合があります。endpoint-url。-AWS サービスエンド
ポイントresource は、エンドポイント URL を指定するための構文と、各リージョンの名前とコー
ドをリストします。

2. 応答内の JobId の値に注意してください。この応答は次の JSON の例のようになります。

{ 
    "JobId": "547089ce5b9a8a0e7831afa655f42e5d7b5c838553f1a584bf350ennnnnnnnnn"
}

3. Amazon SQS キューをポーリングして完了ステータス JSON を取得するコードを記述します (メッ
セージの受信).

4. 完了ステータス JSON から Status フィールドを抽出するコードを記述します。
5. Status の値が SUCCEEDED の場合、以下の AWS CLI コマンドを実行してラベルの検出結果を表示し

ます。

aws rekognition get-label-detection  --job-id JobId \
--region us-east-1 

以下の値を更新します。

• JobId を、手順 2 でメモしたジョブ識別子に合わせて変更します。
• Endpoint と us-east-1 を、使用している AWS エンドポイントとリージョンに変更します。

この結果は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "Labels": [ 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Confidence": 99.03720092773438, 
                "Name": "Speech" 
            } 
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        }, 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Confidence": 71.6698989868164, 
                "Name": "Pumpkin" 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Confidence": 71.6698989868164, 
                "Name": "Squash" 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Confidence": 71.6698989868164, 
                "Name": "Vegetable" 
            } 
        }, .......

リファレンス: ビデオ解析結果の通知
Amazon Rekognition は、完了ステータスを含む Amazon Rekognition Video 分析リクエストの結果
を、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行します。Amazon SNS トピックか
らこの通知を取得するには、Amazon Simple Queue Service キューまたはAWS Lambdafunction. 詳細につ
いては、「the section called “Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す” (p. 63)」を参照し
てください。例については、Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデ
オの分析 (SDK) (p. 70) を参照してください。

ペイロードは次の JSON 形式になります。

{ 
  "JobId": "String", 
  "Status": "String", 
  "API": "String", 
  "JobTag": "String", 
  "Timestamp": Number, 
  "Video": { 
    "S3ObjectName": "String", 
    "S3Bucket": "String" 
  }
}

[Name] (名前) 説明

JobId ジョブ識別子。Start オペレーション 
(StartPersonTracking (p. 687) など) が返すジョブ
識別子と一致します。

[Status] (ステータス) ジョブのステータス。有効な値
は、SUCCEEDED、FAILED、または ERROR で
す。

API 入力ビデオの分析に使用された Amazon 
Rekognition Video オペレーション。
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[Name] (名前) 説明

JobTag ジョブ識別子。JobTag は、Start オペレーション 
(StartLabelDetection (p. 683) など) への呼び出し
内で指定します。

タイムスタンプ ジョブ完了時の UNIX タイムスタンプ。

動画 処理されたビデオに関する詳細。ファイル名と、
ファイルが保存されている Amazon S3 バケットが
含まれます。

次の例は、Amazon SNS トピックに送信された正常な通知です。

{ 
  "JobId": "6de014b0-2121-4bf0-9e31-856a18719e22", 
  "Status": "SUCCEEDED", 
  "API": "LABEL_DETECTION", 
  "Message": "", 
  "Timestamp": 1502230160926, 
  "Video": { 
    "S3ObjectName": "video.mpg", 
    "S3Bucket": "videobucket" 
  }
}

Amazon Rekognition Video のトラブルシューティング
ここでは、Amazon Rekognition Video および保存済みビデオの使用に関するトラブルシューティング情報
を示します。

Amazon SNS トピックに送信された完了ステータスが届かない
Amazon Rekognition Video は、ビデオの分析が完了すると、Amazon SNS トピックにステータス情報を
発行します。通常、完了ステータスメッセージを受信するには、Amazon SQS キューまたは Lambda 関数
を使用してトピックにサブスクライブします。調査するには、E メールで Amazon SNS トピックにサブス
クライブすると、Amazon SNS トピックに送信されたメッセージがお使いの E メール受信トレイに届きま
す。詳細については、「トピックへのサブスクライブ」を参照してください。

アプリケーションでメッセージが受信されない場合は、以下の点を確認します。

• 分析が完了済みであることを確認します。Get オペレーションレスポンス (GetLabelDetection など) 
の JobStatus 値をチェックします。値がの場合IN_PROGRESSを選択すると、分析は未完了であり、完
了ステータスは Amazon SNS トピックにまだ発行されていません。

• Amazon SNS トピックへの発行権限を Amazon Rekognition Video に付与する IAM サービスロールがあ
ることを確認します。詳細については、「Amazon Rekognition Video の設定 (p. 68)」を参照してく
ださい。

• 使用している IAM サービスロールがロールの認証情報を使用して Amazon SNS トピックに発行できる
ことを確認します。以下のステップを使用します。
• ユーザーの Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。

aws sts get-caller-identity --profile RekognitionUser 

• AWS マネジメントコンソールを使用して、ユーザーの ARN をロールの信頼関係に追加します。例:

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "rekognition.amazonaws.com", 
        "AWS": "arn:User ARN" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": {} 
    } 
  ]
}

• ロールを継承します: aws sts assume-role --role-arn arn:Role ARN --role-session-
name SessionName --profile RekognitionUser

• Amazon SNS トピックへの公開:aws sns publish --topic-arn arn:Topic ARN --message 
"Hello World!" --region us-east-1 --profile RekognitionUser

AWS CLI コマンドが正常に実行されると、メッセージが受信されます (E メールでトピックにサブスク
ライブしている場合は、E メール受信トレイに届きます)。メッセージが受信されない場合は、以下を行
います。
• Amazon Rekognition Video が設定済みであることを確認します。詳細については、「Amazon 

Rekognition Video の設定 (p. 68)」を参照してください。
• このトラブルシューティングの問いに関する他のヒントを確認します。

• 正しい Amazon SNS トピックを使用していることを確認します。
• 1 つの Amazon SNS トピックに対するアクセス権を Amazon Rekognition Video に付与する IAM サー

ビスロールを使用している場合は、正しい Amazon SNS トピックへのアクセス権限を付与したことを
確認します。詳細については、「既存の Amazon SNS トピックへのアクセス権限の付与 (p. 69)」
を参照してください。

• 複数の SNS トピックに対するアクセス権を Amazon Rekognition Video に付与する IAM サービスロー
ルを使用している場合は、正しいトピックを使用していること、そのトピック名のプレフィックスが
「」というプレフィックスが「」であることを確認します。AmazonRekognition。詳細については、
「複数の Amazon SNS トピックへのアクセスを許可する (p. 69)」を参照してください。

• ... を使用した場合AWS Lambda関数の場合は、Lambda 関数が正しい Amazon SNS トピックにサブ
スクライブされていることを確認します。詳細については、「Amazon SNS 通知を使用した Lambda 
関数の呼び出し」を参照してください。

• Amazon SNS トピックへの Amazon SQS キューをサブスクライブする場合は、Amazon SQS キュー
にメッセージを送信するアクセス権限が Amazon SNS トピックにあることを確認します。詳細につい
ては、「」を参照してください。Amazon SQS キューにメッセージを送信する許可を Amazon SNS ト
ピックに付与する。

Amazon SNS トピックのトラブルシューティングに関するその
他のヘルプが必要です。
次を使用できます。AWS X-RayAmazon SNS を使用して、アプリケーションを通過するメッセージをト
レースおよび分析できます。詳細については、「」を参照してください。Amazon SNS とAWS X-Ray。

その他のヘルプについては、質問をAmazon Rekognition フォーラムまたは、サインアップすることを検討
してくださいAWSテクニカルサポート。
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ストリーミングビデオの操作
Amazon Rekognition Video を使用して、ストリーミングビデオ内の顔を検出および認識できます。代表
的なユースケースには、ビデオストリーム内の既知の顔を検出する場合があります。Amazon Rekognition 
Video では、Amazon Kinesis Video Streams を使用してビデオストリームを受信および処理します。分
析結果は Amazon Rekognition Video から Kinesis データストリームに出力され、その後、クライアント
アプリケーションで読み取られます。Amazon Rekognition Video はストリームプロセッサを提供します 
(CreateStreamProcessor (p. 525)) を使用して、ストリーミングビデオの分析を開始および管理できま
す。

Note

Amazon Rekognition Video ストリーミング API は、次のリージョンでのみ使用できます。米国
東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、アジアパシフィック (東京)、欧州 (フランクフル
ト)、欧州 (アイルランド)。

以下の図は、Amazon Rekognition Video がストリーミングビデオ内の顔を検出して認識する仕組みを示し
ています。

ストリーミングビデオに Amazon Rekognition Video を使用するには、アプリケーションに次のものを実
装する必要があります。

• Amazon Rekognition Video にストリーミングビデオを送信するための Kinesis ビデオストリーム。詳細
については、「」を参照してください。Amazon Kinesis Video Streams 開発者ガイド。

• ストリーミングビデオの分析を管理するための Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサ。
詳細については、「Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサでストリーミング動画を分析す
る (p. 95)」を参照してください。

• Amazon Rekognition Video が Kinesis データストリームに送信する分析結果を読み取るための Kinesis 
データストリームコンシューマー。詳細については、「」を参照してください。Kinesis Data Streams 
コンシューマー。

このセクションでは、Kinesis Video Streams および Kinesis データストリームの作成、Amazon 
Rekognition Video へのストリーミング、分析結果を消費するアプリケーションを記述する方法について説
明します。Matroska (MKV) でエンコードされたファイルからストリーミングする場合は、PutMediaオペ
レーション (作成した Kinesis ビデオストリームにソースビデオをストリーミングします)。詳細について
は、「PutMedia API の例」を参照してください。それ以外の場合は、サードパーティのマルチメディアフ
レームワークソフトウェアである Gstreamer を使用でき、デバイスカメラからビデオをストリーミングす
る Amazon Kinesis Video Streams プラグインをインストールできます。

トピック
• Amazon Rekognition Video と Amazon Kinesis リソースを設定する (p. 93)
• GStreamer プラグインを使用したストリーミング (p. 105)
• ストリーミングビデオ分析結果の読み取り (p. 107)
• リファレンス: Kinesis 顔認識記録 (p. 111)
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• ストリーミングビデオのトラブルシューティング (p. 114)

Amazon Rekognition Video と Amazon Kinesis リソー
スを設定する
Amazon Rekognition Video では、コレクション内の顔を検索し、ストリーミングビデオで検出された
顔と一致する顔を見つけることができます。コレクションの詳細については、「コレクション内の顔の
検索 (p. 177)」を参照してください。次の手順では、ストリーミングビデオ内の顔認識に使用される 
Kinesis ビデオストリームおよび Kinesis データストリームをプロビジョニングするための手順について説
明します。

前提条件
以下の手順を実行するには、AWS SDK for Java をインストールしている必要があります。詳細につい
ては、「Amazon Rekognition の使用開始 (p. 12)」を参照してください。使用する AWS アカウントに
は、Amazon Rekognition API へのアクセス権限が必要です。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition で定義されるアクションのIAM ユーザーガイド。

ビデオストリーム内の顔を認識するには (AWS SDK)

1. まだ作成していない場合は、IAM サービスロールを作成して、Amazon Rekognition Video にKinesis 
ビデオストリームKinesis データストリームを作成します。その ARN をメモします。詳細について
は、「Kinesis ビデオストリームと Kinesis データストリームへのアクセスを許可する (p. 94)」を
参照してください。

2. コレクションを作成し (p. 181)、使用したコレクション識別子をメモします。
3. 手順 2 で作成したコレクションで、検索する顔にインデックスを付けます (p. 199)。
4. Kinesis ビデオストリームの作成を選択し、ストリームの Amazon リソースネーム (ARN) を記録しま

す。
5. Kinesis データストリームの作成。ストリーム名の先頭に AmazonRekognition を追加し、ストリーム

の ARN をメモします。
6. ストリームプロセッサを作成 (p. 97)します。以下をパラメータとして渡しますthe section called 

“CreateStreamProcessor” (p. 525): 選択した名前、Kinesis ビデオストリーム ARN (手順 4)、Kinesis 
データストリーム ARN (手順 5)、手順 5 で作成した Kinesis データストリーム ARN、手順 5 で作成し
た Kinesis データストリーム ARN、手順 5 で作成した K

7. 手順 6 で選択したストリームプロセッサ名を使用して、ストリームプロセッサを起動 (p. )しま
す。

Note

ストリームプロセッサは、Kinesis ビデオストリームにメディアを取り込むことができること
を確認した後にのみ起動してください。

次の項目を参照してください。
• Matroska (MKV) でエンコードされたソースからストリーミングする場合は、PutMediaオペレーショ

ン (作成した Kinesis ビデオストリームにソースビデオをストリーミングします)。詳細については、
「PutMedia API の例」を参照してください。

• デバイスカメラからストリーミングする場合は、「」を参照してください。GStreamer プラグインを使
用したストリーミング (p. 105)。

93

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_amazonrekognition.html#amazonrekognition-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/gs-createstream.html
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/learning-kinesis-module-one-create-stream.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/API_dataplane_PutMedia.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/examples-putmedia.html


Amazon Rekognition 開発者ガイド
Amazon Rekognition Video と 

Amazon Kinesis リソースを設定する

Amazon Rekognition Video に Kinesis ストリームへのアクセスを
許可する
お前は使ってるよAWS Identity and Access Management(IAM) サービスロール。Amazon Rekognition 
Video Kinesis ビデオストリームへの読み取りアクセスと Kinesis データストリームへの書き込みアクセス
権を付与します。

Kinesis ビデオストリームと Kinesis データストリームへのアクセスを許可する
IAM は、Rekognitionサービスロールのユースケース。AmazonRekognitionServiceRoleアクセス権
限ポリシーでは、複数の Kinesis データストリームに書き込み、すべての Kinesis ビデオストリームか
ら読み取ることができます。Amazon Rekognition Video に複数の Kinesis データストリームへの書き込
みアクセス権を付与するには、Kinesis データストリームの名前の先頭にAmazonRekognition— たとえ
ば、AmazonRekognitionMyDataStreamName。

Amazon Rekognition Video を Kinesis ビデオストリームおよび Kinesis データストリームにアク
セスできるようにするには

1. IAM サービスロールを作成する。次の情報に従って IAM サービスロールを作成します。

1. サービス名の Rekognition を選択します。
2. サービスロールのユースケースの Rekognition を選択します。
3. [AmazonrekognitionServiceRoleアクセス権限ポリシー。これは、Amazon Rekognition Video 

が先頭に追加されている Kinesis データストリームへの書き込みアクセス権限をに付与しま
す。AmazonRekognitionまた、すべての Kinesis ビデオストリームへの読み取りアクセスが可能で
す。

2. このサービスロールの Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。これは、ビデオ分析のオペレー
ションを開始する際に必要です。

個々の Kinesis ストリームへのアクセスを許可する
個々の Kinesis ビデオストリームおよび Kinesis データストリームへの Amazon Rekognition Video アクセ
スを許可するアクセス権限ポリシーを作成できます。

Amazon Rekognition Video に個々の Kinesis ビデオストリームおよび Kinesis データストリーム
へのアクセスを付与するには

1. IAM JSON ポリシーエディターを使用して新しいアクセス権限ポリシーを作成します。を選択し、
以下のポリシーを使用します。置換data-arn目的の Kinesis データストリームの ARN を使用し
て、video-arnは目的の Kinesis ビデオストリームの ARN を使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:PutRecord", 
                "kinesis:PutRecords" 
            ], 
            "Resource": "data-arn" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:GetMedia" 
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            ], 
            "Resource": "video-arn" 
        } 
    ]
}

2. IAM サービスロールを作成する、既存の IAM サービスロールを更新します。次の情報に従って IAM 
サービスロールを作成します。

1. サービス名の Rekognition を選択します。
2. サービスロールのユースケースの Rekognition を選択します。
3. 手順 1 で作成したアクセス権ポリシーを添付します。

3. サービスロールの ARN をメモしておきます。これは、ビデオ分析のオペレーションを開始する際に
必要です。

Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサでストリーミ
ング動画を分析する
ストリーミングビデオの分析を開始するには、Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサ
を起動して、Amazon Rekognition Video にビデオをストリーミングします。Amazon Rekognition 
Video ストリームプロセッサでは、ストリームプロセッサを起動、停止、および管理できま
す。CreateStreamProcessor (p. 525) を呼び出すことで、ストリームプロセッサを作成します。リクエ
ストパラメータには、Kinesis ビデオストリーム用の Amazon リソースネーム (ARN)、Kinesis データスト
リーム、ストリーミングビデオ内の顔認識に使用されるコレクションの識別子が含まれます。また、スト
リームプロセッサに指定した名前も含まれます。

ストリームプロセッサの処理を開始します。CreateStreamProcessor (p. 525) を呼び出す
ことで、ストリームプロセッサを作成します。伝えるためにStartStreamProcessorどの
ストリームプロセッサを起動するかは、次の値を使用します。Nameの呼び出しで指定された
フィールドCreateStreamProcessor。

リクエストの構文

{ 

   "Name": "string"

}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Name (p. 697)

処理を開始するストリームプロセッサの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須 はい
レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。95
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラ
メータを検証します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合
は、Amazon Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直し
てください。

HTTP ステータスコード: 500
以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照して
ください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby v3

 (p. 697) オペレーションを呼び出すことで、ビデオの処理を開始します。ストリームプロセッサのス
テータス情報を取得するには、DescribeStreamProcessor (p. 555) を呼び出します。呼び出すことができ
るその他のオペレーションには、ストリームプロセッサを停止する StopStreamProcessor (p. 705)、およ
びストリームプロセッサを削除する DeleteStreamProcessor (p. 540) があります。ご使用のアカウント
のストリームプロセッサのリストを取得するには、ListStreamProcessors (p. 649) を呼び出します。

ストリームプロセッサが起動し始めたら、で指定した Kinesis のビデオストリームを通じて Amazon 
Rekognition Video にビデオをストリーミングします。CreateStreamProcessor。Kinesis Video 
Streams SDK を使用するPutMediaを使用して、Kinesis ビデオストリームにビデオを配信します。例につ
いては、「PutMedia API の例」を参照してください。

アプリケーションで Amazon Rekognition Video 分析結果を消費する方法について詳しくは、「」を参照
してください。ストリーミングビデオ分析結果の読み取り (p. 107)。

Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサの作成

ストリーミングビデオを分析する前に、Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサ 
(CreateStreamProcessor (p. 525)). ストリームプロセッサには、Kinesis データストリームと Kinesis 
ビデオストリームに関する情報が含まれています。また、入力ストリーミングビデオで認識対象
とする顔を含むコレクションの識別子も含まれています。ストリームプロセッサの名前も指定しま
す。CreateStreamProcessor リクエストに関する JSON の例を次に示します。

{ 
       "Name": "streamProcessorForCam", 
       "Input": { 
              "KinesisVideoStream": { 
                     "Arn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/inputVideo" 
              } 
       }, 
       "Output": { 
              "KinesisDataStream": { 
                     "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/outputData" 
              } 
       }, 
       "RoleArn": "arn:aws:iam::nnnnnnnnnnn:role/roleWithKinesisPermission", 
       "Settings": { 
              "FaceSearch": { 
                     "CollectionId": "collection-with-100-faces", 
                     "FaceMatchThreshold": 85.5 
              } 
       }
}

以下に、CreateStreamProcessor からのレスポンス例を示します。

{ 
       “StreamProcessorArn”: “arn:aws:rekognition:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:streamprocessor/
streamProcessorForCam”
}

Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサのタグ付け

タグを使用して Amazon Rekognition ストリームプロセッサを識別、整理、検索、フィルタリングできま
す。各タグは、ユーザー定義のキーと値で構成されるラベルです。

トピック
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• 新しいストリームプロセッサにタグを追加する (p. 98)
• 既存のストリームプロセッサへのタグの追加 (p. 98)
• ストリームプロセッサ内のタグをリストします (p. 98)
• ストリームプロセッサからタグを削除する (p. 99)

新しいストリームプロセッサにタグを追加する

タグの作成時に、ストリームプロセッサにタグを追加できます。CreateStreamProcessorオペレー
ション. で 1 つ以上のタグを指定しますTags配列入力パラメータ。以下に示しているのは、JSON の例で
す。CreateStreamProcessorタグ付きのリクエスト。

{ 
       "Name": "streamProcessorForCam", 
       "Input": { 
              "KinesisVideoStream": { 
                     "Arn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/inputVideo" 
              } 
       }, 
       "Output": { 
              "KinesisDataStream": { 
                     "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/outputData" 
              } 
       }, 
       "RoleArn": "arn:aws:iam::nnnnnnnnnnn:role/roleWithKinesisPermission", 
       "Settings": { 
              "FaceSearch": { 
                     "CollectionId": "collection-with-100-faces", 
                     "FaceMatchThreshold": 85.5 
              }, 
              "Tags": {  
      "Dept": "Engineering", 
        "Name": "Ana Silva Carolina", 
        "Role": "Developer" 
       }
}

既存のストリームプロセッサへのタグの追加

既存のストリームプロセッサに 1 つ以上のタグを追加するには、TagResourceオペレーション. ストリー
ムプロセッサの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します (ResourceArn) とタグ (Tags) を追加しま
す。次の例は、2 つのタグの追加方法を示しています。

aws rekognition tag-resource --resource-arn resource-arn \ 
                --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}'  
             

Note

ストリームプロセッサの Amazon リソース名がわからない場合
は、DescribeStreamProcessorオペレーション.

ストリームプロセッサ内のタグをリストします

ストリームプロセッサにアタッチされるタグを一覧表示するには、ListTagsForResourceオペレーショ
ンを実行し、ストリームプロセッサの ARN を指定します (ResourceArn). 応答は、指定されたストリー
ムプロセッサにアタッチされているタグキーと値のマップです。

aws rekognition list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn 

98



Amazon Rekognition 開発者ガイド
Amazon Rekognition Video と 

Amazon Kinesis リソースを設定する

            

出力には、ストリームプロセッサに接続されているタグのリストが表示されます。

                { 
    "Tags": { 
        "Dept": "Engineering", 
        "Name": "Ana Silva Carolina", 
        "Role": "Developer" 
    }
} 
             

ストリームプロセッサからタグを削除する

ストリームプロセッサから 1 つ以上のタグを削除するには、UntagResourceオペレーション. モデルの 
ARN を指定します (ResourceArn) とタグキー (Tag-Keys) を削除するをクリックします。

aws rekognition untag-resource --resource-arn resource-arn \ 
                --tag-keys '["key1","key2"]'

あるいは、次の形式でタグキーを指定できます。

--tag-keys key1,key2

Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサの起動

CreateStreamProcessor で指定したストリームプロセッサの名前を使用して
StartStreamProcessor (p. 697) を呼び出すことで、ストリーミングビデオの分析を開始しま
す。StartStreamProcessor リクエストに関する JSON の例を次に示します。

{ 
       "Name": "streamProcessorForCam"
}

ストリームプロセッサが正常に起動した場合は、空の JSON 本文と共に HTTP 200 レスポンスが返されま
す。

ストリームプロセッサの使用 (Java V2 の例)

次のコード例は、次のようなさまざまなストリームプロセッサのオペレーションを呼び出す方法を示して
います。CreateStreamProcessor (p. 525)そしてStartStreamProcessor (p. 697)で、AWSSDK for Java 
バージョン 2。

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

 public static  void listStreamProcessors(RekognitionClient rekClient) { 

        ListStreamProcessorsRequest request = ListStreamProcessorsRequest.builder() 
                .maxResults(15) 
                .build(); 

        ListStreamProcessorsResponse listStreamProcessorsResult = 
 rekClient.listStreamProcessors(request); 
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        //List all stream processors (and state) returned from Rekognition. 
        for (StreamProcessor streamProcessor : 
 listStreamProcessorsResult.streamProcessors()) { 
            System.out.println("StreamProcessor name - " + streamProcessor.name()); 
            System.out.println("Status - " + streamProcessor.status()); 
        } 
    } 

  private static void describeStreamProcessor(RekognitionClient rekClient, String 
 StreamProcessorName) { 

      DescribeStreamProcessorRequest streamProcessorRequest = 
 DescribeStreamProcessorRequest.builder() 
              .name(StreamProcessorName) 
              .build(); 

      DescribeStreamProcessorResponse describeStreamProcessorResult = 
 rekClient.describeStreamProcessor(streamProcessorRequest); 

     // Display the results. 
      System.out.println("Arn - " + describeStreamProcessorResult.streamProcessorArn()); 
      System.out.println("Input kinesisVideo stream - " 
              + describeStreamProcessorResult.input().kinesisVideoStream().arn()); 
      System.out.println("Output kinesisData stream - " 
              + describeStreamProcessorResult.output().kinesisDataStream().arn()); 
      System.out.println("RoleArn - " + describeStreamProcessorResult.roleArn()); 
      System.out.println( 
              "CollectionId - " + 
 describeStreamProcessorResult.settings().faceSearch().collectionId()); 
      System.out.println("Status - " + describeStreamProcessorResult.status()); 
      System.out.println("Status message - " + 
 describeStreamProcessorResult.statusMessage()); 
      System.out.println("Creation timestamp - " + 
 describeStreamProcessorResult.creationTimestamp()); 
      System.out.println("Last update timestamp - " + 
 describeStreamProcessorResult.lastUpdateTimestamp()); 

  } 

  private static void startSpecificStreamProcessor(RekognitionClient rekClient, String 
 StreamProcessorName) { 

     try { 

      StartStreamProcessorRequest streamProcessorRequest = 
 StartStreamProcessorRequest.builder() 
              .name(StreamProcessorName) 
              .build(); 

      rekClient.startStreamProcessor(streamProcessorRequest); 
      System.out.println("Stream Processor " + StreamProcessorName + " started."); 

    } catch (RekognitionException  e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
  } 

  private static void processCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 StreamProcessorName, String kinInputStream, String kinOutputStream, String collectionName, 
 String role ) { 

      try { 

          KinesisVideoStream videoStream = KinesisVideoStream.builder() 
                  .arn(kinInputStream) 
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                  .build(); 

          KinesisDataStream dataStream = KinesisDataStream.builder() 
                  .arn(kinOutputStream) 
                  .build(); 

          StreamProcessorOutput processorOutput = StreamProcessorOutput.builder() 
                  .kinesisDataStream(dataStream) 
                  .build(); 

          StreamProcessorInput processorInput = StreamProcessorInput.builder() 
                  .kinesisVideoStream(videoStream) 
                  .build(); 

          FaceSearchSettings searchSettings = FaceSearchSettings.builder() 
                  .faceMatchThreshold(75f) 
                  .collectionId(collectionName) 
                  .build() ; 

          StreamProcessorSettings processorSettings = StreamProcessorSettings.builder() 
                  .faceSearch(searchSettings) 
                  .build(); 

          CreateStreamProcessorRequest processorRequest = 
 CreateStreamProcessorRequest.builder() 
                  .name(StreamProcessorName) 
                  .input(processorInput) 
                  .output(processorOutput) 
                  .roleArn(role) 
                  .settings(processorSettings) 
                  .build(); 

          CreateStreamProcessorResponse response = 
 rekClient.createStreamProcessor(processorRequest); 
          System.out.println("The ARN for the newly create stream processor is 
 "+response.streamProcessorArn()); 

      } catch (RekognitionException  e) { 
          System.out.println(e.getMessage()); 
          System.exit(1); 
      } 
  } 

    private static void deleteSpecificStreamProcessor(RekognitionClient rekClient, String 
 StreamProcessorName) { 

        rekClient.stopStreamProcessor(a->a.name(StreamProcessorName)); 
        rekClient.deleteStreamProcessor(a->a.name(StreamProcessorName)); 
        System.out.println("Stream Processor " + StreamProcessorName + " deleted."); 
    }

ストリームプロセッサの使用 (Java V1 の例)

次のコード例は、次のようなさまざまなストリームプロセッサのオペレーションを呼び出す方法を示し
ています。CreateStreamProcessor (p. 525)そしてStartStreamProcessor (p. 697)、Java V1を使って
いる。この例には、ストリームプロセッサのオペレーションを呼び出すメソッドを提供する、ストリー
ムプロセッサマネージャークラス (StreamManager) が含まれています。スタータークラス (Starter) は 
StreamManager オブジェクトを作成し、さまざまなオペレーションを呼び出します。

例を設定するには:

1. Starter クラスのメンバーフィールドの値を、目的の値に設定します。
2. Starter クラス関数 main で、必要な関数呼び出しをコメント解除します。
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スタータークラス

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

// Starter class. Use to create a StreamManager class
// and call stream processor operations.
package com.amazonaws.samples;
import com.amazonaws.samples.*;

public class Starter { 

 public static void main(String[] args) { 
   
   
     String streamProcessorName="Stream Processor Name"; 
     String kinesisVideoStreamArn="Kinesis Video Stream Arn"; 
     String kinesisDataStreamArn="Kinesis Data Stream Arn"; 
     String roleArn="Role Arn"; 
     String collectionId="Collection ID"; 
     Float matchThreshold=50F; 

  try { 
   StreamManager sm= new StreamManager(streamProcessorName, 
     kinesisVideoStreamArn, 
     kinesisDataStreamArn, 
     roleArn, 
     collectionId, 
     matchThreshold); 
   //sm.createStreamProcessor(); 
   //sm.startStreamProcessor(); 
   //sm.deleteStreamProcessor(); 
   //sm.deleteStreamProcessor(); 
   //sm.stopStreamProcessor(); 
   //sm.listStreamProcessors(); 
   //sm.describeStreamProcessor(); 
  } 
  catch(Exception e){ 
   System.out.println(e.getMessage()); 
  } 
 }
}

StreamManager クラス

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

// Stream manager class. Provides methods for calling
// Stream Processor operations.
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceSearchSettings;
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import com.amazonaws.services.rekognition.model.KinesisDataStream;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.KinesisVideoStream;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListStreamProcessorsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListStreamProcessorsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StopStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StopStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessor;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessorInput;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessorOutput;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessorSettings;

public class StreamManager { 

    private String streamProcessorName; 
    private String kinesisVideoStreamArn; 
    private String kinesisDataStreamArn; 
    private String roleArn; 
    private String collectionId; 
    private float matchThreshold; 

    private AmazonRekognition rekognitionClient; 
     

    public StreamManager(String spName, 
      String kvStreamArn, 
      String kdStreamArn, 
      String iamRoleArn, 
      String collId, 
      Float threshold){ 
     streamProcessorName=spName; 
     kinesisVideoStreamArn=kvStreamArn; 
     kinesisDataStreamArn=kdStreamArn; 
     roleArn=iamRoleArn; 
     collectionId=collId; 
     matchThreshold=threshold; 
     rekognitionClient=AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 
      
    } 
     
    public void createStreamProcessor() { 
     //Setup input parameters 
        KinesisVideoStream kinesisVideoStream = new 
 KinesisVideoStream().withArn(kinesisVideoStreamArn); 
        StreamProcessorInput streamProcessorInput = 
                new StreamProcessorInput().withKinesisVideoStream(kinesisVideoStream); 
        KinesisDataStream kinesisDataStream = new 
 KinesisDataStream().withArn(kinesisDataStreamArn); 
        StreamProcessorOutput streamProcessorOutput = 
                new StreamProcessorOutput().withKinesisDataStream(kinesisDataStream); 
        FaceSearchSettings faceSearchSettings = 
                new 
 FaceSearchSettings().withCollectionId(collectionId).withFaceMatchThreshold(matchThreshold); 
        StreamProcessorSettings streamProcessorSettings = 
                new StreamProcessorSettings().withFaceSearch(faceSearchSettings); 

        //Create the stream processor 
        CreateStreamProcessorResult createStreamProcessorResult = 
 rekognitionClient.createStreamProcessor( 
                new 
 CreateStreamProcessorRequest().withInput(streamProcessorInput).withOutput(streamProcessorOutput) 
                        
 .withSettings(streamProcessorSettings).withRoleArn(roleArn).withName(streamProcessorName)); 

        //Display result 
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        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " created."); 
        System.out.println("StreamProcessorArn - " + 
 createStreamProcessorResult.getStreamProcessorArn()); 
    } 

    public void startStreamProcessor() { 
        StartStreamProcessorResult startStreamProcessorResult = 
                rekognitionClient.startStreamProcessor(new 
 StartStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName)); 
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " started."); 
    } 

    public void stopStreamProcessor() { 
        StopStreamProcessorResult stopStreamProcessorResult = 
                rekognitionClient.stopStreamProcessor(new 
 StopStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName)); 
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " stopped."); 
    } 

    public void deleteStreamProcessor() { 
        DeleteStreamProcessorResult deleteStreamProcessorResult = rekognitionClient 
                .deleteStreamProcessor(new 
 DeleteStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName)); 
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " deleted."); 
    } 

    public void describeStreamProcessor() { 
        DescribeStreamProcessorResult describeStreamProcessorResult = rekognitionClient 
                .describeStreamProcessor(new 
 DescribeStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName)); 

        //Display various stream processor attributes. 
        System.out.println("Arn - " + 
 describeStreamProcessorResult.getStreamProcessorArn()); 
        System.out.println("Input kinesisVideo stream - " 
                + 
 describeStreamProcessorResult.getInput().getKinesisVideoStream().getArn()); 
        System.out.println("Output kinesisData stream - " 
                + 
 describeStreamProcessorResult.getOutput().getKinesisDataStream().getArn()); 
        System.out.println("RoleArn - " + describeStreamProcessorResult.getRoleArn()); 
        System.out.println( 
                "CollectionId - " + 
 describeStreamProcessorResult.getSettings().getFaceSearch().getCollectionId()); 
        System.out.println("Status - " + describeStreamProcessorResult.getStatus()); 
        System.out.println("Status message - " + 
 describeStreamProcessorResult.getStatusMessage()); 
        System.out.println("Creation timestamp - " + 
 describeStreamProcessorResult.getCreationTimestamp()); 
        System.out.println("Last update timestamp - " + 
 describeStreamProcessorResult.getLastUpdateTimestamp()); 
    } 

    public void listStreamProcessors() { 
        ListStreamProcessorsResult listStreamProcessorsResult = 
                rekognitionClient.listStreamProcessors(new 
 ListStreamProcessorsRequest().withMaxResults(100)); 

        //List all stream processors (and state) returned from Rekognition 
        for (StreamProcessor streamProcessor : 
 listStreamProcessorsResult.getStreamProcessors()) { 
            System.out.println("StreamProcessor name - " + streamProcessor.getName()); 
            System.out.println("Status - " + streamProcessor.getStatus()); 
        } 
    }
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}

Amazon Rekognition Video にビデオをストリーミングする
Amazon Rekognition Video にビデオをストリーミングするには、Amazon Kinesis Video Streams SDK 
を使用して Kinesis のビデオストリームを作成します。-PutMedia操作はビデオデータを書き込む破
片Amazon Rekognition Video が消費する Kinesis ビデオストリームに入力します。通常、各ビデオデー
タフラグメントは 2 ～ 10 秒間の長さで、自己完結型のビデオフレームシーケンスを含みます。Amazon 
Rekognition Video は、3 つのタイプのフレーム (I、B、および P) を持つ H.264 エンコードされたビデオ
をサポートしています。詳細については、「フレーム間」を参照してください。フラグメントの最初のフ
レームは、I フレームでなければなりません。I フレームは、他のフレームから独立してデコードできま
す。

ビデオデータが Kinesis Video Streams に到着すると、Kinesis Video Streams はフラグメントに一意の数
値を割り当てます。例については、「PutMedia API の例」を参照してください。

GStreamer プラグインを使用したストリーミング
Amazon Rekognition Video は、デバイスカメラからのライブストリーミング動画を分析できます。デ
バイスソースからのメディア入力にアクセスするには、GStreamer をインストールする必要がありま
す。GStreamer は、ワークフローパイプラインでメディアソースと処理ツールを接続するサードパー
ティのマルチメディアフレームワークソフトウェアです。また、Amazon Kinesis Video Streams プロ
デューサープラグインGstreamer用。このプロセスでは、Amazon Rekognition Video および Amazon 
Kinesis リソースが正常にセットアップされていることを前提としています。詳細については、「Amazon 
Rekognition Video と Amazon Kinesis リソースを設定する (p. 93)」を参照してください。

ステップ 1: GStreamer をインストールする
サードパーティのマルチメディアプラットフォームソフトウェア、Gstreamer をダウンロードしてインス
トールします。Homebrew () みたいなパッケージ管理ソフト使えよHomebrew のGStreamer) またはから
直接入手する無料のデスクトップウェブサイト。

コマンドラインターミナルからテストソースを使用してビデオフィードを起動して、Gstreamer が正常に
インストールされたことを確認します。

$ gst-launch-1.0 videotestsrc ! autovideosink

ステップ 2: Kinesis Video Streams プロデューサープラグインを
インストールします。
このセクションでは、Amazon Kinesis Video Streams プロデューサーライブラリKinesis Video Streams 
Gstreamer プラグインをインストールします。

ディレクトリを作成し、GitHub リポジトリのソースコードのクローンを作成します。必ず--
recursiveパラメータ。

$ git clone --recursive https://github.com/awslabs/amazon-kinesis-video-streams-producer-
sdk-cpp.git

フォローライブラリから提供される指示をクリックして、プロジェクトを設定し、ビルドします。オペ
レーティングシステムにプラットフォーム固有のコマンドを使用していることを確認してください。を
使用する-DBUILD_GSTREAMER_PLUGIN=ON実行時のパラメータcmakeをクリックして、Kinesis Video 
Streams Gstreamer プラグインをインストールします。このプロジェクトでは、インストールに含まれる
次の追加パッケージが必要です。GCC または Clang, Curl, Openssl と log4cPlus. パッケージが見つからな
いためにビルドが失敗した場合は、パッケージがインストールされていて PATH にインストールされてい
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ることを確認してください。ビルド中に「C コンパイル済みプログラムを実行できません」というエラー
が発生した場合は、build コマンドを再度実行してください。場合によっては、正しい C コンパイラが見
つからないことがあります。

次のコマンドを実行して、Kinesis Video Streams プラグインのインストールを確認します。

$ gst-inspect-1.0 kvssink

ファクトリやプラグインの詳細など、次の情報が表示されます。

Factory Details: 
  Rank                     primary + 10 (266) 
  Long-name                KVS Sink 
  Klass                    Sink/Video/Network 
  Description              GStreamer AWS KVS plugin 
  Author                   AWS KVS <kinesis-video-support@amazon.com> 
                 
Plugin Details: 
  Name                     kvssink 
  Description              GStreamer AWS KVS plugin 
  Filename                 /Users/YOUR_USER/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/
build/libgstkvssink.so 
  Version                  1.0 
  License                  Proprietary 
  Source module            kvssinkpackage 
  Binary package           GStreamer 
  Origin URL               http://gstreamer.net/ 
   
  ... 
                 
             

ステップ 3: Kinesis Video Streams プラグインで Gstreamer を実
行する
デバイスカメラから Kinesis Video Streams へのストリーミングを開始する前に、メディアソースを 
KKinesis Video Streams 許容可能なコーデックに変換する必要がある場合があります。現在マシンに接続
されているデバイスの仕様とフォーマット機能を特定するには、次のコマンドを実行します。

$ gst-device-monitor-1.0

ストリーミングを開始するには、以下のサンプルコマンドを使用して Gstreamer を起動し、認証情報と 
Amazon Kinesis Video Streams 情報を追加します。作成した IAM サービスロールには、アクセスキー
とリージョンを使用する必要があります。Amazon Rekognition に Kinesis ストリームへのアクセスを許
可する。アクセスキーの詳細については、「」を参照してください。IAM ユーザーのアクセスキーの管
理のIAM ユーザーガイド。また、video format 引数パラメーターは、使用状況によって要求され、デバイ
スから利用できるように調整することもできます。

$ gst-launch-1.0 autovideosrc device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/x-
raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 !  
                x264enc bframes=0 key-int-max=45 bitrate=500 ! video/x-h264,stream-
format=avc,alignment=au,profile=baseline !  
                kvssink stream-name="YOUR_STREAM_NAME" storage-size=512 access-
key="YOUR_ACCESS_KEY" secret-key="YOUR_SECRET_ACCESS_KEY" aws-region="YOUR_AWS_REGION"

その他の起動コマンドについては、「」を参照してください。GStreamer 起動コマンドの例。
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Note

起動コマンドが非ネゴシエーションエラーで終了する場合は、デバイスモニタからの出力を
チェックし、videoconvertパラメータ値は、デバイスの有効な機能です。

数秒後に Kinesis ビデオストリームにデバイスカメラからのビデオフィードが表示されます。Amazon 
Rekognition で顔の検出とマッチングを開始するには、Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサ
を起動します。詳細については、「Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサでストリーミング動
画を分析する (p. 95)」を参照してください。

ストリーミングビデオ分析結果の読み取り
Amazon Kinesis Data Streams クライアントライブラリを使用して、Amazon Kinesis データストリーム出
力ストリームに送信された分析結果を消費することができます。詳細については、「」を参照してくださ
い。Kinesis データストリームからのデータの読み取り。Amazon Rekognition Video は、分析された各フ
レームの JSON フレームレコードを Kinesis 出力ストリームに配置します。Amazon Rekognition Video で
は、Kinesis のビデオストリームを通じて渡されたフレームはすべて分析されません。

Kinesis データストリームに送信されたフレームレコードには、フレームがある Kinesis ビデオストリーム
フラグメント、フレームがあるフラグメント内の場所、フレーム内で認識された顔に関する情報が含まれ
ます。また、ストリームプロセッサに関するステータス情報が含まれます。詳細については、「リファレ
ンス: Kinesis 顔認識記録 (p. 111)」を参照してください。

Amazon Kinesis Video Streams パーサーライブラリには、Amazon Rekognition Video の結果を消費し、
それを元の Kinesis ビデオストリームと統合するサンプルテストが含まれています。詳細については、
「Kinesis Video Streams を使用してRekognition 結果をローカルに表示する (p. 109)」を参照してくださ
い。

Amazon Rekognition Video は、Amazon Rekognition Video 分析情報を Kinesis データストリームにスト
リーミングします。1 つのレコードの JSON の例を次に示します。

{ 
  "InputInformation": { 
    "KinesisVideo": { 
      "StreamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:nnnnnnnnnnnn:stream/stream-name", 
      "FragmentNumber": "91343852333289682796718532614445757584843717598", 
      "ServerTimestamp": 1510552593.455, 
      "ProducerTimestamp": 1510552593.193, 
      "FrameOffsetInSeconds": 2 
    } 
  }, 
  "StreamProcessorInformation": { 
    "Status": "RUNNING" 
  }, 
  "FaceSearchResponse": [ 
    { 
      "DetectedFace": { 
        "BoundingBox": { 
          "Height": 0.075, 
          "Width": 0.05625, 
          "Left": 0.428125, 
          "Top": 0.40833333 
        }, 
        "Confidence": 99.975174, 
        "Landmarks": [ 
          { 
            "X": 0.4452057, 
            "Y": 0.4395594, 
            "Type": "eyeLeft" 
          }, 
          { 
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            "X": 0.46340984, 
            "Y": 0.43744427, 
            "Type": "eyeRight" 
          }, 
          { 
            "X": 0.45960626, 
            "Y": 0.4526856, 
            "Type": "nose" 
          }, 
          { 
            "X": 0.44958648, 
            "Y": 0.4696949, 
            "Type": "mouthLeft" 
          }, 
          { 
            "X": 0.46409217, 
            "Y": 0.46704912, 
            "Type": "mouthRight" 
          } 
        ], 
        "Pose": { 
          "Pitch": 2.9691637, 
          "Roll": -6.8904796, 
          "Yaw": 23.84388 
        }, 
        "Quality": { 
          "Brightness": 40.592964, 
          "Sharpness": 96.09616 
        } 
      }, 
      "MatchedFaces": [ 
        { 
          "Similarity": 88.863960, 
          "Face": { 
            "BoundingBox": { 
              "Height": 0.557692, 
              "Width": 0.749838, 
              "Left": 0.103426, 
              "Top": 0.206731 
            }, 
            "FaceId": "ed1b560f-d6af-5158-989a-ff586c931545", 
            "Confidence": 99.999201, 
            "ImageId": "70e09693-2114-57e1-807c-50b6d61fa4dc", 
            "ExternalImageId": "matchedImage.jpeg" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

この JSON の例では、以下の点に注意してください。

• InputInformation— Amazon Rekognition Video へのビデオのストリーミングに使用される Kinesis ビデオ
ストリームに関する情報。詳細については、「InputInformation (p. 112)」を参照してください。

• StreamProcessorInformation— Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサのステー
タス情報。Status フィールドに使用できる唯一の値は RUNNING です。詳細については、
「StreamProcessorInformation (p. 113)」を参照してください。

• FaceSearchResponse— 入力コレクション内の顔と一致するストリーミングビデオ内の顔に関する情
報が含まれます。FaceSearchResponse (p. 113)にはが含まれていますDetectedFace (p. 114)オ
ブジェクト。分析されたビデオフレームで検出された顔です。検出されたそれぞれの顔につ
いて、配列 MatchedFaces には、入力コレクションで見つかった一致する顔オブジェクト 
(MatchedFace (p. 114)) の配列と類似スコアが含まれます。
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Kinesis ビデオストリームを Kinesis データストリームにマッピ
ングする
Kinesis ビデオストリームフレームを、Kinesis データストリームに送信される分析済みフレームにマッピ
ングしたい場合があります。たとえば、ストリーミングビデオの表示中に、認識された人物の顔の周囲に
ボックスを表示するなどです。境界ボックスの座標は、Kinesis 顔認識レコードの一部として Kinesis デー
タストリームに送信されます。境界ボックスを正しく表示するには、Kinesis 顔認識レコードとともに送信
される時間情報を、ソース Kinesis のビデオストリーム内の対応するフレームにマッピングする必要があ
ります。

Kinesis ビデオストリームを Kinesis データストリームにマッピングするために使用する手法は、ライブメ
ディア (ライブストリーミングビデオなど) をストリーミングしているか、アーカイブ済みメディア (保存
済みビデオなど) をストリーミングしているかによって異なります。

ライブメディアをストリーミングしているときのマッピング

Kinesis ビデオストリームフレームを Kinesis データストリームフレームにマップするには

1. FragmentTimeCodeTypePutMedia オペレーションの入力パラメータ  を RELATIVE に設定します。
2. 電話PutMediaを使用して、Kinesis ビデオストリームにライブメディアを配信します。
3. Kinesis 顔認識レコードを Kinesis データストリームから受信したら、次の値を保存しま

す。ProducerTimestampそしてFrameOffsetInSecondsからのKinesisVideo (p. 113)フィール
ド。

4. 追加して、Kinesis Video Stream フレームに対応するタイムスタンプを計算しま
す。ProducerTimestampそしてFrameOffsetInSecondsフィールド値を一緒にします。

アーカイブメディアをストリーミングするときのマッピング

Kinesis ビデオストリームフレームを Kinesis データストリームフレームにマップするには

1. 電話PutMediaをクリックして、Kinesis ビデオストリームにアーカイブ済みメディアを配信します。
2. あなたが受け取られたときAcknowledgementからのオブジェクトPutMediaオペレーションレスポ

ンス、保存FragmentNumberからのフィールド値Payloadフィールド。FragmentNumberは、MKV 
クラスターのフラグメント番号です。

3. Kinesis 顔認識レコードを Kinesis データストリームから受信したら、FrameOffsetInSecondsから
のフィールド値KinesisVideo (p. 113)フィールド。

4. を使用して、マッピングを計算します。FrameOffsetInSecondsそしてFragmentNumberステッ
プ 2 および 3 で保存した値。FrameOffsetInSecondsは、特定のと共にフラグメントにオフセッ
トされていますかFragmentNumberこれは Amazon Kinesis データストリームに送信されます。特定
のフラグメント番号のビデオフレームの取得の詳細については、「」を参照してください。Amazon 
Kinesis Video Streams Archived Media。

Kinesis Video Streams を使用してRekognition 結果をローカルに
表示する
Amazon Kinesis ビデオストリームからフィードに表示された Amazon Rekognition Video の結
果は、Amazon Kinesis Video Streams パーサーライブラリのテスト例を使用して確認できま
す。KinesisVideo-認識の例。-KinesisVideoRekognitionIntegrationExample検出された面にバ
ウンディングボックスを表示し、JFrame を介してビデオをローカルにレンダリングします。このプロ
セスでは、デバイスカメラからのメディア入力を Kinesis ビデオストリームに正常に接続し、Amazon 
Rekognition ストリームプロセッサを開始したことを前提としています。詳細については、「GStreamer 
プラグインを使用したストリーミング (p. 105)」を参照してください。
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ステップ 1: Kinesis Video Streams パーサーライブラリのインストール

ディレクトリを作成し、Github レポジトリをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。

$ git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library.git

ライブラリディレクトリに移動し、次の Maven コマンドを実行してクリーンインストールを実行します。

$ mvn clean install

ステップ 2: Kinesis Video Streams と Rekognition 統合サンプルテストの設定

KinesisVideoRekognitionIntegrationExampleTest.java ファイルを開きます。削除す
る@Ignoreクラスヘッダーの直後。Amazon Kinesis および Amazon Rekognition リソースからの情報を
データフィールドに入力します。詳細については、「Amazon Rekognition Video と Amazon Kinesis リ
ソースを設定する (p. 93)」を参照してください。Kinesis ビデオストリームにビデオをストリーミング
する場合は、inputStreamパラメータ。

次のコード例を参照してください。

RekognitionInput rekognitionInput = RekognitionInput.builder() 
  .kinesisVideoStreamArn("arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456789012:stream/rekognition-
test-video-stream") 
  .kinesisDataStreamArn("arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/AmazonRekognition-
rekognition-test-data-stream") 
  .streamingProcessorName("rekognition-test-stream-processor") 
  // Refer how to add face collection : 
  // https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/add-faces-to-collection-
procedure.html 
  .faceCollectionId("rekognition-test-face-collection") 
  .iamRoleArn("rekognition-test-IAM-role") 
  .matchThreshold(0.95f) 
  .build();                 
             
KinesisVideoRekognitionIntegrationExample example = 
 KinesisVideoRekognitionIntegrationExample.builder() 
  .region(Regions.US_EAST_1) 
  .kvsStreamName("rekognition-test-video-stream") 
  .kdsStreamName("AmazonRekognition-rekognition-test-data-stream") 
  .rekognitionInput(rekognitionInput) 
  .credentialsProvider(new ProfileCredentialsProvider()) 
  // NOTE: Comment out or delete the inputStream parameter if you are streaming video, 
 otherwise 
  // the test will use a sample video.  
  //.inputStream(TestResourceUtil.getTestInputStream("bezos_vogels.mkv")) 
  .build(); 
             

ステップ 3: Kinesis Video Streams と Rekognition 統合サンプルテストの実行

ストリーミングしている場合は、Kinesis ビデオストリームがメディア入力を受信してい
ることを確認し、Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサを実行している状態
でストリームの分析を開始します。詳細については、「Amazon Rekognition Video スト
リームプロセッサでストリーミング動画を分析する (p. 95)」を参照してください。を実
行KinesisVideoRekognitionIntegrationExampleTestJUnitテストとしてのクラス。短い遅延の
後、新しいウィンドウが開き、検出された顔の上にバウンディングボックスが描画された Kinesis ビデオ
ストリームからのビデオフィードが表示されます。
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Note

バウンディングボックスのラベルに意味のあるテキストを表示するには、この例で使用されて
いるコレクション内の面に、この形式で指定されている外部イメージ ID (ファイル名) が必要で
す。PersonName1-trusted、PersonName2-intruder、PersonName3-neutral ラベルは色分けで
き、FaceType.java ファイルでカスタマイズできます。

リファレンス: Kinesis 顔認識記録
Amazon Rekognition Video では、ストリーミングビデオ内の顔を認識できます。分析された各フレーム
について、Amazon Rekognition Video は JSON フレームレコードを Kinesis データストリームに出力しま
す。Amazon Rekognition Video では、Kinesis のビデオストリームを通じて渡されたフレームはすべて分
析されません。

JSON フレームレコードには、入力ストリームと出力ストリーム、ストリームプロセッサのステータス、
および分析されたフレームで認識された顔に関する情報が含まれます。このセクションでは、JSON フ
レームレコードに関するリファレンス情報を紹介します。

Kinesis データストリームレコードの JSON 構文を次に示します。詳細については、「ストリーミングビ
デオの操作 (p. 92)」を参照してください。

Note

Amazon Rekognition Video API は、入力ストリーム内の顔と顔のコレクションを比較し、見つ
かった最も近い顔と類似性スコアを返します。

{ 
    "InputInformation": { 
        "KinesisVideo": { 
            "StreamArn": "string", 
            "FragmentNumber": "string", 
            "ProducerTimestamp": number, 
            "ServerTimestamp": number, 
            "FrameOffsetInSeconds": number 
        } 
    }, 
    "StreamProcessorInformation": { 
        "Status": "RUNNING" 
    }, 
    "FaceSearchResponse": [ 
        { 
            "DetectedFace": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Width": number, 
                    "Top": number, 
                    "Height": number, 
                    "Left": number 
                }, 
                "Confidence": number, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "string", 
                        "X": number, 
                        "Y": number 
                    } 
                ], 
                "Pose": { 
                    "Pitch": number, 
                    "Roll": number, 
                    "Yaw": number 
                }, 
                "Quality": { 
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                    "Brightness": number, 
                    "Sharpness": number 
                } 
            }, 
            "MatchedFaces": [ 
                { 
                    "Similarity": number, 
                    "Face": { 
                        "BoundingBox": { 
                            "Width": number, 
                            "Top": number, 
                            "Height": number, 
                            "Left": number 
                        }, 
                        "Confidence": number, 
                        "ExternalImageId": "string", 
                        "FaceId": "string", 
                        "ImageId": "string" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

JSON レコード
JSON レコードには、Amazon Rekognition Video によって処理されたフレームに関する情報が含まれま
す。レコードには、ストリーミングビデオ、分析されたフレームのステータス、およびフレームで認識さ
れた顔に関する情報が含まれます。

InputInformation

Amazon Rekognition Video へのビデオのストリーミングに使用される Kinesis ビデオストリームに関する
情報。

型: InputInformation (p. 112) オブジェクト

StreamProcessorInformation

Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサに関する情報。これには、ストリームプロセッサの現在
のステータスに関する情報が含まれます。

型: StreamProcessorInformation (p. 113) オブジェクト

FaceSearchResponse

ストリーミングビデオフレームで検出された顔と入力コレクション内で見つかった一致する顔に関する情
報。

型: FaceSearchResponse (p. 113) オブジェクト配列

InputInformation
Amazon Rekognition Video によって使用されたソースビデオストリームに関する情報。詳細については、
「ストリーミングビデオの操作 (p. 92)」を参照してください。

KinesisVideo

型: KinesisVideo (p. 113) オブジェクト
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KinesisVideo
Amazon Rekognition Video にソースビデオをストリーミングする Kinesis ビデオストリームに関する情
報。詳細については、「ストリーミングビデオの操作 (p. 92)」を参照してください。

StreamArn

Kinesis ビデオストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

FragmentNumber

このレコードを表すフレームが含まれるストリーミングビデオのフラグメント。

Type: 文字列

ProducerTimestamp

フラグメントのプロデューサー側の Unix タイムスタンプ。詳細については、「PutMedia」を参照してく
ださい。

Type: 数値

ServerTimestamp

フラグメントのサーバー側の Unix タイムスタンプ。詳細については、「PutMedia」を参照してくださ
い。

Type: 数値

FrameOffsetInSeconds

フラグメント内のフレームのオフセット (秒)。

Type: 数値

StreamProcessorInformation
ストリームプロセッサに関するステータス情報。

[Status] (ステータス)

ストリームプロセッサの現在のステータス。使用できる唯一の値は RUNNING です。

Type: 文字列

FaceSearchResponse
ストリーミングビデオフレームで検出された顔と、検出された顔に一致するコレクション内の顔に関する
情報。CreateStreamProcessor (p. 525) の呼び出しでコレクションを指定します。詳細については、「ス
トリーミングビデオの操作 (p. 92)」を参照してください。

DetectedFace

分析されたビデオフレームで検出された顔の詳細情報。

型: DetectedFace (p. 114) オブジェクト

MatchedFaces

DetectedFace で検出された顔と一致するコレクション内の顔の詳細情報の配列。
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型: MatchedFace (p. 114) オブジェクト配列

DetectedFace
ストリーミングビデオフレーム内で検出された顔に関する情報。入力コレクション内の一致した顔は
MatchedFace (p. 114) オブジェクトフィールドにあります。

BoundingBox

分析されたビデオフレーム内で検出された顔の境界ボックスの座標。BoundingBox オブジェクトには、イ
メージ分析に使用された BoundingBox オブジェクトと同じプロパティが含まれます。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

Confidence

検出された顔が実際に顔であることに対する Amazon Rekognition Video の信頼レベル (1 ～ 100)。1 が信
頼度が最も低く、100 が最も高い信頼度です。

Type: 数値

Landmarks

顔の特徴の配列。

型: Landmark (p. 775) オブジェクト配列

Pose

ピッチ、ロール、ヨーイングによって特定される顔の表情を示します。

型: Pose (p. 786) オブジェクト

Quality

顔イメージの明るさとシャープネスを示します。

型: ImageQuality (p. 768) オブジェクト

MatchedFace
分析されたビデオフレーム内で検出された顔に一致する顔に関する情報。

Face

DetectedFace (p. 114) オブジェクトの顔と一致する入力コレクション内の顔に関する顔の一致情報。

型: Face (p. 752) オブジェクト

Similarity

顔の一致信頼レベル (1 ～ 100)。1 が信頼度が最も低く、100 が最も高い信頼度です。

Type: 数値

ストリーミングビデオのトラブルシューティング
このトピックでは、Amazon Rekognition Video をストリーミングビデオとともに使用するためのトラブル
シューティングについて説明します。

トピック
• 使用するストリーミングプロセッサが正常に作成されたかどうかがわかりません。 (p. 115)
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• ストリームプロセッサを正しく設定しているかがわかりません (p. 115)
• 使用するストリームプロセッサが結果を返しません (p. 116)
• ストリームプロセッサの状態が FAILED (失敗) になる (p. 117)
• 使用するストリームプロセッサが予測された結果を返さない (p. 119)

使用するストリーミングプロセッサが正常に作成されたかどうか
がわかりません。
次の AWS CLI コマンドを使用して、ストリームプロセッサの一覧および現在のステータスを取得しま
す。

aws rekognition list-stream-processors

追加の詳細を取得するには、次の AWS CLI コマンドを使用できます。stream-processor-name を必要
なストリームプロセッサの名前に置き換えます。

aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name

ストリームプロセッサを正しく設定しているかがわかりません
コードで Amazon Rekognition Video から分析結果が出力されない場合、ストリームプロセッサが正常に
設定されていない可能性があります。ストリームプロセッサが正しく設定され、結果を生成することがで
きることを確認するには、次を実行します。

ソリューションが正しく設定されているかどうか判断するには

1. 次のコマンドを実行して、ストリームプロセッサが実行状態にあることを確認します。stream-
processor-name を使用するストリームプロセッサの名前に変更します。ストリームプロセッサが
実行されている場合、Status の値は RUNNING です。ステータスが RUNNING であり、結果が表示
されない場合には、「使用するストリームプロセッサが結果を返しません (p. 116)」を参照してく
ださい。ステータスが FAILED の場合には、「ストリームプロセッサの状態が FAILED (失敗) にな
る (p. 117)」を参照してください。

aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name

2. ストリームプロセッサが実行されている場合には、次の Bash あるいは PowerShell コマンドを実行し
て、出力 Kinesis データストリームからデータを読み込みます。

Bash

SHARD_ITERATOR=$(aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000 
 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name kinesis-data-stream-name --query 
 'ShardIterator') 
                        aws kinesis get-records --shard-iterator $SHARD_ITERATOR

PowerShell

aws kinesis get-records --shard-iterator ((aws kinesis get-shard-iterator --shard-id 
 shardId-000000000000 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name kinesis-data-
stream-name).split('"')[4])

3. Base64 デコードウェブサイトでデコードツールを使用して、人間が読み取れる文字列に出力をデ
コードします。詳細については、「」を参照してください。ステップ 3: レコードを取得。
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4. コマンドが動作し、Kinesis データストリームに顔検出結果が表示される場合、ソリューションは適
切に設定されています。コマンドが失敗した場合は、他のトラブルシューティング解決策を試し、
「Amazon Rekognition Video に Kinesis ストリームへのアクセスを許可する (p. 94)」を参照して
ください。

あるいは、「kinesis-process-record」を使用できます。AWS LambdaKinesis データストリームから 
CloudWatch にメッセージをログ記録するための設計図連続ビジュアル作成。これには次のような追加コ
ストが発生します。AWS LambdaCloudWatch。

使用するストリームプロセッサが結果を返しません
いくつかの要因によりストリームプロセッサが結果を返さないことがあります。

理由1: ストリームプロセッサが正しく設定されていない

ストリームプロセッサが正しく設定されていない可能性があります。詳細については、「ストリームプロ
セッサを正しく設定しているかがわかりません (p. 115)」を参照してください。

理由 2: ストリームプロセッサが RUNNING (実行中) 状態ではありません

ストリームプロセッサのステータスをトラブルシューティングするには

1. 次の AWS CLI コマンドを使用して、ストリームプロセッサのステータスを確認します。

aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name

2. Status の値が STOPPED の場合、ストリームプロセッサを次のコマンドで開始します。

aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name

3. Status の値が FAILED の場合、「ストリームプロセッサの状態が FAILED (失敗) になる (p. 117)」
を参照してください。

4. Status の値が STARTING の場合、2 分ほど待機してから、ステップ 1 を繰り返してステータスを確
認します。ステータスの値が依然として STARTING の場合には、次の操作を行います。

a. 次のコマンドを実行して、ストリームプロセッサを削除します。

aws rekognition delete-stream-processor --name stream-processor-name

b. 同じ設定で新しいストリームプロセッサを作成します。詳細については、「ストリーミングビデ
オの操作 (p. 92)」を参照してください。

c. それでも問題が生じる場合には、AWS サポートにお問い合わせください。
5. Status の値が RUNNING の場合、「理由 3: アクティブなデータがないnKinesis ビデオストリー

ム (p. 116)」を参照してください。

理由 3: アクティブなデータがないnKinesis ビデオストリーム

Kinesis ビデオストリームにアクティブなデータがあるかどうかを確認するには

1. にサインインしますAWS Management Consoleをクリックし、Amazon Kinesis Video Streams コン
ソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/。

2. Amazon Rekognition ストリームプロセッサの入力である Kinesis ビデオストリームを選択します。
3. プレビューが状態の場合ストリームにデータがありませんの場合は、Amazon Rekognition Video が処

理するデータが入力ストリームにありません。
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Kinesis Video Streams を使用したビデオの制作の詳細については、「」を参照してください。Kinesis 
Video Streams プロデューサーライブラリ。

ストリームプロセッサの状態が FAILED (失敗) になる
次の AWS CLI コマンドを使用して、ストリームプロセッサのステータスを確認できます。

aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name

ステータスの値が FAILED (失敗) の場合、トラブルシューティング情報で次のエラーメッセージを参照し
ます。

エラー: "ロールへのアクセス拒否"

ストリームプロセッサによって使用される IAM ロールが存在しない、または Amazon Rekognition Video 
にロールを引き受ける権限がありません。

IAM ロールへのアクセスをトラブルシューティングするには

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. 左のナビゲーションペインから [ロール] を選択し、ロールが存在することを確認します。
3. ロールが存在する場合は、このロールに AmazonRekognitionServiceRole アクセス許可ポリシーがあ

ることを確認します。
4. ロールが存在しない、あるいは適切なアクセス許可がない場合には、「Amazon Rekognition Video に 

Kinesis ストリームへのアクセスを許可する (p. 94)」を参照してください。
5. 次の AWS CLI コマンドを実行して、ストリームプロセッサを開始します。

aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name

エラー: 「Kinesis ビデオへのアクセスが拒否されましたまたはKinesis Data への
アクセス拒否」

ロールには Kinesis Video Streams API オペレーションへのアクセス権がありませんGetMediaそし
てGetDataEndpoint。また、Kinesis Data Streams API オペレーションへのアクセス権がない可能性も
あります。PutRecordそしてPutRecords。

API アクセス権限をトラブルシューティングするには

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. ロールを開き、次のアクセス許可ポリシーがアタッチされていることを確認します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:PutRecord", 
                "kinesis:PutRecords" 
            ], 
            "Resource": "data-arn" 
        }, 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:GetMedia" 
            ], 
            "Resource": "video-arn" 
        } 
    ]
}

3. いずれかのアクセス許可がない場合には、ポリシーを更新します。詳細については、「Amazon 
Rekognition Video に Kinesis ストリームへのアクセスを許可する (p. 94)」を参照してください。

エラー: "ストリーム###########存在しない」

ストリームプロセッサへの Kinesis ビデオストリーム入力が存在しない、または正しく設定されていませ
ん。

Kinesis ビデオストリームのトラブルシューティングを行うには

1. 次のコマンドを使用して、ストリームがあることを確認します。

aws kinesisvideo list-streams

2. ストリームが存在する場合、次を確認します。

• Amazon リソースネーム (ARN) は、ストリームプロセッサの入力ストリームの ARN と同じです。
• Kinesis ビデオストリームは、ストリームプロセッサと同じリージョンにあります。

ストリームプロセッサが正しく設定されていない場合は、AWS CLI コマンドを使用してこれを削除し
ます。

aws rekognition delete-stream-processor --name stream-processor-name

3. 目的の Kinesis ビデオストリームで新しいストリームプロセッサを作成します。詳細については、
「Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサの作成 (p. 97)」を参照してください。

エラー: 「コレクションが見つかりません」

顔と一致するためにストリームプロセッサによって使用される Amazon Rekognition コレクションが存在
しない、または間違ったコレクションが使用されています。

コレクションを確認するには

1. 次の AWS CLI コマンドを使用して、必要なコレクションが存在することを確認します。region をス
トリームプロセッサを実行している AWS リージョンに変更します。

aws rekognition list-collections --region region

必要なコレクションが存在しない場合には、新しいコレクションを作成して顔情報を追加します。詳
細については、「コレクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してください。

2. the section called “CreateStreamProcessor” (p. 525) の呼び出しで、CollectionId 入力パラメー
タの値が正確であることを確認します。

3. 次の AWS CLI コマンドを実行して、ストリームプロセッサを開始します。
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aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name

エラー: 「ストリーム#################アカウントの下にaccount-id見つ
からない」
ストリームプロセッサで使用される出力 Kinesis データストリームが AWS アカウント内に存在しない、あ
るいは使用するストリームプロセッサと同じ AWS リージョンにありません。

Kinesis データストリームをトラブルシューティングするには

1. 次の AWS CLI コマンドを使用して、Kinesis データストリームが存在することを確認しま
す。region をストリームプロセッサを使用している AWS リージョンに変更します。

aws kinesis list-streams --region region

2. Kinesis データストリームが存在する場合、Kinesis データストリーム名がストリームプロセッサに
よって使用される出力ストリームの名前と同じであることを確認します。

3. Kinesis データストリームが存在しない場合、別の AWS リージョン内に存在している可能性がありま
す。Kinesis データストリームは、ストリームプロセッサと同じリージョンにある必要があります。

4. 必要に応じて、新しい Kinesis データストリームを作成します。

a. ストリームプロセッサによって使用される名前と同じ名前の Kinesis データストリームを作成し
ます。詳細については、「」を参照してください。ステップ 1: データストリームの作成。

b. 次の AWS CLI コマンドを実行して、ストリームプロセッサを開始します。

aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name

使用するストリームプロセッサが予測された結果を返さない
ストリームプロセッサが予測された顔の一致を返さない場合、次の情報を使用します。

• コレクション内の顔の検索 (p. 177)
• カメラのセットアップ (ストリーミングビデオ) に関する推奨事項 (p. 130)

エラー処理
このセクションでは、ランタイムエラーとその処理方法について説明します。また、Amazon Rekognition 
に特有のエラーメッセージとコードについて説明します。

トピック
• エラーコンポーネント (p. 119)
• エラーメッセージとコード (p. 120)
• アプリケーションでのエラー処理 (p. 124)

エラーコンポーネント
プログラムがリクエストを送信すると、Amazon Rekognition はその処理を試行します。リクエストが成功
した場合、Amazon Rekognition は HTTP 成功ステータスコード (200 OK) と、要求されたオペレーション
からの結果が表示されます。
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リクエストが正常に行われなかった場合、Amazon Rekognition はエラーを返します。それぞれのエラーに
は、次の三つのコンポーネントがあります:

• HTTP ステータスコード (400 など)。
• 例外の名前 (InvalidS3ObjectException など)。
• エラーメッセージ (Unable to get object metadata from S3. Check object key, region 
and/or access permissions. など)。

AWS SDK によりアプリケーションにエラーが伝達されるため、適切なアクションを実行できます。たと
えば、Java プログラムでは、 try-catch を処理する ResourceNotFoundException ロジックを記述
できます。

AWS SDK を使用していない場合は、Amazon Rekognition からの低レベルのレスポンスの内容も解析する
必要があります。以下に、そのようなレスポンスの例を示します。

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Date: Sat, 25 May 2019 00:28:25 GMT
x-amzn-RequestId: 03507c9b-7e84-11e9-9ad1-854a4567eb71
Content-Length: 222
Connection: keep-alive

{"__type":"InvalidS3ObjectException","Code":"InvalidS3ObjectException","Logref":"5022229e-7e48-11e9-9ad1-854a4567eb71","Message":"Unable 
 to get object metadata from S3. Check object key, region and/or access permissions."}

エラーメッセージとコード
以下に、Amazon Rekognition によって返される例外のリストを HTTP ステータスコードごとに次に示し
ます。再試行してもいいですかがはいであれば、同じリクエストを再度送信できます。再試行してもいい
ですかがいいえであれば、新しいリクエストを送信する前に、クライアント側で問題を修正する必要があ
ります。

HTTP ステータスコード 400
HTTP 400 ステータスコードは、リクエストに問題があることを示しています。問題の例としては、認証
の失敗、必須パラメータの不足、オペレーションのプロビジョンドスループットの超過などがあります。
リクエストを再度送信する前に、アプリケーションで問題を修正する必要があります。

AccessDeniedException

メッセージ: <Operation>オペレーションの呼び出し時にエラーが発生しました 
(AccessDeniedException): ユーザー: <User ARN>は次のことを実行する権限がありません: 
<Operation>リソース上: <Resource ARN>。

そのアクションを実行する権限がありません。そのオペレーションを実行するには、承認されたユー
ザーまたは IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。

再試行してもいいですか。いいえ

GroupFacesInProgressException

メッセージ: GroupFaces ジョブのスケジュールに失敗しました。このコレクションには既存の 
GroupFaces ジョブがあります。

既存のジョブの完了後にオペレーションを再試行します。
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再試行してもいいですか。いいえ

IdempotentParameterMismatchException

メッセージ: ClientRequestToken: <Token>指定したものは既に使用されています。

ClientRequestToken 入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラメータの
少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

再試行してもいいですか。いいえ

ImageTooLargeException

メッセージ: イメージサイズが大きすぎます。

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているならthe section called 
“DetectProtectiveEquipment” (p. 578)の場合、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えてい
ます。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してく
ださい。

再試行してもいいですか。いいえ

InvalidImageFormatException

メッセージ: リクエストに無効なイメージ形式があります

指定されたイメージ形式はサポートされていません。サポートされているイメージ形式 (.JPEG 
および .PNG) を使用します。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォー
タ (p. 825)」を参照してください。

再試行してもいいですか。いいえ

InvalidPaginationTokenException

メッセージ
• トークンが無効です
• ページ分割トークンが無効です

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。トークンの有効期限が切れている可能性が
あります。

再試行してもいいですか。いいえ

InvalidParameterException

メッセージ: リクエストに無効なパラメータがあります

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

再試行してもいいですか。いいえ

InvalidS3ObjectException

メッセージ:
• リクエストに無効な S3 オブジェクトがあります
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• S3 からオブジェクトメタデータを取得できません。オブジェクトキー、リージョン、またはアクセ
ス権限を確認します。

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。詳細に
ついては、「」を参照してください。S3 へのアクセスを設定します。AWS S3 Access。トラブル
シューティング情報については、「Amazon S3 のトラブルシューティング」を参照してください。

再試行してもいいですか。いいえ

LimitExceededException

メッセージ:
• アカウントに対するストリームプロセッサの制限 - <Current Limit> を超えました
• <Number of Open Jobs><User ARN>ユーザー用のオープンジョブの最大制限: <Maximum Limit>

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、多数の Amazon Rekognition Video 
ジョブを同時に開始する場合は、を呼び出すと、オペレーションを開始する呼び出し (など) がありま
す。StartLabelDetectionで、aを上げるLimitExceededException例外 (HTTP ステータスコー
ド:400) は、同時に実行されるジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、

再試行してもいいですか。いいえ

ProvisionedThroughputExceededException

メッセージ:
• プロビジョンドレートを超過しました
• S3 ダウンロード制限を超えました

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition サービスの制限。

制限の拡大をリクエストするには、次の指示に従ってください。the section called “TPS クォータを変
更するケースを作成する” (p. 827)。

再試行してもいいですか。はい

ResourceAlreadyExistsException

メッセージ: コレクション ID: <Collection Id>すでに存在しています。

指定された ID の付いたコレクションはすでに存在しています。

再試行してもいいですか。いいえ

ResourceInUseException

メッセージ:
• ストリームプロセッサの名前はすでに使用されています
• 指定されたリソースは使用中です
• ストリームを停止するためにプロセッサを利用できません
• ストリームプロセッサを削除できません

リソースが利用可能になったらオペレーションを再試行します。

再試行してもいいですか。いいえ
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ResourceNotFoundException

メッセージ: API コールに応じたさまざまなメッセージ。

指定されたリソースは存在しません。

再試行してもいいですか。いいえ

ThrottlingException

メッセージ: スローダウン。リクエストのレートが急激に増加しました。

リクエストの増加レートが速すぎます。リクエストレートを下げてから、徐々に引き上げます。エ
クスポネンシャルバックオフを実行してリクエストを再試行することをお勧めします。AWS SDK に
は、デフォルトで自動再試行ロジックとエクスポネンシャルバックオフが使用されています。詳細に
ついては、「AWS でのエラー時の再試行とエクスポネンシャルバックオフ」および「エクスポネン
シャルバックオフとジッタ」を参照してください。

再試行してもいいですか。はい

VideoTooLargeException

メッセージ: ビデオサイズ (バイト単位): <Video Size>次の制限を上回っています: <Max Size>バイ
ト。

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。詳細については、
「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してください。

再試行してもいいですか。いいえ

HTTP ステータスコード 5xx
HTTP ステータスコード 5xx は、AWS で解決する必要のある問題を示しています。This might be a 
transient error. その場合、リクエストを再試行することで成功することがあります。それ以外の場合、
サービスに運用上の問題があるかどうかを確認するために、AWS サービスヘルスダッシュボードを参照し
てください。

InternalServerError (HTTP 500)

メッセージ: 内部サーバーエラー

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。エクスポネン
シャルバックオフを実行し、リクエストを再試行します。AWS SDK には、デフォルトで自動再試行
ロジックとエクスポネンシャルバックオフが使用されています。詳細については、「AWS でのエラー
時の再試行とエクスポネンシャルバックオフ」および「エクスポネンシャルバックオフとジッタ」を
参照してください。

再試行してもいいですか。はい

ThrottlingException (HTTP 500)

メッセージ: Service Unavailable

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。
エクスポネンシャルバックオフを実行してリクエストを再試行することをお勧めします。AWS SDK 
には、デフォルトで自動再試行ロジックとエクスポネンシャルバックオフが使用されています。詳細
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については、「AWS でのエラー時の再試行とエクスポネンシャルバックオフ」および「エクスポネン
シャルバックオフとジッタ」を参照してください。

再試行してもいいですか。はい

アプリケーションでのエラー処理
アプリケーションをスムーズに実行するには、エラーをキャッチしエラーに対応するロジックを組み込む
必要があります。一般的な方法には、try-catchブロックやif-thenステートメントの使用などがありま
す。

AWS SDK は独自に再試行とエラーチェックを実行します。AWS SDK の使用中にエラーが発生した場合
は、エラーコードと説明が問題のトラブルシューティングに役立ちます。

また、レスポンスにRequest IDが表示されます。Request IDは、AWS サポートを使用して問題を診断
することが必要な場合に便利です。

以下の Java コードスニペットは、イメージ内のオブジェクトの検出を試み、基本的なエラー処理を実行
します (この場合、ユーザーにはリクエストが失敗したことが通知されます)。

try { 
    DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request); 
    List <Label> labels = result.getLabels(); 

    System.out.println("Detected labels for " + photo); 
    for (Label label: labels) { 
        System.out.println(label.getName() + ": " + label.getConfidence().toString()); 
    }
}  
catch(AmazonRekognitionException e) { 
    System.err.println("Could not complete operation"); 
    System.err.println("Error Message:  " + e.getMessage()); 
    System.err.println("HTTP Status:    " + e.getStatusCode()); 
    System.err.println("AWS Error Code: " + e.getErrorCode()); 
    System.err.println("Error Type:     " + e.getErrorType()); 
    System.err.println("Request ID:     " + e.getRequestId());
}
catch (AmazonClientException ace) { 
    System.err.println("Internal error occurred communicating with Rekognition"); 
    System.out.println("Error Message:  " + ace.getMessage());
}

このコードスニペットでは、try-catchの構成は 2 つの異なるタイプの例外を処理します。

• AmazonRekognitionException— クライアントリクエストが Amazon Rekognition に正しく送信さ
れたが、Amazon Rekognition がリクエストを処理できず、代わりにエラーレスポンスが返された場合に
発生します。

• AmazonClientException— クライアントがサービスからレスポンスを取得できなかったか、クライ
アントがサービスからのレスポンスを解析できなかった場合に発生します。

Amazon Rekognition を FedRAMP 認定サービスと
して使用する

-AWSの FedRAMP コンプライアンスプログラムには、FedRAMP 認定のサービスとして Amazon 
Rekognition が含まれています。連邦政府または企業のお客様の場合、AWS 米国東部および米国西部リー
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ジョンで影響レベルが中程度のデータを使用し、機密ワークロードを処理し保存するサービスを使用でき
ます。また、AWS GovCloud (米国) リージョンの認証境界で影響レベルが高程度のデータを使用して、
機密ワークロードのサービスを使用できます。FedRAMP コンプライアンスの詳細については、「AWS 
FedRAMP コンプライアンス」を参照してください。

FedRAMP に準拠するには、連邦情報処理規格 (FIPS) エンドポイントを使用できます。これにより、機密
情報を扱うときに、FIPS 140-2 検証済み暗号化モジュールにアクセスできます。FIPS エンドポイントの
詳細については、「FIPS 140-2 の概要」を参照してください。

♪AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または AWS SDK のいずれかを使用して、Amazon 
Rekognition で使用されるエンドポイントを指定します。

Amazon Rekognition で使用できるエンドポイントについては、「」を参照してください。Amazon 
Rekognition リージョンとエンドポイント。

以下に、コレクションの一覧表示 (p. 187)のトピックAmazon Rekognition 開発者ガイド。これら
は、Amazon Rekognition にアクセスするリージョンと FIPS エンドポイントを指定するように変更されま
す。

Java

Javaの場合は、withEndpointConfigurationAmazon Rekognition クライアントを作成するときに
メソッドを使用します。この例では、米国東部 (バージニア北部) リージョンで FIPS エンドポイント
を使用するコレクションを示します。

//Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
  
import java.util.List;  
  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsResult;  
  
public class ListCollections {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
  
      AmazonRekognition amazonRekognition = AmazonRekognitionClientBuilder.standard()  
         .withEndpointConfiguration(new 
 AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://rekognition-fips.us-
east-1.amazonaws.com","us-east-1"))  
         .build();  
   
  
      System.out.println("Listing collections");  
      int limit = 10;  
      ListCollectionsResult listCollectionsResult = null;  
      String paginationToken = null;  
      do {  
         if (listCollectionsResult != null) {  
            paginationToken = listCollectionsResult.getNextToken();  
         }  
         ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = new ListCollectionsRequest()  
                 .withMaxResults(limit)  
                 .withNextToken(paginationToken);  
         
 listCollectionsResult=amazonRekognition.listCollections(listCollectionsRequest);  
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         List < String > collectionIds = listCollectionsResult.getCollectionIds();  
         for (String resultId: collectionIds) {  
            System.out.println(resultId);  
         }  
      } while (listCollectionsResult != null && listCollectionsResult.getNextToken() !
=  
         null);  
       
   }   
}

AWS CLI

向けのAWS CLIで、--endpoint-url引数を使用して、Amazon Rekognition にアクセスするエンド
ポイントを指定します。この例では、米国東部 (オハイオ) リージョンで FIPS エンドポイントを使用
するコレクションを示します。

aws rekognition list-collections --endpoint-url https://rekognition-fips.us-
east-2.amazonaws.com --region us-east-2

Python

Python の場合は、boto3.client 関数で endpoint_url 引数を使用します。指定するエンドポイントに
設定します。この例では、米国西部 (オレゴン) リージョンで FIPS エンドポイントを使用するコレク
ションを示します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def list_collections():  
  
    max_results=2  
      
    client=boto3.client('rekognition', endpoint_url='https://rekognition-fips.us-
west-2.amazonaws.com', region_name='us-west-2')  
  
    #Display all the collections  
    print('Displaying collections...')  
    response=client.list_collections(MaxResults=max_results)  
    collection_count=0  
    done=False  
      
    while done==False:  
        collections=response['CollectionIds']  
  
        for collection in collections:  
            print (collection)  
            collection_count+=1  
        if 'NextToken' in response:  
            nextToken=response['NextToken']  
            
 response=client.list_collections(NextToken=nextToken,MaxResults=max_results)  
              
        else:  
            done=True  
  
    return collection_count     
  
def main():  
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    collection_count=list_collections()  
    print("collections: " + str(collection_count))  
if __name__ == "__main__":  
    main()
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センサー、入力画像、ビデオのベス
トプラクティス

このセクションでは、Amazon Rekognition 使用のベストプラクティスを紹介します。

トピック
• Amazon Rekognition イメージオペレーションのレイテンシ (p. 128)
• 顔比較入力画像の推奨事項 (p. 128)
• カメラのセットアップ (画像とビデオ) に関する推奨事項 (p. 129)
• カメラのセットアップ（保存およびストリーミングビデオ）に関する推奨事項 (p. 130)
• カメラのセットアップ (ストリーミングビデオ) に関する推奨事項 (p. 130)

Amazon Rekognition イメージオペレーションのレ
イテンシ

Amazon Rekognition Image オペレーションの可能な限り低いレイテンシーを実現するには、以下の点を考
慮します。

• イメージを含む Amazon S3 バケットのリージョンと Amazon Rekognition Image API オペレーションで
使用するリージョンが一致している必要があります。

• イメージのバイトを使用した Amazon Rekognition Image オペレーションの呼び出しは、イメージを 
Amazon S3 バケットにアップロードしてから、アップロードされたイメージを Amazon REKognition 
Image オペレーションで参照するよりも高速です。ほぼリアルタイムの処理のためにイメージを 
Amazon Rekognition Image にアップロードする場合は、この手法を検討してください。たとえば、IP 
カメラからアップロードされるイメージや、ウェブポータルを通じてアップロードされるイメージで
す。

• イメージがすでに Amazon S3 バケットにある場合、Amazon Rekognition Image オペレーションで参照
すると、イメージのバイトをオペレーションに渡すよりも高速になる可能性があります。

顔比較入力画像の推奨事項
顔比較オペレーションに使用されるモデルは、さまざまなポーズ、表情、年齢層、ローテーション、照
明条件、サイズで機能するように設計されています。CompareFaces (p. 505) の参照写真を選択した
り、IndexFaces (p. 628) を使用してコレクションに顔を追加したりするときには、以下のガイドライン
に従うことをお勧めします。

• 推奨される角度範囲内に顔がある画像を使用します。ピッチは、下向きに 30 度未満、上向きに 45 度未
満にしてください。ヨーイングはどちらの方向にも 45 度未満である必要があります。ロールに制限は
ありません。

• 両目が開いて見える顔の画像を使用します。

• IndexFaces を使用してコレクションを作成する際、ピッチとヨーイングの異なる (推奨角度範囲内の) 
複数の個人の顔画像を使用します。少なくともその人物の 5 枚の画像をインデックスに登録することを
お勧めします。正面をまっすぐ向いたもの、45 度以下のヨーイングで左を向いた顔、45 度以下のヨー
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イングで右を向いた顔、30 度以下のピッチで下を向いた顔、45 度以下のピッチで上を向いた顔。これ
らのフェイスインスタンスが同じ個人に属していることを追跡するときに、インデックス付けされてい
るイメージ内に顔が 1 つしかない場合は、外部イメージ ID 属性を使用することを検討してください。
たとえばコレクションの中で、John_Doe_1.jpg、… John_Doe_5.jpg といった外部イメージ ID を持つ 
John Doe 氏のイメージ 5 枚を追跡できます。

• 顔がピンぼけしていたり、その大部分が切り取られたりしていない画像を使用します。イメージには人
の頭全体と肩が含まれている必要があります。顔の境界ボックスに切り取られている必要はありませ
ん。

• ヘッドバンドやマスクなど、顔を遮るものは避けます。

• 顔が画像の大部分を占めている画像を使用します。顔が画像の大部分を占める画像は、より高い精度で
マッチングされます。

• 画像の解像度が十分に大きいことを確認します。Amazon Rekognition では 1920 x 1080 までの画像解像
度で 50 x 50 ピクセルの小さい顔を認識できます。高解像度のイメージでは、最小の顔として、より大
きいサイズが必要です。最小サイズより大きい顔は、顔比較でより正確な結果のセットを提供します。

• カラーイメージを使用すること。

• 影などの陰影がなく、照明が顔に均一に当たっている画像を使用します。

• 背景とのコントラストが十分である画像を使用します。高コントラストのモノクロの背景が最適です。

• 高精度を必要とするアプリケーションには、口を閉じて、わずかにほほ笑むかほほ笑まない中立的な表
情を持つ顔の画像を使用してください。

• 明るくシャープな画像を使用します。被写体やカメラの動きが原因でぼやけている可能性がある画像は
できるだけ使用しないでください。DetectFaces (p. 564) を使って顔の明るさとシャープさを判断でき
ます。

• 最近の顔画像がインデックス化されていることを確認します。

カメラのセットアップ (画像とビデオ) に関する推
奨事項

以下の推奨事項は 顔比較入力画像の推奨事項 (p. 128) に追加されます。

• イメージの解像度-顔の解像度が 1920 x 1080 の合計解像度を持つイメージに対して 50 x 50 ピクセルで
ある限り、イメージの解像度に最小要件はありません。高解像度のイメージでは、最小の顔として、よ
り大きいサイズが必要です。
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Note

前述の推奨事項は、カメラのネイティブ解像度に基づいています。低解像度画像から高解像度
画像を生成しても、顔検索に必要な結果は得られません (画像のアップサンプリングによって生
成されるアーティファクトのため)。

• カメラアングル — カメラアングルには、ピッチ、ロール、ヨーイングの 3 つの測定値があります。
• ピッチ — カメラが下を向いているときは 30 度未満、カメラが上を向いているときは 45 度未満にし

ます。
• ロール — このパラメータには最小要件はありません。Amazon Rekognition はあらゆる量のロールを

処理できます。
• ヨーイング—いずれの方向でも 45 度以下のヨーイングを推奨します。

カメラによってキャプチャされる任意の軸に沿った顔の角度は、シーンに面するカメラアングルと被
写体の頭がシーン内にある角度の両方の組み合わせです。たとえば、カメラは 30 度下向きに、ユー
ザーがさらに 30 度頭を下げている場合、カメラから見た実際のフェイスピッチは 60 度です。この場
合、Amazon Rekognition は顔を認識することはできません。カメラアングルは、一般的に、30 度以下
の全体的なピッチ (顔とカメラを合わせて) でカメラを覗いているという想定に基づいてカメラを設定す
ることをお勧めします。

• カメラズーム — 推奨される最小顔解像度 (50 x 50 ピクセル) によって、このカメラ設定が駆動されま
す。被写体の顔解像度が 50 X 50 ピクセル以上になるカメラのズーム設定を使用することをお勧めしま
す。

• カメラの高さ — 推奨されるカメラピッチがこのパラメータを指定します。

カメラのセットアップ（保存およびストリーミング
ビデオ）に関する推奨事項

以下の推奨事項は カメラのセットアップ (画像とビデオ) に関する推奨事項 (p. 129) に追加されます。

• コーデックは h.264 でエンコードする必要があります。
• 推奨されるフレームレートは 30 fps です (5 fps 未満にすることはできません)。
• エンコーダの推奨ビットレートは 3 Mbps です (1.5 Mbps 未満にすることはできません)。
• フレームレートとフレーム解像度 — エンコーダのビットレートが制約事項である場合、より良い顔検

索結果を得るために、フレームレートの高さを優先することをお勧めします。これにより、Amazon 
Rekognition 確実に割り当てられたビットレート内で最高品質のフレームを取得できます。ただし、こ
れには欠点があります。フレームレートが低いため、カメラではシーン内の高速の動きが捉えられませ
ん。所定の設定に対する、これら 2 つのパラメータ間の損失評価を理解することが重要です。たとえ
ば、可能な最大ビットレートが1.5の場合メガビット/秒では、カメラは 5fps で 1080p、15fps で 720p 
をキャプチャできます。推奨される 50 x 50 ピクセルの顔解像度が満たされている限り、2 つのいずれ
を選択するかはアプリケーションに依存します。

カメラのセットアップ (ストリーミングビデオ) に
関する推奨事項

次の推奨事項は カメラのセットアップ（保存およびストリーミングビデオ）に関する推奨事項 (p. 130)
に追加されます。

ストリーミングアプリケーションに関する追加の制約事項はインターネット帯域幅です。ライブ動画で
は、Amazon Rekognition は入力として Amazon Kinesis Video Streams のみを受け付けます。エンコー
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ダのビットレートと利用可能なネットワーク帯域幅の間の依存関係を理解する必要があります。利用可
能な帯域幅は、最小限、カメラがライブストリームのエンコードに使用しているのと同じビットレート
をサポートする必要があります。これにより、カメラによってキャプチャされたものはすべて、Amazon 
Kinesis Video Streams によって中継されるようになります。使用可能な帯域幅がエンコーダビットレート
よりも小さい場合、Amazon Kinesis Video Streams はネットワーク帯域幅に基づいてビットを下げます。
これにより、ビデオの品質が低下します。

一般的なストリーミング設定では、ストリームを中継するネットワークハブに複数のカメラを接続しま
す。この場合、帯域幅は、ハブに接続されているすべてのカメラからのストリームの累積合計に対応する
必要があります。たとえば、ハブが 5 台のカメラに接続されている場合、1.5 Mbps の場合、使用可能な
ネットワーク帯域幅は少なくとも 7.5 Mbps であることが必要です。削除されたパケットがないことを確
認するには、ネットワーク帯域幅を 7.5 Mbps よりも高く維持することを検討する必要があります。カメ
ラとハブ間の接続が切断されたためにジッタに対応する。実際の値は、内部ネットワークの信頼性によっ
て異なります。
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ラベルの検出
このセクションでは、Amazon Rekognition イメージと Amazon Rekognition Video を使用してイメージお
よびビデオ内のラベルを検出する方法について説明します。

ラベルやタグは、イメージやビデオ内でそのコンテンツに基づいて見つかった物体、シーン、アクショ
ン、または概念です。たとえば、南国のビーチで泳ぐ人々の写真には、ヤシの木 (シーン)、ランニング (ア
クション)、アウトドア (概念) が含まれる場合があります。

Amazon Rekognition でサポートされているラベルとオブジェクト境界ボックスの完全なリストをダウン
ロードするには、ここに。

Note

Amazon Rekognition では、特定のイメージ内の人物の物理的な外観に基づいて性別バイナリ (男
性、女性、女の子など) の予測を行います。このような予測は、人物の性別を分類するために設計
されていないため、Amazon Rekognition を使用してこのような判断を下さないようにします。例
えば、ある役のために長髪のかつらやイヤリングを身に着けている男性俳優は、女性として予測
されるかもしれません。
Amazon Rekognition を使用して性別のバイナリ予測を作成することは、特定のユーザーを特定せ
ずに性別分布統計の集計を分析する必要があるユースケースに最適です。たとえば、ソーシャル
メディアプラットフォームで男性と比較した女性のユーザーの割合。
性別のバイナリ予測を使用して、個人の権利、プライバシー、またはサービスへのアクセスに影
響を与える意思決定を行うことはお勧めしません。

Amazon Rekognition は英語でラベルを返します。次を使用できます。Amazon Translate英語のラベルを
に翻訳するにはその他の言語。

バウンディングボックスと親ラベル
Amazon Rekognition イメージと Amazon Rekognition Video では、車、家具、アパレル、ペットなどの一
般的なオブジェクトラベルの境界ボックスを返すことができます。境界ボックス情報は、それほど一般的
ではないオブジェクトラベルを返しません。境界ボックスを使用して、画像内のオブジェクトの正確な位
置を検出したり、検出された被写体のインスタンスを数えたり、境界ボックスのディメンションを使用し
て被写体のサイズを測定したりできます。

Amazon Rekognition イメージと Amazon Rekognition Video では、ラベルを分類するために祖先ラベル
の階層分類を使用します。たとえば、道路を横切って歩いている人は Pedestrian として検出される可能
性があります。Pedestrian の親ラベルは Person です。これらのラベルは両方とも応答で返されます。す
べての先祖ラベルが返され、指定されたラベルにはその親および他の先祖ラベルのリストが含まれます。
たとえば、祖父母ラベルと曽祖父母ラベル (存在する場合) です。親ラベルを使用して、関連するラベル
のグループを作成したり、1 つ以上の画像内の類似ラベルを照会したりできます。たとえば、すべての
Vehicles に対するクエリは、ある画像から自動車を、別の画像からバイクを返す可能性があります。

Amazon Rekognition イメージと Amazon Rekognition Video は、いずれも、イメージまたは保存されたビ
デオ内のラベルを検出するために使用されたラベル検出モデルのバージョンを返します。

たとえば、次のイメージでは、Amazon Rekognition Image は人物、スケートボード、駐車中の車、その
他の情報を検出することができます。Amazon Rekognition Image は、検出された人、および車や車輪
などの他の検出されたオブジェクトの境界ボックスも返します。Amazon Rekognition Video と Amazon 
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Rekognition イメージでは、Amazon Rekognition で検出された各ラベルの精度がどの程度信頼できるのか
を示す割合のスコアも表示されます。

イメージ内のラベルの検出
イメージ内のラベルを検出するには、DetectLabels (p. 569) オペレーションを使用できます。例につい
ては、Amazon S3 バケットに保存されているイメージの分析 (p. 29) を参照してください。

以下の例では、さまざまな AWS SDK と AWS CLI を使用して DetectLabels を呼び出しま
す。DetectLabels オペレーションからのレスポンスの詳細については、「DetectLabels レスポ
ン (p. 140)」を参照してください。

イメージ内のラベルを検出するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 1 つ以上のオブジェクト (樹木、家、ボートなど) が含まれているイメージを S3 バケットにアップ
ロードします。イメージは、.jpg 形式または .png 形式にする必要があります。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、DetectLabels オペレーションを呼び出します。
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Java

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

package com.amazonaws.samples;
import java.util.List;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Instance;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Parent;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;

public class DetectLabels { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        String photo = "photo"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 

        DetectLabelsRequest request = new DetectLabelsRequest() 
                .withImage(new Image().withS3Object(new 
 S3Object().withName(photo).withBucket(bucket))) 
                .withMaxLabels(10).withMinConfidence(75F); 

        try { 
            DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request); 
            List<Label> labels = result.getLabels(); 

            System.out.println("Detected labels for " + photo + "\n"); 
            for (Label label : labels) { 
                System.out.println("Label: " + label.getName()); 
                System.out.println("Confidence: " + 
 label.getConfidence().toString() + "\n"); 

                List<Instance> instances = label.getInstances(); 
                System.out.println("Instances of " + label.getName()); 
                if (instances.isEmpty()) { 
                    System.out.println("  " + "None"); 
                } else { 
                    for (Instance instance : instances) { 
                        System.out.println("  Confidence: " + 
 instance.getConfidence().toString()); 
                        System.out.println("  Bounding box: " + 
 instance.getBoundingBox().toString()); 
                    } 
                } 
                System.out.println("Parent labels for " + label.getName() + ":"); 
                List<Parent> parents = label.getParents(); 
                if (parents.isEmpty()) { 
                    System.out.println("  None"); 
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                } else { 
                    for (Parent parent : parents) { 
                        System.out.println("  " + parent.getName()); 
                    } 
                } 
                System.out.println("--------------------"); 
                System.out.println(); 
                
            } 
        } catch (AmazonRekognitionException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}

AWS CLI

この例では、CLI の detect-labels オペレーションの JSON 出力を表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

aws rekognition detect-labels \
--image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"file"}}' 

Python

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルを表示します。関数内mainで、の値を置き換え
ます。bucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を
使用します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def detect_labels(photo, bucket):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    response = client.detect_labels(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}},  
        MaxLabels=10)  
  
    print('Detected labels for ' + photo)   
    print()     
    for label in response['Labels']:  
        print ("Label: " + label['Name'])  
        print ("Confidence: " + str(label['Confidence']))  
        print ("Instances:")  
        for instance in label['Instances']:  
            print ("  Bounding box")  
            print ("    Top: " + str(instance['BoundingBox']['Top']))  
            print ("    Left: " + str(instance['BoundingBox']['Left']))  
            print ("    Width: " +  str(instance['BoundingBox']['Width']))  
            print ("    Height: " +  str(instance['BoundingBox']['Height']))  
            print ("  Confidence: " + str(instance['Confidence']))  
            print()  
  
        print ("Parents:")  
        for parent in label['Parents']:  
            print ("   " + parent['Name'])  

135



Amazon Rekognition 開発者ガイド
イメージ内のラベルの検出

        print ("----------")  
        print ()  
    return len(response['Labels'])  
  
  
def main():  
    photo=''  
    bucket=''  
    label_count=detect_labels(photo, bucket)  
    print("Labels detected: " + str(label_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()  
  

.NET

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectLabels
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "input.jpg"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DetectLabelsRequest detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest() 
        { 
            Image = new Image() 
            { 
                S3Object = new S3Object() 
                { 
                    Name = photo, 
                    Bucket = bucket 
                }, 
            }, 
            MaxLabels = 10, 
            MinConfidence = 75F 
        }; 

        try 
        { 
            DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = 
 rekognitionClient.DetectLabels(detectlabelsRequest); 
            Console.WriteLine("Detected labels for " + photo); 
            foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels) 
                Console.WriteLine("{0}: {1}", label.Name, label.Confidence); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
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            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    }
}

Ruby

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。

#Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

   # Add to your Gemfile 
   # gem 'aws-sdk-rekognition' 
   require 'aws-sdk-rekognition' 
   credentials = Aws::Credentials.new( 
      ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
      ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'] 
   ) 
   bucket = 'bucket' # the bucket name without s3:// 
   photo  = 'photo' # the name of file 
   client   = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials 
   attrs = { 
     image: { 
       s3_object: { 
         bucket: bucket, 
         name: photo 
       }, 
     }, 
     max_labels: 10 
   } 
  response = client.detect_labels attrs 
  puts "Detected labels for: #{photo}" 
  response.labels.each do |label| 
    puts "Label:      #{label.name}" 
    puts "Confidence: #{label.confidence}" 
    puts "Instances:" 
    label['instances'].each do |instance| 
      box = instance['bounding_box'] 
      puts "  Bounding box:" 
      puts "    Top:        #{box.top}" 
      puts "    Left:       #{box.left}" 
      puts "    Width:      #{box.width}" 
      puts "    Height:     #{box.height}" 
      puts "  Confidence: #{instance.confidence}" 
    end 
    puts "Parents:" 
    label.parents.each do |parent| 
      puts "  #{parent.name}" 
    end 
    puts "------------" 
    puts "" 
  end

Node.js

この例では、入力イメージ内で検出されたラベルのリストを表示します。の値を置換す
るbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用
します。
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TypeScript 定義を使用している場合は、import AWS from 'aws-sdk'の代わり
に次のようになります。const AWS = require('aws-sdk')Node.js でプログラ
ムを実行するため。ご相談ください。AWSSDK for JavaScript詳細については、をご
覧ください。構成の設定方法によっては、で地域を指定する必要がある場合もありま
す。AWS.config.update({region:region});。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

// Load the SDK
var AWS = require('aws-sdk');

const bucket = 'bucket' // the bucketname without s3://
const photo  = 'photo' // the name of file 

 const config = new AWS.Config({ 
  accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID, 
  secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_ACCESS_KEY, 
  region: process.env.AWS_REGION
})  
const client = new AWS.Rekognition();
const params = { 
  Image: { 
    S3Object: { 
      Bucket: bucket, 
      Name: photo 
    }, 
  }, 
  MaxLabels: 10
}
client.detectLabels(params, function(err, response) { 
  if (err) { 
    console.log(err, err.stack); // if an error occurred 
  } else { 
    console.log(`Detected labels for: ${photo}`) 
    response.Labels.forEach(label => { 
      console.log(`Label:      ${label.Name}`) 
      console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`) 
      console.log("Instances:") 
      label.Instances.forEach(instance => { 
        let box = instance.BoundingBox 
        console.log("  Bounding box:") 
        console.log(`    Top:        ${box.Top}`) 
        console.log(`    Left:       ${box.Left}`) 
        console.log(`    Width:      ${box.Width}`) 
        console.log(`    Height:     ${box.Height}`) 
        console.log(`  Confidence: ${instance.Confidence}`) 
      }) 
      console.log("Parents:") 
      label.Parents.forEach(parent => { 
        console.log(`  ${parent.Name}`) 
      }) 
      console.log("------------") 
      console.log("") 
    }) // for response.labels 
  } // if
});
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Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void detectImageLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new URL("https://images.unsplash.com/
photo-1557456170-0cf4f4d0d362?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8MXx8bGFrZXxlbnwwfHwwfHw
%3D&ixlib=rb-1.2.1&w=1000&q=80").openStream(); 
           // InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .maxLabels(10) 
                    .build(); 

            DetectLabelsResponse labelsResponse = 
 rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest); 
            List<Label> labels = labelsResponse.labels(); 

            System.out.println("Detected labels for the given photo"); 
            for (Label label: labels) { 
                System.out.println(label.name() + ": " + 
 label.confidence().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException | 
 MalformedURLException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

DetectLabels オペレーションリクエスト
DetectLabel への入力はイメージです。次の JSON 入力の例では、ソースイメージを 
Amazon S3 バケットからロードします。MaxLabelsは、レスポンスで返すラベルの最大数で
す。MinConfidenceは、Amazon Rekognition イメージがレスポンスで返される精度の検出済みラベルの
精度の最低の信頼度を満たす必要があります。

{ 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "input.jpg" 
        } 
    }, 
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    "MaxLabels": 10, 
    "MinConfidence": 75
}

DetectLabels レスポン
DetectLabels からのレスポンスは、イメージ内で検出されたラベルとラベルの検出に使用された信頼度
の配列です。

以下に、DetectLabels からのレスポンス例を示します。

このレスポンスは、オペレーションが Person、Vehicle、Car を含む複数のラベルを検出したことを示し
ています。各ラベルに信頼度が関連付けられています。たとえば、イメージに人物が含まれている確率と
して、検出アルゴリズムの信頼度は 98.991432% です。

レスポンスには Parents 配列内のラベルの先祖ラベルも含まれます。たとえば、ラベル Automobile に
は、Vehicle と Transportation という名前の 2 つの親ラベルがあります。

共通オブジェクトラベルに対するレスポンスは、入力画像上のラベルの位置に対する境界ボックス情報を
含みます。たとえば、Person ラベルには、2 つの境界ボックスを含むインスタンス配列があります。これ
らは、画像内で検出された 2 人の人物の位置です。

フィールド LabelModelVersion には DetectLabels で使用される検出モデルのバージョン番号が含ま
れます。

{ 
             
    { 
    "Labels": [ 
        { 
            "Name": "Vehicle", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [ 
                { 
                    "Name": "Transportation" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Transportation", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [] 
        }, 
        { 
            "Name": "Automobile", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [ 
                { 
                    "Name": "Vehicle" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Transportation" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Car", 
            "Confidence": 99.15271759033203, 
            "Instances": [ 
                { 
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                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.10616336017847061, 
                        "Height": 0.18528179824352264, 
                        "Left": 0.0037978808395564556, 
                        "Top": 0.5039216876029968 
                    }, 
                    "Confidence": 99.15271759033203 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.2429988533258438, 
                        "Height": 0.21577216684818268, 
                        "Left": 0.7309805154800415, 
                        "Top": 0.5251884460449219 
                    }, 
                    "Confidence": 99.1286392211914 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.14233611524105072, 
                        "Height": 0.15528248250484467, 
                        "Left": 0.6494812965393066, 
                        "Top": 0.5333095788955688 
                    }, 
                    "Confidence": 98.48368072509766 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.11086395382881165, 
                        "Height": 0.10271988064050674, 
                        "Left": 0.10355594009160995, 
                        "Top": 0.5354844927787781 
                    }, 
                    "Confidence": 96.45606231689453 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.06254628300666809, 
                        "Height": 0.053911514580249786, 
                        "Left": 0.46083059906959534, 
                        "Top": 0.5573825240135193 
                    }, 
                    "Confidence": 93.65448760986328 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.10105438530445099, 
                        "Height": 0.12226245552301407, 
                        "Left": 0.5743985772132874, 
                        "Top": 0.534368634223938 
                    }, 
                    "Confidence": 93.06217193603516 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.056389667093753815, 
                        "Height": 0.17163699865341187, 
                        "Left": 0.9427769780158997, 
                        "Top": 0.5235804319381714 
                    }, 
                    "Confidence": 92.6864013671875 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.06003860384225845, 
                        "Height": 0.06737709045410156, 
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                        "Left": 0.22409997880458832, 
                        "Top": 0.5441341400146484 
                    }, 
                    "Confidence": 90.4227066040039 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.02848697081208229, 
                        "Height": 0.19150497019290924, 
                        "Left": 0.0, 
                        "Top": 0.5107086896896362 
                    }, 
                    "Confidence": 86.65286254882812 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.04067881405353546, 
                        "Height": 0.03428703173995018, 
                        "Left": 0.316415935754776, 
                        "Top": 0.5566273927688599 
                    }, 
                    "Confidence": 85.36471557617188 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.043411049991846085, 
                        "Height": 0.0893595889210701, 
                        "Left": 0.18293385207653046, 
                        "Top": 0.5394920110702515 
                    }, 
                    "Confidence": 82.21705627441406 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.031183116137981415, 
                        "Height": 0.03989990055561066, 
                        "Left": 0.2853088080883026, 
                        "Top": 0.5579366683959961 
                    }, 
                    "Confidence": 81.0157470703125 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.031113790348172188, 
                        "Height": 0.056484755128622055, 
                        "Left": 0.2580395042896271, 
                        "Top": 0.5504819750785828 
                    }, 
                    "Confidence": 56.13441467285156 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.08586374670267105, 
                        "Height": 0.08550430089235306, 
                        "Left": 0.5128012895584106, 
                        "Top": 0.5438792705535889 
                    }, 
                    "Confidence": 52.37760925292969 
                } 
            ], 
            "Parents": [ 
                { 
                    "Name": "Vehicle" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Transportation" 
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                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Human", 
            "Confidence": 98.9914321899414, 
            "Instances": [], 
            "Parents": [] 
        }, 
        { 
            "Name": "Person", 
            "Confidence": 98.9914321899414, 
            "Instances": [ 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.19360728561878204, 
                        "Height": 0.2742200493812561, 
                        "Left": 0.43734854459762573, 
                        "Top": 0.35072067379951477 
                    }, 
                    "Confidence": 98.9914321899414 
                }, 
                { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.03801717236638069, 
                        "Height": 0.06597328186035156, 
                        "Left": 0.9155802130699158, 
                        "Top": 0.5010883808135986 
                    }, 
                    "Confidence": 85.02790832519531 
                } 
            ], 
            "Parents": [] 
        } 
    ], 
    "LabelModelVersion": "2.0"
} 

     
}

ビデオ内のラベルの検出
Amazon Rekognition Video では、ビデオ内のラベルを検出し、ラベルが検出された時刻を確認することが
できます。SDK のコード例については、「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存
されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)」を参照してください。AWS CLI の例については、「を使用したビ
デオの分析AWS Command Line Interface (p. 87)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video ラベル検出は、非同期オペレーションです。ビデオ内のラベルの検出
を開始するには、StartLabelDetection (p. 683)。Amazon Rekognition Video は、Amazon Simple 
Notification Service トピックにビデオ分析の完了ステータスを発行します。ビデオ分析が成功した
ら、GetLabelDetection (p. 610) を呼び出して検出したラベルを取得します。ビデオ分析の API オペレー
ションの詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照してく
ださい。

GetLabelDetection オペレーションレスポンス
GetLabelDetection は、ビデオ内で検出されたラベルに関する情報が含まれた配列 (Labels) を返しま
す。この配列は、SortBy パラメータを指定することによって、時刻別または検出されたラベル別に並べ
替えることができます。
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次は、GetLabelDetection の JSON レスポンス例です。レスポンスで、以下の点に注意してくださ
い。

• 並べ替え順序— 返されるラベルの配列は時刻別にソートされます。ラベル別に並べ替えるに
は、GetLabelDetection の SortBy 入力パラメータに NAME を指定します。ビデオ内でラベルが複数
回表示されている場合、(LabelDetection (p. 774)) 要素のインスタンスは複数になります。

• ラベル情報—LabelDetection配列要素には、(Label (p. 773)) は、ラベル名と Amazon Rekognition 
で検出されたラベルの精度の信頼度を含むオブジェクトです。Label オブジェクトには、ラベルの階層
分類と、一般的なラベルの境界ボックス情報も含まれます。Timestamp は、ラベルが検出されたビデ
オの開始時刻からのミリ秒単位の時間です。

• ページング情報— 例は 1 ページのラベル検出情報を示しています。GetLabelDetection の
MaxResults 入力パラメータには、返す LabelDetection オブジェクトの数を指定できます。結果
が MaxResults を超える場合、GetLabelDetection は次のページの結果を取得するためのトークン 
(NextToken) を返します。詳細については、「Amazon Rekognition Video 分析結果の取得 (p. 66)」を
参照してください。

• ビデオの情報 – レスポンスには、VideoMetadata から返される情報のページごとにビデオ形式に関す
る情報 (GetLabelDetection) が含まれます。

{ 
    "Labels": [ 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Instances": [], 
                "Confidence": 60.51791763305664, 
                "Parents": [], 
                "Name": "Electronics" 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Instances": [], 
                "Confidence": 99.53411102294922, 
                "Parents": [], 
                "Name": "Human" 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 0, 
            "Label": { 
                "Instances": [ 
                    { 
                        "BoundingBox": { 
                            "Width": 0.11109819263219833, 
                            "Top": 0.08098889887332916, 
                            "Left": 0.8881205320358276, 
                            "Height": 0.9073750972747803 
                        }, 
                        "Confidence": 99.5831298828125 
                    }, 
                    { 
                        "BoundingBox": { 
                            "Width": 0.1268676072359085, 
                            "Top": 0.14018426835536957, 
                            "Left": 0.0003282368124928324, 
                            "Height": 0.7993982434272766 
                        }, 
                        "Confidence": 99.46029663085938 
                    } 
                ], 
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                "Confidence": 99.53411102294922, 
                "Parents": [], 
                "Name": "Person" 
            } 
        }, 
        . 
        .    
        . 

        { 
            "Timestamp": 166, 
            "Label": { 
                "Instances": [], 
                "Confidence": 73.6471176147461, 
                "Parents": [ 
                    { 
                        "Name": "Clothing" 
                    } 
                ], 
                "Name": "Sleeve" 
            } 
        } 
         
    ], 
    "LabelModelVersion": "2.0", 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "VideoMetadata": { 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameRate": 23.976024627685547, 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 5005, 
        "FrameHeight": 674, 
        "FrameWidth": 1280 
    }
}

カスタムラベルの検出
Amazon Rekognition カスタムラベルを使用すると、ビジネスニーズに固有のイメージ内のオブジェクトや
シーン (ロゴやエンジニアリング機械部品など) を識別できます。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition カスタムラベルとは何ですか?のAmazon Rekognition カスタムラベル開発者ガイ
ド。
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顔の検出と分析
Amazon Rekognition では、イメージ内やビデオ内の顔を検出できます。このセクションでは、顔を分析す
るための非ストレージ型のオペレーションについて説明します。Amazon Rekognition では、イメージ内や
ビデオ内での顔の検出場所、目の位置などの顔のランドマーク、楽しさと悲しさなどの感情の検出に関す
る情報を取得できます。イメージ内の顔と別のイメージ内で検出した顔を比較することもできます。

たとえば、顔を含むイメージを渡すと、Amazon Rekognition ではイメージ内の顔を検出し、顔の属性を分
析して、イメージ内で検出した顔と顔属性の信頼スコア (%) を返します。

このセクションでは、イメージとビデオの両方における顔の分析の例を示します。Amazon Rekognition 
API の使用方法の詳細については、「」を参照してください。イメージの操作 (p. 27)そして保存したビデ
オの使用 (p. 61)。

Note

Amazon Rekognition Image および Amazon Rekognition Video で使用される顔検出モデルは、漫
画/アニメーションキャラクターや人間以外のエンティティの顔の検出をサポートしていません。
でのイメージ内やビデオ内の漫画のキャラクターを検出する場合は、Amazon Rekognition カスタ
ムラベルを使用することをお勧めします。詳細については、「」を参照してください。Amazon 
Rekognition カスタムラベル開発者ガイド。

イメージ内で検出した顔のメタデータを保存するには、ストレージオペレーションを使用できます。保
存した顔は、後でイメージとビデオの両方で検索できます。たとえば、ビデオで特定の人物を検索できま
す。詳細については、「コレクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してください。

トピック
• 顔検出と顔比較の概要 (p. 147)
• 顔属性のガイドライン (p. 147)
• 画像内の顔の検出 (p. 148)
• 画像内の顔の比較 (p. 159)
• 保存したビデオ内の顔の検出 (p. 168)
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顔検出と顔比較の概要
顔を含む画像を分析する機械学習の主な用途は、顔検出と顔比較の 2 つです。顔検出システムは、「この
写真には顔がありますか?」という質問に答えるように設計されています。顔検出システムは、静止画像ま
たはビデオフレーム内に存在するあらゆる顔の存在、位置、スケール、および (おそらく) 向きを判断しま
す。このシステムは、性別、年齢、顔面の毛といった属性に関係なく、顔の存在を検出するように設計さ
れています。

顔比較システムは、「画像内のある顔は別の画像内の顔と一致しますか?」という質問に答えるように設計
されています。顔比較システムは、顔の画像を撮り、その顔が提供されたデータベース内の他の顔と一致
するかどうかに関する予測を行います。顔比較システムは、表情、顔面の毛、年齢に関係なく、顔の一致
の可能性を比較および予測するように設計されています。

顔検出システムと顔比較システムの両方で、確率または信頼性スコアの形で予測の信頼レベルの推定値を
提供することができます。たとえば、顔検出システムは、あるイメージリージョンは 90% の信頼性スコア
で顔であると予測し、別のイメージリージョンは 60% の信頼性スコアで顔であると予測できます。信頼性
が高いリージョンほど、顔が含まれる可能性が高くなります。顔検出システムが顔を正しく検出しない場
合、または実際の顔の信頼性が低いと予測される場合は、見逃した検出または偽陰性と呼ばれます。顔検
出システムが誤って高い信頼性レベルで顔の存在を予測した場合、これは誤ったアラームまたは誤検出で
す。同様に、顔比較システムは、同一人物に属する 2 つの顔を照合しない (見逃した検出/偽陰性)、または
異なる人の 2 つの顔が同じ人であると誤って予測することがあります (誤ったアラーム/誤検出)。

信頼性スコアは、顔の検出および比較システムの重要な要素です。これらのシステムは、顔が画像中に存
在するのか、別の画像中の顔と一致するのかを、予測における対応する信頼レベルで予測します。これら
のシステムのユーザーは、アプリケーションを設計し、システムの出力に基づいて決定を下す際には、シ
ステムによって提供される信頼性スコア/類似度しきい値を考慮する必要があります。たとえば、似ている
家族を識別するために使用される写真アプリケーションでは、信頼性しきい値が 80% に設定されている場
合、アプリケーションは予測が 80% の信頼性しきい値に達すると一致を返しますが、それ以下の一致は返
しません。このタイプのユースケースでは、見逃した検出や誤ったアラームのリスクが低いため、このし
きい値は許容範囲内です。ただし、見逃した検出や誤ったアラームのリスクが高いユースケースでは、シ
ステムはより高い信頼性レベルを使用するべきです。非常に正確な顔の一致が重要なシナリオでは、99% 
の信頼性/類似度しきい値を使用する必要があります。推奨される信頼性しきい値の詳細については、「コ
レクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してください。

顔属性のガイドライン
Amazon Rekognition では、検出した各顔の境界ボックス、ランドマーク、品質、ポーズを返しま
す。Amazon Rekognition は、属性のパラメータがに設定されている場合、各顔の感情、性別、年齢、その
他の属性の予測も返します。ALLAPI リクエストに追加します。各属性または感情には、値と信頼性スコ
アがあります。たとえば、ある顔で性別「女性」の信頼スコアが 85%、感情「幸せ」の信頼スコアが 90% 
であると予測される場合があります。

性別二者択一 (男性/女性) の予測は、特定のイメージ内の顔の物理的な外観に基づいています。人物の性別
を示すものではないため、Amazon Rekognition を使用してこのような判断を下さないようにしてくださ
い。性別二者択一の予測を使用して、個人の権利、プライバシー、またはサービスへのアクセスに影響す
る決定を行うことはお勧めしません。

同様に、感情表現の予測も、イメージ内の人物の顔の物理的な外観に基づいています。人物の実際の内面
的な感情状態を示すものではないため、Amazon Rekognition を使用してこのような判断を下さないように
してください。たとえば、写真で幸せそうな顔をしているふりをしている人物は、幸せそうに見えても、
幸せと感じていない可能性があります。

分類の精度が画像の被写体に悪影響を及ぼす可能性があるユースケースには、99% 以上のしきい値を使用
することをお勧めします。唯一の例外は Age Range です。Amazon Rekognition では人物の年齢の下限と
上限を見積もります。この場合、年齢範囲が広いほど、その予測に対する信頼度は低くなります。概算と
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して、検出された顔の年齢の単一の値を推定するには、年齢範囲の中点を使用する必要があります (実際
の年齢は必ずしもこの数字に対応していません)。

これらの属性の最良の使用方法の 1 つは、集約統計を生成することです。たとえ
ば、Smile、Pose、Sharpness などの属性を使用して、ソーシャルメディアアプリケーションで自動的に
「最高のプロフィール写真」を選択できます。もう 1 つの一般的ユースケースは、予測される性別と年齢
の属性を使用して幅広いサンプルから匿名で人口統計を推定することです (例: イベントや小売店)。

属性の詳細については、「FaceDetail (p. 754)」を参照してください。

画像内の顔の検出
Amazon Rekognition イメージは、DetectFaces (p. 564)入力画像内の顔を検出するために、目、鼻、口
などの主な顔の特徴を探して入力画像内の顔を検出するオペレーション。Amazon Rekognition Image で
は、イメージ内の顔を大きい順に 100 個まで検出します。

入力イメージとして、イメージのバイト配列 (base64 でエンコードされたイメージのバイト) を指定す
るか、Amazon S3 オブジェクトを指定できます。次の手順では、イメージ (JPEG または PNG) を S3 バ
ケットにアップロードし、オブジェクトのキー名を指定します。

イメージ内の顔を検出するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. イメージ (1 つ以上の有名人の顔が含まれているもの) を S3 バケットにアップロードします。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して DetectFaces を呼び出します。

Java

この例では、検出した顔の推定年齢範囲を表示し、すべての検出した顔属性の JSON を一覧表示
します。photo の値は、イメージファイル名に変更します。の値を変更するにはbucketは、イ
メージの保存先の Amazon S3 バケットに移動します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AgeRange;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Attribute;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceDetail;  
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;  
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import java.util.List;  
  
  
public class DetectFaces {  
     
     
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
      String photo = "input.jpg";  
      String bucket = "bucket";  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
  
      DetectFacesRequest request = new DetectFacesRequest()  
         .withImage(new Image()  
            .withS3Object(new S3Object()  
               .withName(photo)  
               .withBucket(bucket)))  
         .withAttributes(Attribute.ALL);  
      // Replace Attribute.ALL with Attribute.DEFAULT to get default values.  
  
      try {  
         DetectFacesResult result = rekognitionClient.detectFaces(request);  
         List < FaceDetail > faceDetails = result.getFaceDetails();  
  
         for (FaceDetail face: faceDetails) {  
            if (request.getAttributes().contains("ALL")) {  
               AgeRange ageRange = face.getAgeRange();  
               System.out.println("The detected face is estimated to be between "  
                  + ageRange.getLow().toString() + " and " + 
 ageRange.getHigh().toString()  
                  + " years old.");  
               System.out.println("Here's the complete set of attributes:");  
            } else { // non-default attributes have null values.  
               System.out.println("Here's the default set of attributes:");  
            }  
  
            ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();  
            
 System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(face));  
         }  
  
      } catch (AmazonRekognitionException e) {  
         e.printStackTrace();  
      }  
  
   }  
  
}  
  

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void detectFacesinImage(RekognitionClient rekClient,String 
 sourceImage ) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceImage)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
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            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder() 
                    .attributes(Attribute.ALL) 
                    .image(souImage) 
                    .build(); 

            DetectFacesResponse facesResponse = 
 rekClient.detectFaces(facesRequest); 
            List<FaceDetail> faceDetails = facesResponse.faceDetails(); 

            for (FaceDetail face : faceDetails) { 
                    AgeRange ageRange = face.ageRange(); 
                    System.out.println("The detected face is estimated to be 
 between " 
                            + ageRange.low().toString() + " and " + 
 ageRange.high().toString() 
                            + " years old."); 

                System.out.println("There is a smile : 
 "+face.smile().value().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この例では、detect-faces AWS CLI オペレーションの JSON 出力を表示します。fileは、イ
メージファイル名に置き換えます。置換bucketには、イメージファイルが含まれている Amazon 
S3 バケットの名前を使用します。

aws rekognition detect-faces \
--image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"file"}}' \
--attributes "ALL" 

Python

この例では、検出した顔の推定年齢範囲およびその他の属性を表示し、すべての検出した顔属性
の JSON を一覧表示します。photo の値は、イメージファイル名に変更します。の値を変更する
にはbucketは、イメージの保存先の Amazon S3 バケットに移動します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
import json  
  
def detect_faces(photo, bucket):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    response = client.detect_faces(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}},Attributes=['ALL'])  
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    print('Detected faces for ' + photo)      
    for faceDetail in response['FaceDetails']:  
        print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']['Low']) 
   
              + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old')  
  
        print('Here are the other attributes:')  
        print(json.dumps(faceDetail, indent=4, sort_keys=True))  
  
  # Access predictions for individual face details and print them  
        print("Gender: " + str(faceDetail['Gender']))  
        print("Smile: " + str(faceDetail['Smile']))  
        print("Eyeglasses: " + str(faceDetail['Eyeglasses']))  
        print("Emotions: " + str(faceDetail['Emotions'][0]))  
  
    return len(response['FaceDetails'])  
def main():  
    photo='photo'  
    bucket='bucket'  
    face_count=detect_faces(photo, bucket)  
    print("Faces detected: " + str(face_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main() 

.NET

この例では、検出した顔の推定年齢範囲を表示し、すべての検出した顔属性の JSON を一覧表示
します。photo の値は、イメージファイル名に変更します。の値を変更するにはbucketは、イ
メージの保存先の Amazon S3 バケットに移動します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectFaces
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "input.jpg"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DetectFacesRequest detectFacesRequest = new DetectFacesRequest() 
        { 
            Image = new Image() 
            { 
                S3Object = new S3Object() 
                { 
                    Name = photo, 
                    Bucket = bucket 
                }, 
            }, 
            // Attributes can be "ALL" or "DEFAULT".  
            // "DEFAULT": BoundingBox, Confidence, Landmarks, Pose, and Quality. 
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            // "ALL": See https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/
Rekognition/TFaceDetail.html 
            Attributes = new List<String>() { "ALL" } 
        }; 

        try 
        { 
            DetectFacesResponse detectFacesResponse = 
 rekognitionClient.DetectFaces(detectFacesRequest); 
            bool hasAll = detectFacesRequest.Attributes.Contains("ALL"); 
            foreach(FaceDetail face in detectFacesResponse.FaceDetails) 
            { 
                Console.WriteLine("BoundingBox: top={0} left={1} width={2} 
 height={3}", face.BoundingBox.Left, 
                    face.BoundingBox.Top, face.BoundingBox.Width, 
 face.BoundingBox.Height); 
                Console.WriteLine("Confidence: {0}\nLandmarks: {1}\nPose: pitch={2} 
 roll={3} yaw={4}\nQuality: {5}", 
                    face.Confidence, face.Landmarks.Count, face.Pose.Pitch, 
                    face.Pose.Roll, face.Pose.Yaw, face.Quality); 
                if (hasAll) 
                    Console.WriteLine("The detected face is estimated to be between 
 " + 
                        face.AgeRange.Low + " and " + face.AgeRange.High + " years 
 old."); 
            } 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    }
}

Ruby

この例では、検出した顔の推定年齢範囲を表示し、さまざまな顔属性を一覧表示します。photo
の値は、イメージファイル名に変更します。の値を変更するにはbucketは、イメージの保存先の 
Amazon S3 バケットに移動します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

   # Add to your Gemfile 
   # gem 'aws-sdk-rekognition' 
   require 'aws-sdk-rekognition' 
   credentials = Aws::Credentials.new( 
      ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
      ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'] 
   ) 
   bucket = 'bucket' # the bucketname without s3:// 
   photo  = 'input.jpg'# the name of file 
   client   = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials 
   attrs = { 
     image: { 
       s3_object: { 
         bucket: bucket, 
         name: photo 
       }, 
     }, 
     attributes: ['ALL'] 
   } 
   response = client.detect_faces attrs 
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   puts "Detected faces for: #{photo}" 
   response.face_details.each do |face_detail| 
     low  = face_detail.age_range.low 
     high = face_detail.age_range.high 
     puts "The detected face is between: #{low} and #{high} years old" 
     puts "All other attributes:" 
     puts "  bounding_box.width:     #{face_detail.bounding_box.width}" 
     puts "  bounding_box.height:    #{face_detail.bounding_box.height}" 
     puts "  bounding_box.left:      #{face_detail.bounding_box.left}" 
     puts "  bounding_box.top:       #{face_detail.bounding_box.top}" 
     puts "  age.range.low:          #{face_detail.age_range.low}" 
     puts "  age.range.high:         #{face_detail.age_range.high}" 
     puts "  smile.value:            #{face_detail.smile.value}" 
     puts "  smile.confidence:       #{face_detail.smile.confidence}" 
     puts "  eyeglasses.value:       #{face_detail.eyeglasses.value}" 
     puts "  eyeglasses.confidence:  #{face_detail.eyeglasses.confidence}" 
     puts "  sunglasses.value:       #{face_detail.sunglasses.value}" 
     puts "  sunglasses.confidence:  #{face_detail.sunglasses.confidence}" 
     puts "  gender.value:           #{face_detail.gender.value}" 
     puts "  gender.confidence:      #{face_detail.gender.confidence}" 
     puts "  beard.value:            #{face_detail.beard.value}" 
     puts "  beard.confidence:       #{face_detail.beard.confidence}" 
     puts "  mustache.value:         #{face_detail.mustache.value}" 
     puts "  mustache.confidence:    #{face_detail.mustache.confidence}" 
     puts "  eyes_open.value:        #{face_detail.eyes_open.value}" 
     puts "  eyes_open.confidence:   #{face_detail.eyes_open.confidence}" 
     puts "  mout_open.value:        #{face_detail.mouth_open.value}" 
     puts "  mout_open.confidence:   #{face_detail.mouth_open.confidence}" 
     puts "  emotions[0].type:       #{face_detail.emotions[0].type}" 
     puts "  emotions[0].confidence: #{face_detail.emotions[0].confidence}" 
     puts "  landmarks[0].type:      #{face_detail.landmarks[0].type}" 
     puts "  landmarks[0].x:         #{face_detail.landmarks[0].x}" 
     puts "  landmarks[0].y:         #{face_detail.landmarks[0].y}" 
     puts "  pose.roll:              #{face_detail.pose.roll}" 
     puts "  pose.yaw:               #{face_detail.pose.yaw}" 
     puts "  pose.pitch:             #{face_detail.pose.pitch}" 
     puts "  quality.brightness:     #{face_detail.quality.brightness}" 
     puts "  quality.sharpness:      #{face_detail.quality.sharpness}" 
     puts "  confidence:             #{face_detail.confidence}" 
     puts "------------" 
     puts "" 
   end

Node.js

この例では、検出した顔の推定年齢範囲を表示し、さまざまな顔属性を一覧表示します。photo
の値は、イメージファイル名に変更します。の値を変更するにはbucketは、イメージの保存先の 
Amazon S3 バケットに移動します。

TypeScript 定義を使用している場合は、import AWS from 'aws-sdk'の代わりにconst AWS 
= require('aws-sdk')Node.js でプログラムを実行するため。ご相談ください。AWSSDK for 
JavaScript詳細については、をご覧ください。構成の設定方法によっては、で地域を指定する必
要がある場合もあります。AWS.config.update({region:region});。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

   const AWS = require('aws-sdk') 
   const bucket = 'bucket' // the bucketname without s3:// 
   const photo  = 'input.jpg' // the name of file 
   const config = new AWS.Config({ 
     accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID, 
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     secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_ACCESS_KEY, 
     region: process.env.AWS_REGION 
   }) 
   const client = new AWS.Rekognition(); 
   const params = { 
     Image: { 
       S3Object: { 
         Bucket: bucket, 
         Name: photo 
       }, 
     }, 
     Attributes: ['ALL'] 
   } 
   client.detectFaces(params, function(err, response) { 
     if (err) { 
       console.log(err, err.stack); // an error occurred 
     } else { 
       console.log(`Detected faces for: ${photo}`) 
       response.FaceDetails.forEach(data => { 
         let low  = data.AgeRange.Low 
         let high = data.AgeRange.High 
         console.log(`The detected face is between: ${low} and ${high} years old`) 
         console.log("All other attributes:") 
         console.log(`  BoundingBox.Width:      ${data.BoundingBox.Width}`) 
         console.log(`  BoundingBox.Height:     ${data.BoundingBox.Height}`) 
         console.log(`  BoundingBox.Left:       ${data.BoundingBox.Left}`) 
         console.log(`  BoundingBox.Top:        ${data.BoundingBox.Top}`) 
         console.log(`  Age.Range.Low:          ${data.AgeRange.Low}`) 
         console.log(`  Age.Range.High:         ${data.AgeRange.High}`) 
         console.log(`  Smile.Value:            ${data.Smile.Value}`) 
         console.log(`  Smile.Confidence:       ${data.Smile.Confidence}`) 
         console.log(`  Eyeglasses.Value:       ${data.Eyeglasses.Value}`) 
         console.log(`  Eyeglasses.Confidence:  ${data.Eyeglasses.Confidence}`) 
         console.log(`  Sunglasses.Value:       ${data.Sunglasses.Value}`) 
         console.log(`  Sunglasses.Confidence:  ${data.Sunglasses.Confidence}`) 
         console.log(`  Gender.Value:           ${data.Gender.Value}`) 
         console.log(`  Gender.Confidence:      ${data.Gender.Confidence}`) 
         console.log(`  Beard.Value:            ${data.Beard.Value}`) 
         console.log(`  Beard.Confidence:       ${data.Beard.Confidence}`) 
         console.log(`  Mustache.Value:         ${data.Mustache.Value}`) 
         console.log(`  Mustache.Confidence:    ${data.Mustache.Confidence}`) 
         console.log(`  EyesOpen.Value:         ${data.EyesOpen.Value}`) 
         console.log(`  EyesOpen.Confidence:    ${data.EyesOpen.Confidence}`) 
         console.log(`  MouthOpen.Value:        ${data.MouthOpen.Value}`) 
         console.log(`  MouthOpen.Confidence:   ${data.MouthOpen.Confidence}`) 
         console.log(`  Emotions[0].Type:       ${data.Emotions[0].Type}`) 
         console.log(`  Emotions[0].Confidence: ${data.Emotions[0].Confidence}`) 
         console.log(`  Landmarks[0].Type:      ${data.Landmarks[0].Type}`) 
         console.log(`  Landmarks[0].X:         ${data.Landmarks[0].X}`) 
         console.log(`  Landmarks[0].Y:         ${data.Landmarks[0].Y}`) 
         console.log(`  Pose.Roll:              ${data.Pose.Roll}`) 
         console.log(`  Pose.Yaw:               ${data.Pose.Yaw}`) 
         console.log(`  Pose.Pitch:             ${data.Pose.Pitch}`) 
         console.log(`  Quality.Brightness:     ${data.Quality.Brightness}`) 
         console.log(`  Quality.Sharpness:      ${data.Quality.Sharpness}`) 
         console.log(`  Confidence:             ${data.Confidence}`) 
         console.log("------------") 
         console.log("") 
       }) // for response.faceDetails 
     } // if 
   });
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DetectFaces オペレーションのリクエスト
DetectFaces への入力はイメージです。この例では、イメージが Amazon S3 バケットからロードされま
す。Attributes パラメータは、すべての顔属性を返すことを指定します。詳細については、「イメージ
の操作 (p. 27)」を参照してください。

{ 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "input.jpg" 
        } 
    }, 
    "Attributes": [ 
        "ALL" 
    ]
}

DetectFaces オペレーションのレスポンス
DetectFaces は、検出した顔ごとに以下の情報を返します。

• 境界ボックス— 顔を囲む境界ボックスの座標。
• 信頼度 – 境界ボックス内に顔が含まれている信頼度。
• 顔のランドマーク— 顔のランドマークの配列。ランドマーク (左目、右目、口など) ごとに X 座標と Y 

座標がレスポンスで返されます。
• 顔の属性— 顔にひげがあるかどうかなどの顔の属性のセット。レスポンスでは、顔属性ごとに値が返さ

れます。値は、ブール値 (サングラスをしているかどうか) や文字列 (男性か女性か) など、さまざまな型
で返される場合があります。また、ほとんどの属性では検出した値の信頼度も返されます。

• Quality – 顔の明るさとシャープネスを示します。できるだけ最良の顔検出を実現する方法については、
「顔比較入力画像の推奨事項 (p. 128)」を参照してください。

• ポーズ – イメージ内の顔のローテーションを示します。
• 感情 – 感情と分析の信頼度のセット。

DetectFaces API コールのレスポンス例を以下に示します。

{ 
    "FaceDetails": [ 
        { 
            "AgeRange": { 
                "High": 43, 
                "Low": 26 
            }, 
            "Beard": { 
                "Confidence": 97.48941802978516, 
                "Value": true 
            }, 
            "BoundingBox": { 
                "Height": 0.6968063116073608, 
                "Left": 0.26937249302864075, 
                "Top": 0.11424895375967026, 
                "Width": 0.42325547337532043 
            }, 
            "Confidence": 99.99995422363281, 
            "Emotions": [ 
                { 
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                    "Confidence": 0.042965151369571686, 
                    "Type": "DISGUSTED" 
                }, 
                { 
                    "Confidence": 0.002022328320890665, 
                    "Type": "HAPPY" 
                }, 
                { 
                    "Confidence": 0.4482877850532532, 
                    "Type": "SURPRISED" 
                }, 
                { 
                    "Confidence": 0.007082826923578978, 
                    "Type": "ANGRY" 
                }, 
                { 
                    "Confidence": 0, 
                    "Type": "CONFUSED" 
                }, 
                { 
                    "Confidence": 99.47616577148438, 
                    "Type": "CALM" 
                }, 
                { 
                    "Confidence": 0.017732391133904457, 
                    "Type": "SAD" 
                } 
            ], 
            "Eyeglasses": { 
                "Confidence": 99.42405700683594, 
                "Value": false 
            }, 
            "EyesOpen": { 
                "Confidence": 99.99604797363281, 
                "Value": true 
            }, 
            "Gender": { 
                "Confidence": 99.722412109375, 
                "Value": "Male" 
            }, 
            "Landmarks": [ 
                { 
                    "Type": "eyeLeft", 
                    "X": 0.38549351692199707, 
                    "Y": 0.3959200084209442 
                }, 
                { 
                    "Type": "eyeRight", 
                    "X": 0.5773905515670776, 
                    "Y": 0.394561767578125 
                }, 
                { 
                    "Type": "mouthLeft", 
                    "X": 0.40410104393959045, 
                    "Y": 0.6479480862617493 
                }, 
                { 
                    "Type": "mouthRight", 
                    "X": 0.5623446702957153, 
                    "Y": 0.647117555141449 
                }, 
                { 
                    "Type": "nose", 
                    "X": 0.47763553261756897, 
                    "Y": 0.5337067246437073 
                }, 
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                { 
                    "Type": "leftEyeBrowLeft", 
                    "X": 0.3114689588546753, 
                    "Y": 0.3376390337944031 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftEyeBrowRight", 
                    "X": 0.4224424660205841, 
                    "Y": 0.3232649564743042 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftEyeBrowUp", 
                    "X": 0.36654090881347656, 
                    "Y": 0.3104579746723175 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightEyeBrowLeft", 
                    "X": 0.5353175401687622, 
                    "Y": 0.3223199248313904 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightEyeBrowRight", 
                    "X": 0.6546239852905273, 
                    "Y": 0.3348073363304138 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightEyeBrowUp", 
                    "X": 0.5936762094497681, 
                    "Y": 0.3080498278141022 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftEyeLeft", 
                    "X": 0.3524211347103119, 
                    "Y": 0.3936865031719208 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftEyeRight", 
                    "X": 0.4229775369167328, 
                    "Y": 0.3973258435726166 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftEyeUp", 
                    "X": 0.38467878103256226, 
                    "Y": 0.3836822807788849 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftEyeDown", 
                    "X": 0.38629674911499023, 
                    "Y": 0.40618783235549927 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightEyeLeft", 
                    "X": 0.5374732613563538, 
                    "Y": 0.39637991786003113 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightEyeRight", 
                    "X": 0.609208345413208, 
                    "Y": 0.391626238822937 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightEyeUp", 
                    "X": 0.5750962495803833, 
                    "Y": 0.3821527063846588 
                }, 
                { 
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                    "Type": "rightEyeDown", 
                    "X": 0.5740782618522644, 
                    "Y": 0.40471214056015015 
                }, 
                { 
                    "Type": "noseLeft", 
                    "X": 0.4441811740398407, 
                    "Y": 0.5608476400375366 
                }, 
                { 
                    "Type": "noseRight", 
                    "X": 0.5155643820762634, 
                    "Y": 0.5569332242012024 
                }, 
                { 
                    "Type": "mouthUp", 
                    "X": 0.47968366742134094, 
                    "Y": 0.6176465749740601 
                }, 
                { 
                    "Type": "mouthDown", 
                    "X": 0.4807897210121155, 
                    "Y": 0.690782368183136 
                }, 
                { 
                    "Type": "leftPupil", 
                    "X": 0.38549351692199707, 
                    "Y": 0.3959200084209442 
                }, 
                { 
                    "Type": "rightPupil", 
                    "X": 0.5773905515670776, 
                    "Y": 0.394561767578125 
                }, 
                { 
                    "Type": "upperJawlineLeft", 
                    "X": 0.27245330810546875, 
                    "Y": 0.3902156949043274 
                }, 
                { 
                    "Type": "midJawlineLeft", 
                    "X": 0.31561678647994995, 
                    "Y": 0.6596118807792664 
                }, 
                { 
                    "Type": "chinBottom", 
                    "X": 0.48385748267173767, 
                    "Y": 0.8160444498062134 
                }, 
                { 
                    "Type": "midJawlineRight", 
                    "X": 0.6625112891197205, 
                    "Y": 0.656606137752533 
                }, 
                { 
                    "Type": "upperJawlineRight", 
                    "X": 0.7042999863624573, 
                    "Y": 0.3863988518714905 
                } 
            ], 
            "MouthOpen": { 
                "Confidence": 99.83820343017578, 
                "Value": false 
            }, 
            "Mustache": { 
                "Confidence": 72.20288848876953, 
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                "Value": false 
            }, 
            "Pose": { 
                "Pitch": -4.970901966094971, 
                "Roll": -1.4911699295043945, 
                "Yaw": -10.983647346496582 
            }, 
            "Quality": { 
                "Brightness": 73.81391906738281, 
                "Sharpness": 86.86019134521484 
            }, 
            "Smile": { 
                "Confidence": 99.93638610839844, 
                "Value": false 
            }, 
            "Sunglasses": { 
                "Confidence": 99.81478881835938, 
                "Value": false 
            } 
        } 
    ]
}

以下の点に注意してください。

• Pose データは、検出された顔のローテーションを示します。BoundingBox と Pose データを組み合わ
せると、アプリケーションで表示する顔の回りに境界ボックスを描画できます。

• Quality は、顔の明るさとシャープネスを示します。複数のイメージ間で顔を比較し、最善の顔を見つ
ける場合に役立ちます。

• 前のレスポンスは、サービスが検出できるすべての顔の landmarks、顔属性、および感情
を示しています。これらのすべてをレスポンスで取得するには、attributes パラメータを
使用し、値として ALL を指定します。デフォルトでは、DetectFaces API が返す顔属性は
BoundingBox、Confidence、Pose、Quality、および landmarks の 5 つのみです。デフォルトで
返されるランドマークは、eyeLeft、eyeRight、nose、mouthLeft、および mouthRight です。

画像内の顔の比較
ソースイメージ内の顔とターゲットイメージ内の各顔を比較するには、CompareFaces (p. 505) オペ
レーションを使用します。

レスポンスで返す一致の最小信頼度を指定するには、リクエストの similarityThreshold を使用しま
す。詳細については、「CompareFaces (p. 505)」を参照してください。

複数の顔を含むソースイメージを指定した場合、サービスでは最大サイズの顔を検出して、この顔とター
ゲットイメージで検出した各顔を比較します。

ソースイメージおよびターゲットイメージとして、イメージのバイト配列 (base64 エンコードされたエン
コードされたイメージのバイト) を指定するか、Amazon S3 オブジェクトを指定できます。左AWS CLIた
とえば、2 つの JPEG イメージを Amazon S3 バケットにアップロードし、オブジェクトキー名を指定し
ます。他の例では、2 つのファイルをローカルファイルシステムからロードし、これらをイメージのバイ
ト配列として入力します。

Note

CompareFaces は、確率論的な機械学習アルゴリズムを使用します。偽陰性とは、ソースイメー
ジの顔と比較して、ターゲットイメージの顔の類似度信頼スコアが低いという誤った予測です。
偽陰性の確率を減らすために、ターゲットイメージを複数のソースイメージと比較することをお
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勧めします。を使用する予定の場合CompareFaces個人の権利、プライバシー、またはサービス
へのアクセスに影響を及ぼす決定を下すため、行動を起こす前に、調査およびさらなる検証のた
めに結果を人間に渡すことをお勧めします。

顔を比較するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccess(AWS CLI例のみ) パーミッション。詳細については、「ステップ 
1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してくださ
い。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 次のコード例を使用して、CompareFaces オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、ローカルファイルシステムからロードしたソースイメージとターゲットイメージ間
で一致する顔の情報を表示します。

sourceImage と targetImage の値は、ソースイメージとターゲットイメージのパスとファイ
ル名に置き換えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CompareFacesMatch;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CompareFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CompareFacesResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ComparedFace;  
import java.util.List;  
import java.io.File;  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.InputStream;  
import java.nio.ByteBuffer;  
import com.amazonaws.util.IOUtils;  
  
public class CompareFaces {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception{  
       Float similarityThreshold = 70F;  
       String sourceImage = "source.jpg";  
       String targetImage = "target.jpg";  
       ByteBuffer sourceImageBytes=null;  
       ByteBuffer targetImageBytes=null;  
  
       AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
       //Load source and target images and create input parameters  
       try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(sourceImage))) 
 {  
          sourceImageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));  
       }  
       catch(Exception e)  
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       {  
           System.out.println("Failed to load source image " + sourceImage);  
           System.exit(1);  
       }  
       try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(targetImage))) 
 {  
           targetImageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));  
       }  
       catch(Exception e)  
       {  
           System.out.println("Failed to load target images: " + targetImage);  
           System.exit(1);  
       }  
  
       Image source=new Image()  
            .withBytes(sourceImageBytes);  
       Image target=new Image()  
            .withBytes(targetImageBytes);  
  
       CompareFacesRequest request = new CompareFacesRequest()  
               .withSourceImage(source)  
               .withTargetImage(target)  
               .withSimilarityThreshold(similarityThreshold);  
  
       // Call operation  
       CompareFacesResult 
 compareFacesResult=rekognitionClient.compareFaces(request);  
  
  
       // Display results  
       List <CompareFacesMatch> faceDetails = compareFacesResult.getFaceMatches();  
       for (CompareFacesMatch match: faceDetails){  
         ComparedFace face= match.getFace();  
         BoundingBox position = face.getBoundingBox();  
         System.out.println("Face at " + position.getLeft().toString()  
               + " " + position.getTop()  
               + " matches with " + match.getSimilarity().toString()  
               + "% confidence.");  
  
       }  
       List<ComparedFace> uncompared = compareFacesResult.getUnmatchedFaces();  
  
       System.out.println("There was " + uncompared.size()  
            + " face(s) that did not match");  
   }  
}

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void compareTwoFaces(RekognitionClient rekClient, Float 
 similarityThreshold, String sourceImage, String targetImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            InputStream tarStream = new FileInputStream(targetImage); 

            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            SdkBytes targetBytes = SdkBytes.fromInputStream(tarStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
               .bytes(sourceBytes) 
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               .build(); 

            Image tarImage = Image.builder() 
                    .bytes(targetBytes) 
                    .build(); 

            CompareFacesRequest facesRequest = CompareFacesRequest.builder() 
                    .sourceImage(souImage) 
                    .targetImage(tarImage) 
                    .similarityThreshold(similarityThreshold) 
                    .build(); 

            // Compare the two images. 
            CompareFacesResponse compareFacesResult = 
 rekClient.compareFaces(facesRequest); 
            List<CompareFacesMatch> faceDetails = compareFacesResult.faceMatches(); 
            for (CompareFacesMatch match: faceDetails){ 
                ComparedFace face= match.face(); 
                BoundingBox position = face.boundingBox(); 
                System.out.println("Face at " + position.left().toString() 
                        + " " + position.top() 
                        + " matches with " + face.confidence().toString() 
                        + "% confidence."); 

            } 
            List<ComparedFace> uncompared = compareFacesResult.unmatchedFaces(); 
            System.out.println("There was " + uncompared.size() + " face(s) that 
 did not match"); 
            System.out.println("Source image rotation: " + 
 compareFacesResult.sourceImageOrientationCorrection()); 
            System.out.println("target image rotation: " + 
 compareFacesResult.targetImageOrientationCorrection()); 

        } catch(RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println("Failed to load source image " + sourceImage); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この例では、compare-faces AWS CLI オペレーションの JSON 出力を表示します。

置換bucket-nameには、ソースイメージとターゲットイメージが含まれている Amazon S3 バ
ケットの名前を使用します。source.jpg と target.jpg は、ソースイメージとターゲットイ
メージのファイル名に置き換えます。

aws rekognition compare-faces \
--source-image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket-name","Name":"source.jpg"}}' \
--target-image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket-name","Name":"target.jpg"}}'

Python

この例では、ローカルファイルシステムからロードしたソースイメージとターゲットイメージ間
で一致する顔の情報を表示します。

source_file と target_file の値は、ソースイメージとターゲットイメージのパスとファイ
ル名に置き換えます。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
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import boto3  
  
def compare_faces(sourceFile, targetFile):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
     
    imageSource=open(sourceFile,'rb')  
    imageTarget=open(targetFile,'rb')  
  
    response=client.compare_faces(SimilarityThreshold=80,  
                                  SourceImage={'Bytes': imageSource.read()},  
                                  TargetImage={'Bytes': imageTarget.read()})  
      
    for faceMatch in response['FaceMatches']:  
        position = faceMatch['Face']['BoundingBox']  
        similarity = str(faceMatch['Similarity'])  
        print('The face at ' +  
               str(position['Left']) + ' ' +  
               str(position['Top']) +  
               ' matches with ' + similarity + '% confidence')  
  
    imageSource.close()  
    imageTarget.close()       
    return len(response['FaceMatches'])            
  
def main():  
    source_file='source'  
    target_file='target'  
    face_matches=compare_faces(source_file, target_file)  
    print("Face matches: " + str(face_matches))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

.NET

この例では、ローカルファイルシステムからロードしたソースイメージとターゲットイメージ間
で一致する顔の情報を表示します。

sourceImage と targetImage の値は、ソースイメージとターゲットイメージのパスとファイ
ル名に置き換えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.IO;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class CompareFaces
{ 
    public static void Example() 
    { 
        float similarityThreshold = 70F; 
        String sourceImage = "source.jpg"; 
        String targetImage = "target.jpg"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 
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        Amazon.Rekognition.Model.Image imageSource = new 
 Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
        try 
        { 
            using (FileStream fs = new FileStream(sourceImage, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read)) 
            { 
                byte[] data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                imageSource.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
            Console.WriteLine("Failed to load source image: " + sourceImage); 
            return; 
        } 

        Amazon.Rekognition.Model.Image imageTarget = new 
 Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
        try 
        { 
            using (FileStream fs = new FileStream(targetImage, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read)) 
            { 
                byte[] data = new byte[fs.Length]; 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                imageTarget.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
            Console.WriteLine("Failed to load target image: " + targetImage); 
            return; 
        } 

        CompareFacesRequest compareFacesRequest = new CompareFacesRequest() 
        { 
            SourceImage = imageSource, 
            TargetImage = imageTarget, 
            SimilarityThreshold = similarityThreshold 
        }; 

        // Call operation 
        CompareFacesResponse compareFacesResponse = 
 rekognitionClient.CompareFaces(compareFacesRequest); 

        // Display results 
        foreach(CompareFacesMatch match in compareFacesResponse.FaceMatches) 
        { 
            ComparedFace face = match.Face; 
            BoundingBox position = face.BoundingBox; 
            Console.WriteLine("Face at " + position.Left 
                  + " " + position.Top 
                  + " matches with " + match.Similarity 
                  + "% confidence."); 
        } 

        Console.WriteLine("There was " + compareFacesResponse.UnmatchedFaces.Count 
 + " face(s) that did not match"); 

    }
}
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Ruby

この例では、ローカルファイルシステムからロードしたソースイメージとターゲットイメージ間
で一致する顔の情報を表示します。

photo_source と photo_target の値は、ソースイメージとターゲットイメージのパスとファ
イル名に置き換えます。

  # Add to your Gemfile 
   # gem 'aws-sdk-rekognition' 
   require 'aws-sdk-rekognition' 
   credentials = Aws::Credentials.new( 
      ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'], 
      ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'] 
   ) 
   bucket        = 'bucket' # the bucketname without s3:// 
   photo_source  = 'source.jpg' 
   photo_target  = 'target.jpg' 
   client   = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials 
   attrs = { 
     source_image: { 
       s3_object: { 
         bucket: bucket, 
         name: photo_source 
       }, 
     }, 
     target_image: { 
       s3_object: { 
         bucket: bucket, 
         name: photo_target 
       }, 
     }, 
     similarity_threshold: 70 
   } 
   response = client.compare_faces attrs 
   response.face_matches.each do |face_match| 
     position   = face_match.face.bounding_box 
     similarity = face_match.similarity 
     puts "The face at: #{position.left}, #{position.top} matches with 
 #{similarity} % confidence" 
   end

Node.js

この例では、ローカルファイルシステムからロードしたソースイメージとターゲットイメージ間
で一致する顔の情報を表示します。

photo_source と photo_target の値は、ソースイメージとターゲットイメージのパスとファ
イル名に置き換えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

   const AWS = require('aws-sdk') 
   const bucket        = 'bucket' // the bucketname without s3:// 
   const photo_source  = 'source.jpg' 
   const photo_target  = 'target.jpg' 
   const config = new AWS.Config({ 
     accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID, 
     secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_ACCESS_KEY, 
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     region: process.env.AWS_REGION 
   }) 
   const client = new AWS.Rekognition(); 
   const params = { 
     SourceImage: { 
       S3Object: { 
         Bucket: bucket, 
         Name: photo_source 
       }, 
     }, 
     TargetImage: { 
       S3Object: { 
         Bucket: bucket, 
         Name: photo_target 
       }, 
     }, 
     SimilarityThreshold: 70 
   } 
   client.compareFaces(params, function(err, response) { 
     if (err) { 
       console.log(err, err.stack); // an error occurred 
     } else { 
       response.FaceMatches.forEach(data => { 
         let position   = data.Face.BoundingBox 
         let similarity = data.Similarity 
         console.log(`The face at: ${position.Left}, ${position.Top} matches with 
 ${similarity} % confidence`) 
       }) // for response.faceDetails 
     } // if 
   });

CompareFaces オペレーションのリクエスト
CompareFaces への入力はイメージです。次の例では、ソースイメージとターゲットイメージをローカル
ファイルシステムからロードします。SimilarityThreshold 入力パラメータで指定した最小限の信頼
度以上で一致した顔の比較結果がレスポンスで返されます。詳細については、「イメージの操作 (p. 27)」
を参照してください。

{ 
    "SourceImage": { 
        "Bytes": "/9j/4AAQSk2Q==..." 
    }, 
    "TargetImage": { 
        "Bytes": "/9j/4O1Q==..." 
    }, 
    "SimilarityThreshold": 70
}

CompareFaces オペレーションのレスポンス
レスポンスでは、一致した顔の配列、ソースの顔の情報、ソースイメージとターゲットイメージの向き、
および一致しない顔の配列が返されます。ターゲットイメージの一致した顔ごとに、類似度スコア (ソー
スの顔と類似している度合い) と顔のメタデータがレスポンスで返されます。顔のメタデータには、一致
した顔の境界ボックスや顔のランドマークの配列などの情報が含まれます。一致しない顔の配列には、顔
のメタデータが含まれます。

次のレスポンス例では、以下の点に注意してください。

• フェイスマッチ情報— 例は、ターゲットイメージ内で一致する顔が 1 つ検出されたことを示していま
す。顔の一致では、境界ボックスと信頼値 (境界ボックス内に顔が含まれていることを示す Amazon 
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Rekognition の信頼度) が返されます。similarity スコアの 99.99 は、顔の類似度を示します。顔の一
致情報には、ランドマークの位置の配列も含まれます。

複数の顔が一致すると、すべての一致する顔が faceMatches 配列に含まれます。
• ソースの顔情報 – レスポンスには、比較に使用されたソースイメージ内の顔に関する情報 (および境界

ボックスと信頼値) が含まれます。
• 比類のない顔マッチ情報— この例では、Amazon Rekognition がターゲットイメージ内で検出した 1 つ

の顔が、ソースイメージで分析した顔と一致しませんでした。この顔について、境界ボックスと信頼値 
(境界ボックス内に顔が含まれていることに関する Amazon Rekognition の信頼度) が返されます。顔の
情報には、ランドマークの位置の配列も含まれます。

Amazon Rekognition で複数の一致しない顔が検出されると、UnmatchedFaces配列には、一致しない
顔がすべて含まれます。

{ 
    "FaceMatches": [{ 
        "Face": { 
            "BoundingBox": { 
                "Width": 0.5521978139877319, 
                "Top": 0.1203877404332161, 
                "Left": 0.23626373708248138, 
                "Height": 0.3126954436302185 
            }, 
            "Confidence": 99.98751068115234, 
            "Pose": { 
                "Yaw": -82.36799621582031, 
                "Roll": -62.13221740722656, 
                "Pitch": 0.8652129173278809 
            }, 
            "Quality": { 
                "Sharpness": 99.99880981445312, 
                "Brightness": 54.49755096435547 
            }, 
            "Landmarks": [{ 
                    "Y": 0.2996366024017334, 
                    "X": 0.41685718297958374, 
                    "Type": "eyeLeft" 
                }, 
                { 
                    "Y": 0.2658946216106415, 
                    "X": 0.4414493441581726, 
                    "Type": "eyeRight" 
                }, 
                { 
                    "Y": 0.3465650677680969, 
                    "X": 0.48636093735694885, 
                    "Type": "nose" 
                }, 
                { 
                    "Y": 0.30935320258140564, 
                    "X": 0.6251809000968933, 
                    "Type": "mouthLeft" 
                }, 
                { 
                    "Y": 0.26942989230155945, 
                    "X": 0.6454493403434753, 
                    "Type": "mouthRight" 
                } 
            ] 
        }, 
        "Similarity": 100.0 
    }], 
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    "SourceImageOrientationCorrection": "ROTATE_90", 
    "TargetImageOrientationCorrection": "ROTATE_90", 
    "UnmatchedFaces": [{ 
        "BoundingBox": { 
            "Width": 0.4890109896659851, 
            "Top": 0.6566604375839233, 
            "Left": 0.10989011079072952, 
            "Height": 0.278298944234848 
        }, 
        "Confidence": 99.99992370605469, 
        "Pose": { 
            "Yaw": 51.51519012451172, 
            "Roll": -110.32493591308594, 
            "Pitch": -2.322134017944336 
        }, 
        "Quality": { 
            "Sharpness": 99.99671173095703, 
            "Brightness": 57.23163986206055 
        }, 
        "Landmarks": [{ 
                "Y": 0.8288310766220093, 
                "X": 0.3133862614631653, 
                "Type": "eyeLeft" 
            }, 
            { 
                "Y": 0.7632885575294495, 
                "X": 0.28091415762901306, 
                "Type": "eyeRight" 
            }, 
            { 
                "Y": 0.7417283654212952, 
                "X": 0.3631140887737274, 
                "Type": "nose" 
            }, 
            { 
                "Y": 0.8081989884376526, 
                "X": 0.48565614223480225, 
                "Type": "mouthLeft" 
            }, 
            { 
                "Y": 0.7548204660415649, 
                "X": 0.46090251207351685, 
                "Type": "mouthRight" 
            } 
        ] 
    }], 
    "SourceImageFace": { 
        "BoundingBox": { 
            "Width": 0.5521978139877319, 
            "Top": 0.1203877404332161, 
            "Left": 0.23626373708248138, 
            "Height": 0.3126954436302185 
        }, 
        "Confidence": 99.98751068115234 
    }
}

保存したビデオ内の顔の検出
Amazon Rekognition Video では、Amazon S3 バケットに保存されているビデオ内の顔を検出し、以下の
ような情報を提供できます。
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• ビデオ内で顔を検出した時間。
• 検出時点におけるビデオフレーム内の顔の位置。
• 顔のランドマーク (左目の位置など)。
• で説明されている追加の属性the section called “顔属性のガイドライン” (p. 147)ページで.

Amazon Rekognition 保存済みビデオ内のビデオ顔検出は、非同期オペレーションです。ビデオ内の顔の
検出を開始するには、を呼び出しますStartFaceDetection (p. 675)。Amazon Rekognition Video では、ビ
デオ分析の完了ステータスをAmazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行します。
ビデオ分析が成功したら、GetFaceDetection (p. 600) を呼び出してビデオ分析の結果を取得できます。
ビデオ分析の開始と結果の取得の詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出
す (p. 63)」を参照してください。

この手順では、「」のコードを拡張します。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存
されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)では、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用
してビデオ分析リクエストの完了ステータスを取得する。

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の顔を検出するには (SDK)

1. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」を実行します。

2. ステップ 1 で作成したクラス VideoDetect に次のコードを追加します。

Java

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
  
private static void StartFaceDetection(String bucket, String video) throws 
 Exception{  
           
    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
            .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
            .withRoleArn(roleArn);  
      
    StartFaceDetectionRequest req = new StartFaceDetectionRequest()  
            .withVideo(new Video()  
                    .withS3Object(new S3Object()  
                        .withBucket(bucket)  
                        .withName(video)))  
            .withNotificationChannel(channel);  
                          
                          
      
    StartFaceDetectionResult startLabelDetectionResult = 
 rek.startFaceDetection(req);  
    startJobId=startLabelDetectionResult.getJobId();  
      
}   
  
private static void GetFaceDetectionResults() throws Exception{  
      
    int maxResults=10;  
    String paginationToken=null;  
    GetFaceDetectionResult faceDetectionResult=null;  
      
    do{  
        if (faceDetectionResult !=null){  
            paginationToken = faceDetectionResult.getNextToken();  
        }  
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        faceDetectionResult = rek.getFaceDetection(new GetFaceDetectionRequest()  
             .withJobId(startJobId)  
             .withNextToken(paginationToken)  
             .withMaxResults(maxResults));  
      
        VideoMetadata videoMetaData=faceDetectionResult.getVideoMetadata();  
              
        System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());  
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());  
        System.out.println("Duration: " + videoMetaData.getDurationMillis());  
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());  
              
              
        //Show faces, confidence and detection times  
        List<FaceDetection> faces= faceDetectionResult.getFaces();  
       
        for (FaceDetection face: faces) {   
            long seconds=face.getTimestamp()/1000;  
            System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");  
            System.out.println(face.getFace().toString());  
            System.out.println();             
        }  
    } while (faceDetectionResult !=null && faceDetectionResult.getNextToken() != 
 null);  
        
          
}

関数 main で、以下の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        StartFaceDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetFaceDetectionResults();

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void StartFaceDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                          NotificationChannel channel, 
                                          String bucket, 
                                          String video) { 

        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 
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            StartFaceDetectionRequest  faceDetectionRequest = 
 StartFaceDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("Faces") 
                    .faceAttributes(FaceAttributes.ALL) 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartFaceDetectionResponse startLabelDetectionResult = 
 rekClient.startFaceDetection(faceDetectionRequest); 
            startJobId=startLabelDetectionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetFaceResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetFaceDetectionResponse faceDetectionResponse=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (faceDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = faceDetectionResponse.nextToken(); 

                GetFaceDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetFaceDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                       .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    faceDetectionResponse = 
 rekClient.getFaceDetection(recognitionRequest); 
                    status = faceDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=faceDetectionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                // Show face information 
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                List<FaceDetection> faces= faceDetectionResponse.faces(); 

                for (FaceDetection face: faces) { 

                    String age = face.face().ageRange().toString(); 
                    String beard = face.face().beard().toString(); 
                    String eyeglasses = face.face().eyeglasses().toString(); 
                    String eyesOpen = face.face().eyesOpen().toString(); 
                    String mustache = face.face().mustache().toString(); 
                    String smile = face.face().smile().toString(); 
                } 

            } while (faceDetectionResponse !=null && 
 faceDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Python

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    # ============== Faces=============== 
    def StartFaceDetection(self): 
        response=self.rek.start_face_detection(Video={'S3Object': {'Bucket': 
 self.bucket, 'Name': self.video}}, 
            NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn': 
 self.snsTopicArn}) 

        self.startJobId=response['JobId'] 
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId) 

    def GetFaceDetectionResults(self): 
        maxResults = 10 
        paginationToken = '' 
        finished = False 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_face_detection(JobId=self.startJobId, 
                                            MaxResults=maxResults, 
                                            NextToken=paginationToken) 

            print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec']) 
            print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']['DurationMillis'])) 
            print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format']) 
            print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate'])) 
            print() 

            for faceDetection in response['Faces']: 
                print('Face: ' + str(faceDetection['Face'])) 
                print('Confidence: ' + str(faceDetection['Face']['Confidence'])) 
                print('Timestamp: ' + str(faceDetection['Timestamp'])) 
                print() 

            if 'NextToken' in response: 
                paginationToken = response['NextToken'] 
            else: 
                finished = True
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関数 main で、以下の行を置き換えます。

    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    analyzer.StartFaceDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetFaceDetectionResults()

Note

「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」以外でビデオ例を実行済みである場合、置き換える関数名は異なります。

3. コードを実行します。ビデオ内で検出された顔に関する情報が表示されます。

GetFaceDetection オペレーションのレスポンス
GetFaceDetection は、ビデオ内で検出された顔に関する情報が含まれた配列 (Faces) を返します。配
列要素 (FaceDetection (p. 757)) は、ビデオで顔が検出されるたびに生成されます。配列要素は、ビデオ
の開始時点からの経過時間 (ミリ秒単位) で並べ替えられて返されます。

次の例は、GetFaceDetection からの JSON レスポンスの一部です。レスポンスで、以下の点に注意し
てください。

• 顔の情報 – FaceDetection 配列要素には、検出された顔に関する情報 (FaceDetail (p. 754)) と、ビ
デオ内で顔が検出された時間 (Timestamp) が含まれます。

• ページング情報— 例は 1 ページの顔検出情報を示しています。人物要素を返す数
は、GetFaceDetection の MaxResults 入力パラメータで指定できます。MaxResults の数を超え
る結果が存在する場合、GetFaceDetection から返されるトークン (NextToken) を使用して次の結果
ページを取得できます。詳細については、「Amazon Rekognition Video 分析結果の取得 (p. 66)」を参照
してください。

• ビデオ情報 – このレスポンスには、VideoMetadata から返された各情報ページのビデオ形式 
(GetFaceDetection) に関する情報が含まれます。

{ 
    "Faces": [ 
        { 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.23000000417232513, 
                    "Left": 0.42500001192092896, 
                    "Top": 0.16333332657814026, 
                    "Width": 0.12937499582767487 
                }, 
                "Confidence": 99.97504425048828, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "eyeLeft", 
                        "X": 0.46415066719055176, 
                        "Y": 0.2572723925113678 
                    }, 
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                    { 
                        "Type": "eyeRight", 
                        "X": 0.5068183541297913, 
                        "Y": 0.23705792427062988 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "nose", 
                        "X": 0.49765899777412415, 
                        "Y": 0.28383663296699524 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthLeft", 
                        "X": 0.487221896648407, 
                        "Y": 0.3452930748462677 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthRight", 
                        "X": 0.5142884850502014, 
                        "Y": 0.33167609572410583 
                    } 
                ], 
                "Pose": { 
                    "Pitch": 15.966927528381348, 
                    "Roll": -15.547388076782227, 
                    "Yaw": 11.34195613861084 
                }, 
                "Quality": { 
                    "Brightness": 44.80223083496094, 
                    "Sharpness": 99.95819854736328 
                } 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }, 
        { 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.20000000298023224, 
                    "Left": 0.029999999329447746, 
                    "Top": 0.2199999988079071, 
                    "Width": 0.11249999701976776 
                }, 
                "Confidence": 99.85971069335938, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "eyeLeft", 
                        "X": 0.06842322647571564, 
                        "Y": 0.3010137975215912 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "eyeRight", 
                        "X": 0.10543643683195114, 
                        "Y": 0.29697132110595703 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "nose", 
                        "X": 0.09569807350635529, 
                        "Y": 0.33701086044311523 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthLeft", 
                        "X": 0.0732642263174057, 
                        "Y": 0.3757539987564087 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthRight", 
                        "X": 0.10589495301246643, 
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                        "Y": 0.3722417950630188 
                    } 
                ], 
                "Pose": { 
                    "Pitch": -0.5589138865470886, 
                    "Roll": -5.1093974113464355, 
                    "Yaw": 18.69594955444336 
                }, 
                "Quality": { 
                    "Brightness": 43.052337646484375, 
                    "Sharpness": 99.68138885498047 
                } 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }, 
        { 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.2177777737379074, 
                    "Left": 0.7593749761581421, 
                    "Top": 0.13333334028720856, 
                    "Width": 0.12250000238418579 
                }, 
                "Confidence": 99.63436889648438, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "eyeLeft", 
                        "X": 0.8005779385566711, 
                        "Y": 0.20915353298187256 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "eyeRight", 
                        "X": 0.8391435146331787, 
                        "Y": 0.21049551665782928 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "nose", 
                        "X": 0.8191410899162292, 
                        "Y": 0.2523227035999298 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthLeft", 
                        "X": 0.8093273043632507, 
                        "Y": 0.29053622484207153 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthRight", 
                        "X": 0.8366993069648743, 
                        "Y": 0.29101791977882385 
                    } 
                ], 
                "Pose": { 
                    "Pitch": 3.165884017944336, 
                    "Roll": 1.4182015657424927, 
                    "Yaw": -11.151537895202637 
                }, 
                "Quality": { 
                    "Brightness": 28.910892486572266, 
                    "Sharpness": 97.61507415771484 
                } 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }....... 

    ], 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
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    "NextToken": "i7fj5XPV/
fwviXqz0eag9Ow332Jd5G8ZGWf7hooirD/6V1qFmjKFOQZ6QPWUiqv29HbyuhMNqQ==", 
    "VideoMetadata": { 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 67301, 
        "FileExtension": "mp4", 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameHeight": 1080, 
        "FrameRate": 29.970029830932617, 
        "FrameWidth": 1920 
    }
}
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コレクション内の顔の検索
Amazon Rekognition では、検出した顔に関する情報をコレクションというサーバー側のコンテナに保存で
きます。コレクションに保存された顔の情報を使用して、イメージ、保存したビデオ、およびストリーミ
ングビデオ内の既知の顔を検索できます。Amazon Rekognition では、IndexFaces (p. 628)オペレーショ
ン. このオペレーションを使用して、イメージ内の顔を検出し、検出した顔の特徴に関する情報をコレク
ション内に保持できます。サービスによって情報がサーバーに保持されるため、これは ストレージベー
スの API オペレーションの例です。

顔の情報を保存するには、まず、アカウントの AWS リージョンのいずれかで顔コレクションを作成する 
(CreateCollection (p. 511)) 必要があります。この顔コレクションは、IndexFaces オペレーションを呼
び出すときに指定します。顔コレクションを作成して、すべての顔の特徴情報を保存すると、コレクショ
ン内で一致する顔を検索できます。イメージ内の顔を検索するには、SearchFacesByImage (p. 662) を
呼び出します。保存したビデオ内の顔を検索するには、StartFaceSearch (p. 679) を呼び出します。スト
リーミングビデオ内の顔を検索するには、CreateStreamProcessor (p. 525) を呼び出します。

Note

サービスでは、実際のイメージのバイトを保持しません。代わりに、基になる検出アルゴリズム
で、最初に入力イメージ内の顔を検出して、顔ごとに顔の特徴を特徴ベクトルに抽出し、次にそ
の特徴ベクトルをコレクションに保存します。Amazon Rekognition では、これらの特徴ベクトル
を使用して顔を一致させます。

コレクションは、さまざまなシナリオで使用できます。たとえば、顔コレクションを作成し、スキャンし
たバッジイメージを IndexFaces オペレーションで保存できます。社員が建物内に入ると、その顔のイ
メージがキャプチャされ、SearchFacesByImage オペレーションに送信されます。十分に高い類似スコ
ア (99% など) で顔が一致すると、この社員を認証できます。

コレクションの管理
顔コレクションは Amazon Rekognition のプライマリリソースであり、顔コレクションを作成するたびに
一意の Amazon リソースネーム (ARN) が割り当てられます。各顔コレクションは、特定ので作成します
AWSアカウント内のリージョン。コレクションを作成すると、最新バージョンの顔検出モデルに関連付け
られます。詳細については、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してください。

コレクションに対しては、以下の管理オペレーションを実行できます。

• the section called “CreateCollection” (p. 511) でコレクションを作成します。詳細については、「コレ
クションの作成 (p. 181)」を参照してください。

• the section called “ListCollections” (p. 636) で使用可能なコレクションを一覧表示します。詳細につい
ては、「コレクションの一覧表示 (p. 187)」を参照してください。

• the section called “DescribeCollection” (p. 542) でコレクションを定義します。詳細については、「コ
レクションの定義 (p. 191)」を参照してください。

• the section called “DeleteCollection” (p. 529) でコレクションを削除します。詳細については、「コレ
クションの削除 (p. 196)」を参照してください。

コレクション内の顔の管理
顔コレクションを作成したら、それに顔を保存できます。Amazon Rekognition では、以下のオペレーショ
ンを使用してコレクション内の顔を管理できます。
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• the section called “IndexFaces” (p. 628) オペレーションでは、入力イメージ (JPEG または PNG) 内の
顔を検出し、これを指定された顔コレクションに追加します。イメージで検出された顔ごとに一意の顔 
ID が返されます。顔を保存したら、顔コレクション内で一致する顔を検索できます。詳細については、
「コレクションへの顔の追加 (p. 199)」を参照してください。

• the section called “ListFaces” (p. 646) オペレーションは、コレクション内の顔を一覧表示します。詳
細については、「コレクションへの顔の追加 (p. 199)」を参照してください。

• the section called “DeleteFaces” (p. 533) オペレーションは、コレクションから顔を削除します。詳細
については、「コレクションから顔を削除する (p. 215)」を参照してください。

IndexFaces を使用するためのガイダンス
一般的なシナリオで IndexFaces を使用するためのガイダンスを以下に示します。

重要または公安アプリケーション
• 各画像に 1 つの顔のみを含む画像で IndexFaces (p. 628) を呼び出し、返された顔 ID を画像の被写体

の識別子と関連付けます。
• インデックス作成の前に DetectFaces (p. 564) を使用して、画像内の顔が 1 つのみであることを確認

できます。複数の顔が検出された場合は、確認後、顔が 1 つだけの状態で画像を再送信してください。
これにより、誤って複数の顔にインデックスを作成し、それらを同じ人物に関連付けることを防ぎま
す。

写真共有とソーシャルメディアアプリケーション
• 家族のアルバムのようなユースケースでは、複数の顔を含む画像に制限なく、IndexFaces を呼び出す

必要があります。このような場合は、すべての写真の各人物を識別し、その情報を使用して写真に写っ
ている人物ごとに写真をまとめる必要があります。

一般的な使用
• 照合の質を向上させるために、特に異なる顔の属性 (顔のポーズ、顔面の毛など) を持つ同一人物の複数

の異なる画像にインデックスを付けます。
• その後の顔照合能力を向上させるために、失敗した照合が正しい顔識別子で索引付けされることができ

るようにレビュープロセスを含めます。
• 画像品質の詳細については、「顔比較入力画像の推奨事項 (p. 128)」を参照してください。

コレクション内の顔を検索する
顔コレクションを作成して顔を保存したら、顔コレクション内で一致する顔を検索できます。Amazon 
Rekognition では、以下と一致するコレクション内の顔を検索できます。

• 指定した顔 ID (the section called “SearchFaces” (p. 659))。詳細については、「フェイス ID を使用し
て顔を検索する (p. 219)」を参照してください。

• 指定したイメージ内の最大の顔 (the section called “SearchFacesByImage” (p. 662))。詳細について
は、「画像を使用して顔を検索する (p. 223)」を参照してください。

• 保存したビデオ内の顔。詳細については、「 保存された動画の顔を検索する (p. 228)」を参照してく
ださい。

• ストリーミングビデオ内の顔。詳細については、「ストリーミングビデオの操作 (p. 92)」を参照してく
ださい。
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CompareFaces オペレーションと顔検索オペレーションは、以下のように異なります。

• CompareFaces オペレーションでは、ソースイメージ内の顔とターゲットイメージ内の顔を比較しま
す。この比較の範囲は、ターゲットイメージで検出された顔に制限されます。詳細については、「画像
内の顔の比較 (p. 159)」を参照してください。

• SearchFaces と SearchFacesByImage では、顔 (FaceId または入力イメージのいずれかで識別) と
特定の顔コレクション内のすべての顔を比較します。したがって、この検索の範囲はずっと広くなりま
す。また、顔コレクション内に保存した顔の特徴情報は保持されるため、一致する顔を何回でも検索で
きます。

類似度しきい値を使用してフェースを一致させる
類似度しきい値が入力パラメータとして提供されるため、すべての検索オペレーション 
(CompareFaces (p. 505)、SearchFaces (p. 659)、および SearchFacesByImage (p. 662)) の結果を制
御できます。

SearchFaces と SearchFacesByImage の類似度しきい値の入力属性 FaceMatchThreshold は、
マッチングされる顔の類似度に基づいて返される結果の数を制御します (この属性は CompareFaces では
SimilarityThreshold です)。Similarity レスポンス属性値がしきい値より小さいレスポンスは返さ
れません。このしきい値は、ユースケースに合わせて調整することが重要です。この値により、一致結果
に含まれる誤認識の数が変わるためです。これにより、検索結果のリコールが制御されます。しきい値が
低いほど、リコールが高くなります。

すべての機械学習システムは確率的です。適切な類似度しきい値の設定には、ユースケースに応じて、お
客様の判断が必要です。たとえば、外見が類似した家族を識別する写真アプリケーションを構築する場合
は、より低いしきい値 (80% など) を選択できます。一方、多くの法律執行のユースケースでは、偶発的な
誤認識を減らすため、99% 以上の高いしきい値を使用することをお勧めします。

FaceMatchThreshold に加えて、偶発的な誤認識を減らすための手段として Similarity レスポンス
属性を使用できます。たとえば、低いしきい値 (80% など) を使用して、より多くの結果が返されるように
できます。その後、レスポンス属性 Similarity (類似度) を使用してそれらの結果を絞り込んで、アプリ
ケーションで正しいレスポンスが得られるようにフィルタ処理できます。ここでも、高い類似度 (99% 以
上など) を指定すると、誤認識のリスクが軽減されます。

公安に関係するユースケース
センサー、入力画像、ビデオのベストプラクティス (p. 128) および IndexFaces を使用するためのガイダ
ンス (p. 178) に記載されている推奨事項に加えて、公共安全を伴うユースケースで顔の検出システムと
比較システムをデプロイするときは、次のベストプラクティスを使用してください。まず、エラーおよび
誤検知を減らすために、99% 以上のしきい値以上を使用してください。次に、人間のレビュー担当者を採
用し、顔検出または比較システムから受け取った結果を検証する必要があります。つまり、人間によるレ
ビューを追加せずにシステムからの出力に基づいた判断をするべきではありません。顔の検出システムと
比較システムは、視野を狭め、人間が迅速に選択肢を検討し検討することを可能にするために役立つツー
ルとして機能するべきです。3 番目に、これらのユースケースでは、顔検出および比較システムの使用に
ついて透明性を保つ必要があります。これには、可能な限り、これらのシステムの使用についてエンド
ユーザーおよび被写体に通知すること、当該の使用についての同意を得ること、エンドユーザーおよび被
写体がシステムを改善するためのフィードバックを提供できる仕組みを用意することが含まれます。

犯罪捜査に関連してAmazon Rekognition 顔比較機能を使用している法執行機関の場合、に記載されている
要件に従う必要があります。AWSサービス条件。これには以下が含まれます。

• 適切なトレーニングを受けた人たちに、市民としての自由または同等の人権に影響を与える可能性のあ
る行動を起こす決定すべてについて確認してもらいます。

• 担当者に顔認識システムの責任ある使用についてトレーニングします。
• 顔認識システムの使用について公に開示します。
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• Amazon Rekognition は、独立した審査や緊急事態がない限り、人の継続的な監視を行わないでくださ
い。

いずれの場合も、顔比較の一致は他の重要な証拠とともに考慮される必要があり、実行における唯一の判
断材料として使用されるべきではありません。ただし、顔認識が非司法機関によって使用されるシナリオ
では (たとえば、電話のロック解除や安全な民間オフィスビルにアクセスするための社員の ID の認証な
ど)、市民としての自由または同等の人権には影響を及ぼすことがないため、上述の決定に手動による監査
は必要ではありません。

公共の安全を含むユースケースに顔検出システムまたは顔比較システムを使用することを計画している場
合は、前述のベストプラクティスを採用する必要があります。さらに、顔比較の使用に関して公開されて
いる資料を参照する必要があります。これには、米司法省の Bureau of Justice Assistance により提供さ
れる『Face Recognition Policy Development Template For Use In Criminal Intelligence and Investigative 
Activities (犯罪情報および捜査活動における使用のための顔認識ポリシー開発テンプレート)』が含まれま
す。テンプレートでは、いくつかの顔比較とバイオメトリック関連のリソースが提供されています。ま
た、適用法を遵守し、プライバシーのリスクを軽減して、企業の説明責任と監督を確立する、顔比較ポリ
シーを作成するためのフレームワークを法執行機関および公安機関に提供するようにつくられています。
その他のリソースには、『Best Privacy Practices for Commercial Use of Facial Recognition (顔認識の商
業利用のためのプライバシーのベストプラクティス)』(アメリカ合衆国国家電気通信情報管理庁)、『Best 
Practices for Common Uses of Facial Recognition (顔認識の一般的な使用のためのベストプラクティス)』
(連邦取引委員会職員) などがあります。将来、他のリソースが開発・公開される可能性があります。この
重要なトピックについて継続的に自身で学習する必要があります。

繰り返しになりますが、お客様は、AWS のサービスの使用に適用されるすべての法律を遵守する必要があ
ります。また、他人の権利を侵害したり、他人に害を及ぼすような方法で、あらゆる AWS のサービスを
使用することはできません。これは、違法に個人を差別したり、個人の適正手続き、プライバシー、また
は市民の自由を侵害したりするような方法で、公共安全のユースケースのために AWS のサービスを使用
してはならないことを意味します。ユースケースに関する法的要件や質問を確認するには、必要に応じて
適切な法的助言を受ける必要があります。

Amazon Rekognition を使用して公共の安全を支援す
る
Amazon Rekognition は、行方不明児童の捜索、人身売買への対戦、犯罪の防止など、公共の安全維持と法
律執行のシナリオに役立ちます。公共の安全維持と司法のシナリオでは、以下の点を考慮してください。

• Amazon Rekognition は、一致する可能性の検出への最初のステップとして使用します。Amazon 
Rekognition の顔オペレーションからのレスポンスにより、さらなる検討の対象になる一致候補をすばや
く取得できます。

• Amazon Rekognition レスポンスを使用して、人間による分析が必要なシナリオに対して自律判断を下さ
ないでください。犯罪捜査に関連して人物の特定を支援するためにAmazon Rekognitionを使用している
法執行機関であり、個人の市民としての自由または同等の人権に影響を与える可能性のある身元確認に
基づいて行動を起こす場合、行動を起こすかどうかの決定は、識別証拠の独立した検査に基づいて、適
切に訓練された人。

• 顔の非常に高い類似度によるマッチングが必要なシナリオでは、99% の類似度しきい値を使用する。そ
の一例に建物へのアクセスの認証があります。

• 司法に関連するユースケースなど人権が考慮される場合では、99% 以上の信頼性しきい値を使用し、人
権の侵害は生じないよう顔比較の予測に人間による確認を採用することが必要です。

• 可能性のある一連の一致数が多いほどメリットが高くなるシナリオでは、99% 未満の類似度しきい値を
使用します。その一例は、行方不明者の捜索です。必要に応じて、Similarity レスポンス属性を使用し
て、認識する人物に対して一致候補となる場合の類似度を決定してください。 

• Amazon Rekognition から返される顔の誤認識の一致への対策を立てる。たとえ
ば、IndexFaces (p. 628) オペレーションでインデックスを作成するときに、同じ人物の複数のイメー
ジを使用することでマッチングを向上させます。詳細については、「IndexFaces を使用するためのガイ
ダンス (p. 178)」を参照してください。
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その他のユースケース (ソーシャルメディアなど) では、Amazon Rekognition の結果に人間によるレ
ビューが必要かどうかを評価し、最善の判断を下すことをお勧めします。また、アプリケーションの要件
に応じて、類似度しきい値を小さくしてもかまいません。

コレクションの作成
コレクションは、CreateCollection (p. 511) オペレーションで作成できます。

詳細については、「コレクションの管理 (p. 177)」を参照してください。

コレクションを作成するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、CreateCollection オペレーションを呼び出します。

Java

次の例では、コレクションを作成して、その Amazon リソースネーム (ARN) を表示します。

collectionId の値は、作成するコレクションの名前に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateCollectionRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateCollectionResult;  
  
  
public class CreateCollection {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
        
      String collectionId = "MyCollection";  
            System.out.println("Creating collection: " +  
         collectionId );  
              
        CreateCollectionRequest request = new CreateCollectionRequest()  
                    .withCollectionId(collectionId);  
             
      CreateCollectionResult createCollectionResult = 
 rekognitionClient.createCollection(request);   
      System.out.println("CollectionArn : " +  
         createCollectionResult.getCollectionArn());  
      System.out.println("Status code : " +  
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         createCollectionResult.getStatusCode().toString());  
  
   }   
  
}  
      
  

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void createMyCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId ) { 

        try { 
            CreateCollectionRequest collectionRequest = 
 CreateCollectionRequest.builder() 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .build(); 

            CreateCollectionResponse collectionResponse = 
 rekClient.createCollection(collectionRequest); 
            System.out.println("CollectionArn : " + 
                    collectionResponse.collectionArn()); 
            System.out.println("Status code : " + 
                    collectionResponse.statusCode().toString()); 

        } catch(RekognitionException e) { 
                System.out.println(e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、create-collection CLI オペレーションの JSON 出力を表示し
ます。

collection-id の値は、作成するコレクションの名前に置き換えます。

aws rekognition create-collection \ 
    --collection-id "collectionname"

Python

次の例では、コレクションを作成して、その Amazon リソースネーム (ARN) を表示します。

collection_id の値は、作成するコレクションの名前に変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def create_collection(collection_id):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    #Create a collection  
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    print('Creating collection:' + collection_id)  
    response=client.create_collection(CollectionId=collection_id)  
    print('Collection ARN: ' + response['CollectionArn'])  
    print('Status code: ' + str(response['StatusCode']))  
    print('Done...')  
      
def main():  
    collection_id='Collection'  
    create_collection(collection_id)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()      

.NET

次の例では、コレクションを作成して、その Amazon リソースネーム (ARN) を表示します。

collectionId の値は、作成するコレクションの名前に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class CreateCollection
{ 
    public static void Example() 
    { 
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        String collectionId = "MyCollection"; 
        Console.WriteLine("Creating collection: " + collectionId); 

        CreateCollectionRequest createCollectionRequest = new 
 CreateCollectionRequest() 
        { 
            CollectionId = collectionId 
        }; 

        CreateCollectionResponse createCollectionResponse = 
 rekognitionClient.CreateCollection(createCollectionRequest); 
        Console.WriteLine("CollectionArn : " + 
 createCollectionResponse.CollectionArn); 
        Console.WriteLine("Status code : " + createCollectionResponse.StatusCode); 

    }
}

Node.JS

次の例では、の値を置き換えます。regionアカウントに関連付けられているリージョンの名前
で、の値を置き換えます。collectionNameコレクションの名前を指定します。

import { CreateCollectionCommand} from  "@aws-sdk/client-rekognition";  
import  { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region"; //e.g. "us-east-1"  
const rekogClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
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// Name the collecction  
const collection_name = "collectionName"  
  
const createCollection = async (collectionName) => {  
    try {  
       console.log(`Creating collection: ${collectionName}`)  
       const data = await rekogClient.send(new 
 CreateCollectionCommand({CollectionId: collectionName}));  
       console.log("Collection ARN:")  
       console.log(data.CollectionARN)  
       console.log("Status Code:")  
       console.log(String(data.StatusCode))  
       console.log("Success.",  data);  
       return data;  
    } catch (err) {  
      console.log("Error", err.stack);  
    }  
  };  
  
  createCollection(collection_name)

CreateCollection オペレーションのリクエスト
CreationCollection への入力は、作成するコレクションの名前です。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection"
}

CreateCollection オペレーションのレスポンス
Amazon Rekognition はコレクションを作成し、新しく作成したコレクションの Amazon リソースネーム 
(ARN) を返します。

{ 
   "CollectionArn": "aws:rekognition:us-east-1:acct-id:collection/examplecollection", 
   "StatusCode": 200
}

コレクションにタグを設定する
Amazon Rekognition コレクションは、タグを使用して、識別、整理、検索、フィルタリングできます。各
タグは、ユーザー定義のキーと値で構成されるラベルです。

Identity and Access Management (IAM) を使用して、タグを使用してコレクションへのアクセスを制御す
ることもできます。詳細については、「」を参照してください。へのアクセスのコントロールAWSリソー
スタグを使用するリソース。

トピック
• 新しいコレクションにタグを追加する (p. 185)
• 既存のコレクションにタグを追加する (p. 185)
• コレクション内のタグを一覧表示する (p. 186)
• コレクションからタグを削除する (p. 186)
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新しいコレクションにタグを追加する
では、コレクションの作成時にタグを追加できます。CreateCollectionオペレーション. で 1 つ以上の
タグを指定しますTags配列入力パラメーターです。

AWS CLI

aws rekognition create-collection --collection-id "collection name"\ 
                --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}'  
             

Python

import boto3  
  
def create_collection(collection_id):  
    client = boto3.client('rekognition')  
  
    # Create a collection  
    print('Creating collection:' + collection_id)  
    response = client.create_collection(CollectionId=collection_id)  
    print('Collection ARN: ' + response['CollectionArn'])  
    print('Status code: ' + str(response['StatusCode']))  
    print('Done...')  
  
def main():  
    collection_id = 'NewCollectionName'  
    create_collection(collection_id)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

既存のコレクションにタグを追加する
既存のコレクションに 1 つ以上のタグを追加するには、TagResourceオペレーション. コレクションの 
Amazon リソースネーム (ARN) () を指定します。ResourceArn) とタグ (Tags) を追加します。次の例
は、2 つのタグの追加方法を示しています。

AWS CLI

aws rekognition tag-resource --resource-arn resource-arn \ 
                --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}'  
             

Python

import boto3  
  
def create_tag():  
    client = boto3.client('rekognition')  
    response = client.tag_resource(ResourceArn="arn:aws:rekognition:region-
name:5498347593847598:collection/NewCollectionName",  
                                   Tags={  
                                       "KeyName": "ValueName"  
                                   })  
    print(response)  
    if "'HTTPStatusCode': 200" in str(response):  
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        print("Success!!")  
  
def main():  
    create_tag()  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

Note

コレクションの Amazon リソースネーム (Amazon リソースネーム) が不明な場合
は、DescribeCollectionオペレーション.

コレクション内のタグを一覧表示する
コレクションにアタッチされるタグを一覧表示するには、ListTagsForResourceオペレーションを実行
し、コレクションの ARN を指定します (ResourceArn). レスポンスとは、指定されたコレクションにア
タッチされているタグキーと値のマップです。

AWS CLI

aws rekognition list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn

Python

import boto3  
  
def list_tags():  
    client = boto3.client('rekognition')  
    response = client.list_tags_for_resource(ResourceArn="arn:aws:rekognition:region-
name:5498347593847598:collection/NewCollectionName")  
    print(response)  
  
def main():  
    list_tags()  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

出力には、コレクションにアタッチされたタグのリストが表示されます。

                { 
    "Tags": { 
        "Dept": "Engineering", 
        "Name": "Ana Silva Carolina", 
        "Role": "Developer" 
    }
} 
             

コレクションからタグを削除する
コレクションから 1 つ以上のタグを削除するには、UntagResourceオペレーション. モデルの ARN を指
定します (ResourceArn) とタグキー (Tag-Keys) を削除するを選択します。
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AWS CLI

aws rekognition untag-resource --resource-arn resource-arn \ 
                --tag-keys '["key1","key2"]'

または、次の形式でタグキーを指定できます。

--tag-keys key1,key2

Python

import boto3  
  
def list_tags():  
    client = boto3.client('rekognition')  
    response = client.untag_resource(ResourceArn="arn:aws:rekognition:region-
name:5498347593847598:collection/NewCollectionName", TagKeys=['KeyName'])  
    print(response)  
  
def main():  
    list_tags()  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

コレクションの一覧表示
使用しているリージョンのコレクションを一覧表示するには、ListCollections (p. 636) オペレーションを
使用できます。

詳細については、「コレクションの管理 (p. 177)」を参照してください。

コレクションを一覧表示するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、ListCollections オペレーションを呼び出します。

Java

次の例では、現在のリージョンにあるコレクションを一覧表示します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
  
import java.util.List;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsRequest;  
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import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsResult;  
  
public class ListCollections {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
  
      AmazonRekognition amazonRekognition = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
   
  
      System.out.println("Listing collections");  
      int limit = 10;  
      ListCollectionsResult listCollectionsResult = null;  
      String paginationToken = null;  
      do {  
         if (listCollectionsResult != null) {  
            paginationToken = listCollectionsResult.getNextToken();  
         }  
         ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = new 
 ListCollectionsRequest()  
                 .withMaxResults(limit)  
                 .withNextToken(paginationToken);  
         
 listCollectionsResult=amazonRekognition.listCollections(listCollectionsRequest);  
           
         List < String > collectionIds = listCollectionsResult.getCollectionIds();  
         for (String resultId: collectionIds) {  
            System.out.println(resultId);  
         }  
      } while (listCollectionsResult != null && 
 listCollectionsResult.getNextToken() !=  
         null);  
       
   }   
}

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void listAllCollections(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 

            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = 
 ListCollectionsRequest.builder() 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

            ListCollectionsResponse response = 
 rekClient.listCollections(listCollectionsRequest); 
            List<String> collectionIds = response.collectionIds(); 
            for (String resultId : collectionIds) { 
                System.out.println(resultId); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、list-collections CLI オペレーションの JSON 出力を表示しま
す。

aws rekognition list-collections 

Python

次の例では、現在のリージョンにあるコレクションを一覧表示します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def list_collections():  
  
    max_results=2  
      
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    #Display all the collections  
    print('Displaying collections...')  
    response=client.list_collections(MaxResults=max_results)  
    collection_count=0  
    done=False  
      
    while done==False:  
        collections=response['CollectionIds']  
  
        for collection in collections:  
            print (collection)  
            collection_count+=1  
        if 'NextToken' in response:  
            nextToken=response['NextToken']  
            
 response=client.list_collections(NextToken=nextToken,MaxResults=max_results)  
              
        else:  
            done=True  
  
    return collection_count     
  
def main():  
  
    collection_count=list_collections()  
    print("collections: " + str(collection_count))  
if __name__ == "__main__":  
    main()

.NET

次の例では、現在のリージョンにあるコレクションを一覧表示します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
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using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class ListCollections
{ 
    public static void Example() 
    { 
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        Console.WriteLine("Listing collections"); 
        int limit = 10; 

        ListCollectionsResponse listCollectionsResponse = null; 
        String paginationToken = null; 
        do 
        { 
            if (listCollectionsResponse != null) 
                paginationToken = listCollectionsResponse.NextToken; 

            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = new 
 ListCollectionsRequest() 
            { 
                MaxResults = limit, 
                NextToken = paginationToken 
            }; 

            listCollectionsResponse = 
 rekognitionClient.ListCollections(listCollectionsRequest); 

            foreach (String resultId in listCollectionsResponse.CollectionIds) 
                Console.WriteLine(resultId); 
        } while (listCollectionsResponse != null && 
 listCollectionsResponse.NextToken != null); 
    }
}

Node.js

import { ListCollectionsCommand } from  "@aws-sdk/client-rekognition";  
import  { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region"; //e.g. "us-east-1"  
const rekogClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
  
  
const listCollection = async () => {  
    var max_results = 3  
    console.log("Displaying collections:")  
    var response = await rekogClient.send(new ListCollectionsCommand({MaxResults: 
 max_results}))  
    var collection_count = 0  
    var done = false  
    while (done == false){  
        var collections = response.CollectionIds  
        collections.forEach(collection => {  
            console.log(collection)  
            collection_count += 1  
        });  
        if (JSON.stringify(response).includes("NextToken")){  
            nextToken = response.NextToken  
            response = new ListCollectionsCommand({NextToken:nextToken, MaxResults: 
 max_results})  
        }  
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        else{  
            done=true  
        }  
        return collection_count  
    }  
}  
  
var collect_list = await listCollection()  
console.log(collect_list)

ListCollections オペレーション
ListCollections への入力は、返されるコレクションの最大数です。

{ 
    "MaxResults": 2
}

レスポンスのコレクション数が、によってリクエストされた数を超える場合MaxResultsでは、返される
トークンを使用して再度を呼び出し、残りの結果セットを取得できます。ListCollections。例:

{ 
    "NextToken": "MGYZLAHX1T5a....", 
    "MaxResults": 2
}

ListCollections オペレーション
Amazon Rekognition は、コレクションの配列 () を返します (CollectionIds). 別の配列 
(FaceModelVersions) は、各コレクションの顔の分析に使用する顔モデルのバージョンを返します。た
とえば、次の JSON レスポンスで、コレクション MyCollection はバージョン 2.0 の顔モデルを使用し
て顔を分析します。コレクション AnotherCollection は、バージョン 3.0 の顔モデルを使用します。
詳細については、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してください。

NextToken は、ListCollections を再度呼び出して次の結果セットを取得するために使用するトーク
ンです。

{ 
    "CollectionIds": [ 
        "MyCollection", 
        "AnotherCollection" 
    ], 
    "FaceModelVersions": [ 
        "2.0", 
        "3.0" 
    ], 
    "NextToken": "MGYZLAHX1T5a...."
}

コレクションの定義
DescribeCollection (p. 542) オペレーションを使用すると、コレクションに関する以下の情報を取得でき
ます。

• コレクション内でインデックス付けされる顔の数。
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• コレクションで使用されているモデルのバージョンです。詳細については、「the section called “モデル
のバージョニング” (p. 10)」を参照してください。

• コレクションの Amazon リソースネーム (ARN)
• コレクション作成日時。

コレクションを定義するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、DescribeCollection オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、コレクションを定義します。

値 collectionId は、目的のコレクションの ID に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeCollectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeCollectionResult;

public class DescribeCollection { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      String collectionId = "CollectionID"; 
       
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 

             
      System.out.println("Describing collection: " + 
         collectionId ); 
          
             
        DescribeCollectionRequest request = new DescribeCollectionRequest() 
                    .withCollectionId(collectionId); 
            
      DescribeCollectionResult describeCollectionResult = 
 rekognitionClient.describeCollection(request);  
      System.out.println("Collection Arn : " + 
         describeCollectionResult.getCollectionARN()); 
      System.out.println("Face count : " + 
         describeCollectionResult.getFaceCount().toString()); 
      System.out.println("Face model version : " + 
         describeCollectionResult.getFaceModelVersion()); 
      System.out.println("Created : " + 
         describeCollectionResult.getCreationTimestamp().toString()); 
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   }  

} 
     

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void describeColl(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionName) { 

    try { 

        DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest = 
 DescribeCollectionRequest.builder() 
             .collectionId(collectionName) 
             .build(); 

        DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse = 
 rekClient.describeCollection(describeCollectionRequest); 

         System.out.println("Collection Arn : " + 
             describeCollectionResponse.collectionARN()); 
         System.out.println("Created : " + 
             describeCollectionResponse.creationTimestamp().toString()); 

    } catch(RekognitionException e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
   }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、describe-collection CLI オペレーションの JSON 出力を表示
します。collection-id の値は、目的のコレクションの ID に変更します。

aws rekognition describe-collection --collection-id collectionname 
                           

Python

この例では、コレクションを定義します。

値 collection_id は、目的のコレクションの ID に変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
def describe_collection(collection_id):  
  
    print('Attempting to describe collection ' + collection_id)  
    client=boto3.client('rekognition')  
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    try:  
        response=client.describe_collection(CollectionId=collection_id)  
        print("Collection Arn: "  + response['CollectionARN'])  
        print("Face Count: "  + str(response['FaceCount']))  
        print("Face Model Version: "  + response['FaceModelVersion'])  
        print("Timestamp: "  + str(response['CreationTimestamp']))  
  
          
    except ClientError as e:  
        if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':  
            print ('The collection ' + collection_id + ' was not found ')  
        else:  
            print ('Error other than Not Found occurred: ' + e.response['Error']
['Message'])  
    print('Done...')  
  
  
def main():  
    collection_id='MyCollection'  
    describe_collection(collection_id)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()  
  
  

.NET

この例では、コレクションを定義します。

値 collectionId は、目的のコレクションの ID に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
using System;  
using Amazon.Rekognition;  
using Amazon.Rekognition.Model;  
  
public class DescribeCollection  
{  
    public static void Example()  
    {  
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();  
  
        String collectionId = "CollectionID";  
        Console.WriteLine("Describing collection: " + collectionId);  
  
        DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest = new 
 DescribeCollectionRequest()  
        {  
            CollectionId = collectionId  
        };  
  
        DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse = 
 rekognitionClient.DescribeCollection(describeCollectionRequest);  
        Console.WriteLine("Collection ARN: " + 
 describeCollectionResponse.CollectionARN);  
        Console.WriteLine("Face count: " + describeCollectionResponse.FaceCount);  
        Console.WriteLine("Face model version: " + 
 describeCollectionResponse.FaceModelVersion);  
        Console.WriteLine("Created: " + 
 describeCollectionResponse.CreationTimestamp);  
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    }  
} 

Node.js

import { DescribeCollectionCommand } from  "@aws-sdk/client-rekognition";  
import  { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
import { stringify } from "querystring";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region"; //e.g. "us-east-1"  
const rekogClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
  
// Name the collection  
const collection_name = "collectionName"  
const resourceArn = "resourceArn"  
  
const describeCollection = async (collectionName) => {  
    try {  
       console.log(`Attempting to describe collection named - ${collectionName}`)  
       var response = await rekogClient.send(new 
 DescribeCollectionCommand({CollectionId: collectionName}))  
       console.log('Collection Arn:')  
       console.log(response.CollectionARN)  
       console.log('Face Count:')  
       console.log(response.FaceCount)  
       console.log('Face Model Version:')  
       console.log(response.FaceModelVersion)  
       console.log('Timestamp:')  
       console.log(response.CreationTimestamp)  
       return response; // For unit tests.  
    } catch (err) {  
      console.log("Error", err.stack);  
    }  
  };  
  
describeCollection(collection_name)

DescribeCollection オペレーションのリクエスト
DescribeCollection への入力は、以下の JSON の例に示しているように、定義するコレクションの ID 
です。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection"
}

DescribeCollection オペレーションのレスポンス
レスポンスは以下のとおりです。

• コレクション内でインデックス付けされる顔の数、FaceCount。
• は、コレクションで使用されている顔モデルのバージョンです。FaceModelVersion。詳細について

は、「the section called “モデルのバージョニング” (p. 10)」を参照してください。
• コレクションの Amazon リソースネーム、CollectionARN。
• コレクション作成日時、CreationTimestamp。CreationTimestamp の値は、Unix エポック時間か

らコレクション作成までのミリ秒数です。Unix エポック時間は、1970 年 1 月 1 日木曜日の 00:00:00 協
定世界時 (UTC) です。詳細については、「Unix 時間」を参照してください。
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{ 
    "CollectionARN": "arn:aws:rekognition:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:collection/MyCollection", 
    "CreationTimestamp": 1.533422155042E9, 
    "FaceCount": 200, 
    "FaceModelVersion": "1.0"
}

コレクションの削除
コレクションの削除には、DeleteCollection (p. 529) オペレーションを使用できます。

詳細については、「コレクションの管理 (p. 177)」を参照してください。

コレクションを削除するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、DeleteCollection オペレーションを呼び出します。

Java

この例ではコレクションを削除します。

collectionId の値は、削除するコレクションに変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteCollectionRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteCollectionResult;  
  
  
public class DeleteCollection {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
      String collectionId = "MyCollection";  
  
      System.out.println("Deleting collections");  
        
      DeleteCollectionRequest request = new DeleteCollectionRequest()  
         .withCollectionId(collectionId);  
      DeleteCollectionResult deleteCollectionResult = 
 rekognitionClient.deleteCollection(request);          
    
      System.out.println(collectionId + ": " + 
 deleteCollectionResult.getStatusCode()  
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         .toString());  
  
   }   
  
}  
      
  
      
  

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリです。完全な例を見るここに。

    public static void deleteMyCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId ) { 

    try { 

        DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest = 
 DeleteCollectionRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .build(); 

        DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse = 
 rekClient.deleteCollection(deleteCollectionRequest); 
        System.out.println(collectionId + ": " + 
 deleteCollectionResponse.statusCode().toString()); 

    } catch(RekognitionException e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
  }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、delete-collection CLI オペレーションの JSON 出力を表示し
ます。collection-id の値は、削除するコレクションの名前に置き換えます。

aws rekognition delete-collection \ 
    --collection-id "collectionname" 

Python

この例ではコレクションを削除します。

collection_id の値は、削除するコレクションに変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
from os import environ  
  
def delete_collection(collection_id):  
  
  
    print('Attempting to delete collection ' + collection_id)  
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    client=boto3.client('rekognition')  
    status_code=0  
    try:  
        response=client.delete_collection(CollectionId=collection_id)  
        status_code=response['StatusCode']  
          
    except ClientError as e:  
        if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':  
            print ('The collection ' + collection_id + ' was not found ')  
        else:  
            print ('Error other than Not Found occurred: ' + e.response['Error']
['Message'])  
        status_code=e.response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']  
    return(status_code)  
  
  
def main():  
    collection_id='UnitTestCollection'  
    status_code=delete_collection(collection_id)  
    print('Status code: ' + str(status_code))  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()    
  

.NET

この例ではコレクションを削除します。

collectionId の値は、削除するコレクションに変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DeleteCollection
{ 
    public static void Example() 
    { 
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        String collectionId = "MyCollection"; 
        Console.WriteLine("Deleting collection: " + collectionId); 

        DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest = new 
 DeleteCollectionRequest() 
        { 
            CollectionId = collectionId 
        }; 

        DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse = 
 rekognitionClient.DeleteCollection(deleteCollectionRequest); 
        Console.WriteLine(collectionId + ": " + 
 deleteCollectionResponse.StatusCode); 
    }
}
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Node.js

import { DeleteCollectionCommand } from  "@aws-sdk/client-rekognition";  
import  { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region"; //e.g. "us-east-1"  
const rekogClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
  
// Name the collection  
const collection_name = "collectionName"  
  
const deleteCollection = async (collectionName) => {  
    try {  
       console.log(`Attempting to delete collection named - ${collectionName}`)  
       var response = await rekogClient.send(new 
 DeleteCollectionCommand({CollectionId: collectionName}))  
       var status_code = response.StatusCode  
       if (status_code = 200){  
           console.log("Collection successfully deleted.")  
       }  
       return response; // For unit tests.  
    } catch (err) {  
      console.log("Error", err.stack);  
    }  
  };  
  
deleteCollection(collection_name)

DeleteCollection オペレーションのリクエスト
DeleteCollection への入力は、削除するコレクションの ID です。JSON の例は次のとおりです。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection"
}

DeleteCollection オペレーションのレスポンス
DeleteCollection レスポンスには、オペレーションの成否を示す HTTP ステータスコードが含まれま
す。コレクションが正常に削除されると、200 が返されます。

{"StatusCode":200}

コレクションへの顔の追加
IndexFaces (p. 628) オペレーションを使用して、イメージ内の顔を検出し、コレクションに追加でき
ます。Amazon Rekognition は、検出した顔ごとに顔の特徴を抽出し、その特徴情報をデータベースに保
存します。さらに、検出した顔ごとのメタデータを、指定された顔コレクションに保存します。Amazon 
Rekognition では、実際のイメージのバイトを保存しません。

インデックス作成に適した顔の提供については、「顔比較入力画像の推奨事項 (p. 128)」を参照してくだ
さい。

IndexFaces オペレーションでは、顔ごとに以下の情報が保持されます。
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• 多次元の顔の特徴–IndexFacesでは、顔分析を使用して顔の特徴に関する多次元情報を抽出し、その情
報を顔コレクションに保存します。この情報に直接アクセスすることはできません。ただし、Amazon 
Rekognition は顔コレクション内で一致する顔を検索するときに、この情報を使用します。

 
• メタデータメタデータ — 各顔のメタデータには、境界ボックス、信頼度 (境界ボックスに顔が含まれて

いる確率)、Amazon Rekognition によって割り当てられた ID (顔 ID とイメージ ID)、およびリクエスト
の外部イメージ ID (指定した場合) が含まれます。この情報は、IndexFaces API コールのレスポンス
で返されます。例については、以下のレスポンスの face 要素を参照してください。

このメタデータは、以下の API コールのレスポンスで返されます。

 
• the section called “ListFaces” (p. 646)
• 顔の検索オペレーション – the section called “SearchFaces” (p. 659) および the section called 

“SearchFacesByImage” (p. 662) のレスポンスは、一致する顔ごとに一致の信頼度と、一致した顔の
メタデータを返します。

IndexFaces でインデックス付けされる顔の数は、入力コレクションに関連付けられている顔検出モデル
のバージョンによって異なります。詳細については、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してくだ
さい。

インデックスが付けられた顔に関する情報が the section called “FaceRecord” (p. 759) オブジェクトの配
列で返されます。

インデックスが付けられた顔を、顔を検出したイメージに関連付けることができます。たとえば、イ
メージのクライアント側のインデックスとイメージ内の顔を保持できます。顔をイメージと関連付けるに
は、ExternalImageId リクエストパラメータでイメージ ID を指定します。イメージ ID として、ファイ
ル名を使用するか、別に作成した ID を使用できます。

API は、顔コレクションに保存する前述の情報に加えて、コレクションに保存されない顔の詳細も返しま
す (以下のレスポンス例の faceDetail 要素を参照してください)。

Note

DetectFaces から同じ情報が返されるため、同じイメージに対して DetectFaces と
IndexFaces の両方を呼び出す必要はありません。

顔のフィルタリング
IndexFaces オペレーションにより、インデックスが付けられた顔をイメージからフィルタリングすること
ができます。IndexFaces を使用すると、インデックスの顔の最大数を指定したり、高品質で検出された
顔のみにインデックスを付けることを選択したりできます。

MaxFaces 入力パラメーターを使用して IndexFaces によりインデックスが付けられる顔の最大数を指
定することができます。この機能は、イメージ内の最も大きい顔にインデックスを付け、背景に立ってい
る人の顔など、小さい顔にインデックスを付けない場合に役立ちます。

デフォルトでは、IndexFaces は顔を除外するために使用する品質基準を選択します。QualityFilter
入力パラメータを使用して、品質基準を明示的に設定できます。値は次のとおりです。

• AUTO— Amazon Rekognition では、顔を除外するために使用する品質基準を選択します (デフォルト
値)。

• LOW— 最低品質の顔を除くすべての顔がインデックス化されます。
• MEDIUM
• HIGH— 最高品質の顔のみがインデックス化されます。
• NONE - 品質に基づいて顔が除外されません。
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IndexFaces は、次の理由により顔をフィルタリングします。

• イメージサイズに比べて顔が小さすぎる。
• 顔が極端にぼやけている。
• イメージが暗すぎる。
• 顔が極端なポーズをしている。
• 顔に、顔検索に適したディテールがない。

Note

品質フィルタリングを使用するには、バージョン 3 以上の顔モデルに関連付けられているコレ
クションが必要です。コレクションに関連付けられている顔モデルのバージョンを取得するに
は、the section called “DescribeCollection” (p. 542) を呼び出します。

IndexFaces によりインデックスが付けられていない顔に関する情報が the section called 
“UnindexedFace” (p. 820) オブジェクトの配列で返されます。Reasons 配列には、顔にインデックスが
付けられていない理由のリストが含まれています。たとえば、EXCEEDS_MAX_FACES の値は、MaxFaces
により指定された顔の数が既に検出されているためにインデックスが付けられていない顔です。

詳細については、「コレクション内の顔の管理 (p. 177)」を参照してください。

コレクションに顔を追加するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. イメージ (1 つ以上の顔を含むもの) を Amazon S3 バケットにアップロードします。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、IndexFaces オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、コレクションに追加した顔の識別子を表示します。

collectionId の値は、顔を追加するコレクションの名前に変更します。の値を置換す
るbucketそしてphotoは、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用し
ます。.withMaxFaces(1) パラメーターは、インデックスが付けられた顔の数を 1 に制限しま
す。必要に応じて値を変更または削除します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceRecord;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.IndexFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.IndexFacesResult;  
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import com.amazonaws.services.rekognition.model.QualityFilter;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.UnindexedFace;  
import java.util.List;  
  
public class AddFacesToCollection {  
    public static final String collectionId = "MyCollection";  
    public static final String bucket = "bucket";  
    public static final String photo = "input.jpg";  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
        Image image = new Image()  
                .withS3Object(new S3Object()  
                .withBucket(bucket)  
                .withName(photo));  
          
        IndexFacesRequest indexFacesRequest = new IndexFacesRequest()  
                .withImage(image)  
                .withQualityFilter(QualityFilter.AUTO)  
                .withMaxFaces(1)  
                .withCollectionId(collectionId)  
                .withExternalImageId(photo)  
                .withDetectionAttributes("DEFAULT");  
  
        IndexFacesResult indexFacesResult = 
 rekognitionClient.indexFaces(indexFacesRequest);  
          
        System.out.println("Results for " + photo);  
        System.out.println("Faces indexed:");  
        List<FaceRecord> faceRecords = indexFacesResult.getFaceRecords();  
        for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) {  
            System.out.println("  Face ID: " + faceRecord.getFace().getFaceId());  
            System.out.println("  Location:" + 
 faceRecord.getFaceDetail().getBoundingBox().toString());  
        }  
          
        List<UnindexedFace> unindexedFaces = indexFacesResult.getUnindexedFaces();  
        System.out.println("Faces not indexed:");  
        for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) {  
            System.out.println("  Location:" + 
 unindexedFace.getFaceDetail().getBoundingBox().toString());  
            System.out.println("  Reasons:");  
            for (String reason : unindexedFace.getReasons()) {  
                System.out.println("   " + reason);  
            }  
        }  
    }  
}

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリです。完全な例を見るここに。

    public static void addToCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionId, String sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
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            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            IndexFacesRequest facesRequest = IndexFacesRequest.builder() 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .image(souImage) 
                    .maxFaces(1) 
                    .qualityFilter(QualityFilter.AUTO) 
                    .detectionAttributes(Attribute.DEFAULT) 
                    .build(); 

            IndexFacesResponse facesResponse = rekClient.indexFaces(facesRequest); 

            // Display the results. 
            System.out.println("Results for the image"); 
            System.out.println("\n Faces indexed:"); 
            List<FaceRecord> faceRecords = facesResponse.faceRecords(); 
            for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) { 
                System.out.println("  Face ID: " + faceRecord.face().faceId()); 
                System.out.println("  Location:" + 
 faceRecord.faceDetail().boundingBox().toString()); 
            } 

            List<UnindexedFace> unindexedFaces = facesResponse.unindexedFaces(); 
            System.out.println("Faces not indexed:"); 
            for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) { 
                System.out.println("  Location:" + 
 unindexedFace.faceDetail().boundingBox().toString()); 
                System.out.println("  Reasons:"); 
                for (Reason reason : unindexedFace.reasons()) { 
                    System.out.println("Reason:  " + reason); 
                } 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、index-faces CLI オペレーションの JSON 出力を表示します。

collection-id の値は、顔を保存する先のコレクションの名前に置き換えます。の値を置換す
るBucketそしてNameステップ 2 で使用した Amazon S3 バケットとイメージファイルを使用し
ます。max-faces パラメーターは、インデックスが付けられた顔の数を 1 に制限します。必要
に応じて値を変更または削除します。

aws rekognition index-faces \ 
      --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket-name","Name":"file-name"}}' \ 
      --collection-id "collection-id" \ 
      --max-faces 1 \ 
      --quality-filter "AUTO" \ 
      --detection-attributes "ALL" \ 
      --external-image-id "example-image.jpg" 

Python

この例では、コレクションに追加した顔の識別子を表示します。
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collectionId の値は、顔を追加するコレクションの名前に変更します。の値を置換す
るbucketそしてphotoは、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用し
ます。MaxFaces 入力パラメーターは、インデックスが付けられた顔の数を 1 に制限します。必
要に応じて値を変更または削除します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def add_faces_to_collection(bucket,photo,collection_id):  
  
  
      
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    response=client.index_faces(CollectionId=collection_id,  
                                Image={'S3Object':{'Bucket':bucket,'Name':photo}},  
                                ExternalImageId=photo,  
                                MaxFaces=1,  
                                QualityFilter="AUTO",  
                                DetectionAttributes=['ALL'])  
  
    print ('Results for ' + photo)    
    print('Faces indexed:')        
    for faceRecord in response['FaceRecords']:  
         print('  Face ID: ' + faceRecord['Face']['FaceId'])  
         print('  Location: {}'.format(faceRecord['Face']['BoundingBox']))  
  
    print('Faces not indexed:')  
    for unindexedFace in response['UnindexedFaces']:  
        print(' Location: {}'.format(unindexedFace['FaceDetail']['BoundingBox']))  
        print(' Reasons:')  
        for reason in unindexedFace['Reasons']:  
            print('   ' + reason)  
    return len(response['FaceRecords'])  
  
def main():  
    bucket='bucket'  
    collection_id='collection'  
    photo='photo'  
      
      
    indexed_faces_count=add_faces_to_collection(bucket, photo, collection_id)  
    print("Faces indexed count: " + str(indexed_faces_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

.NET

この例では、コレクションに追加した顔の識別子を表示します。

collectionId の値は、顔を追加するコレクションの名前に変更します。の値を置換す
るbucketそしてphotoは、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バケット名とイメージ名を使用し
ます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
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using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class AddFaces
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String collectionId = "MyCollection"; 
        String bucket = "bucket"; 
        String photo = "input.jpg"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        Image image = new Image() 
        { 
            S3Object = new S3Object() 
            { 
                Bucket = bucket, 
                Name = photo 
            } 
        }; 

        IndexFacesRequest indexFacesRequest = new IndexFacesRequest() 
        { 
            Image = image, 
            CollectionId = collectionId, 
            ExternalImageId = photo, 
            DetectionAttributes = new List<String>(){ "ALL" } 
        }; 

        IndexFacesResponse indexFacesResponse = 
 rekognitionClient.IndexFaces(indexFacesRequest); 

        Console.WriteLine(photo + " added"); 
        foreach (FaceRecord faceRecord in indexFacesResponse.FaceRecords) 
            Console.WriteLine("Face detected: Faceid is " + 
               faceRecord.Face.FaceId); 
    }
}

IndexFaces オペレーションのリクエスト
IndexFaces への入力は、インデックス付けするイメージと顔を追加するコレクションです。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection", 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "input.jpg" 
        } 
    }, 
    "ExternalImageId": "input.jpg", 
    "DetectionAttributes": [ 
        "DEFAULT" 
    ], 
    "MaxFaces": 1, 
    "QualityFilter": "AUTO"
}
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IndexFaces のレスポンス
IndexFaces は、イメージ内で検出された顔に関する情報を返します。たとえば、次の JSON レスポ
ンスは、入力イメージ内で検出された顔のデフォルトの検出属性を返します。以下の例では、インデッ
クスが付けられていない顔も示しています。MaxFaces入力パラメータを超過しました —Reasons配
列に含まれるものMAX_FACES。品質の理由で顔にインデックスが付けられない場合、Reasons には
LOW_SHARPNESS や LOW_BRIGHTNESS などの値が含まれます。詳細については、「the section 
called “UnindexedFace” (p. 820)」を参照してください。

{ 
    "FaceModelVersion": "3.0", 
    "FaceRecords": [ 
        { 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.3247932195663452, 
                    "Left": 0.5055555701255798, 
                    "Top": 0.2743072211742401, 
                    "Width": 0.21444444358348846 
                }, 
                "Confidence": 99.99998474121094, 
                "ExternalImageId": "input.jpg", 
                "FaceId": "b86e2392-9da1-459b-af68-49118dc16f87", 
                "ImageId": "09f43d92-02b6-5cea-8fbd-9f187db2050d" 
            }, 
            "FaceDetail": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.3247932195663452, 
                    "Left": 0.5055555701255798, 
                    "Top": 0.2743072211742401, 
                    "Width": 0.21444444358348846 
                }, 
                "Confidence": 99.99998474121094, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "eyeLeft", 
                        "X": 0.5751981735229492, 
                        "Y": 0.4010535478591919 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "eyeRight", 
                        "X": 0.6511467099189758, 
                        "Y": 0.4017036259174347 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "nose", 
                        "X": 0.6314528584480286, 
                        "Y": 0.4710812568664551 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthLeft", 
                        "X": 0.5879443287849426, 
                        "Y": 0.5171778798103333 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthRight", 
                        "X": 0.6444502472877502, 
                        "Y": 0.5164633989334106 
                    } 
                ], 
                "Pose": { 
                    "Pitch": -10.313642501831055, 
                    "Roll": -1.0316886901855469, 
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                    "Yaw": 18.079818725585938 
                }, 
                "Quality": { 
                    "Brightness": 71.2919921875, 
                    "Sharpness": 78.74752044677734 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "OrientationCorrection": "", 
    "UnindexedFaces": [ 
        { 
            "FaceDetail": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.1329464465379715, 
                    "Left": 0.5611110925674438, 
                    "Top": 0.6832437515258789, 
                    "Width": 0.08777777850627899 
                }, 
                "Confidence": 92.37225341796875, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "eyeLeft", 
                        "X": 0.5796897411346436, 
                        "Y": 0.7452847957611084 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "eyeRight", 
                        "X": 0.6078574657440186, 
                        "Y": 0.742687463760376 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "nose", 
                        "X": 0.597953200340271, 
                        "Y": 0.7620673179626465 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthLeft", 
                        "X": 0.5884202122688293, 
                        "Y": 0.7920381426811218 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthRight", 
                        "X": 0.60627681016922, 
                        "Y": 0.7919750809669495 
                    } 
                ], 
                "Pose": { 
                    "Pitch": 15.658954620361328, 
                    "Roll": -4.583454608917236, 
                    "Yaw": 10.558992385864258 
                }, 
                "Quality": { 
                    "Brightness": 42.54612350463867, 
                    "Sharpness": 86.93206024169922 
                } 
            }, 
            "Reasons": [ 
                "EXCEEDS_MAX_FACES" 
            ] 
        } 
    ]
}
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すべての顔の情報を取得するには、DetectionAttributes リクエストパラメータに「ALL」を指定しま
す。次のレスポンス例で、faceDetail 要素の追加情報はサーバーに保持されないことに注意してくださ
い。

• 25 の顔ランドマーク (前の例では 5 つのみ)
• 9 つの顔属性 (眼鏡、ひげなど)
• 感情 (emotion 要素を参照)

face 要素は、サーバーに保持されるメタデータを提供します。

FaceModelVersion は、コレクションに関連付けられている顔モデルのバージョンです。詳細について
は、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してください。

OrientationCorrection は、イメージの向きの予測です。バージョン 3 よりも新しいバージョンの顔
検出モデルを使用している場合、方向補正情報は返されません。詳細については、「イメージの向きとバ
ウンディングボックスの座標を取得する (p. 55)」を参照してください。

{ 
    "FaceModelVersion": "3.0", 
    "FaceRecords": [ 
        { 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.06333333253860474, 
                    "Left": 0.17185185849666595, 
                    "Top": 0.7366666793823242, 
                    "Width": 0.11061728745698929 
                }, 
                "Confidence": 99.99999237060547, 
                "ExternalImageId": "input.jpg", 
                "FaceId": "578e2e1b-d0b0-493c-aa39-ba476a421a34", 
                "ImageId": "9ba38e68-35b6-5509-9d2e-fcffa75d1653" 
            }, 
            "FaceDetail": { 
                "AgeRange": { 
                    "High": 25, 
                    "Low": 15 
                }, 
                "Beard": { 
                    "Confidence": 99.98077392578125, 
                    "Value": false 
                }, 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.06333333253860474, 
                    "Left": 0.17185185849666595, 
                    "Top": 0.7366666793823242, 
                    "Width": 0.11061728745698929 
                }, 
                "Confidence": 99.99999237060547, 
                "Emotions": [ 
                    { 
                        "Confidence": 95.40877532958984, 
                        "Type": "HAPPY" 
                    }, 
                    { 
                        "Confidence": 6.6088080406188965, 
                        "Type": "CALM" 
                    }, 
                    { 
                        "Confidence": 0.7385611534118652, 
                        "Type": "SAD" 
                    } 
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                ], 
                "Eyeglasses": { 
                    "Confidence": 99.96795654296875, 
                    "Value": false 
                }, 
                "EyesOpen": { 
                    "Confidence": 64.0671157836914, 
                    "Value": true 
                }, 
                "Gender": { 
                    "Confidence": 100, 
                    "Value": "Female" 
                }, 
                "Landmarks": [ 
                    { 
                        "Type": "eyeLeft", 
                        "X": 0.21361233294010162, 
                        "Y": 0.757106363773346 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "eyeRight", 
                        "X": 0.2518567442893982, 
                        "Y": 0.7599404454231262 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "nose", 
                        "X": 0.2262365221977234, 
                        "Y": 0.7711842060089111 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthLeft", 
                        "X": 0.2050037682056427, 
                        "Y": 0.7801263332366943 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthRight", 
                        "X": 0.2430567592382431, 
                        "Y": 0.7836716771125793 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftPupil", 
                        "X": 0.2161938101053238, 
                        "Y": 0.756662905216217 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightPupil", 
                        "X": 0.2523181438446045, 
                        "Y": 0.7603650689125061 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeBrowLeft", 
                        "X": 0.20066319406032562, 
                        "Y": 0.7501518130302429 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeBrowUp", 
                        "X": 0.2130996286869049, 
                        "Y": 0.7480520606040955 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeBrowRight", 
                        "X": 0.22584207355976105, 
                        "Y": 0.7504606246948242 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeBrowLeft", 
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                        "X": 0.24509544670581818, 
                        "Y": 0.7526801824569702 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeBrowUp", 
                        "X": 0.2582615911960602, 
                        "Y": 0.7516844868659973 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeBrowRight", 
                        "X": 0.26881539821624756, 
                        "Y": 0.7554477453231812 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeLeft", 
                        "X": 0.20624476671218872, 
                        "Y": 0.7568746209144592 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeRight", 
                        "X": 0.22105035185813904, 
                        "Y": 0.7582521438598633 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeUp", 
                        "X": 0.21401576697826385, 
                        "Y": 0.7553104162216187 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "leftEyeDown", 
                        "X": 0.21317370235919952, 
                        "Y": 0.7584449648857117 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeLeft", 
                        "X": 0.24393919110298157, 
                        "Y": 0.7600628137588501 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeRight", 
                        "X": 0.2598416209220886, 
                        "Y": 0.7605880498886108 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeUp", 
                        "X": 0.2519053518772125, 
                        "Y": 0.7582084536552429 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "rightEyeDown", 
                        "X": 0.25177454948425293, 
                        "Y": 0.7612871527671814 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "noseLeft", 
                        "X": 0.2185886949300766, 
                        "Y": 0.774715781211853 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "noseRight", 
                        "X": 0.23328955471515656, 
                        "Y": 0.7759330868721008 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthUp", 
                        "X": 0.22446128726005554, 
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                        "Y": 0.7805567383766174 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "mouthDown", 
                        "X": 0.22087252140045166, 
                        "Y": 0.7891407608985901 
                    } 
                ], 
                "MouthOpen": { 
                    "Confidence": 95.87068939208984, 
                    "Value": false 
                }, 
                "Mustache": { 
                    "Confidence": 99.9828109741211, 
                    "Value": false 
                }, 
                "Pose": { 
                    "Pitch": -0.9409101605415344, 
                    "Roll": 7.233824253082275, 
                    "Yaw": -2.3602254390716553 
                }, 
                "Quality": { 
                    "Brightness": 32.01998519897461, 
                    "Sharpness": 93.67259216308594 
                }, 
                "Smile": { 
                    "Confidence": 86.7142105102539, 
                    "Value": true 
                }, 
                "Sunglasses": { 
                    "Confidence": 97.38925170898438, 
                    "Value": false 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "OrientationCorrection": "ROTATE_0" 
    "UnindexedFaces": []
}

コレクション内の顔を一覧表示する
ListFaces (p. 646) オペレーションで、コレクション内の顔を一覧表示できます。

詳細については、「コレクション内の顔の管理 (p. 177)」を参照してください。

コレクション内の顔を一覧表示するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、ListFaces オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、コレクション内の顔を一覧表示します。
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collectionId の値は、目的のコレクションに変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Face;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListFacesResult;  
import java.util.List;  
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;  
  
  
  
public class ListFacesInCollection {  
    public static final String collectionId = "MyCollection";  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
        
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
      ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();  
  
      ListFacesResult listFacesResult = null;  
      System.out.println("Faces in collection " + collectionId);  
  
      String paginationToken = null;  
      do {  
         if (listFacesResult != null) {  
            paginationToken = listFacesResult.getNextToken();  
         }  
           
         ListFacesRequest listFacesRequest = new ListFacesRequest()  
                 .withCollectionId(collectionId)  
                 .withMaxResults(1)  
                 .withNextToken(paginationToken);  
          
         listFacesResult =  rekognitionClient.listFaces(listFacesRequest);  
         List < Face > faces = listFacesResult.getFaces();  
         for (Face face: faces) {  
            System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()  
               .writeValueAsString(face));  
         }  
      } while (listFacesResult != null && listFacesResult.getNextToken() !=  
         null);  
   }  
  
}  
       

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリです。完全な例を見るここに。

    public static void listFacesCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionId ) { 

        try { 
            ListFacesRequest facesRequest = ListFacesRequest.builder() 
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                .collectionId(collectionId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListFacesResponse facesResponse = rekClient.listFaces(facesRequest); 

            // For each face in the collection, print out the confidence level and 
 face id value. 
            List<Face> faces = facesResponse.faces(); 
            for (Face face: faces) { 
                System.out.println("Confidence level there is a face: 
 "+face.confidence()); 
                System.out.println("The face Id value is "+face.faceId()); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
      }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、list-faces CLI オペレーションの JSON 出力を表示しま
す。collection-id の値は、顔を一覧表示するコレクションの名前に置き換えます。

aws rekognition list-faces \ 
      --collection-id "collection-id"   

Python

この例では、コレクション内の顔を一覧表示します。

collectionId の値は、目的のコレクションに変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def list_faces_in_collection(collection_id):  
  
  
    maxResults=2  
    faces_count=0  
    tokens=True  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
    response=client.list_faces(CollectionId=collection_id,  
                               MaxResults=maxResults)  
  
    print('Faces in collection ' + collection_id)  
  
   
    while tokens:  
  
        faces=response['Faces']  
  
        for face in faces:  
            print (face)  
            faces_count+=1  
        if 'NextToken' in response:  
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            nextToken=response['NextToken']  
            response=client.list_faces(CollectionId=collection_id,  
                                       NextToken=nextToken,MaxResults=maxResults)  
        else:  
            tokens=False  
    return faces_count     
def main():  
  
    collection_id='collection'  
  
    faces_count=list_faces_in_collection(collection_id)  
    print("faces count: " + str(faces_count))  
if __name__ == "__main__":  
    main()

.NET

この例では、コレクション内の顔を一覧表示します。

collectionId の値は、目的のコレクションに変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class ListFaces
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String collectionId = "MyCollection"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        ListFacesResponse listFacesResponse = null; 
        Console.WriteLine("Faces in collection " + collectionId); 

        String paginationToken = null; 
        do 
        { 
            if (listFacesResponse != null) 
                paginationToken = listFacesResponse.NextToken; 

            ListFacesRequest listFacesRequest = new ListFacesRequest() 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
                MaxResults = 1, 
                NextToken = paginationToken 
            }; 

            listFacesResponse = rekognitionClient.ListFaces(listFacesRequest); 
            foreach(Face face in listFacesResponse.Faces) 
                Console.WriteLine(face.FaceId); 
        } while (listFacesResponse != null && !
String.IsNullOrEmpty(listFacesResponse.NextToken)); 
    }
}
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ListFaces オペレーションのリクエスト
ListFaces への入力は、顔を一覧表示するコレクションの ID です。MaxResults は、返される顔の最大
数です。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection", 
    "MaxResults": 1
}

レスポンス内に MaxResults でリクエストされた数を超える顔がある場合は、返されるトークンを使用し
て再度 ListFaces を呼び出し、残りの結果セットを取得できます。例:

{ 
    "CollectionId": "MyCollection", 
    "NextToken": "sm+5ythT3aeEVIR4WA....", 
    "MaxResults": 1
}

ListFaces オペレーションレスポンス
ListFaces からのレスポンスは、指定したコレクションに保存されている顔のメタデータに関する情報
です。

• FaceModelVersion— コレクションに関連付けられている顔モデルのバージョンです。詳細について
は、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してください。

• 顔— コレクション内の顔に関する情報です。これには、the section called “BoundingBox” (p. 721)、信
頼度、イメージ識別子、および顔 ID に関する情報が含まれます。詳細については、「the section called 
“Face” (p. 752)」を参照してください。

• NextToken – 次の結果セットを取得するために使用するトークンです。

{ 
    "FaceModelVersion": "3.0", 
    "Faces": [ 
        { 
            "BoundingBox": { 
                "Height": 0.06333330273628235, 
                "Left": 0.1718519926071167, 
                "Top": 0.7366669774055481, 
                "Width": 0.11061699688434601 
            }, 
            "Confidence": 100, 
            "ExternalImageId": "input.jpg", 
            "FaceId": "0b683aed-a0f1-48b2-9b5e-139e9cc2a757", 
            "ImageId": "9ba38e68-35b6-5509-9d2e-fcffa75d1653", 
            "IndexFacesModelVersion": "5.0" 
        } 
    ], 
    "NextToken": "sm+5ythT3aeEVIR4WA...."
}

コレクションから顔を削除する
DeleteFaces (p. 533) オペレーションを使用して、コレクションから顔を削除できます。詳細について
は、「コレクション内の顔の管理 (p. 177)」を参照してください。
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コレクションから顔を削除するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、DeleteFaces オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、コレクションから 1 つの顔を削除します。

collectionId の値は、削除する顔が含まれているコレクションに変更します。faces の値
は、削除する顔の ID に変更します。複数の顔を削除するには、顔 ID を faces 配列に追加しま
す。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteFacesResult;  
  
import java.util.List;  
  
  
public class DeleteFacesFromCollection {  
   public static final String collectionId = "MyCollection";  
   public static final String faces[] = {"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"};  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
        
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
       
        
      DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest()  
              .withCollectionId(collectionId)  
              .withFaceIds(faces);  
       
      DeleteFacesResult 
 deleteFacesResult=rekognitionClient.deleteFaces(deleteFacesRequest);  
        
       
      List < String > faceRecords = deleteFacesResult.getDeletedFaces();  
      System.out.println(Integer.toString(faceRecords.size()) + " face(s) 
 deleted:");  
      for (String face: faceRecords) {  
         System.out.println("FaceID: " + face);  
      }  
   }  
}  
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Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void deleteFacesCollection(RekognitionClient rekClient, 
                                             String collectionId, 
                                             String faceId) { 

        try { 
            DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = DeleteFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .faceIds(faceId) 
                .build(); 

            rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest); 
            System.out.println("The face was deleted from the collection."); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、delete-faces CLI オペレーションの JSON 出力を表示しま
す。collection-id の値は、削除する顔が含まれているコレクションの名前に置き換えま
す。face-ids の値は、削除する顔 ID の配列に置き換えます。

aws rekognition delete-faces --collection-id "collectionname" --face-ids 
 '["faceid"]'

Python

この例では、コレクションから 1 つの顔を削除します。

collectionId の値は、削除する顔が含まれているコレクションに変更します。faces の値
は、削除する顔の ID に変更します。複数の顔を削除するには、顔 ID を faces 配列に追加しま
す。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def delete_faces_from_collection(collection_id, faces):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    response=client.delete_faces(CollectionId=collection_id,  
                               FaceIds=faces)  
      
    print(str(len(response['DeletedFaces'])) + ' faces deleted:')          
    for faceId in response['DeletedFaces']:  
         print (faceId)  
    return len(response['DeletedFaces'])  
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def main():  
  
    collection_id='collection'  
    faces=[]  
    faces.append("xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx")  
  
    faces_count=delete_faces_from_collection(collection_id, faces)  
    print("deleted faces count: " + str(faces_count))  
  
if __name__ == "__main__":  
    main() 

.NET

この例では、コレクションから 1 つの顔を削除します。

collectionId の値は、削除する顔が含まれているコレクションに変更します。faces の値
は、削除する顔の ID に変更します。複数の顔を削除するには、顔 ID を faces リストに追加し
ます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DeleteFaces
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String collectionId = "MyCollection"; 
        List<String> faces = new List<String>() { "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx" }; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest() 
        { 
            CollectionId = collectionId, 
            FaceIds = faces 
        }; 

        DeleteFacesResponse deleteFacesResponse = 
 rekognitionClient.DeleteFaces(deleteFacesRequest); 
        foreach (String face in deleteFacesResponse.DeletedFaces) 
            Console.WriteLine("FaceID: " + face); 
    }
}

DeleteFaces オペレーションのリクエスト
DeleteFaces への入力は、顔が含まれているコレクションの ID と、削除する顔の ID の配列です。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection", 
    "FaceIds": [ 
        "daf29cac-f910-41e9-851f-6eeb0e08f973" 
    ]
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}

DeleteFaces オペレーションのレスポンス
DeleteFaces レスポンスは、削除した顔の ID の配列を返します。

{ 
    "DeletedFaces": [ 
        "daf29cac-f910-41e9-851f-6eeb0e08f973" 
    ]
}

フェイス ID を使用して顔を検索する
SearchFaces (p. 659) オペレーションを使用して、指定した ID と一致するコレクション内の顔を検索で
きます。

顔が検出されると、その顔 ID が IndexFaces (p. 628) オペレーションレスポンスで返され、コレクショ
ンに追加されます。詳細については、「コレクション内の顔の管理 (p. 177)」を参照してください。

顔 ID を使用してコレクション内の顔を検索するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、SearchFaces オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、顔 ID で識別された顔と一致する顔に関する情報を表示します。

collectionID の値は、必要な顔が含まれているコレクションに変更します。faceId の値は、
検索する顔の識別子に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceMatch;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesResult;  
import java.util.List;  
  
  
  public class SearchFaceMatchingIdCollection {  
      public static final String collectionId = "MyCollection";  
      public static final String faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";  
        
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
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        AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
        
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();  
      // Search collection for faces matching the face id.  
        
      SearchFacesRequest searchFacesRequest = new SearchFacesRequest()  
              .withCollectionId(collectionId)  
              .withFaceId(faceId)  
              .withFaceMatchThreshold(70F)  
              .withMaxFaces(2);  
             
       SearchFacesResult searchFacesByIdResult =   
               rekognitionClient.searchFaces(searchFacesRequest);  
  
       System.out.println("Face matching faceId " + faceId);  
      List < FaceMatch > faceImageMatches = 
 searchFacesByIdResult.getFaceMatches();  
      for (FaceMatch face: faceImageMatches) {  
         System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()  
                 .writeValueAsString(face));  
           
         System.out.println();  
      }  
    }  
  
}  
  
       

コード例を実行します。一致する顔に関する情報が表示されます。
Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void searchFacebyId(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId, String faceId) { 

        try { 
            SearchFacesRequest searchFacesRequest = SearchFacesRequest.builder() 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .faceId(faceId) 
                    .faceMatchThreshold(70F) 
                    .maxFaces(2) 
                    .build(); 

            SearchFacesResponse imageResponse = 
 rekClient.searchFaces(searchFacesRequest) ; 

            // Display the results. 
            System.out.println("Faces matching in the collection"); 
            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches(); 
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) { 
                System.out.println("The similarity level is  "+face.similarity()); 
                System.out.println(); 
            } 
        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、search-faces CLI オペレーションの JSON 出力を表示しま
す。face-id の値は、検索する顔識別子に置き換えます。collection-id の値は、検索先のコ
レクションに置き換えます。

aws rekognition search-faces \ 
    --face-id face-id \ 
    --collection-id "collection-id"

Python

この例では、顔 ID で識別された顔と一致する顔に関する情報を表示します。

collectionID の値は、必要な顔が含まれているコレクションに変更します。faceId の値は、
検索する顔の識別子に変更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def search_face_in_collection(face_id,collection_id):  
    threshold = 90  
    max_faces=2  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    
    response=client.search_faces(CollectionId=collection_id,  
                                FaceId=face_id,  
                                FaceMatchThreshold=threshold,  
                                MaxFaces=max_faces)  
  
                          
    face_matches=response['FaceMatches']  
    print ('Matching faces')  
    for match in face_matches:  
            print ('FaceId:' + match['Face']['FaceId'])  
            print ('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%")  
            print  
    return len(face_matches)  
  
def main():  
  
    face_id='xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'  
    collection_id='MyCollection'  
      
    faces=[]  
    faces.append(face_id)  
  
    faces_count=search_face_in_collection(face_id, collection_id)  
    print("faces found: " + str(faces_count))  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

.NET

この例では、顔 ID で識別された顔と一致する顔に関する情報を表示します。
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collectionID の値は、必要な顔が含まれているコレクションに変更します。faceId の値は、
検索する顔の識別子に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class SearchFacesMatchingId
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String collectionId = "MyCollection"; 
        String faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        // Search collection for faces matching the face id. 

        SearchFacesRequest searchFacesRequest = new SearchFacesRequest() 
        { 
            CollectionId = collectionId, 
            FaceId = faceId, 
            FaceMatchThreshold = 70F, 
            MaxFaces = 2 
        }; 

        SearchFacesResponse searchFacesResponse = 
 rekognitionClient.SearchFaces(searchFacesRequest); 

        Console.WriteLine("Face matching faceId " + faceId); 

        Console.WriteLine("Matche(s): "); 
        foreach (FaceMatch face in searchFacesResponse.FaceMatches) 
            Console.WriteLine("FaceId: " + face.Face.FaceId + ", Similarity: " + 
 face.Similarity); 
    }
}

コード例を実行します。一致する顔に関する情報が表示されます。

SearchFaces オペレーションのリ
顔 ID (顔コレクションに保存されている顔ごとに顔 ID があります) を指定すると、SearchFaces は指
定した顔コレクション内で類似の顔を検索します。レスポンスには、検索している顔自体は含まれず、
類似した顔のみが含まれます。デフォルトでは、アルゴリズムで 80% を超える類似度が検出された顔が
SearchFaces から返されます。類似度は、顔が入力イメージの顔と一致している度合いを示します。必
要に応じて、FaceMatchThreshold を使用して別の値を指定できます。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection", 
    "FaceId": "0b683aed-a0f1-48b2-9b5e-139e9cc2a757", 
    "MaxFaces": 2, 
    "FaceMatchThreshold": 70
}
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SearchFaces オペレーションのリ
このオペレーションでは、検索された一致する顔の配列と、入力として渡した顔 ID を返します。

{ 
    "SearchedFaceId": "7ecf8c19-5274-5917-9c91-1db9ae0449e2", 
    "FaceMatches": [ list of face matches found ]
}

レスポンスでは、検索された一致する顔ごとに類似度と顔のメタデータを返します。レスポンス例は次の
とおりです。

{ 
   ... 
    "FaceMatches": [ 
        { 
            "Similarity": 100.0, 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Width": 0.6154, 
                    "Top": 0.2442, 
                    "Left": 0.1765, 
                    "Height": 0.4692 
                }, 
                "FaceId": "84de1c86-5059-53f2-a432-34ebb704615d", 
                "Confidence": 99.9997, 
                "ImageId": "d38ebf91-1a11-58fc-ba42-f978b3f32f60" 
            } 
        }, 
        { 
            "Similarity": 84.6859, 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Width": 0.2044, 
                    "Top": 0.2254, 
                    "Left": 0.4622, 
                    "Height": 0.3119 
                }, 
                "FaceId": "6fc892c7-5739-50da-a0d7-80cc92c0ba54", 
                "Confidence": 99.9981, 
                "ImageId": "5d913eaf-cf7f-5e09-8c8f-cb1bdea8e6aa" 
            } 
        } 
    ]
}

画像を使用して顔を検索する
SearchFacesByImage (p. 662) オペレーションを使用して、指定したイメージ内の最大の顔と一致する
コレクション内の顔を検索できます。

詳細については、「コレクション内の顔を検索する (p. 178)」を参照してください。

イメージを使用してコレクション内の顔を検索するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:
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a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. イメージ (1 つ以上の有名人の顔が含まれているもの) を S3 バケットにアップロードします。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、SearchFacesByImage オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、イメージ内の最大の顔と一致する顔の情報を表示します。このコード例で
は、FaceMatchThreshold パラメータと MaxFaces パラメータの両方を指定して、レスポンス
で返される結果を制限します。

次の例で collectionId の値は、検索先のコレクションに変更します。bucket の値は、入力イ
メージが含まれているバケットに変更します。photo の値は、入力イメージに変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceMatch;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesByImageRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesByImageResult;  
import java.util.List;  
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;  
  
  
public class SearchFaceMatchingImageCollection {  
    public static final String collectionId = "MyCollection";  
    public static final String bucket = "bucket";  
    public static final String photo = "input.jpg";  
        
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
       AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
          
      ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();  
        
       // Get an image object from S3 bucket.  
      Image image=new Image()  
              .withS3Object(new S3Object()  
                      .withBucket(bucket)  
                      .withName(photo));  
        
      // Search collection for faces similar to the largest face in the image.  
      SearchFacesByImageRequest searchFacesByImageRequest = new 
 SearchFacesByImageRequest()  
              .withCollectionId(collectionId)  
              .withImage(image)  
              .withFaceMatchThreshold(70F)  
              .withMaxFaces(2);  
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       SearchFacesByImageResult searchFacesByImageResult =   
               rekognitionClient.searchFacesByImage(searchFacesByImageRequest);  
  
       System.out.println("Faces matching largest face in image from" + photo);  
      List < FaceMatch > faceImageMatches = 
 searchFacesByImageResult.getFaceMatches();  
      for (FaceMatch face: faceImageMatches) {  
          System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()  
                  .writeValueAsString(face));  
         System.out.println();  
      }  
   }  
}  
  
  
       

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void searchFaceInCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId, String sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceImage)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            SearchFacesByImageRequest facesByImageRequest = 
 SearchFacesByImageRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .maxFaces(10) 
                    .faceMatchThreshold(70F) 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .build(); 

            SearchFacesByImageResponse imageResponse = 
 rekClient.searchFacesByImage(facesByImageRequest) ; 

            // Display the results. 
            System.out.println("Faces matching in the collection"); 
            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches(); 
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) { 
                System.out.println("The similarity level is  "+face.similarity()); 
                System.out.println(); 
            } 
        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、search-faces-by-image CLI オペレーションの JSON 出力を表
示します。Bucket の値は、ステップ 2 で使用した S3 バケットに置き換えます。Name の値は、
ステップ 2 で使用したイメージファイル名に置き換えます。collection-id の値は、検索先の
コレクションに置き換えます。
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aws rekognition search-faces-by-image \ 
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket-name","Name":"Example.jpg"}}' \ 
    --collection-id "collection-id"

Python

この例では、イメージ内の最大の顔と一致する顔の情報を表示します。このコード例で
は、FaceMatchThreshold パラメータと MaxFaces パラメータの両方を指定して、レスポンス
で返される結果を制限します。

次の例では、以下を変更します。の値を変更します。collectionIdは、検索先のコレクション
に追加し、の値を置き換えます。bucketそしてphotoは、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バ
ケット名とイメージ名を使用します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
if __name__ == "__main__":  
  
    bucket='bucket'  
    collectionId='MyCollection'  
    fileName='input.jpg'  
    threshold = 70  
    maxFaces=2  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    
    response=client.search_faces_by_image(CollectionId=collectionId,  
                                Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':fileName}},  
                                FaceMatchThreshold=threshold,  
                                MaxFaces=maxFaces)  
  
                                  
    faceMatches=response['FaceMatches']  
    print ('Matching faces')  
    for match in faceMatches:  
            print ('FaceId:' + match['Face']['FaceId'])  
            print ('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%")  
            print  
  

.NET

この例では、イメージ内の最大の顔と一致する顔の情報を表示します。このコード例で
は、FaceMatchThreshold パラメータと MaxFaces パラメータの両方を指定して、レスポンス
で返される結果を制限します。

次の例では、以下を変更します。の値を変更します。collectionIdは、検索先のコレクション
に追加し、の値を置き換えます。bucketそしてphotoは、ステップ 2 で使用した Amazon S3 バ
ケット名とイメージ名を使用します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
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using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class SearchFacesMatchingImage
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String collectionId = "MyCollection"; 
        String bucket = "bucket"; 
        String photo = "input.jpg"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        // Get an image object from S3 bucket. 
        Image image = new Image() 
        { 
            S3Object = new S3Object() 
            { 
                Bucket = bucket, 
                Name = photo 
            } 
        }; 

        SearchFacesByImageRequest searchFacesByImageRequest = new 
 SearchFacesByImageRequest() 
        { 
            CollectionId = collectionId, 
            Image = image, 
            FaceMatchThreshold = 70F, 
            MaxFaces = 2 
        }; 

        SearchFacesByImageResponse searchFacesByImageResponse = 
 rekognitionClient.SearchFacesByImage(searchFacesByImageRequest); 

        Console.WriteLine("Faces matching largest face in image from " + photo); 
        foreach (FaceMatch face in searchFacesByImageResponse.FaceMatches) 
            Console.WriteLine("FaceId: " + face.Face.FaceId + ", Similarity: " + 
 face.Similarity); 
    }
}

SearchFacesByImage オペレーションのリクエスト
SearchFacesImageByImage への入力パラメータは、検索先のコレクションとソースイメージの場
所です。以下の例では、ソースイメージが Amazon S3 バケット () に保存されています (S3Object). 
また、返される顔の最大数 (Maxfaces) と、顔を返すために一致する必要がある最小限の信頼度 
(FaceMatchThreshold) も指定されています。

{ 
    "CollectionId": "MyCollection", 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "input.jpg" 
        } 
    }, 
    "MaxFaces": 2, 
    "FaceMatchThreshold": 70
}
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SearchFacesByImage オペレーションレスポンス
入力イメージ (.jpeg または .png) を指定すると、オペレーションでは入力イメージ内で顔を検出してか
ら、指定した顔コレクション内で類似する顔を検索します。

Note

入力イメージ内で複数の顔が検出された場合は、検出された中で最大の顔を使用して顔コレク
ション内を検索します。

このオペレーションでは、検索された一致する顔の配列と、入力の顔に関する情報を返します。これに
は、境界ボックスなどの情報と信頼値 (境界ボックス内に顔が含まれている信頼度) が含まれます。

デフォルトでは、アルゴリズムで 80% を超える類似度が検出された顔が SearchFacesByImage
から返されます。類似度は、顔が入力イメージの顔と一致している度合いを示します。必要に応じ
て、FaceMatchThreshold を使用して別の値を指定できます。レスポンスでは、検索された一致する顔
ごとに類似度と顔のメタデータが返されます。レスポンス例は次のとおりです。

{ 
    "FaceMatches": [ 
        { 
            "Face": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.06333330273628235, 
                    "Left": 0.1718519926071167, 
                    "Top": 0.7366669774055481, 
                    "Width": 0.11061699688434601 
                }, 
                "Confidence": 100, 
                "ExternalImageId": "input.jpg", 
                "FaceId": "578e2e1b-d0b0-493c-aa39-ba476a421a34", 
                "ImageId": "9ba38e68-35b6-5509-9d2e-fcffa75d1653" 
            }, 
            "Similarity": 99.9764175415039 
        } 
    ], 
    "FaceModelVersion": "3.0", 
    "SearchedFaceBoundingBox": { 
        "Height": 0.06333333253860474, 
        "Left": 0.17185185849666595, 
        "Top": 0.7366666793823242, 
        "Width": 0.11061728745698929 
    }, 
    "SearchedFaceConfidence": 99.99999237060547
}

保存された動画の顔を検索する
保存したビデオまたはストリーミングビデオで検出された人物の顔と一致するコレクション内の顔を検索
できます。このセクションでは、保存したビデオ内の顔の検索について説明します。ストリーミングビデ
オ内の顔の検索方法については、「ストリーミングビデオの操作 (p. 92)」を参照してください。

検索する顔は、IndexFaces (p. 628) を使用して最初にコレクション内でインデックスを付ける必要があ
ります。詳細については、「コレクションへの顔の追加 (p. 199)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video 顔を検索するプロセスでは、Amazon S3 バケットに保存されているビデオを
分析する他の Amazon Reknition ビデオオペレーションと同じ非同期プロセスに従います。保存したビデ
オ内の顔を検索を開始するには、StartFaceSearch (p. 679)をクリックし、検索するコレクションの ID 
を指定します。Amazon Rekognition Video では、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックにビデオ分析の完了ステータスを発行します。ビデオ分析が成功したら、GetFaceSearch (p. 605)
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を呼び出して検索結果を取得します。ビデオ分析の開始と結果の取得の詳細については、「Amazon 
Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照してください。

次の手順では、ビデオ内で検出された人物の顔と一致するコレクション内の顔を検索する方法を示し
ます。ビデオ内で一致した人物の追跡データを取得する方法も示します。この手順では、のコードを
拡張します。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)では、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用してビデオ分析リクエス
トの完了ステータスを取得できます。

ビデオ内で一致する顔を検索するには (SDK)

1. コレクションを作成します (p. 181)。
2. 顔にインデックスを付けてコレクションに追加します (p. 199)。
3. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 

(SDK) (p. 70)」を実行します。
4. ステップ 3 で作成したクラス VideoDetect に次のコードを追加します。

Java

   //Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
   //PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
       //Face collection search in video 
 ==================================================================  
       private static void StartFaceSearchCollection(String bucket, String video, 
 String collection) throws Exception{  
  
        NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
                .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
                .withRoleArn(roleArn);  
  
        StartFaceSearchRequest req = new StartFaceSearchRequest()  
                .withCollectionId(collection)  
                .withVideo(new Video()  
                        .withS3Object(new S3Object()  
                                .withBucket(bucket)  
                                .withName(video)))  
                .withNotificationChannel(channel);  
  
  
  
        StartFaceSearchResult startPersonCollectionSearchResult = 
 rek.startFaceSearch(req);  
        startJobId=startPersonCollectionSearchResult.getJobId();  
  
    }   
  
    //Face collection search in video 
 ==================================================================  
    private static void GetFaceSearchCollectionResults() throws Exception{  
  
       GetFaceSearchResult faceSearchResult=null;  
       int maxResults=10;  
       String paginationToken=null;  
  
       do {  
  
           if (faceSearchResult !=null){  
               paginationToken = faceSearchResult.getNextToken();  
           }  
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           faceSearchResult  = rek.getFaceSearch(  
                   new GetFaceSearchRequest()  
                   .withJobId(startJobId)  
                   .withMaxResults(maxResults)  
                   .withNextToken(paginationToken)  
                   .withSortBy(FaceSearchSortBy.TIMESTAMP)  
                   );  
  
  
           VideoMetadata videoMetaData=faceSearchResult.getVideoMetadata();  
  
           System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());  
           System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());  
           System.out.println("Duration: " + videoMetaData.getDurationMillis());  
           System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());  
           System.out.println();        
  
  
           //Show search results  
           List<PersonMatch> matches=   
                   faceSearchResult.getPersons();  
  
           for (PersonMatch match: matches) {   
               long milliSeconds=match.getTimestamp();  
               System.out.print("Timestamp: " + Long.toString(milliSeconds));  
               System.out.println(" Person number: " + 
 match.getPerson().getIndex());  
               List <FaceMatch> faceMatches = match.getFaceMatches();  
               if (faceMatches != null) {  
                   System.out.println("Matches in collection...");  
                   for (FaceMatch faceMatch: faceMatches){  
                       Face face=faceMatch.getFace();  
                       System.out.println("Face Id: "+ face.getFaceId());  
                       System.out.println("Similarity: " + 
 faceMatch.getSimilarity().toString());  
                       System.out.println();  
                   }  
               }  
               System.out.println();             
           }   
  
           System.out.println();   
  
       } while (faceSearchResult !=null && faceSearchResult.getNextToken() != 
 null);  
  
   } 

関数 main で、以下の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        String collection="collection"; 
        StartFaceSearchCollection(bucket, video, collection); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
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         GetFaceSearchCollectionResults();

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void StartFaceDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                          NotificationChannel channel, 
                                          String bucket, 
                                          String video) { 

        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartFaceDetectionRequest  faceDetectionRequest = 
 StartFaceDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("Faces") 
                    .faceAttributes(FaceAttributes.ALL) 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartFaceDetectionResponse startLabelDetectionResult = 
 rekClient.startFaceDetection(faceDetectionRequest); 
            startJobId=startLabelDetectionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetFaceResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetFaceDetectionResponse faceDetectionResponse=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (faceDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = faceDetectionResponse.nextToken(); 

                GetFaceDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetFaceDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                       .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    faceDetectionResponse = 
 rekClient.getFaceDetection(recognitionRequest); 
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                    status = faceDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=faceDetectionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                // Show face information 
                List<FaceDetection> faces= faceDetectionResponse.faces(); 

                for (FaceDetection face: faces) { 

                    String age = face.face().ageRange().toString(); 
                    String beard = face.face().beard().toString(); 
                    String eyeglasses = face.face().eyeglasses().toString(); 
                    String eyesOpen = face.face().eyesOpen().toString(); 
                    String mustache = face.face().mustache().toString(); 
                    String smile = face.face().smile().toString(); 
                } 

            } while (faceDetectionResponse !=null && 
 faceDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Python

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    # ============== Face Search =============== 
    def StartFaceSearchCollection(self,collection): 
        response = self.rek.start_face_search(Video={'S3Object':
{'Bucket':self.bucket,'Name':self.video}}, 
            CollectionId=collection, 
            NotificationChannel={'RoleArn':self.roleArn, 
 'SNSTopicArn':self.snsTopicArn}) 
         
        self.startJobId=response['JobId'] 
         
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId) 

    def GetFaceSearchCollectionResults(self): 
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        maxResults = 10 
        paginationToken = '' 

        finished = False 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_face_search(JobId=self.startJobId, 
                                        MaxResults=maxResults, 
                                        NextToken=paginationToken) 

            print(response['VideoMetadata']['Codec']) 
            print(str(response['VideoMetadata']['DurationMillis'])) 
            print(response['VideoMetadata']['Format']) 
            print(response['VideoMetadata']['FrameRate']) 

            for personMatch in response['Persons']: 
                print('Person Index: ' + str(personMatch['Person']['Index'])) 
                print('Timestamp: ' + str(personMatch['Timestamp'])) 

                if ('FaceMatches' in personMatch): 
                    for faceMatch in personMatch['FaceMatches']: 
                        print('Face ID: ' + faceMatch['Face']['FaceId']) 
                        print('Similarity: ' + str(faceMatch['Similarity'])) 
                print() 
            if 'NextToken' in response: 
                paginationToken = response['NextToken'] 
            else: 
                finished = True 
            print()

関数 main で、以下の行を置き換えます。

    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    collection='tests' 
    analyzer.StartFaceSearchCollection(collection) 
     
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetFaceSearchCollectionResults()

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)
以外のビデオ例をすでに実行している場合、置き換えるコードは異なる可能性があります。

5. collection の値は、ステップ 1 で作成したコレクションの名前に変更します。
6. コードを実行します。入力コレクション内の顔と一致するビデオ内の顔の人物が一覧表示されます。

一致した人物ごとの追跡データも表示されます。

GetFaceSearch オペレーションのレスポンス
GetFaceSearch からの JSON レスポンス例は次のとおりです。

レスポンスでは、入力コレクション内の顔と一致する顔の持ち主として、ビデオ内で検出された人物の配
列 (Persons) が返されます。配列要素 (PersonMatch (p. 784)) は、ビデオで人物が一致するたびに生成
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されます。各 PersonMatch には、入力コレクション内の一致した顔の配列 (FaceMatch (p. 758))、一致
した人物に関する情報 (PersonDetail (p. 782))、およびビデオで人物が一致した時間が含まれます。

{ 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "NextToken": "IJdbzkZfvBRqj8GPV82BPiZKkLOGCqDIsNZG/gQsEE5faTVK9JHOz/xxxxxxxxxxxxxxx", 
    "Persons": [ 
        { 
            "FaceMatches": [ 
                { 
                    "Face": { 
                        "BoundingBox": { 
                            "Height": 0.527472972869873, 
                            "Left": 0.33530598878860474, 
                            "Top": 0.2161169946193695, 
                            "Width": 0.35503000020980835 
                        }, 
                        "Confidence": 99.90239715576172, 
                        "ExternalImageId": "image.PNG", 
                        "FaceId": "a2f2e224-bfaa-456c-b360-7c00241e5e2d", 
                        "ImageId": "eb57ed44-8d8d-5ec5-90b8-6d190daff4c3" 
                    }, 
                    "Similarity": 98.40909576416016 
                } 
            ], 
            "Person": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.8694444298744202, 
                    "Left": 0.2473958283662796, 
                    "Top": 0.10092592239379883, 
                    "Width": 0.49427083134651184 
                }, 
                "Face": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Height": 0.23000000417232513, 
                        "Left": 0.42500001192092896, 
                        "Top": 0.16333332657814026, 
                        "Width": 0.12937499582767487 
                    }, 
                    "Confidence": 99.97504425048828, 
                    "Landmarks": [ 
                        { 
                            "Type": "eyeLeft", 
                            "X": 0.46415066719055176, 
                            "Y": 0.2572723925113678 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "eyeRight", 
                            "X": 0.5068183541297913, 
                            "Y": 0.23705792427062988 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "nose", 
                            "X": 0.49765899777412415, 
                            "Y": 0.28383663296699524 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthLeft", 
                            "X": 0.487221896648407, 
                            "Y": 0.3452930748462677 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthRight", 
                            "X": 0.5142884850502014, 
                            "Y": 0.33167609572410583 

234



Amazon Rekognition 開発者ガイド
GetFaceSearch オペレーションのレスポンス

                        } 
                    ], 
                    "Pose": { 
                        "Pitch": 15.966927528381348, 
                        "Roll": -15.547388076782227, 
                        "Yaw": 11.34195613861084 
                    }, 
                    "Quality": { 
                        "Brightness": 44.80223083496094, 
                        "Sharpness": 99.95819854736328 
                    } 
                }, 
                "Index": 0 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }, 
        { 
            "Person": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.2177777737379074, 
                    "Left": 0.7593749761581421, 
                    "Top": 0.13333334028720856, 
                    "Width": 0.12250000238418579 
                }, 
                "Face": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Height": 0.2177777737379074, 
                        "Left": 0.7593749761581421, 
                        "Top": 0.13333334028720856, 
                        "Width": 0.12250000238418579 
                    }, 
                    "Confidence": 99.63436889648438, 
                    "Landmarks": [ 
                        { 
                            "Type": "eyeLeft", 
                            "X": 0.8005779385566711, 
                            "Y": 0.20915353298187256 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "eyeRight", 
                            "X": 0.8391435146331787, 
                            "Y": 0.21049551665782928 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "nose", 
                            "X": 0.8191410899162292, 
                            "Y": 0.2523227035999298 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthLeft", 
                            "X": 0.8093273043632507, 
                            "Y": 0.29053622484207153 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthRight", 
                            "X": 0.8366993069648743, 
                            "Y": 0.29101791977882385 
                        } 
                    ], 
                    "Pose": { 
                        "Pitch": 3.165884017944336, 
                        "Roll": 1.4182015657424927, 
                        "Yaw": -11.151537895202637 
                    }, 
                    "Quality": { 
                        "Brightness": 28.910892486572266, 
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                        "Sharpness": 97.61507415771484 
                    } 
                }, 
                "Index": 1 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }, 
        { 
            "Person": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.8388888835906982, 
                    "Left": 0, 
                    "Top": 0.15833333134651184, 
                    "Width": 0.2369791716337204 
                }, 
                "Face": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Height": 0.20000000298023224, 
                        "Left": 0.029999999329447746, 
                        "Top": 0.2199999988079071, 
                        "Width": 0.11249999701976776 
                    }, 
                    "Confidence": 99.85971069335938, 
                    "Landmarks": [ 
                        { 
                            "Type": "eyeLeft", 
                            "X": 0.06842322647571564, 
                            "Y": 0.3010137975215912 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "eyeRight", 
                            "X": 0.10543643683195114, 
                            "Y": 0.29697132110595703 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "nose", 
                            "X": 0.09569807350635529, 
                            "Y": 0.33701086044311523 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthLeft", 
                            "X": 0.0732642263174057, 
                            "Y": 0.3757539987564087 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthRight", 
                            "X": 0.10589495301246643, 
                            "Y": 0.3722417950630188 
                        } 
                    ], 
                    "Pose": { 
                        "Pitch": -0.5589138865470886, 
                        "Roll": -5.1093974113464355, 
                        "Yaw": 18.69594955444336 
                    }, 
                    "Quality": { 
                        "Brightness": 43.052337646484375, 
                        "Sharpness": 99.68138885498047 
                    } 
                }, 
                "Index": 2 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }...... 

    ], 
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    "VideoMetadata": { 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 67301, 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameHeight": 1080, 
        "FrameRate": 29.970029830932617, 
        "FrameWidth": 1920 
    }
}
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人物の検出
Amazon Rekognition Video は、ビデオ内の人物を動かす人物の追跡を作成し、次のような情報を提供でき
ます。

• 動線の追跡時点におけるビデオフレーム内の人物の位置。
• 検出時の顔のランドマーク (左目の位置など)。

Amazon Rekognition Video による保存済みビデオ内の人物の検出は非同期オペレーションです。ビデオ
内の人物の追跡を開始するには、を呼び出しますStartPersonTracking (p. 687)。Amazon Rekognition 
Video は、ビデオ分析の完了ステータスを Amazon 簡易通知サービスのトピックに発行します。ビ
デオ分析が成功したら、GetPersonTracking (p. 614) を呼び出してビデオ分析の結果を取得できま
す。Amazon Rekognition Video API オペレーションの呼び出し方法の詳細については、「」を参照してく
ださい。Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)。

以下の手順では、Amazon S3 バケットに保存されたビデオを通じた人物の追跡方法を示します。この例で
は、「」のコードを拡張します。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されている
ビデオの分析 (SDK) (p. 70)は、Amazon シンプルキューサービスキューを使用して、ビデオ分析リクエス
トの完了ステータスを取得します。

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の人物を検出するには (SDK)

1. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」を実行します。

2. ステップ 1 で作成したクラス VideoDetect に次のコードを追加します。

Java

       //Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
       //PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/
awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
        //
Persons========================================================================  
        private static void StartPersonDetection(String bucket, String video) 
 throws Exception{  
              
              
            NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
                    .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
                    .withRoleArn(roleArn);  
              
         StartPersonTrackingRequest req = new StartPersonTrackingRequest()  
                 .withVideo(new Video()  
                         .withS3Object(new S3Object()  
                             .withBucket(bucket)  
                             .withName(video)))  
                 .withNotificationChannel(channel);  
                                  
               
              
         StartPersonTrackingResult startPersonDetectionResult = 
 rek.startPersonTracking(req);  
         startJobId=startPersonDetectionResult.getJobId();  
              
        }   
          
        private static void GetPersonDetectionResults() throws Exception{  
            int maxResults=10;  
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            String paginationToken=null;  
            GetPersonTrackingResult personTrackingResult=null;  
              
            do{  
                if (personTrackingResult !=null){  
                    paginationToken = personTrackingResult.getNextToken();  
                }  
                  
                personTrackingResult = rek.getPersonTracking(new 
 GetPersonTrackingRequest()  
                     .withJobId(startJobId)  
                     .withNextToken(paginationToken)  
                     .withSortBy(PersonTrackingSortBy.TIMESTAMP)  
                     .withMaxResults(maxResults));  
            
                VideoMetadata 
 videoMetaData=personTrackingResult.getVideoMetadata();  
                      
                System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());  
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());  
                System.out.println("Duration: " + 
 videoMetaData.getDurationMillis());  
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());  
                      
                      
                //Show persons, confidence and detection times  
                List<PersonDetection> detectedPersons= 
 personTrackingResult.getPersons();  
               
                for (PersonDetection detectedPerson: detectedPersons) {   
                      
                   long seconds=detectedPerson.getTimestamp()/1000;  
                   System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");  
                   System.out.println("Person Identifier: "  + 
 detectedPerson.getPerson().getIndex());  
                      System.out.println();               
                }  
            }  while (personTrackingResult !=null && 
 personTrackingResult.getNextToken() != null);  
              
        } 

関数 main で、以下の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        StartPersonDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetPersonDetectionResults();

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void startPersonLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                       NotificationChannel channel, 
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                                       String bucket, 
                                       String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartPersonTrackingRequest personTrackingRequest = 
 StartPersonTrackingRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .video(vidOb) 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .build(); 

            StartPersonTrackingResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startPersonTracking(personTrackingRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetPersonDetectionResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetPersonTrackingResponse personTrackingResult=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (personTrackingResult !=null) 
                    paginationToken = personTrackingResult.nextToken(); 

                GetPersonTrackingRequest recognitionRequest = 
 GetPersonTrackingRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    personTrackingResult = 
 rekClient.getPersonTracking(recognitionRequest); 
                    status = personTrackingResult.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 
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                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=personTrackingResult.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<PersonDetection> detectedPersons= 
 personTrackingResult.persons(); 
                for (PersonDetection detectedPerson: detectedPersons) { 

                    long seconds=detectedPerson.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Sec: " + seconds + " "); 
                    System.out.println("Person Identifier: "  + 
 detectedPerson.person().index()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (personTrackingResult !=null && 
 personTrackingResult.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Python

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    # ============== People pathing ===============   
    def StartPersonPathing(self): 
        response=self.rek.start_person_tracking(Video={'S3Object': {'Bucket': 
 self.bucket, 'Name': self.video}}, 
            NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn': 
 self.snsTopicArn}) 

        self.startJobId=response['JobId'] 
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId) 
     
    def GetPersonPathingResults(self): 
        maxResults = 10 
        paginationToken = '' 
        finished = False 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_person_tracking(JobId=self.startJobId, 
                                            MaxResults=maxResults, 
                                            NextToken=paginationToken) 

            print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec']) 
            print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']['DurationMillis'])) 
            print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format']) 
            print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate'])) 
            print() 

            for personDetection in response['Persons']: 
                print('Index: ' + str(personDetection['Person']['Index'])) 
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                print('Timestamp: ' + str(personDetection['Timestamp'])) 
                print() 

            if 'NextToken' in response: 
                paginationToken = response['NextToken'] 
            else: 
                finished = True        

関数 main で、以下の行を置き換えます。

    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    analyzer.StartPersonPathing() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetPersonPathingResults()

Note

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70) 以外のビデオ例をすでに実行している場合、置き換えるコードは異なる可能性
があります。

3. コードを実行します。追跡された人物の一意の ID が、人物の動線が追跡された時間 (秒単位) ととも
に表示されます。

GetPersonTracking ing オペレーションレスポン
GetPersonTracking は、ビデオで検出された人物の詳細と追跡された動線の時間を含む
PersonDetection (p. 783) オブジェクトの配列 Persons を返します。

Persons 入力パラメータを使用して SortBy をソートすることができます。ビデオ内で人物の動線が追
跡された時間によって要素をソートするには、TIMESTAMP を指定します。ビデオ内で追跡された人物に
よってソートするには、INDEX を指定します。人物の各結果セット内で、要素は動線の追跡の正確性の信
頼度によって降順にソートされます。デフォルトでは、Persons は TIMESTAMP でソートされて返されま
す。GetPersonDetection の JSON レスポンスの例を次に示します。結果は、ビデオの開始以降にビデ
オ内で人物の動線が追跡された時間 (ミリ秒単位) によってソートされます。レスポンスで、以下の点に注
意してください。

• 個人情報—PersonDetection配列要素には、検出された人物に関する情報が含まれています。た
とえば、その人が検出された時刻（Timestamp)、検出時点におけるビデオフレーム内の人物の位置 
(BoundingBox)、Amazon Rekognition Videoは、その人が正しく検出されたという自信がどれほど高い
のですか (Confidence).

人物の動線が追跡されたタイムスタンプごとに顔の特徴は返されません。さらに、状況によっては、追
跡された人物の体が見えない場合があり、その場合は顔の位置のみが返されます。

• ページング情報— 例は 1 ページの人物検出情報を示しています。人物要素を返す数
は、GetPersonTracking の MaxResults 入力パラメータで指定できます。結果が MaxResults を超
える場合、GetPersonTracking は次のページの結果を取得するためのトークン (NextToken) を返し
ます。詳細については、「Amazon Rekognition Video 分析結果の取得 (p. 66)」を参照してください。

• 索引— ビデオ全体で人物を識別するための一意の識別子。
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• ビデオの情報 – レスポンスには、VideoMetadata から返される情報のページごとにビデオ形式に関す
る情報 (GetPersonDetection) が含まれます。

{ 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "NextToken": "AcDymG0fSSoaI6+BBYpka5wVlqttysSPP8VvWcujMDluj1QpFo/vf
+mrMoqBGk8eUEiFlllR6g==", 
    "Persons": [ 
        { 
            "Person": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.8787037134170532, 
                    "Left": 0.00572916679084301, 
                    "Top": 0.12129629403352737, 
                    "Width": 0.21666666865348816 
                }, 
                "Face": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Height": 0.20000000298023224, 
                        "Left": 0.029999999329447746, 
                        "Top": 0.2199999988079071, 
                        "Width": 0.11249999701976776 
                    }, 
                    "Confidence": 99.85971069335938, 
                    "Landmarks": [ 
                        { 
                            "Type": "eyeLeft", 
                            "X": 0.06842322647571564, 
                            "Y": 0.3010137975215912 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "eyeRight", 
                            "X": 0.10543643683195114, 
                            "Y": 0.29697132110595703 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "nose", 
                            "X": 0.09569807350635529, 
                            "Y": 0.33701086044311523 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthLeft", 
                            "X": 0.0732642263174057, 
                            "Y": 0.3757539987564087 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthRight", 
                            "X": 0.10589495301246643, 
                            "Y": 0.3722417950630188 
                        } 
                    ], 
                    "Pose": { 
                        "Pitch": -0.5589138865470886, 
                        "Roll": -5.1093974113464355, 
                        "Yaw": 18.69594955444336 
                    }, 
                    "Quality": { 
                        "Brightness": 43.052337646484375, 
                        "Sharpness": 99.68138885498047 
                    } 
                }, 
                "Index": 0 
            }, 
            "Timestamp": 0 
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        }, 
        { 
            "Person": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.9074074029922485, 
                    "Left": 0.24791666865348816, 
                    "Top": 0.09259258955717087, 
                    "Width": 0.375 
                }, 
                "Face": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Height": 0.23000000417232513, 
                        "Left": 0.42500001192092896, 
                        "Top": 0.16333332657814026, 
                        "Width": 0.12937499582767487 
                    }, 
                    "Confidence": 99.97504425048828, 
                    "Landmarks": [ 
                        { 
                            "Type": "eyeLeft", 
                            "X": 0.46415066719055176, 
                            "Y": 0.2572723925113678 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "eyeRight", 
                            "X": 0.5068183541297913, 
                            "Y": 0.23705792427062988 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "nose", 
                            "X": 0.49765899777412415, 
                            "Y": 0.28383663296699524 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthLeft", 
                            "X": 0.487221896648407, 
                            "Y": 0.3452930748462677 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthRight", 
                            "X": 0.5142884850502014, 
                            "Y": 0.33167609572410583 
                        } 
                    ], 
                    "Pose": { 
                        "Pitch": 15.966927528381348, 
                        "Roll": -15.547388076782227, 
                        "Yaw": 11.34195613861084 
                    }, 
                    "Quality": { 
                        "Brightness": 44.80223083496094, 
                        "Sharpness": 99.95819854736328 
                    } 
                }, 
                "Index": 1 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }..... 

    ], 
    "VideoMetadata": { 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 67301, 
        "FileExtension": "mp4", 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameHeight": 1080, 
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        "FrameRate": 29.970029830932617, 
        "FrameWidth": 1920 
    }
}
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個人用保護具の検出
Amazon Rekognition では、画像内の人が着用している個人用保護具 (PPE) を検出できます。この情報を
使用して、職場の安全慣行を改善できます。たとえば、PPE 検出を使用して、建設現場の作業者がヘッド
カバーを着用しているかどうか、または医療従事者がフェイスカバーとハンドカバーを着用しているかど
うかを判断できます。次の図は、検出できる PPE のいくつかのタイプを示しています。

イメージ内の PPE を検出するには、DetectProtectiveEquipment (p. 578)API と入力イメージを渡しま
す。レスポンスは、以下を含む JSON 構造です。

• イメージ内で検出された人物。
• PPE が装着されているボディの部分 (顔、頭、左手、右手)。
• ボディパーツ（フェイスカバー、ハンドカバー、ヘッドカバー）で検出されたPPEの種類。
• 検出された PPE のアイテムについて、PPE が対応するボディパーツをカバーしているかどうかを示す

インジケータ。

画像内で検出された PPE の人物およびアイテムの位置に対してバウンディングボックスが返されます。

オプションで、画像内で検出された PPE アイテムと人物の概要をリクエストできます。詳細については、
「イメージ内で検出された PPE の要約 (p. 247)」を参照してください。

Note

Amazon Rekognition PPE 検出では、顔認識や顔比較は実行されず、検出された人を特定できま
せん。

PPEの種類
DetectProtectiveEquipment (p. 578)は、以下のタイプの PPE を検出します。画像内の他のタイプの PPE 
を検出する場合は、Amazon Rekognition カスタムラベルを使用してカスタムモデルをトレーニングするこ
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とを検討してください。詳細については、「」を参照してください。Amazon Rekognition カスタムラベ
ル。

フェイスカバー
DetectProtectiveEquipmentは、外科、N95、布製のマスクなどの一般的な顔カバーを検出できま
す。

ハンドカバー
DetectProtectiveEquipment手術用手袋や安全手袋などのハンドカバーを検出できます。

Head カバー
DetectProtectiveEquipment硬い帽子やヘルメットを検出できます。

API は、頭部、手、または顔のカバーが画像内で検出されたことを示します。API は、特定のカバーのタ
イプについての情報を返しません。たとえば、ハンドカバーのタイプの「手術用手袋」などです。

PPE 検出信頼性
Amazon Rekognition は、画像内の PPE、人、身体部分の存在について予測します。API は、Amazon 
Rekognition が予測の精度にどの程度自信を持っているかを示すスコア（50-100）を提供します。

Note

を使用する予定の場合DetectProtectiveEquipment個人の権利、プライバシー、またはサー
ビスへのアクセスに影響を与える決定を下すため、行動を起こす前に、調査と検証のために結果
を人間に渡すことをお勧めします。

イメージ内で検出された PPE の要約
オプションで、画像内で検出された PPE アイテムと人物の概要をリクエストできます。必要な保護具 
(フェイスカバー、ハンドカバー、またはヘッドカバー) のリストと最小信頼しきい値 (80% など) を指定で
きます。応答には、必要な PPE を持つ人、必要な PPE を持たない人、および決定ができない人物の統合
画像ごとの識別子 (ID) 要約が含まれます。

サマリーを使用すると、次のような質問にすばやく答えることができます。フェイスカバーを着用してい
ない人は何人いますか？またはみんなPPE着てるの？ サマリー内で検出された各人物には一意の ID があ
ります。IDを使用して、PPEを着用していない人の境界ボックスの位置などの情報を見つけることができ
ます。

Note

ID は、画像ごとの分析に基づいてランダムに生成され、同じ画像の画像または複数の解析間で一
貫性がない。

フェイスカバー、ヘッドカバー、ハンドカバー、またはお好みの組み合わせをまとめることができます。
必要なタイプの PPE を指定するには、を参照してください。サマリー要件の指定 (p. 249)。また、検出
をサマリーに含めるために満たす必要がある最小信頼水準（50-100）を指定することもできます。

からの要約レスポンスの詳細DetectProtectiveEquipment「」を参照してください。検出保護具のレ
スポンスの概要 (p. 249)。
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チュートリアル: の作成AWS LambdaPPEで画像を
検出する機能

を作成できます。AWS LambdaAmazon S3 バケットにあるイメージの個人用保護具 (PPE) を検出する機
能。フレームワークの使用の詳細については、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリこの Java 
V2 チュートリアルです。

個人用保護具検出 API を理解する
以下の情報では、DetectProtectiveEquipment (p. 578)アピ。サンプルコードについては、「画像内の個
人用保護具の検出 (p. 252)」を参照してください。

イメージを供給する
入力イメージ (JPG または PNG 形式) は、イメージのバイトとして提供するか、Amazon S3 バケットに保
存されているイメージを参照できます。

人の顔がカメラを向いている画像を使用することをお勧めします。

入力画像が 0 度回転しない場合は、送信する前に 0 度回転することをお勧めしま
す。DetectProtectiveEquipment。JPG 形式のイメージには、Exchange イメージファイル形式 (Exif) 
メタデータの方向情報が含まれている場合があります。この情報を使用して、イメージを回転させるコー
ドを記述できます。詳細については、「」を参照してください。Exif バージョン 2.32。PNG 形式の画像に
は、画像の向き情報は含まれません。

Amazon S3 バケットからイメージを渡すには、少なくとも IAM ユーザーを使
用するAmazonS3ReadOnlyAccess s権限。で IAM ユーザーユーザーを使用しま
す。AmazonRekognitionFullAccessコール特権DetectProtectiveEquipment.

次の例では、JSON を入力すると、イメージが Amazon S3 バケットに渡されます。詳細につい
ては、「イメージの操作 (p. 27)」を参照してください。この例では、すべてのPPEタイプ（ヘッ
ドカバー、ハンドカバー、およびフェイスカバー）の概要を最低限の検出信頼度で要求します
（MinConfidence) の 80%。指定する必要がありますMinConfidence50-100% の間にある
値DetectProtectiveEquipmentは、検出の信頼度が 50% ～ 100% の間の場合のみ予測を返しま
す。50% 未満の値を指定した場合、50% の値を指定した場合の結果は同じになります。詳細については、
「サマリー要件の指定 (p. 249)」を参照してください。

{ 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "worker.jpg" 
        } 
    }, 
    "SummarizationAttributes": { 
        "MinConfidence": 80, 
        "RequiredEquipmentTypes": [ 
            "FACE_COVER", 
            "HAND_COVER", 
            "HEAD_COVER" 
        ] 
    }
}
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大量のイメージのコレクションを処理する場合は、AWS Batchへの呼び出しを処理するに
はDetectProtectiveEquipmentは､バックグラウンドでバッチ処理を行います。

サマリー要件の指定
オプションで、SummarizationAttributes(the section called 
“ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes” (p. 793)) イメージで検出された PPE の種類のサマリー情
報を要求するパラメータを入力します。

要約する PPE のタイプを指定するには、RequiredEquipmentTypes配列フィールド。配列には、1 つま
たは複数の項目を含めます。FACE_COVER,HAND_COVERまたはHEAD_COVER。

を使用するMinConfidenceフィールドを使用して、検出の最小信頼度 (50-100) を指定します。サマリー
には、以下の信頼度で検出された人、身体部分、身体部分のカバレッジ、およびPPEの項目は含まれませ
ん。MinConfidence。

からのサマリーレスポンスの詳細DetectProtectiveEquipment「」を参照してください。検出保護具
のレスポンスの概要 (p. 249)。

検出保護具のレスポンスの概要
DetectProtectiveEquipment入力イメージ内で検出された人物の配列を返します。各人について、検
出された身体部分およびPPEの検出されたアイテムに関する情報が返されます。ヘッドカバー、ハンドカ
バー、フェイスカバーを着用した作業員の次の画像のJSONは以下の通りです。

JSON では、以下の点に注意してください。

• 検出された人物–Personsは、画像上で検出された人物の配列です（PPE を着用していない人
を含む）。DetectProtectiveEquipmentは、画像内で検出された最大15人のPPEを検出で
きます。eachProtectiveEquipmentPerson (p. 792)配列内のオブジェクトには、人 ID、人の境
界ボックス、検出されたボディパーツ、および PPE の検出されたアイテムが含まれます。の価
値ConfidenceにProtectiveEquipmentPersonは、Amazon Rekognition が境界ボックス内に人物が
含まれている信頼度を示します。

• ボディパーツ–BodyPartsはボディパーツの配列です (ProtectiveEquipmentBodyPart (p. 791)) 
人（PPE によってカバーされていない身体部分を含む）で検出され
る。eachProtectiveEquipmentBodyPart名前を含める (Name) が検出された身体部分
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の。DetectProtectEquipment顔、頭部、左側、および右側の体の部分を検出できま
す。-ConfidenceフィールドProtectiveEquipmentBodyPartAmazon Rekognition がボディパーツ
の検出精度に占める信頼度のパーセンテージを示します。

• PPE 項目— 配列EquipmentDetectionsでProtectiveEquipmentBodyPartオブジェクトには、検
出された PPE アイテムの配列が含まれています。eachEquipmentDetection (p. 748)オブジェクトに
は、以下のフィールドが含まれています。
• Type— 検出された PPE のタイプです。
• BoundingBox— 検出された PPE の周囲の境界ボックス。
• Confidence— Amazon Rekognition が境界ボックス内に検出された PPE が含まれている信頼度。
• CoversBodyPart— 検出された PPE が対応するボディパーツ上にあるかどうかを示します。

-the section called “CoversBodyPart” (p. 733)フィールドValue検出された PPE が対応するボディパー
ツ上にあるかどうかを示すブール値です。フィールドConfidence予測の信頼度を示します。次の項目
を使用できます。CoversBodyPart検出されたPPEが画像内に存在するが、実際にその人物にはない
ケースを除外する。

Note

CoversBodyPart人が保護具によって適切に保護されていること、または保護具自体が適切に
装着されていることを示したり、暗示したりするものではありません。

• 概要情報–Summaryに指定されたサマリー情報が含まれます。SummarizationAttributes入力パラ
メータ。詳細については、「サマリー要件の指定 (p. 249)」を参照してください。

Summary型のオブジェクトですthe section called “ProtectiveEquipmentSummary” (p. 794)には、以下
の情報が含まれています。
• PersonsWithRequiredEquipment— 各人が次の基準を満たす人の ID の配列。

• その人は、で指定されたすべてのPPEを着用しているSummarizationAttributes入力パラメー
タ。

• -Confidenceその人のため (ProtectiveEquipmentPerson)、ボディパーツ 
(ProtectiveEquipmentBodyPart)、保護具 (EquipmentDetection) は、指定された信頼度の
最小しきい値 (MinConfidence).

• の価値CoversBodyPartPPEのすべての項目は真実です。
• PersonsWithoutRequiredEquipment— 以下のいずれかの条件を満たす人物の ID の配列。

• -Confidenceその人の価値 (ProtectiveEquipmentPerson)、ボディパーツ 
(ProtectiveEquipmentBodyPart)、身体部分のカバレッジ (CoversBodyPart) が指定され
た最小信頼しきい値 (MinConfidence) だが、その人は1つまたは複数の指定PPEを欠いている 
(SummarizationAttributes).

• の価値CoversBodyPart指定された PPE () に対して偽ですかSummarizationAttributes) が
あるConfidence指定した最小信頼しきい値より大きい値 (MinConfidence). その人はまた、指
定されたすべてのPPEを持っています (SummarizationAttributes) とConfidence人の価値 
(ProtectiveEquipmentPerson)、ボディパーツ (ProtectiveEquipmentBodyPart)、保護具 
(EquipmentDetection) が最小信頼しきい値 (MinConfidence。

• PersonsIndeterminate— 検出された人の ID の配列Confidenceその人の価値 
(ProtectiveEquipmentPerson)、ボディパーツ (ProtectiveEquipmentBodyPart)、保護
具 (EquipmentDetection)、またはCoversBodyPartブール値が指定した最小信頼しきい値 
(MinConfidence).

配列サイズを使用して、特定のサマリーの数を取得します。たとえば、のサイズは次のとおりで
す。PersonsWithRequiredEquipment指定されたタイプの PPE を着用していると検出された人の数
を示します。

ユーザー ID を使用して、人物の境界ボックスの位置など、人物に関する詳細情報を調べることができま
す。ユーザー ID は、の ID フィールドにマップされます。ProtectiveEquipmentPerson) で返され
たオブジェクトPersons(の配列)ProtectiveEquipmentPerson). 次に、バウンディングボックスお250
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よびその他の情報を、対応するオブジェクトから取得できます。ProtectiveEquipmentPersonオブ
ジェクト。

 { 
    "ProtectiveEquipmentModelVersion": "1.0", 
    "Persons": [ 
        { 
            "BodyParts": [ 
                { 
                    "Name": "FACE", 
                    "Confidence": 99.99861145019531, 
                    "EquipmentDetections": [ 
                        { 
                            "BoundingBox": { 
                                "Width": 0.14528800547122955, 
                                "Height": 0.14956723153591156, 
                                "Left": 0.4363413453102112, 
                                "Top": 0.34203192591667175 
                            }, 
                            "Confidence": 99.90001678466797, 
                            "Type": "FACE_COVER", 
                            "CoversBodyPart": { 
                                "Confidence": 98.0676498413086, 
                                "Value": true 
                            } 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Name": "LEFT_HAND", 
                    "Confidence": 96.9786376953125, 
                    "EquipmentDetections": [ 
                        { 
                            "BoundingBox": { 
                                "Width": 0.14495663344860077, 
                                "Height": 0.12936046719551086, 
                                "Left": 0.5114737153053284, 
                                "Top": 0.5744519829750061 
                            }, 
                            "Confidence": 83.72270965576172, 
                            "Type": "HAND_COVER", 
                            "CoversBodyPart": { 
                                "Confidence": 96.9288558959961, 
                                "Value": true 
                            } 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Name": "RIGHT_HAND", 
                    "Confidence": 99.82939147949219, 
                    "EquipmentDetections": [ 
                        { 
                            "BoundingBox": { 
                                "Width": 0.20971858501434326, 
                                "Height": 0.20528452098369598, 
                                "Left": 0.2711356580257416, 
                                "Top": 0.6750612258911133 
                            }, 
                            "Confidence": 95.70789337158203, 
                            "Type": "HAND_COVER", 
                            "CoversBodyPart": { 
                                "Confidence": 99.85433197021484, 
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                                "Value": true 
                            } 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Name": "HEAD", 
                    "Confidence": 99.9999008178711, 
                    "EquipmentDetections": [ 
                        { 
                            "BoundingBox": { 
                                "Width": 0.24350935220718384, 
                                "Height": 0.34623199701309204, 
                                "Left": 0.43011072278022766, 
                                "Top": 0.01103297434747219 
                            }, 
                            "Confidence": 83.88762664794922, 
                            "Type": "HEAD_COVER", 
                            "CoversBodyPart": { 
                                "Confidence": 99.96485900878906, 
                                "Value": true 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "BoundingBox": { 
                "Width": 0.7403100728988647, 
                "Height": 0.9412225484848022, 
                "Left": 0.02214839495718479, 
                "Top": 0.03134796395897865 
            }, 
            "Confidence": 99.98855590820312, 
            "Id": 0 
        } 
    ], 
    "Summary": { 
        "PersonsWithRequiredEquipment": [ 
            0 
        ], 
        "PersonsWithoutRequiredEquipment": [], 
        "PersonsIndeterminate": [] 
    }
}

画像内の個人用保護具の検出
画像内の人物の個人用保護具（PPE）を検出するには、DetectProtectiveEquipment (p. 578)非ストレー
ジ型の API オペレーション。

入力イメージは、AWS SDK またはAWS Command Line Interface(AWS CLI). この例では、Amazon S3 バ
ケットに格納されているイメージを使用しています。詳細については、「イメージの操作 (p. 27)」を参照
してください。

画像内の人物の PPE を検出するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。
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b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. イメージ (PPE を着用している 1 名以上の人物が含まれている) を S3 バケットにアップロードしま
す。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、DetectProtectiveEquipment オペレーションを呼び出します。イメージ内
の境界ボックスを表示する方法については、「境界ボックスの表示 (p. 48)。

Java

この例では、イメージ内で検出された人物に対して検出された PPE アイテムに関する情報を表示
します。

の値を変更します。bucketは、イメージが含まれている Amazon S3 バケットの名前に変更しま
す。の値を変更します。photoイメージファイル名を指定します。

//Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentBodyPart;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentPerson;
import 
 com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes;

import java.util.List;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.EquipmentDetection;

public class DetectPPE { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        String photo = "photo"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 
         
        ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes summaryAttributes = new 
 ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes() 
                .withMinConfidence(80F) 
                .withRequiredEquipmentTypes("FACE_COVER", "HAND_COVER", 
 "HEAD_COVER"); 
                 
        DetectProtectiveEquipmentRequest request = new 
 DetectProtectiveEquipmentRequest() 
                .withImage(new Image() 
                        .withS3Object(new S3Object() 
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                                .withName(photo).withBucket(bucket))) 
                .withSummarizationAttributes(summaryAttributes); 

        try { 
            System.out.println("Detected PPE for people in image " + photo); 
            System.out.println("Detected people\n---------------"); 
            DetectProtectiveEquipmentResult result = 
 rekognitionClient.detectProtectiveEquipment(request); 

            List <ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.getPersons(); 

            for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) { 
                System.out.println("ID: " + person.getId()); 
                List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.getBodyParts(); 
                if (bodyParts.isEmpty()){ 
                    System.out.println("\tNo body parts detected"); 
                } else 
                    for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) { 
                        System.out.println("\t" + bodyPart.getName() + ". 
 Confidence: " + bodyPart.getConfidence().toString()); 

                        List<EquipmentDetection> 
 equipmentDetections=bodyPart.getEquipmentDetections(); 

                        if (equipmentDetections.isEmpty()){ 
                            System.out.println("\t\tNo PPE Detected on " + 
 bodyPart.getName()); 

                        }  
                        else { 
                            for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) { 
                                System.out.println("\t\tItem: " + item.getType() + 
 ". Confidence: " + item.getConfidence().toString()); 
                                System.out.println("\t\tCovers body part: "  
                                        + 
 item.getCoversBodyPart().getValue().toString() + ". Confidence: " + 
 item.getCoversBodyPart().getConfidence().toString()); 

                                System.out.println("\t\tBounding Box"); 
                                BoundingBox box =item.getBoundingBox(); 

                                System.out.println("\t\tLeft: " 
 +box.getLeft().toString()); 
                                System.out.println("\t\tTop: " + 
 box.getTop().toString()); 
                                System.out.println("\t\tWidth: " + 
 box.getWidth().toString()); 
                                System.out.println("\t\tHeight: " + 
 box.getHeight().toString()); 
                                System.out.println("\t\tConfidence: " + 
 item.getConfidence().toString()); 
                                System.out.println(); 
                            } 
                        } 

                    } 
            } 
            System.out.println("Person ID Summary\n-----------------"); 
             
            //List<Integer> list=; 
            DisplaySummary("With required equipment", 
 result.getSummary().getPersonsWithRequiredEquipment()); 
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            DisplaySummary("Without required equipment", 
 result.getSummary().getPersonsWithoutRequiredEquipment()); 
            DisplaySummary("Indeterminate", 
 result.getSummary().getPersonsIndeterminate());          
        
             
        } catch(AmazonRekognitionException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
    static void DisplaySummary(String summaryType,List<Integer> idList) 
    { 
        System.out.print(summaryType + "\n\tIDs  "); 
        if (idList.size()==0) { 
            System.out.println("None"); 
        } 
        else { 
            int count=0; 
            for (Integer id: idList ) {  
                if (count++ == idList.size()-1) { 
                    System.out.println(id.toString()); 
                } 
                else { 
                    System.out.print(id.toString() + ", "); 
                } 
            } 
        } 
                     
        System.out.println(); 
         
     
    }
}

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void displayGear(S3Client s3, 
                                   RekognitionClient rekClient, 
                                   String sourceImage, 
                                   String bucketName) { 

        byte[] data = getObjectBytes (s3, bucketName, sourceImage); 
        InputStream is = new ByteArrayInputStream(data); 

        try { 
            ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes summarizationAttributes = 
 ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes.builder() 
                    .minConfidence(80F) 
                    .requiredEquipmentTypesWithStrings("FACE_COVER", "HAND_COVER", 
 "HEAD_COVER") 
                    .build(); 

            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(is); 
            software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image souImage = 
 Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectProtectiveEquipmentRequest request = 
 DetectProtectiveEquipmentRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .summarizationAttributes(summarizationAttributes) 
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                    .build(); 

            DetectProtectiveEquipmentResponse result = 
 rekClient.detectProtectiveEquipment(request); 
            List<ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.persons(); 

            for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) { 
                System.out.println("ID: " + person.id()); 
                List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.bodyParts(); 
                if (bodyParts.isEmpty()){ 
                    System.out.println("\tNo body parts detected"); 
                } else 
                    for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) { 
                        System.out.println("\t" + bodyPart.name() + ". Confidence: 
 " + bodyPart.confidence().toString()); 
                        List<EquipmentDetection> 
 equipmentDetections=bodyPart.equipmentDetections(); 

                        if (equipmentDetections.isEmpty()){ 
                            System.out.println("\t\tNo PPE Detected on " + 
 bodyPart.name()); 
                        } else { 
                            for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) { 
                                System.out.println("\t\tItem: " + item.type() + ". 
 Confidence: " + item.confidence().toString()); 
                                System.out.println("\t\tCovers body part: " 
                                        + item.coversBodyPart().value().toString() 
 + ". Confidence: " + item.coversBodyPart().confidence().toString()); 

                                System.out.println("\t\tBounding Box"); 
                                BoundingBox box =item.boundingBox(); 

                                System.out.println("\t\tLeft: " 
 +box.left().toString()); 
                                System.out.println("\t\tTop: " + 
 box.top().toString()); 
                                System.out.println("\t\tWidth: " + 
 box.width().toString()); 
                                System.out.println("\t\tHeight: " + 
 box.height().toString()); 
                                System.out.println("\t\tConfidence: " + 
 item.confidence().toString()); 
                                System.out.println(); 
                            } 
                        } 
                    } 
            } 
            System.out.println("Person ID Summary\n-----------------"); 

            DisplaySummary("With required equipment", 
 result.summary().personsWithRequiredEquipment()); 
            DisplaySummary("Without required equipment", 
 result.summary().personsWithoutRequiredEquipment()); 
            DisplaySummary("Indeterminate", 
 result.summary().personsIndeterminate()); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            System.exit(1); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    public static byte[] getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String 
 keyName) { 
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        try { 
            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest 
                    .builder() 
                    .key(keyName) 
                    .bucket(bucketName) 
                    .build(); 

            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = 
 s3.getObjectAsBytes(objectRequest); 
            byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 
            return data; 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    static void DisplaySummary(String summaryType,List<Integer> idList) 
    { 
        System.out.print(summaryType + "\n\tIDs  "); 
        if (idList.size()==0) { 
            System.out.println("None"); 
        } 
        else { 
            int count=0; 
            for (Integer id: idList ) { 
                if (count++ == idList.size()-1) { 
                    System.out.println(id.toString()); 
                } 
                else { 
                    System.out.print(id.toString() + ", "); 
                } 
            } 
        } 
        System.out.println(); 
    }

AWS CLI

このAWS CLIコマンドによって PPE の概要がリクエストされ、detect-protective-
equipmentCLI オペレーション。

変更bucketnameは、イメージが含まれている Amazon S3 バケットの名前に変更します。変
更input.jpg使用するイメージの名前を入力します。

aws rekognition detect-protective-equipment \ 
  --image "S3Object={Bucket=bucketname,Name=input.jpg}" \ 
  --summarization-attributes 
 "MinConfidence=80,RequiredEquipmentTypes=['FACE_COVER','HAND_COVER','HEAD_COVER']" 

この AWS CLI コマンドでは、detect-protective-equipment CLI オペレーションの JSON 
出力を表示します。

変更bucketnameは、イメージが含まれている Amazon S3 バケットの名前に変更します。変
更input.jpg使用するイメージの名前を入力します。

aws rekognition detect-protective-equipment \ 
  --image "S3Object={Bucket=bucketname,Name=input.jpg}"
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Python

この例では、イメージ内で検出された人物に対して検出された PPE アイテムに関する情報を表示
します。

の値を変更します。bucketは、イメージが含まれている Amazon S3 バケットの名前に変更しま
す。の値を変更します。photoイメージファイル名を指定します。

#Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def detect_labels(photo, bucket): 

    client=boto3.client('rekognition') 

    response = client.detect_protective_equipment(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}},  
        SummarizationAttributes={'MinConfidence':80, 'RequiredEquipmentTypes':
['FACE_COVER', 'HAND_COVER', 'HEAD_COVER']}) 
         
  
    print('Detected PPE for people in image ' + photo)  
    print('\nDetected people\n---------------')    
    for person in response['Persons']: 
         
        print('Person ID: ' + str(person['Id'])) 
        print ('Body Parts\n----------') 
        body_parts = person['BodyParts'] 
        if len(body_parts) == 0: 
                print ('No body parts found') 
        else: 
            for body_part in body_parts: 
                print('\t'+ body_part['Name'] + '\n\t\tConfidence: ' + 
 str(body_part['Confidence'])) 
                print('\n\t\tDetected PPE\n\t\t------------') 
                ppe_items = body_part['EquipmentDetections'] 
                if len(ppe_items) ==0: 
                    print ('\t\tNo PPE detected on ' + body_part['Name']) 
                else:     
                    for ppe_item in ppe_items: 
                        print('\t\t' + ppe_item['Type'] + '\n\t\t\tConfidence: ' + 
 str(ppe_item['Confidence']))  
                        print('\t\tCovers body part: ' + 
 str(ppe_item['CoversBodyPart']['Value']) + '\n\t\t\tConfidence: ' + 
 str(ppe_item['CoversBodyPart']['Confidence'])) 
                        print('\t\tBounding Box:') 
                        print ('\t\t\tTop: ' + str(ppe_item['BoundingBox']['Top'])) 
                        print ('\t\t\tLeft: ' + str(ppe_item['BoundingBox']
['Left'])) 
                        print ('\t\t\tWidth: ' +  str(ppe_item['BoundingBox']
['Width'])) 
                        print ('\t\t\tHeight: ' +  str(ppe_item['BoundingBox']
['Height'])) 
                        print ('\t\t\tConfidence: ' + str(ppe_item['Confidence'])) 
            print() 
        print() 

    print('Person ID Summary\n----------------') 
    display_summary('With required equipment',response['Summary']
['PersonsWithRequiredEquipment'] ) 
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    display_summary('Without required equipment',response['Summary']
['PersonsWithoutRequiredEquipment'] ) 
    display_summary('Indeterminate',response['Summary']['PersonsIndeterminate'] ) 
    
    print() 
    return len(response['Persons'])

#Display summary information for supplied summary.
def display_summary(summary_type, summary): 
    print (summary_type + '\n\tIDs: ',end='') 
    if (len(summary)==0): 
        print('None') 
    else: 
        for num, id in enumerate(summary, start=0): 
            if num==len(summary)-1: 
                print (id) 
            else: 
                print (str(id) + ', ' , end='')

def main(): 
    photo='photo' 
    bucket='bucket' 
    person_count=detect_labels(photo, bucket) 
    print("Persons detected: " + str(person_count))

if __name__ == "__main__": 
    main()

例: フェースカバーの周りに境界ボックスを描画す
る

次の例は、人物で検出された顔カバーの周りに境界ボックスを描画する方法を示しています。という例を
挙げてAWS Lambdaと Amazon DynamoDB を参照してください。AWSドキュメント SDK の例 GitHub リ
ポジトリ。

フェイスカバーを検出するには、DetectProtectiveEquipment (p. 578)非ストレージ型の API 
オペレーション。イメージは、ローカルファイルシステムからロードされます。入力イメージ
をDetectProtectiveEquipmentは、イメージのバイト配列 (base64 エンコードされたイメージのバイ
ト) として指定します。詳細については、「イメージの操作 (p. 27)」を参照してください。

この例では、検出された面カバーの周囲に境界ボックスを表示します。フェイスカバーがボディパーツを
完全に覆う場合、バウンディングボックスは緑色になります。それ以外の場合は、赤いバウンディング
ボックスが表示されます。警告として、検出の信頼度が指定した信頼値よりも低い場合、フェースカバー
境界ボックス内に黄色の境界ボックスが表示されます。顔カバーが検出されない場合、その人の周りに赤
い境界ボックスが描画されます。

イメージの出力は次の例のようになります。
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検出された面カバーに境界ボックスを表示するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessアクセス許
可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成し
ます。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、DetectProtectiveEquipment オペレーションを呼び出します。イメージ内
の境界ボックスを表示する方法については、「境界ボックスの表示 (p. 48)。

Java

関数内ではmainで、次のように変更します。

• の価値photoローカルイメージファイル (PNG または JPEG) のパスとファイル名を指定しま
す。

• の価値confidence希望する信頼水準（50-100）にします。

//Loads images, detects faces and draws bounding boxes.Determines exif orientation, 
 if necessary.
package com.amazonaws.samples;

import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.List;
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import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import com.amazonaws.util.IOUtils;

import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.EquipmentDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentBodyPart;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentPerson;

// Calls DetectFaces and displays a bounding box around each detected image.
public class PPEBoundingBox extends JPanel { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    BufferedImage image; 
    static int scale; 
    DetectProtectiveEquipmentResult result; 
    float confidence=80; 

    public PPEBoundingBox(DetectProtectiveEquipmentResult ppeResult, BufferedImage 
 bufImage, float requiredConfidence) throws Exception { 
        super(); 
        scale = 2; // increase to shrink image size. 

        result = ppeResult; 
        image = bufImage; 
         
        confidence=requiredConfidence; 
    } 
    // Draws the bounding box around the detected faces. 
    public void paintComponent(Graphics g) { 
        float left = 0; 
        float top = 0; 
        int height = image.getHeight(this); 
        int width = image.getWidth(this); 
        int offset=20; 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 

        // Draw the image. 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this); 
        g2d.setColor(new Color(0, 212, 0)); 

        // Iterate through detected persons and display bounding boxes. 
        List<ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.getPersons(); 

        for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) { 
            BoundingBox boxPerson = person.getBoundingBox(); 
            left = width * boxPerson.getLeft(); 
            top = height * boxPerson.getTop(); 
            Boolean foundMask=false; 

            List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.getBodyParts(); 
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            if (bodyParts.isEmpty()==false) 
             { 
                    //body parts detected 

                    for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) { 

                        List<EquipmentDetection> 
 equipmentDetections=bodyPart.getEquipmentDetections(); 

                        for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) { 

                            if (item.getType().contentEquals("FACE_COVER")) 
                            { 
                                // Draw green or red bounding box depending on mask 
 coverage. 
                                foundMask=true; 
                                BoundingBox box =item.getBoundingBox(); 
                                left = width * box.getLeft(); 
                                top = height * box.getTop(); 
                                Color maskColor=new Color( 0, 212, 0); 

                                if (item.getCoversBodyPart().getValue()==false) { 
                                    // red bounding box 
                                    maskColor=new Color( 255, 0, 0); 
                                } 
                                g2d.setColor(maskColor); 
                                g2d.drawRect(Math.round(left / scale), 
 Math.round(top / scale), 
                                        Math.round((width * box.getWidth()) / 
 scale), Math.round((height * box.getHeight())) / scale); 
                                 
                                // Check confidence is > supplied confidence. 
                                if (item.getCoversBodyPart().getConfidence()< 
 confidence) 
                                { 
                                    // Draw a yellow bounding box inside face mask 
 bounding box  
                                    maskColor=new Color( 255, 255, 0); 
                                    g2d.setColor(maskColor); 
                                    g2d.drawRect(Math.round((left + offset) / 
 scale), 
                                             Math.round((top + offset) / scale), 
                                             Math.round((width * box.getWidth())- 
 (offset * 2 ))/ scale, 
                                             Math.round((height * box.getHeight()) 
 -( offset* 2)) / scale); 
                                } 

                            } 
                        } 

                    } 

                }  

            // Didn't find a mask, so draw person bounding box red 
            if (foundMask==false) { 

                left = width * boxPerson.getLeft(); 
                top = height * boxPerson.getTop(); 
                g2d.setColor(new Color(255, 0, 0)); 
                g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / scale), 
                        Math.round(((width) * boxPerson.getWidth()) / scale), 
 Math.round((height * boxPerson.getHeight())) / scale); 
            } 
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         }   
          
    } 

    public static void main(String arg[]) throws Exception { 

        String photo = "photo"; 
         
        float confidence =80; 

   
        int height = 0; 
        int width = 0; 

        BufferedImage image = null; 
        ByteBuffer imageBytes; 
         
        // Get image bytes for call to DetectProtectiveEquipment 
        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) { 
            imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream)); 
        } 
         
        //Get image for display 
        InputStream imageBytesStream; 
        imageBytesStream = new ByteArrayInputStream(imageBytes.array()); 

        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
        image=ImageIO.read(imageBytesStream); 
        ImageIO.write(image, "jpg", baos); 
        width = image.getWidth(); 
        height = image.getHeight(); 
  
        //Get Rekognition client 
        AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient(); 
         
        
        // Call DetectProtectiveEquipment 
        DetectProtectiveEquipmentRequest request = new 
 DetectProtectiveEquipmentRequest() 
                .withImage(new Image() 
                        .withBytes(imageBytes)); 

        DetectProtectiveEquipmentResult result = 
 rekognitionClient.detectProtectiveEquipment(request); 

        // Create frame and panel. 
        JFrame frame = new JFrame("Detect PPE"); 
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        PPEBoundingBox panel = new PPEBoundingBox(result, image, confidence); 
        panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale, 
 image.getHeight() / scale)); 
        frame.setContentPane(panel); 
        frame.pack(); 
        frame.setVisible(true); 

    }
}

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。
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   public static void displayGear(S3Client s3, 
                                       RekognitionClient rekClient, 
                                       String sourceImage, 
                                       String bucketName) { 
       float confidence =80; 

        byte[] data = getObjectBytes (s3, bucketName, sourceImage); 
        InputStream is = new ByteArrayInputStream(data); 

        try { 

            ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes summarizationAttributes = 
 ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes.builder() 
                    .minConfidence(70F) 
                    .requiredEquipmentTypesWithStrings("FACE_COVER") 
                    .build(); 

            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(is); 
            image = ImageIO.read(sourceBytes.asInputStream()); 

            // Create an Image object for the source image. 
            software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image souImage = 
 Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectProtectiveEquipmentRequest request = 
 DetectProtectiveEquipmentRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .summarizationAttributes(summarizationAttributes) 
                    .build(); 

            DetectProtectiveEquipmentResponse result = 
 rekClient.detectProtectiveEquipment(request); 

            // Create frame and panel. 
            JFrame frame = new JFrame("Detect PPE"); 
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
            PPEBoundingBoxFrame panel = new PPEBoundingBoxFrame(result, image, 
 confidence); 
            panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale, 
 image.getHeight() / scale)); 
            frame.setContentPane(panel); 
            frame.pack(); 
            frame.setVisible(true); 

        } catch (RekognitionException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
    public static byte[] getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String 
 keyName) { 

        try { 
            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest 
                    .builder() 
                    .key(keyName) 
                    .bucket(bucketName) 
                    .build(); 
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            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = 
 s3.getObjectAsBytes(objectRequest); 
            byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 
            return data; 

        } catch (S3Exception e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
     } 

    public PPEBoundingBoxFrame(DetectProtectiveEquipmentResponse ppeResult, 
 BufferedImage bufImage, float requiredConfidence) throws Exception { 
        super(); 
        scale = 1; // increase to shrink image size. 

        result = ppeResult; 
        image = bufImage; 

        confidence=requiredConfidence; 
    } 

    // Draws the bounding box around the detected masks. 
    public void paintComponent(Graphics g) { 
        float left = 0; 
        float top = 0; 
        int height = image.getHeight(this); 
        int width = image.getWidth(this); 
        int offset=20; 

        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g. 

        // Draw the image. 
        g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this); 
        g2d.setColor(new Color(0, 212, 0)); 

        // Iterate through detected persons and display bounding boxes. 
        List<ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.persons(); 

        for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) { 
            BoundingBox boxPerson = person.boundingBox(); 
            left = width * boxPerson.left(); 
            top = height * boxPerson.top(); 
            Boolean foundMask=false; 

            List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.bodyParts(); 

            if (!bodyParts.isEmpty()) 
            { 
                for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) { 

                    List<EquipmentDetection> 
 equipmentDetections=bodyPart.equipmentDetections(); 

                    for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) { 

                        String myType = item.type().toString(); 
                        if (myType.compareTo("FACE_COVER") ==0) 
                        { 
                            // Draw green bounding box depending on mask coverage. 
                            foundMask=true; 
                            BoundingBox box =item.boundingBox(); 
                            left = width * box.left(); 
                            top = height * box.top(); 
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                            Color maskColor=new Color( 0, 212, 0); 

                            if (item.coversBodyPart().equals(false)) { 
                                // red bounding box 
                                maskColor=new Color( 255, 0, 0); 
                            } 
                            g2d.setColor(maskColor); 
                            g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / 
 scale), 
                                    Math.round((width * box.width()) / scale), 
 Math.round((height * box.height())) / scale); 

                            // Check confidence is > supplied confidence. 
                            if (item.coversBodyPart().confidence() < confidence) 
                            { 
                                // Draw a yellow bounding box inside face mask 
 bounding box 
                                maskColor=new Color( 255, 255, 0); 
                                g2d.setColor(maskColor); 
                                g2d.drawRect(Math.round((left + offset) / scale), 
                                        Math.round((top + offset) / scale), 
                                        Math.round((width * box.width())- (offset * 
 2 ))/ scale, 
                                        Math.round((height * box.height()) -
( offset* 2)) / scale); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
       } 
    }

Python

関数内ではmainで、次のように変更します。

• の価値photoローカルイメージファイル (PNG または JPEG) のパスとファイル名を指定しま
す。

• の価値confidence希望する信頼水準（50-100）にします。

#Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
import io
from PIL import Image, ImageDraw, ExifTags, ImageColor

def detect_ppe(photo, confidence): 

    fill_green='#00d400' 
    fill_red='#ff0000' 
    fill_yellow='#ffff00' 
    line_width=3 

    #open image and get image data from stream. 
    image = Image.open(open(photo,'rb')) 
    stream = io.BytesIO() 
    image.save(stream, format=image.format)     
    image_binary = stream.getvalue() 
    imgWidth, imgHeight = image.size   
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    draw = ImageDraw.Draw(image)   

    client=boto3.client('rekognition') 

    response = client.detect_protective_equipment(Image={'Bytes': image_binary}) 

    for person in response['Persons']: 
         
        found_mask=False 

        for body_part in person['BodyParts']: 
            ppe_items = body_part['EquipmentDetections'] 
                  
            for ppe_item in ppe_items: 
                #found a mask  
                if ppe_item['Type'] == 'FACE_COVER': 
                    fill_color=fill_green 
                    found_mask=True 
                    # check if mask covers face 
                    if ppe_item['CoversBodyPart']['Value'] == False: 
                        fill_color=fill='#ff0000' 
                    # draw bounding box around mask 
                    box = ppe_item['BoundingBox'] 
                    left = imgWidth * box['Left'] 
                    top = imgHeight * box['Top'] 
                    width = imgWidth * box['Width'] 
                    height = imgHeight * box['Height'] 
                    points = ( 
                            (left,top), 
                            (left + width, top), 
                            (left + width, top + height), 
                            (left , top + height), 
                            (left, top) 
                        ) 
                    draw.line(points, fill=fill_color, width=line_width) 

                     # Check if confidence is lower than supplied value        
                    if ppe_item['CoversBodyPart']['Confidence'] < confidence: 
                        #draw warning yellow bounding box within face mask bounding 
 box 
                        offset=line_width+ line_width  
                        points = ( 
                                    (left+offset,top + offset), 
                                    (left + width-offset, top+offset), 
                                    ((left) + (width-offset), (top-offset) + 
 (height)), 
                                    (left+ offset , (top) + (height -offset)), 
                                    (left + offset, top + offset) 
                                ) 
                        draw.line(points, fill=fill_yellow, width=line_width) 
                 
        if found_mask==False: 
            # no face mask found so draw red bounding box around body 
            box = person['BoundingBox'] 
            left = imgWidth * box['Left'] 
            top = imgHeight * box['Top'] 
            width = imgWidth * box['Width'] 
            height = imgHeight * box['Height'] 
            points = ( 
                (left,top), 
                (left + width, top), 
                (left + width, top + height), 
                (left , top + height), 
                (left, top) 
                ) 
            draw.line(points, fill=fill_red, width=line_width) 
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    image.show()

def main(): 
    photo='photo' 
    confidence=80 
    detect_ppe(photo, confidence)

if __name__ == "__main__": 
    main()
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有名人の認識
Amazon Rekognition Amazon Rekognition では、顧客が機械学習を使用して、画像や動画で数万の有名な
個性を自動的に認識できるようになります。有名人認識 API によって提供されるメタデータにより、コン
テンツにタグを付けて、簡単に検索できるようにするために必要な反復的な手動作業が大幅に削減されま
す。

画像や動画コンテンツの急速な普及により、メディア企業はメディアカタログを大規模に整理、検索、活
用するのに苦労することがよくあります。ニュースチャンネルやスポーツ放送局は、現在のイベントに対
応し、関連するプログラミングを作成するために、画像や動画をすばやく見つける必要があります。メタ
データが不十分なため、これらのタスクが困難になりますが、Amazon Rekognition を使用すると、大量
の新規コンテンツまたはアーカイブコンテンツを自動的にタグ付けして、俳優、スポーツ選手、オンライ
ンコンテンツクリエイターなど、国際的で広く知られている有名人の包括的なセットを簡単に検索できま
す。

Amazon Rekognition の有名人の認識は、イメージやビデオに有名人が写っていると予想される場合にの
み使用されるように設計されています。有名人以外の顔の認識については、「コレクション内の顔の検
索 (p. 177)」を参照してください。

Note

有名人であり、この機能に参加したくない場合は、にお問い合わせください。AWSサポートまた
はE メール<rekognition-celebrity-opt-out@amazon.com>。

トピック
• 顔検索と比較して有名人の認識 (p. 269)
• イメージ内の有名人の認識 (p. 270)
• 保存済みビデオ内の有名人の認識  (p. 277)
• 有名人に関する情報の取得 (p. 287)

顔検索と比較して有名人の認識
Amazon Rekognition では、有名人の認識と顔認識の両方の機能が用意されています。これらの機能には、
ユースケースとベストプラクティスに大きな違いがあります。

有名人の認識は、スポーツ、メディア、政治、ビジネスなどの分野で何十万人もの人気のある人々を認識
することができるように事前にトレーニングされています。この機能は、特定の有名人を含む可能性が
高い小規模なセットを識別するために、大量の画像やビデオを検索するのに役立つように設計されていま
す。有名人ではないさまざまな人々の間で顔を照合するために使用されることを意図していません。有名
人の照合の正確さが重要である状況では、高レベルの正確さと人間の判断力を、確実に適切に適用できる
よう、人間のオペレーターも使ってこのマークされた小規模のコンテンツを調べることをお勧めします。
有名人の認識は、市民の自由に悪影響を及ぼす可能性のある方法で使用されるべきではありません。

対照的に、顔認識は、顔認識はより一般的な機能で、有名人だけでなく、自分の顔ベクトルを使って自分
の顔コレクションを作成し、同一人物であることを検証したり任意の人物を検索したりできます。顔認識
は、建物への出入りの認証、公共の安全、ソーシャルメディアなどの用途に使用できます。これらのすべ
ての場合において、一致の正確性が重要な場合は、ベストプラクティス、適切な信頼性のしきい値 (公共
の安全ユースケースの 99% を含む)、人間による確認を使用することをお勧めします。

詳細については、「コレクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してください。
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イメージ内の有名人の認識
イメージ内の有名人を認識し、認識した有名人に関する追加情報を取得するには、非ストレージ型の API 
オペレーション (RecognizeCelebrities (p. 654)) を使用します。たとえば、情報収集がタイムクリティ
カルなソーシャルメディア、ニュース、エンターテインメント業界では、RecognizeCelebritiesオペ
レーションでは、イメージ内の最大 64 名の有名人を識別し、有名人のウェブページ (ある場合) へのリン
クを返します。Amazon Rekognition では、どのイメージから有名人を検出したかは、に記憶されません。
この情報は、アプリケーションで保存する必要があります。

RecognizeCelebrities から返された有名人の追加情報を保存していない場合、イメージを再
分析しないでその情報を取得するには GetCelebrityInfo (p. 588) を使用します。を呼び出すに
はGetCelebrityInfoでは、Amazon Rekognition から有名人ごとに割り当てられる一意の識別子が必要
です。この識別子は、イメージから認識された有名人ごとに RecognizeCelebrities レスポンスの一部
として返されます。

大量のイメージのコレクションから有名人を認識する場合は、AWS Batch を使用して
RecognizeCelebrities への呼び出しをバックグラウンドでバッチ処理することを検討します。コ
レクションに新しいイメージを追加する場合、イメージを S3 バケット内にアップロードするときに
RecognizeCelebrities を呼び出すことで、AWS Lambda 関数を使用して有名人を認識できます。

RecognizeCelebrities の呼び出し
次のいずれかの方法を使用して、入力イメージをイメージバイト配列 (base64 でエンコードされたイメー
ジバイト) または Amazon S3 オブジェクトとして提供できます。AWS Command Line Interface(AWS CLI) 
または AWS SDK を使用します。AWS CLI の手順では、イメージを .jpg 形式または .png 形式で S3 バ
ケットにアップロードします。AWS の SDK 手順では、ローカルファイルシステムからロードしたイメー
ジを使用します。入力イメージの推奨事項の詳細については、「イメージの操作 (p. 27)」を参照してくだ
さい。

この手順を実行するには、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージファイルが必要です。

イメージ内の有名人を認識するには

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、RecognizeCelebrities オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、イメージ内で検出された有名人に関する情報を表示します。

photo の値は、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージファイルのパスとファイル名に変
更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;  
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import com.amazonaws.services.rekognition.model.Celebrity;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesResult;  
import java.io.File;  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.InputStream;  
import java.nio.ByteBuffer;  
import com.amazonaws.util.IOUtils;  
import java.util.List;  
  
  
public class RecognizeCelebrities {  
  
   public static void main(String[] args) {  
      String photo = "moviestars.jpg";  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
      ByteBuffer imageBytes=null;  
      try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {  
         imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));  
      }  
      catch(Exception e)  
      {  
          System.out.println("Failed to load file " + photo);  
          System.exit(1);  
      }  
  
  
      RecognizeCelebritiesRequest request = new RecognizeCelebritiesRequest()  
         .withImage(new Image()  
         .withBytes(imageBytes));  
  
      System.out.println("Looking for celebrities in image " + photo + "\n");  
  
      RecognizeCelebritiesResult 
 result=rekognitionClient.recognizeCelebrities(request);  
  
      //Display recognized celebrity information  
      List<Celebrity> celebs=result.getCelebrityFaces();  
      System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n");  
  
      for (Celebrity celebrity: celebs) {  
          System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.getName());  
          System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.getId());  
          BoundingBox boundingBox=celebrity.getFace().getBoundingBox();  
          System.out.println("position: " +  
             boundingBox.getLeft().toString() + " " +  
             boundingBox.getTop().toString());  
          System.out.println("Further information (if available):");  
          for (String url: celebrity.getUrls()){  
             System.out.println(url);  
          }  
          System.out.println();  
       }  
       System.out.println(result.getUnrecognizedFaces().size() + " face(s) were 
 unrecognized.");  
   }  
}

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。
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    public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            RecognizeCelebritiesRequest request = 
 RecognizeCelebritiesRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .build(); 

            RecognizeCelebritiesResponse result = 
 rekClient.recognizeCelebrities(request) ; 

            List<Celebrity> celebs=result.celebrityFaces(); 
            System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n"); 

            for (Celebrity celebrity: celebs) { 
                System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name()); 
                System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id()); 

                System.out.println("Further information (if available):"); 
                for (String url: celebrity.urls()){ 
                    System.out.println(url); 
                } 
                System.out.println(); 
            } 
            System.out.println(result.unrecognizedFaces().size() + " face(s) were 
 unrecognized."); 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、recognize-celebrities CLI オペレーションの JSON 出力を表
示します。

変更bucketnameをイメージが含まれる Amazon S3 バケットの名前に変更します。input.jpg
は、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージのファイル名に変更します。

aws rekognition recognize-celebrities \ 
  --image "S3Object={Bucket=bucketname,Name=input.jpg}"

Python

この例では、イメージ内で検出された有名人に関する情報を表示します。

photo の値は、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージファイルのパスとファイル名に変
更します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
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#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
import json  
  
def recognize_celebrities(photo):  
  
      
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    with open(photo, 'rb') as image:  
        response = client.recognize_celebrities(Image={'Bytes': image.read()})  
  
    print('Detected faces for ' + photo)      
    for celebrity in response['CelebrityFaces']:  
        print ('Name: ' + celebrity['Name'])  
        print ('Id: ' + celebrity['Id'])  
        print ('KnownGender: ' + celebrity['KnownGender'])  
        print ('Smile: ' + celebrity['Smile'])  
        print ('Position:')  
        print ('   Left: ' + '{:.2f}'.format(celebrity['Face']['BoundingBox']
['Height']))  
        print ('   Top: ' + '{:.2f}'.format(celebrity['Face']['BoundingBox']
['Top']))  
        print ('Info')  
        for url in celebrity['Urls']:  
            print ('   ' + url)  
        print  
    return len(response['CelebrityFaces'])  
  
def main():  
    photo='moviestars.jpg'  
  
    celeb_count=recognize_celebrities(photo)  
    print("Celebrities detected: " + str(celeb_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

Node.Js

この例では、イメージ内で検出された有名人に関する情報を表示します。

photo の値は、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージファイルのパスとファイル名に変
更します。の値を変更します。bucketは、提供されたイメージファイルを含む S3 バケットの名
前に変更します。の値を変更します。REGIONアカウントに関連付けられているリージョンの名前
を入力します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js  
import { RecognizeCelebritiesCommand } from  "@aws-sdk/client-rekognition";  
import  { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"  
// Create SNS service object.  
const rekogClient = new RekognitionClient({ region: REGION });  
  
const bucket = 'bucket-name'  
const photo = 'photo-name'  
  
// Set params  
const params = {  
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    Image: {  
      S3Object: {  
        Bucket: bucket,  
        Name: photo  
      },  
    },  
  }  
  
const recognize_celebrity = async() => {  
    try {  
        const response = await rekogClient.send(new 
 RecognizeCelebritiesCommand(params));  
        console.log(response.Labels)  
        response.CelebrityFaces.forEach(celebrity =>{  
            console.log(`Name: ${celebrity.Name}`)  
            console.log(`ID: ${celebrity.Id}`)  
            console.log(`KnownGender: ${celebrity.KnownGender.Type}`)  
            console.log(`Smile: ${celebrity.Smile}`)  
            console.log('Position: ')  
            console.log(`   Left: ${celebrity.Face.BoundingBox.Height}`)  
            console.log(`  Top : ${celebrity.Face.BoundingBox.Top}`)  
              
        })  
        return response.length; // For unit tests.  
      } catch (err) {  
        console.log("Error", err);  
      }  
}  
  
recognize_celebrity() 

.NET

この例では、イメージ内で検出された有名人に関する情報を表示します。

photo の値は、1 つ以上の有名人の顔が含まれているイメージファイル (.jpg 形式または .png 形
式) のパスとファイル名に変更します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.IO;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class CelebritiesInImage
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "moviestars.jpg"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        RecognizeCelebritiesRequest recognizeCelebritiesRequest = new 
 RecognizeCelebritiesRequest(); 

        Amazon.Rekognition.Model.Image img = new Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
        byte[] data = null; 
        try 
        { 
            using (FileStream fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read)) 
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            { 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
            } 
        } 
        catch(Exception) 
        { 
            Console.WriteLine("Failed to load file " + photo); 
            return; 
        } 

        img.Bytes = new MemoryStream(data); 
        recognizeCelebritiesRequest.Image = img; 

        Console.WriteLine("Looking for celebrities in image " + photo + "\n"); 

        RecognizeCelebritiesResponse recognizeCelebritiesResponse = 
 rekognitionClient.RecognizeCelebrities(recognizeCelebritiesRequest); 

        Console.WriteLine(recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.Count + " 
 celebrity(s) were recognized.\n"); 
        foreach (Celebrity celebrity in 
 recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces) 
        { 
            Console.WriteLine("Celebrity recognized: " + celebrity.Name); 
            Console.WriteLine("Celebrity ID: " + celebrity.Id); 
            BoundingBox boundingBox = celebrity.Face.BoundingBox; 
            Console.WriteLine("position: " + 
               boundingBox.Left + " " + boundingBox.Top); 
            Console.WriteLine("Further information (if available):"); 
            foreach (String url in celebrity.Urls) 
                Console.WriteLine(url); 
        } 
        Console.WriteLine(recognizeCelebritiesResponse.UnrecognizedFaces.Count + " 
 face(s) were unrecognized."); 
    }
}

3. 表示された有名人 ID のいずれかの値を書き留めます。この ID は、「有名人に関する情報の取
得 (p. 287)」で必要になります。

RecognizeCelebrities オペレーションのリクエスト
RecognizeCelebrities への入力はイメージです。この例では、イメージをイメージのバイトとして渡
します。詳細については、「イメージの操作 (p. 27)」を参照してください。

{ 
    "Image": { 
        "Bytes": "/AoSiyvFpm....." 
    }
}

Elebrities オペレーションのレスポンス
次の例は、RecognizeCelebrities の JSON 入力および出力です。

RecognizeCelebrities は、認識された有名人の配列と、認識されなかった顔の配列を返します。この 
の例では、以下の点に注意してください。

• 認識された有名人–Celebritiesは認識された有名人の配列です。EACHCelebrity (p. 723)配列内の
オブジェクトは、有名人の名前および関連コンテンツを参照する URL (有名人のIMDB リンクやウィキ
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データリンクなど) のリストを示します。Amazon Rekognition はComparedFace (p. 728)アプリケー
ションでは、から使用されるオブジェクトを使用して、イメージ内における有名人の顔の位置と有名人
の一意の識別子を確認できます。この一意の識別子を GetCelebrityInfo (p. 588) API オペレーションで
使用し、後で有名人の情報を取得できます。

• 認識されない顔–UnrecognizedFacesは、既知の有名人と一致しなかった顔の配列です。配列の
ComparedFace (p. 728) オブジェクトごとに、イメージ内の顔の位置を示す境界ボックス (およびその
他の情報) が含まれます。

{ 
    "CelebrityFaces": [{ 
        "Face": { 
            "BoundingBox": { 
                "Height": 0.617123007774353, 
                "Left": 0.15641026198863983, 
                "Top": 0.10864841192960739, 
                "Width": 0.3641025722026825 
            }, 
            "Confidence": 99.99589538574219, 
            "Emotions": [{ 
                "Confidence": 96.3981749057023, 
                "Type": "Happy" 
                } 
            ], 
            "Landmarks": [{ 
                "Type": "eyeLeft", 
                "X": 0.2837241291999817, 
                "Y": 0.3637104034423828 
            }, { 
                "Type": "eyeRight", 
                "X": 0.4091649055480957, 
                "Y": 0.37378931045532227 
            }, { 
                "Type": "nose", 
                "X": 0.35267341136932373, 
                "Y": 0.49657556414604187 
            }, { 
                "Type": "mouthLeft", 
                "X": 0.2786353826522827, 
                "Y": 0.5455248355865479 
            }, { 
                "Type": "mouthRight", 
                "X": 0.39566439390182495, 
                "Y": 0.5597742199897766 
            }], 
            "Pose": { 
                "Pitch": -7.749263763427734, 
                "Roll": 2.004552125930786, 
                "Yaw": 9.012002944946289 
            }, 
            "Quality": { 
                "Brightness": 32.69192123413086, 
                "Sharpness": 99.9305191040039 
            }, 
            "Smile": { 
            "Confidence": 95.45394855702342, 
            "Value": True 
            }     
        }, 
        "Id": "3Ir0du6", 
        "KnownGender": { 
            "Type": "Male" 
        }, 
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        "MatchConfidence": 98.0, 
        "Name": "Jeff Bezos", 
        "Urls": ["www.imdb.com/name/nm1757263"] 
    }], 
    "OrientationCorrection": "NULL", 
    "UnrecognizedFaces": [{ 
        "BoundingBox": { 
            "Height": 0.5345501899719238, 
            "Left": 0.48461538553237915, 
            "Top": 0.16949152946472168, 
            "Width": 0.3153846263885498 
        }, 
        "Confidence": 99.92860412597656, 
        "Landmarks": [{ 
            "Type": "eyeLeft", 
            "X": 0.5863404870033264, 
            "Y": 0.36940744519233704 
        }, { 
            "Type": "eyeRight", 
            "X": 0.6999204754829407, 
            "Y": 0.3769848346710205 
        }, { 
            "Type": "nose", 
            "X": 0.6349524259567261, 
            "Y": 0.4804527163505554 
        }, { 
            "Type": "mouthLeft", 
            "X": 0.5872702598571777, 
            "Y": 0.5535582304000854 
        }, { 
            "Type": "mouthRight", 
            "X": 0.6952020525932312, 
            "Y": 0.5600858926773071 
        }], 
        "Pose": { 
            "Pitch": -7.386096477508545, 
            "Roll": 2.304218292236328, 
            "Yaw": -6.175624370574951 
        }, 
        "Quality": { 
            "Brightness": 37.16635513305664, 
            "Sharpness": 99.9305191040039 
        }, 
        "Smile": { 
            "Confidence": 95.45394855702342, 
            "Value": True 
        } 
    }]
}

保存済みビデオ内の有名人の認識
Amazon Rekognition による保存済みビデオの有名人の認識は、非同期オペレーションです。保存済みビ
デオ内の有名人を認識するには、StartCelebrityRecognition (p. 667)をクリックして、ビデオ分析を開始
します。Amazon Rekognition Video では、ビデオ分析の完了ステータスを Amazon 簡易通知サービスの
トピックに発行します。ビデオ分析が成功したら、GetCelebrityRecognition (p. 591) を呼び出して分析
結果を取得します。ビデオ分析の開始と結果の取得の詳細については、「Amazon Rekognition Video オペ
レーションを呼び出す (p. 63)」を参照してください。

この手順では、「」のコードを拡張します。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存
されているビデオの分析 (SDK) (p. 70)では、Amazon SQS キューを使用して、ビデオ分析リクエストの完
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了ステータスを取得します。この手順を実行するには、1 つ以上の有名人の顔が含まれているビデオファ
イルが必要です。

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の有名人を検出するには (SDK)

1. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」を実行します。

2. ステップ 1 で作成したクラス VideoDetect に次のコードを追加します。

Java

        //Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
        //PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/
awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
      // 
 Celebrities=====================================================================  
      private static void StartCelebrityDetection(String bucket, String video) 
 throws Exception{  
         
            NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
                    .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
                    .withRoleArn(roleArn);  
    
           StartCelebrityRecognitionRequest req = new 
 StartCelebrityRecognitionRequest()  
                 .withVideo(new Video()  
                       .withS3Object(new S3Object()  
                             .withBucket(bucket)  
                             .withName(video)))  
                 .withNotificationChannel(channel);  
    
    
    
           StartCelebrityRecognitionResult startCelebrityRecognitionResult = 
 rek.startCelebrityRecognition(req);  
           startJobId=startCelebrityRecognitionResult.getJobId();  
    
        }   
    
        private static void GetCelebrityDetectionResults() throws Exception{  
    
           int maxResults=10;  
           String paginationToken=null;  
           GetCelebrityRecognitionResult celebrityRecognitionResult=null;  
    
           do{  
              if (celebrityRecognitionResult !=null){  
                 paginationToken = celebrityRecognitionResult.getNextToken();  
              }  
              celebrityRecognitionResult = rek.getCelebrityRecognition(new 
 GetCelebrityRecognitionRequest()  
                    .withJobId(startJobId)  
                    .withNextToken(paginationToken)  
                    .withSortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP)  
                    .withMaxResults(maxResults));  
    
    
              System.out.println("File info for page");  
              VideoMetadata 
 videoMetaData=celebrityRecognitionResult.getVideoMetadata();  
    
              System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());  
              System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());  
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              System.out.println("Duration: " + 
 videoMetaData.getDurationMillis());  
              System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());  
    
              System.out.println("Job");  
    
              System.out.println("Job status: " + 
 celebrityRecognitionResult.getJobStatus());  
    
    
              //Show celebrities  
              List<CelebrityRecognition> celebs= 
 celebrityRecognitionResult.getCelebrities();  
    
              for (CelebrityRecognition celeb: celebs) {   
                 long seconds=celeb.getTimestamp()/1000;  
                 System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");  
                 CelebrityDetail details=celeb.getCelebrity();  
                 System.out.println("Name: " + details.getName());  
                 System.out.println("Id: " + details.getId());  
                 System.out.println();   
              }  
           } while (celebrityRecognitionResult !=null && 
 celebrityRecognitionResult.getNextToken() != null);  
    
        }  
   

関数 main で、次の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        StartCelebrityDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetCelebrityDetectionResults(); 
        

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static  void StartCelebrityDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                                NotificationChannel channel, 
                                                String bucket, 
                                                String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 
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            StartCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest = 
 StartCelebrityRecognitionRequest.builder() 
                    .jobTag("Celebrities") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartCelebrityRecognitionResponse startCelebrityRecognitionResult = 
 rekClient.startCelebrityRecognition(recognitionRequest); 
            startJobId = startCelebrityRecognitionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetCelebrityDetectionResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetCelebrityRecognitionResponse recognitionResponse = null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (recognitionResponse !=null) 
                    paginationToken = recognitionResponse.nextToken(); 

                GetCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest = 
 GetCelebrityRecognitionRequest.builder() 
                            .jobId(startJobId) 
                            .nextToken(paginationToken) 
                            .sortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP) 
                            .maxResults(10) 
                            .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    recognitionResponse = 
 rekClient.getCelebrityRecognition(recognitionRequest); 
                    status = recognitionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=recognitionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 
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                List<CelebrityRecognition> celebs= 
 recognitionResponse.celebrities(); 
                for (CelebrityRecognition celeb: celebs) { 
                    long seconds=celeb.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " "); 
                    CelebrityDetail details=celeb.celebrity(); 
                    System.out.println("Name: " + details.name()); 
                    System.out.println("Id: " + details.id()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (recognitionResponse !=null && 
 recognitionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
    } 
  }

Python

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    # ============== Celebrities =============== 
    def StartCelebrityDetection(self): 
        response=self.rek.start_celebrity_recognition(Video={'S3Object': {'Bucket': 
 self.bucket, 'Name': self.video}}, 
            NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn': 
 self.snsTopicArn}) 

        self.startJobId=response['JobId'] 
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId) 

    def GetCelebrityDetectionResults(self): 
        maxResults = 10 
        paginationToken = '' 
        finished = False 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_celebrity_recognition(JobId=self.startJobId, 
                                                    MaxResults=maxResults, 
                                                    NextToken=paginationToken) 

            print(response['VideoMetadata']['Codec']) 
            print(str(response['VideoMetadata']['DurationMillis'])) 
            print(response['VideoMetadata']['Format']) 
            print(response['VideoMetadata']['FrameRate']) 

            for celebrityRecognition in response['Celebrities']: 
                print('Celebrity: ' + 
                    str(celebrityRecognition['Celebrity']['Name'])) 
                print('Timestamp: ' + str(celebrityRecognition['Timestamp'])) 
                print() 

            if 'NextToken' in response: 
                paginationToken = response['NextToken'] 
            else: 
                finished = True

関数 main で、以下の行を置き換えます。
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    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    analyzer.StartCelebrityDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetCelebrityDetectionResults()

Node.JS

次の Node.Js コード例では、の値を置き換えます。bucketは、ビデオを含む S3 バケットの名前
との値を示します。videoNameは、ビデオファイルの名前を示します。また、の値を置き換える
必要があります。roleArnIAM サービスロールに関連付けられた Arn を使用します。最後に、の
値を置き換えます。regionアカウントに関連付けられている営業地域の名前を指定します。

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js  
  import { CreateQueueCommand, GetQueueAttributesCommand, GetQueueUrlCommand,   
    SetQueueAttributesCommand, DeleteQueueCommand, ReceiveMessageCommand, 
 DeleteMessageCommand } from  "@aws-sdk/client-sqs";  
  import {CreateTopicCommand, SubscribeCommand, DeleteTopicCommand } from "@aws-
sdk/client-sns";  
  import  { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";  
  import  { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";  
  import  { RekognitionClient, StartLabelDetectionCommand, 
 GetLabelDetectionCommand,   
    StartCelebrityRecognitionCommand, GetCelebrityRecognitionCommand} from "@aws-
sdk/client-rekognition";  
  import { stdout } from "process";  
    
  // Set the AWS Region.  
  const region = "region-name"; //e.g. "us-east-1"  
  // Create SNS service object.  
  const sqsClient = new SQSClient({ region: region });  
  const snsClient = new SNSClient({ region: region });  
  const rekClient = new RekognitionClient({ region: region });  
    
  // Set bucket and video variables  
  const bucket = "bucket-name";  
  const videoName = "video-name";  
  const roleArn = "RoleArn"  
  var startJobId = ""  
    
  var ts = Date.now();  
  const snsTopicName = "AmazonRekognitionExample" + ts;  
  const snsTopicParams = {Name: snsTopicName}  
  const sqsQueueName = "AmazonRekognitionQueue-" + ts;  
    
  // Set the parameters  
  const sqsParams = {  
    QueueName: sqsQueueName, //SQS_QUEUE_URL  
    Attributes: {  
      DelaySeconds: "60", // Number of seconds delay.  
      MessageRetentionPeriod: "86400", // Number of seconds delay.  
    },  
  };  
    
  const createTopicandQueue = async () => {  
    try {  
      // Create SNS topic  
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      const topicResponse = await snsClient.send(new 
 CreateTopicCommand(snsTopicParams));  
      const topicArn = topicResponse.TopicArn  
      console.log("Success", topicResponse);  
      // Create SQS Queue  
      const sqsResponse = await sqsClient.send(new CreateQueueCommand(sqsParams));  
      console.log("Success", sqsResponse);  
      const sqsQueueCommand = await sqsClient.send(new 
 GetQueueUrlCommand({QueueName: sqsQueueName}))  
      const sqsQueueUrl = sqsQueueCommand.QueueUrl  
      const attribsResponse = await sqsClient.send(new 
 GetQueueAttributesCommand({QueueUrl: sqsQueueUrl, AttributeNames: ['QueueArn']}))  
      const attribs = attribsResponse.Attributes  
      console.log(attribs)  
      const queueArn = attribs.QueueArn  
      // subscribe SQS queue to SNS topic  
      const subscribed = await snsClient.send(new SubscribeCommand({TopicArn: 
 topicArn, Protocol:'sqs', Endpoint: queueArn}))  
      const policy = {  
        Version: "2012-10-17",  
        Statement: [  
          {  
            Sid: "MyPolicy",  
            Effect: "Allow",  
            Principal: {AWS: "*"},  
            Action: "SQS:SendMessage",  
            Resource: queueArn,  
            Condition: {  
              ArnEquals: {  
                'aws:SourceArn': topicArn  
              }  
            }  
          }  
        ]  
      };  
    
      const response = sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand({QueueUrl: 
 sqsQueueUrl, Attributes: {Policy: JSON.stringify(policy)}}))  
      console.log(response)  
      console.log(sqsQueueUrl, topicArn)  
      return [sqsQueueUrl, topicArn]  
    
    } catch (err) {  
      console.log("Error", err);  
    }  
  };  
  
  const startCelebrityDetection = async(roleArn, snsTopicArn) =>{  
    try {  
        //Initiate label detection and update value of startJobId with returned Job 
 ID  
        const response = await rekClient.send(new 
 StartCelebrityRecognitionCommand({Video:{S3Object:{Bucket:bucket, 
 Name:videoName}},  
            NotificationChannel:{RoleArn: roleArn, SNSTopicArn: snsTopicArn}}))  
            startJobId = response.JobId  
            console.log(`Start Job ID: ${startJobId}`)  
            return startJobId  
      } catch (err) {  
        console.log("Error", err);  
      }  
    };  
  
  const getCelebrityRecognitionResults = async(startJobId) =>{  
    try {  
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        //Initiate label detection and update value of startJobId with returned Job 
 ID  
        var maxResults = 10  
        var paginationToken = ''  
        var finished = false  
  
        while (finished == false){  
            var response = await rekClient.send(new 
 GetCelebrityRecognitionCommand({JobId: startJobId, MaxResults: maxResults,   
                NextToken: paginationToken}))  
            console.log(response.VideoMetadata.Codec)  
            console.log(response.VideoMetadata.DurationMillis)  
            console.log(response.VideoMetadata.Format)  
            console.log(response.VideoMetadata.FrameRate)  
            response.Celebrities.forEach(celebrityRecognition => {  
                console.log(`Celebrity: ${celebrityRecognition.Celebrity.Name}`)  
                console.log(`Timestamp: ${celebrityRecognition.Timestamp}`)  
                console.log()  
            })  
            // Searh for pagination token, if found, set variable to next token  
            if (String(response).includes("NextToken")){  
                paginationToken = response.NextToken  
          
            }else{  
                finished = true  
            }  
        }  
      } catch (err) {  
        console.log("Error", err);  
      }  
    };  
    
  // Checks for status of job completion  
  const getSQSMessageSuccess = async(sqsQueueUrl, startJobId) => {  
    try {  
      // Set job found and success status to false initially  
      var jobFound = false  
      var succeeded = false  
      var dotLine = 0  
      // while not found, continue to poll for response  
      while (jobFound == false){  
        var sqsReceivedResponse = await sqsClient.send(new 
 ReceiveMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,   
          MaxNumberOfMessages:'ALL', MaxNumberOfMessages:10}));  
        if (sqsReceivedResponse){  
          var responseString = JSON.stringify(sqsReceivedResponse)  
          if (!responseString.includes('Body')){  
            if (dotLine < 40) {  
              console.log('.')  
              dotLine = dotLine + 1  
            }else {  
              console.log('')  
              dotLine = 0   
            };  
            stdout.write('', () => {  
              console.log('');  
            });  
            await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));  
            continue  
          }  
        }  
    
        // Once job found, log Job ID and return true if status is succeeded  
        for (var message of sqsReceivedResponse.Messages){  
          console.log("Retrieved messages:")  
          var notification = JSON.parse(message.Body)  
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          var rekMessage = JSON.parse(notification.Message)  
          var messageJobId = rekMessage.JobId  
          if (String(rekMessage.JobId).includes(String(startJobId))){  
            console.log('Matching job found:')  
            console.log(rekMessage.JobId)  
            jobFound = true  
            console.log(rekMessage.Status)  
            if (String(rekMessage.Status).includes(String("SUCCEEDED"))){  
              succeeded = true  
              console.log("Job processing succeeded.")  
              var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new 
 DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl, 
 ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));  
            }  
          }else{  
            console.log("Provided Job ID did not match returned ID.")  
            var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new 
 DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl, 
 ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));  
          }  
        }  
      }  
    return succeeded  
    } catch(err) {  
      console.log("Error", err);  
    }  
  };  
    
  // Start label detection job, sent status notification, check for success status  
  // Retrieve results if status is "SUCEEDED", delete notification queue and topic  
  const runCelebRecognitionAndGetResults = async () => {  
    try {  
      const sqsAndTopic = await createTopicandQueue();  
      //const startLabelDetectionRes = await startLabelDetection(roleArn, 
 sqsAndTopic[1]);  
      //const getSQSMessageStatus = await getSQSMessageSuccess(sqsAndTopic[0], 
 startLabelDetectionRes)  
      const startCelebrityDetectionRes = await startCelebrityDetection(roleArn, 
 sqsAndTopic[1]);  
      const getSQSMessageStatus = await getSQSMessageSuccess(sqsAndTopic[0], 
 startCelebrityDetectionRes)  
      console.log(getSQSMessageSuccess)  
      if (getSQSMessageSuccess){  
        console.log("Retrieving results:")  
        const results = await 
 getCelebrityRecognitionResults(startCelebrityDetectionRes)  
      }  
      const deleteQueue = await sqsClient.send(new DeleteQueueCommand({QueueUrl: 
 sqsAndTopic[0]}));  
      const deleteTopic = await snsClient.send(new DeleteTopicCommand({TopicArn: 
 sqsAndTopic[1]}));  
      console.log("Successfully deleted.")  
    } catch (err) {  
      console.log("Error", err);  
    }  
  };  
    
  runCelebRecognitionAndGetResults()
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Note

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70) 以外のビデオ例をすでに実行している場合、置き換えるコードは異なる可能性
があります。

3. コードを実行します。ビデオ内で認識された有名人に関する情報が表示されます。

GetCelebrityRecognition gnity オペレーション
以下に、JSON レスポンスの例を示します。このレスポンスには、以下が含まれています。

• 認識された有名人–Celebritiesは、ビデオで認識された有名人と認識された時間の配列で
す。CelebrityRecognition (p. 727) オブジェクトは、ビデオで有名人が認識されるたびに生成されま
す。各 CelebrityRecognition には、ビデオ内で認識された有名人 (CelebrityDetail (p. 725)) に関
する情報とその有名人が認識された時間 (Timestamp) が含まれています。Timestamp は、ビデオの開
始からのミリ秒数で示されます。

• CelebrityDetail— 認識された有名人に関する情報を示します。有名人の名前が含まれています 
(Name)、識別子 (ID)、有名人の既知の性別（KnownGender)、および関連コンテンツを参照する 
URL のリスト (Urls). また、Amazon Rekognition Video による認識の精度を示す信頼度、有名人
の顔の詳細も含まれます。FaceDetail (p. 754)。後で関連コンテンツを取得する必要がある場合
は、GetCelebrityInfo (p. 588) で ID を使用できます。

• VideoMetadata – 分析したビデオに関する情報です。

{ 
    "Celebrities": [ 
        { 
            "Celebrity": { 
                "Confidence": 0.699999988079071, 
                "Face": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Height": 0.20555555820465088, 
                        "Left": 0.029374999925494194, 
                        "Top": 0.22333332896232605, 
                        "Width": 0.11562500149011612 
                    }, 
                    "Confidence": 99.89837646484375, 
                    "Landmarks": [ 
                        { 
                            "Type": "eyeLeft", 
                            "X": 0.06857934594154358, 
                            "Y": 0.30842265486717224 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "eyeRight", 
                            "X": 0.10396526008844376, 
                            "Y": 0.300625205039978 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "nose", 
                            "X": 0.0966852456331253, 
                            "Y": 0.34081998467445374 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthLeft", 
                            "X": 0.075217105448246, 
                            "Y": 0.3811396062374115 
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                        }, 
                        { 
                            "Type": "mouthRight", 
                            "X": 0.10744428634643555, 
                            "Y": 0.37407416105270386 
                        } 
                    ], 
                    "Pose": { 
                        "Pitch": -0.9784082174301147, 
                        "Roll": -8.808176040649414, 
                        "Yaw": 20.28228759765625 
                    }, 
                    "Quality": { 
                        "Brightness": 43.312068939208984, 
                        "Sharpness": 99.9305191040039 
                    } 
                }, 
                "Id": "XXXXXX", 
                "KnownGender": { 
                    "Type": "Female" 
                }, 
                "Name": "Celeb A", 
                "Urls": [] 
            }, 
            "Timestamp": 367 
       },...... 
    ], 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "NextToken": "XfXnZKiyMOGDhzBzYUhS5puM+g1IgezqFeYpv/H/+5noP/LmM57FitUAwSQ5D6G4AB/
PNwolrw==", 
    "VideoMetadata": { 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 67301, 
        "FileExtension": "mp4", 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameHeight": 1080, 
        "FrameRate": 29.970029830932617, 
        "FrameWidth": 1920 
    }
}

有名人に関する情報の取得
以下の手順では、GetCelebrityInfo (p. 588)API オペレーションを使用して有名人に関する情報を取得し
ます。有名人を識別するには、前回の the section called “RecognizeCelebrities” (p. 654) への呼び出しで
返された有名人 ID を使用します。

GetCelebrityInfo の呼び出し

以下の手順では、Amazon Rekognition で認識済みの有名人の ID が必要です。「イメージ内の有名人の認
識 (p. 270)」で書き留めた有名人 ID を使用します。

有名人に関する情報を取得するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。
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b. AWS CLI と AWS SDK のインストールと設定 詳細については、「ステップ 2: をセットアップす
るAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. 以下の例を使用して、GetCelebrityInfo オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、有名人の名前と情報を表示します。

id は、「イメージ内の有名人の認識 (p. 270)」で表示された有名人 ID のいずれかに置き換えま
す。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityInfoRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityInfoResult;  
  
  
public class CelebrityInfo {  
  
   public static void main(String[] args) {  
      String id = "nnnnnnnn";  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
      GetCelebrityInfoRequest request = new GetCelebrityInfoRequest()  
         .withId(id);  
  
      System.out.println("Getting information for celebrity: " + id);  
  
      GetCelebrityInfoResult result=rekognitionClient.getCelebrityInfo(request);  
  
      //Display celebrity information  
      System.out.println("celebrity name: " + result.getName());  
      System.out.println("Further information (if available):");  
      for (String url: result.getUrls()){  
         System.out.println(url);  
      }  
   }  
}  
       

Java V2

このコードは、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void getCelebrityInfo(RekognitionClient rekClient, String id ) { 

       try { 
        GetCelebrityInfoRequest info = GetCelebrityInfoRequest.builder() 
                .id(id) 
                .build(); 

        GetCelebrityInfoResponse response = rekClient.getCelebrityInfo(info); 

        // Display celebrity information. 
        System.out.println("celebrity name: " + response.name()); 
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        System.out.println("Further information (if available):"); 
        for (String url: response.urls()){ 
            System.out.println(url); 
        } 

       } catch (RekognitionException e) { 
           System.out.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
    }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、get-celebrity-info CLI オペレーションの JSON 出力を表示
します。ID は、「イメージ内の有名人の認識 (p. 270)」で表示された有名人 ID のいずれかに置
き換えます。

aws rekognition get-celebrity-info --id ID

Python

この例では、有名人の名前と情報を表示します。

id は、「イメージ内の有名人の認識 (p. 270)」で表示された有名人 ID のいずれかに置き換えま
す。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def get_celebrity_info(id):  
  
   
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    #Display celebrity info  
    print('Getting celebrity info for celebrity: ' + id)  
      
    response=client.get_celebrity_info(Id=id)  
  
    print (response['Name'])    
    print ('Further information (if available):')  
    for url in response['Urls']:  
        print (url)   
  
def main():  
    id="nnnnnnnn"  
    celebrity_info=get_celebrity_info(id)  
  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()

.NET

この例では、有名人の名前と情報を表示します。
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id は、「イメージ内の有名人の認識 (p. 270)」で表示された有名人 ID のいずれかに置き換えま
す。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class CelebrityInfo
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String id = "nnnnnnnn"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        GetCelebrityInfoRequest celebrityInfoRequest = new 
 GetCelebrityInfoRequest() 
        { 
            Id = id 
        }; 

        Console.WriteLine("Getting information for celebrity: " + id); 

        GetCelebrityInfoResponse celebrityInfoResponse = 
 rekognitionClient.GetCelebrityInfo(celebrityInfoRequest); 

        //Display celebrity information 
        Console.WriteLine("celebrity name: " + celebrityInfoResponse.Name); 
        Console.WriteLine("Further information (if available):"); 
        foreach (String url in celebrityInfoResponse.Urls) 
            Console.WriteLine(url); 
    }
}

GetCelebrityInfo オペレーションのリクエスト
次の例は、GetCelebrityInfo の JSON 入力および出力です。

GetCelebrityInfo への入力は、必要な有名人の ID です。

{ 
    "Id": "nnnnnnn"
}

GetCelebrityInfo オペレーションのレスポンス
GetCelebrityInfo は、必要な有名人に関する情報へのリンクの配列 (Urls) を返します。

{ 
    "Name": "Celebrity Name", 
    "Urls": [ 
        "www.imdb.com/name/nmnnnnnnn" 
    ]
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}
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コンテンツの節度
Amazon Rekognition を使用して、不適切、望まない、または不快なコンテンツを検出できます。ソーシャ
ルメディア、放送メディア、広告、電子商取引の状況で Rekognition モデレーション API を使用して、よ
り安全なユーザーエクスペリエンスを作成し、広告主にブランド安全を保証し、ローカルおよびグローバ
ル規制に準拠できます。

今日、多くの企業は、第三者またはユーザーが生成したコンテンツをレビューするために人間のモデレー
ターに完全に依存しており、他の企業はユーザーの苦情に単に反応して、攻撃的または不適切な画像、広
告、動画を削除しています。しかし、人間のモデレーターだけでは十分な品質やスピードでこれらのニー
ズを満たすようにスケールすることはできず、ユーザーエクスペリエンスの低下、スケール達成のための
高コスト、ブランドの評判の喪失につながります。Rekognition をイメージおよびビデオのモデレーション
に使用することで、人間のモデレーターは、機械学習によってすでにフラグが付けられている総ボリュー
ムの 1 ～ 5% のかなり小さいコンテンツセットを確認することができます。これにより、より価値ある活
動に集中し、既存のコストのほんの一部で包括的なモデレーションカバレッジを実現できます。人間の労
働力をセットアップし、ヒューマンレビュータスクを実行するには、すでに Rekognition と統合されてい
る Amazon Augmented AI を使用できます。

トピック
• イメージおよびビデオのモデレーション API の使用 (p. 292)
• 不適切なイメージの検出 (p. 294)
• 不適切な保存動画の検出 (p. 299)
• Amazon Augmented AI による不適切なコンテンツの確認 (p. 305)

イメージおよびビデオのモデレーション API の使
用

Amazon Rekognition Image API では、DetectModerationLabels (p. 574)イメージ内の不適切または
不快なコンテンツを検出するためのオペレーション。を使用して Amazon Rekognition Video API を
使用して、不適切なコンテンツを非同期的に検出できます。StartContentModeration (p. 671)そし
てGetContentModeration (p. 596)オペレーション.

Amazon Rekognition では、2 レベルの階層分類を使用して、不適切なコンテンツのカテゴリにラベルが付
けられます。最上位カテゴリごとに第 2 レベルカテゴリが複数あります。

最上位カテゴリ 第 2 レベルカテゴリ

Nudity (ヌード)

Graphic Male Nudity (男性のヌードイメージ)

Graphic Female Nudity (女性のヌードイメージ)

Sexual Activity (性的な行為)

明示的なヌード

Explicit Nudity (明示的なヌード)

Adult Toys (アダルト用玩具)

Suggestive (暗示的) Female Swimwear Or Underwear (女性の水着また
は下着)
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最上位カテゴリ 第 2 レベルカテゴリ

Male Swimwear Or Underwear (男性の水着または
下着)

Partial Nudity (部分的なヌード)

裸の男

Revealing Clothes (露出の多い衣服)

性的なシチュエーション

Graphic Violence Or Gore (暴力または流血場面の
グラフィック)

Physical Violence (身体的な暴力)

Weapon Violence (武器による暴力)

Weapons (武器)

Violence (暴力)

Self Injury (自傷)

Emaciated Bodies (痩せこけた身体)

Corpses (死体)

Hanging (首つり)

Air Crash

Visually Disturbing (視覚的に不快なもの)

爆発と爆発

Rude Gestures ミドル・フィンガー

医薬品の製品

薬物使用

丸薬

薬物

薬物道具類

タバコ製品たばこ

喫煙

飲むアルコール

アルコール飲料

ギャンブル ギャンブル

ナチス党

ホワイト・スープレマシー

ヘイトシンボル

過激派

用途に合ったコンテンツであるかどうかはお客様が判断します。たとえば、暗示的な性質のイメー
ジは受け入れ、ヌードを含むイメージは拒否することができます。イメージをフィルタ処理するに
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は、DetectModerationLabels (イメージ) および GetContentModeration (ビデオ) から返される
ModerationLabel (p. 776) ラベル配列を使用します。

以下を指定することにより、Amazon Rekognition で不適切なコンテンツを検出するために使用する信頼度
のしきい値を設定できます。MinConfidence入力パラメータ。検出された不適切なコンテンツの信頼度
よりも低い場合、ラベルは返されませんMinConfidence。

50% 未満の MinConfidence の値を指定すると、多数の誤検出が返される可能性があります。より低い
精度での検出が許容される場合にのみ、50% 未満の値を使用することをお勧めします。の値を指定しない
場合MinConfidenceでは、Amazon Rekognition では、少なくとも 50% の信頼度で検出された不適切な
コンテンツのラベルを返します。

ModerationLabel 配列には、上のカテゴリのラベルと検出されたコンテンツの精度を示す推定信頼度
が含まれます。最上位ラベルは、識別された第 2 レベルラベルと共に返されます。たとえば、Amazon 
Rekognition では「明示的なヌード」を最上位のラベルとして高い信頼スコアとともに返すことができま
す。場合によりますが、フィルタ処理のニーズにはこれで十分です。ただし、必要に応じて、第 2 レベ
ルラベル ([Graphic Male Nudity (男性のヌードイメージ)] など) の信頼スコアを使用して、よりきめ細かな
フィルタ処理が可能です。例については、不適切なイメージの検出 (p. 294) を参照してください。

Amazon Rekognition Image と Amazon Rekognition Video の両方で、不適切なコンテンツの検出に使用さ
れるモデレーション検出のバージョン (ModerationModelVersion).

Note

Amazon Rekognition は、不適切なコンテンツ、または攻撃的なコンテンツの権限ではなく、いか
なる意味でもありません。また、イメージおよびビデオモデレーション API は、イメージに児童
ポルノなどの違法なコンテンツが含まれているかどうかを検出しません。

不適切なイメージの検出
♪DetectModerationLabels (p. 574)イメージに不適切または不快なコンテンツが含まれているかどうかを
判断するためのオペレーション。Amazon Rekognition のモデレーションラベルのリストについては、イ
メージおよびビデオのモデレーション API の使用。

イメージ内の不適切なコンテンツの検出
イメージは、.jpg または .png 形式である必要があります。入力イメージとして、イメージのバイト配列 
(base64 でエンコードされたイメージのバイト) を指定するか、Amazon S3 オブジェクトを指定できま
す。以下の手順では、イメージ (.jpg または .png) を S3 バケットにアップロードします。

これらの手順を実行するには、AWS CLI または適切な AWS SDK がインストールされている必要がありま
す。詳細については、「Amazon Rekognition の使用開始 (p. 12)」を参照してください。使用する AWS ア
カウントには、Amazon Rekognition API に対するアクセス権限が必要です。詳細については、「」を参照
してください。Amazon Rekognition で定義されるアクション。

イメージでモデレーションラベルを検出するには (SDK)

1. まだ実行していない場合:

a. を使用して IAM ユーザーを作成または更新するAmazonRekognitionFullAccessそし
てAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。詳細については、「ステップ 1: AWS アカウント
をセットアップし、IAM ユーザーを作成します。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS CLI と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、「ステップ 2: をセッ
トアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. イメージを S3 バケットにアップロードします。
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手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、DetectModerationLabels オペレーションを呼び出します。

Java

この例では、検出された不適切なコンテンツのラベル名、信頼度、検出されたモデレーションラ
ベルの親ラベルを出力します。

bucket と photo の値は、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージファイル名に置き換
えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectModerationLabelsRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectModerationLabelsResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ModerationLabel;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;  
  
import java.util.List;  
  
public class DetectModerationLabels  
{  
   public static void main(String[] args) throws Exception  
   {  
      String photo = "input.jpg";  
      String bucket = "bucket";  
        
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
        
      DetectModerationLabelsRequest request = new DetectModerationLabelsRequest()  
        .withImage(new Image().withS3Object(new 
 S3Object().withName(photo).withBucket(bucket)))  
        .withMinConfidence(60F);  
      try  
      {  
           DetectModerationLabelsResult result = 
 rekognitionClient.detectModerationLabels(request);  
           List<ModerationLabel> labels = result.getModerationLabels();  
           System.out.println("Detected labels for " + photo);  
           for (ModerationLabel label : labels)  
           {  
              System.out.println("Label: " + label.getName()  
               + "\n Confidence: " + label.getConfidence().toString() + "%"  
               + "\n Parent:" + label.getParentName());  
          }  
       }  
       catch (AmazonRekognitionException e)  
       {  
         e.printStackTrace();  
       }  
    }  
}  
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Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void detectModLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

    try { 
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

        Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

        DetectModerationLabelsRequest moderationLabelsRequest = 
 DetectModerationLabelsRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .minConfidence(60F) 
                .build(); 

        DetectModerationLabelsResponse moderationLabelsResponse = 
 rekClient.detectModerationLabels(moderationLabelsRequest); 

        // Display the results 
        List<ModerationLabel> labels = moderationLabelsResponse.moderationLabels(); 
        System.out.println("Detected labels for image"); 

        for (ModerationLabel label : labels) { 
            System.out.println("Label: " + label.name() 
                    + "\n Confidence: " + label.confidence().toString() + "%" 
                    + "\n Parent:" + label.parentName()); 
        } 

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        System.exit(1); 
    } 
  }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、detect-moderation-labels CLI オペレーションの JSON 出力
を表示します。

bucket と input.jpg は、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージファイル名に置き
換えます。

aws rekognition detect-moderation-labels \
--image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"input.jpg"}}'  
  

Python

この例では、検出された不適切なコンテンツラベル名、信頼度、検出された不適切なコンテンツ
のラベルの親ラベルを出力します。

関数 main で、bucket と photo の値は、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージファ
イル名に置き換えます。
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#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def moderate_image(photo, bucket):  
  
    client=boto3.client('rekognition')  
  
    response = client.detect_moderation_labels(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}})  
  
    print('Detected labels for ' + photo)      
    for label in response['ModerationLabels']:  
        print (label['Name'] + ' : ' + str(label['Confidence']))  
        print (label['ParentName'])  
    return len(response['ModerationLabels'])  
  
  
  
def main():  
    photo='photo'  
    bucket='bucket'  
    label_count=moderate_image(photo, bucket)  
    print("Labels detected: " + str(label_count))  
  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()  
   

.NET

この例では、検出された不適切なコンテンツラベル名、信頼度、検出されたモデレーションラベ
ルの親ラベルを出力します。

bucket と photo の値は、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージファイル名に置き換
えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectModerationLabels
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "input.jpg"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DetectModerationLabelsRequest detectModerationLabelsRequest = new 
 DetectModerationLabelsRequest() 
        { 
            Image = new Image() 
            { 
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                S3Object = new S3Object() 
                { 
                    Name = photo, 
                    Bucket = bucket 
                }, 
            }, 
            MinConfidence = 60F 
        }; 

        try 
        { 
            DetectModerationLabelsResponse detectModerationLabelsResponse = 
 rekognitionClient.DetectModerationLabels(detectModerationLabelsRequest); 
            Console.WriteLine("Detected labels for " + photo); 
            foreach (ModerationLabel label in 
 detectModerationLabelsResponse.ModerationLabels) 
                Console.WriteLine("Label: {0}\n Confidence: {1}\n Parent: {2}",  
                    label.Name, label.Confidence, label.ParentName); 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    }
}

DetectModerationLabels オペレーションのリクエスト
DetectModerationLabels への入力はイメージです。次の JSON 入力の例では、ソースイメージが 
Amazon S3 バケットからロードされます。MinConfidenceは、Amazon Rekognition Image の最小信頼
度であり、これ以上の精度の検出済みラベルがレスポンスで返されます。

{ 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "input.jpg" 
        } 
    }, 
    "MinConfidence": 60
}

DetectModerationLabels オペレーションレスポンス
DetectModerationLabels は、S3 バケットから入力イメージを取得できます。または、これらをイ
メージのバイトとしてユーザーが提供できます。DetectModerationLabels への呼び出しのレスポンス
例を以下に示します。

ここで示す JSON レスポンスの例では、以下の点に留意してください。

• 不適切なイメージ検出情報— この例では、イメージ内で見つかった不適切なコンテンツまたは不快なコ
ンテンツのラベルのリストを示しています。この一覧には、イメージで検出された最上位ラベルと第 2 
レベルの各ラベルが表示されます。

ラベル— ラベルごとに、名前、ラベルの精度を示す Amazon Rekognition の推定信頼度、および親ラベ
ルの名前があります。最上位ラベルの親の名前は "" です。
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信頼ラベルの貼付け— ラベルごとに、ラベルの精度を示す Amazon Rekognition の信頼度が 0〜100 の
パーセント値で示されます。レスポンスで返させるラベルの必要な信頼度は、API オペレーションリク
エストで指定できます。

{
"ModerationLabels": [ 
    { 
        "Confidence": 99.24723052978516, 
        "ParentName": "", 
        "Name": "Explicit Nudity" 
    }, 
    { 
        "Confidence": 99.24723052978516, 
        "ParentName": "Explicit Nudity", 
        "Name": "Graphic Male Nudity" 
    }, 
    { 
        "Confidence": 88.25341796875, 
        "ParentName": "Explicit Nudity", 
        "Name": "Sexual Activity" 
    }
]
}

不適切な保存動画の検出
Amazon Rekognition Video では、保存済みビデオでの不適切なまたは不快なコンテンツ
の検出は非同期オペレーションです。不適切または不快なコンテンツの検出を開始するに
は、StartContentModeration (p. 671)。Amazon Rekognition Video では、ビデオ分析の完了ス
テータスを Amazon Simple Notification Service トピックに発行します。ビデオ分析が成功した
ら、GetContentModeration (p. 596) を呼び出して分析結果を取得します。ビデオ分析の開始と結果の取
得の詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition のモデレーションラベルのリストについては、イメージおよびビデオのモデレー
ション API の使用。

この手順では、のコードを拡張します。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存され
ているビデオの分析 (SDK) (p. 70)では、Amazon Simple Queue Service キューを使用して、ビデオ分析リ
クエストの完了ステータスを取得します。

Amazon S3 バケット (SDK) に保存されたビデオ内の不適切なコンテンツまたは不快なコンテンツ
を検出するには

1. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」を実行します。

2. ステップ 1 で作成したクラス VideoDetect に次のコードを追加します。

Java

    //Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
    //PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
        //Content moderation 
 ==================================================================  
        private static void StartUnsafeContentDetection(String bucket, String 
 video) throws Exception{  
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            NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
                    .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
                    .withRoleArn(roleArn);  
              
            StartContentModerationRequest req = new 
 StartContentModerationRequest()  
                    .withVideo(new Video()  
                            .withS3Object(new S3Object()  
                                .withBucket(bucket)  
                                .withName(video)))  
                    .withNotificationChannel(channel);  
                                   
                                   
               
             StartContentModerationResult startModerationLabelDetectionResult = 
 rek.startContentModeration(req);  
             startJobId=startModerationLabelDetectionResult.getJobId();  
               
         }   
           
         private static void GetUnsafeContentDetectionResults() throws Exception{  
               
             int maxResults=10;  
             String paginationToken=null;  
             GetContentModerationResult moderationLabelDetectionResult =null;  
               
             do{  
                 if (moderationLabelDetectionResult !=null){  
                     paginationToken = 
 moderationLabelDetectionResult.getNextToken();  
                 }  
                   
                 moderationLabelDetectionResult = rek.getContentModeration(  
                         new GetContentModerationRequest()  
                             .withJobId(startJobId)  
                             .withNextToken(paginationToken)  
                             .withSortBy(ContentModerationSortBy.TIMESTAMP)  
                             .withMaxResults(maxResults));  
                           
                   
          
                 VideoMetadata 
 videoMetaData=moderationLabelDetectionResult.getVideoMetadata();  
                       
                 System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());  
                 System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());  
                 System.out.println("Duration: " + 
 videoMetaData.getDurationMillis());  
                 System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());  
                       
                       
                 //Show moderated content labels, confidence and detection times  
                 List<ContentModerationDetection> moderationLabelsInFrames=   
                         moderationLabelDetectionResult.getModerationLabels();  
                
                 for (ContentModerationDetection label: moderationLabelsInFrames) { 
   
                     long seconds=label.getTimestamp()/1000;  
                     System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds));  
                     System.out.println(label.getModerationLabel().toString());  
                     System.out.println();             
                 }    
             } while (moderationLabelDetectionResult !=null && 
 moderationLabelDetectionResult.getNextToken() != null);  
               
         }    
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関数 main で、以下の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        StartUnsafeContentDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetUnsafeContentDetectionResults();

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void startModerationDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                                NotificationChannel channel, 
                                                String bucket, 
                                                String video) { 

        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartContentModerationRequest modDetectionRequest = 
 StartContentModerationRequest.builder() 
                    .jobTag("Moderation") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartContentModerationResponse startModDetectionResult = 
 rekClient.startContentModeration(modDetectionRequest); 
            startJobId=startModDetectionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetModResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetContentModerationResponse modDetectionResponse=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 

301

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/blob/master/javav2/example_code/rekognition/src/main/java/com/example/rekognition/VideoDetectInappropriate.java


Amazon Rekognition 開発者ガイド
不適切な保存動画の検出

                if (modDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = modDetectionResponse.nextToken(); 

                GetContentModerationRequest modRequest = 
 GetContentModerationRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    modDetectionResponse = 
 rekClient.getContentModeration(modRequest); 
                    status = modDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=modDetectionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<ContentModerationDetection> mods = 
 modDetectionResponse.moderationLabels(); 
                for (ContentModerationDetection mod: mods) { 
                    long seconds=mod.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Mod label: " + seconds + " "); 
                    System.out.println(mod.moderationLabel().toString()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (modDetectionResponse !=null && 
 modDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Python

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    # ============== Unsafe content ===============  
    def StartUnsafeContent(self): 
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        response=self.rek.start_content_moderation(Video={'S3Object': {'Bucket': 
 self.bucket, 'Name': self.video}}, 
            NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn': 
 self.snsTopicArn}) 

        self.startJobId=response['JobId'] 
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId) 

    def GetUnsafeContentResults(self): 
        maxResults = 10 
        paginationToken = '' 
        finished = False 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_content_moderation(JobId=self.startJobId, 
                                                MaxResults=maxResults, 
                                                NextToken=paginationToken) 

            print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec']) 
            print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']['DurationMillis'])) 
            print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format']) 
            print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate'])) 
            print() 

            for contentModerationDetection in response['ModerationLabels']: 
                print('Label: ' + 
                    str(contentModerationDetection['ModerationLabel']['Name'])) 
                print('Confidence: ' + 
                    str(contentModerationDetection['ModerationLabel']
['Confidence'])) 
                print('Parent category: ' + 
                    str(contentModerationDetection['ModerationLabel']
['ParentName'])) 
                print('Timestamp: ' + str(contentModerationDetection['Timestamp'])) 
                print() 

            if 'NextToken' in response: 
                paginationToken = response['NextToken'] 
            else: 
                finished = True

関数 main で、以下の行を置き換えます。

    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    analyzer.StartUnsafeContent() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetUnsafeContentResults()

Note

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70) 以外のビデオ例をすでに実行している場合、置き換えるコードは異なる可能性
があります。

3. コードを実行します。ビデオ内で検出された不適切なコンテンツのラベルのリストが表示されます。
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GetContentModeration オペレーションのレスポンス
GetContentModeration からのレスポンスは、ContentModerationDetection (p. 732) オブジェクトの
配列 ModerationLabels です。配列には、不適切なコンテンツラベルが検出されるたびに要素が含まれ
ます。の内ContentModerationDetectionObjectオブジェクト、ModerationLabel (p. 776)不適切ま
たは不快なコンテンツの検出済みアイテムの情報が含まれています。Timestampは、ラベルが検出された
ときのビデオの先頭からの時間 (ミリ秒単位) です。ラベルは、不適切なコンテンツのイメージ分析で検出
されたラベルと同じ方法で階層的に編成されています。詳細については、「コンテンツの節度 (p. 292)」
を参照してください。

以下に、GetContentModeration からのレスポンス例を示します。

{ 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "ModerationLabels": [ 
        { 
            "ModerationLabel": { 
                "Confidence": 93.02153015136719, 
                "Name": "Male Swimwear Or Underwear", 
                "ParentName": "Suggestive" 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }, 
        { 
            "ModerationLabel": { 
                "Confidence": 93.02153015136719, 
                "Name": "Suggestive", 
                "ParentName": "" 
            }, 
            "Timestamp": 0 
        }, 
        { 
            "ModerationLabel": { 
                "Confidence": 98.29075622558594, 
                "Name": "Male Swimwear Or Underwear", 
                "ParentName": "Suggestive" 
            }, 
            "Timestamp": 1000 
        }, 
        { 
            "ModerationLabel": { 
                "Confidence": 98.29075622558594, 
                "Name": "Suggestive", 
                "ParentName": "" 
            }, 
            "Timestamp": 1000 
        }, 
        { 
            "ModerationLabel": { 
                "Confidence": 97.91191101074219, 
                "Name": "Male Swimwear Or Underwear", 
                "ParentName": "Suggestive" 
            }, 
            "Timestamp": 1999 
        } 
    ], 
    "NextToken": "w5xfYx64+QvCdGTidVVWtczKHe0JAcUFu2tJ1RgDevHRovJ
+1xej2GUDfTMWrTVn1nwSMHi9", 
    "VideoMetadata": { 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 3533, 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameHeight": 1080, 
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        "FrameRate": 30, 
        "FrameWidth": 1920 
    }
}

Amazon Augmented AI による不適切なコンテンツ
の確認

Amazon Augmented AI (Amazon A2I) を使用すると、人による機械学習予測のレビューに必要なワークフ
ローを作成できます。

Amazon Rekognition は Amazon A2I と直接統合されているため、安全でないイメージを検出するユース
ケースで、人によるレビューを容易に実装できます。Amazon A2I は、イメージモデレーションのための
人によるレビューワークフローを提供します。これにより、Amazon Rekognition からの予測を容易にレ
ビューできます。ユースケースの信頼しきい値を定義し、時間の経過とともに調整できます。Amazon A2I 
では、自分の組織または Amazon Mechanical Turk 内のレビューアーのプールを使用できます。AWS によ
り品質、セキュリティ手順の順守について、AWS によりあらかじめスクリーニングされた労働力ベンダー
を使用することもできます。

次の手順では、Amazon Rekognition で Amazon A2I をセットアップする方法について説明し
ます。まず、Amazon A2I で人によるレビューをトリガーする条件を含むフロー定義を作成し
ます。次に、フロー定義の Amazon リソースネーム (ARN) を Amazon Rekognition に渡しま
す。DetectModerationLabelオペレーション. DetectModerationLabel のレスポンスでは、人によ
るレビューが必要かどうかを確認できます。人によるレビューの結果は、フロー定義によって設定された 
Amazon S3 バケットで利用できます。

Amazon Rekognition で Amazon A2I を使用する方法のエンドツーエンドのデモを表示するには、以下の
チュートリアルのいずれかを参照してください。Amazon SageMaker 開発者ガイド。

• デモデモ: Amazon A2I コンソールの開始方法
• デモデモ: Amazon A2I API の使用開始

API の使用を開始するには、Jupyter ノートブックの例を実行することもできます。「」を参照してく
ださい。Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノートブックインスタンスを使用するノー
トブックを使用するにはAmazon Augmented AI (Amazon A2I) integration with Amazon Rekognition 
[Example]]]SageMaker ノートブックインスタンスで指定します。

Amazon A2I での DetectModerationLabels の実行

Note

すべての Amazon A2I リソースと Amazon Rekognition リソースを同じ AWS リージョンに作成し
ます。

1. に記載されている前提条件を完了します。Amazon Augmented AI の開始方法のSageMaker ドキュメ
ント。

さらに、ページのように IAM 権限を設定することを忘れないでください。Amazon Augmented AI に
おけるアクセス許可とセキュリティのSageMaker ドキュメント。

2. 「」の指示に従って、ヒューマンレビューワークフローの作成のSageMaker ドキュメント。

人によるレビューワークフローでは、イメージの処理を管理します。これには、人によるレビューを
トリガーする条件、イメージの送信先となる作業チーム、作業チームが使用する UI テンプレート、お
よび作業チームの結果が送信される Amazon S3 バケットが含まれます。
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CreateFlowDefinition の呼び出し中に、HumanLoopRequestSource を「AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3」に設定する必要があります。その後、人によるレビューをトリ
ガーする条件をどのように設定するかを決定する必要があります。

Amazon Rekognition では、次の 2 つのオプションがありま
す。ConditionType:ModerationLabelConfidenceCheck, およびSampling。

ModerationLabelConfidenceCheck は、モデレーションラベルの信頼度が一定範囲内にあ
る場合にヒューマンループを作成します。最後に、Sampling は処理されたドキュメントをラン
ダムな割合で収集し、人によるレビューに送信します。各 ConditionType はそれぞれ異なる
ConditionParameters のセットを使用して、人によるレビューに含める結果を設定します。

ModerationLabelCondifenceCheck には、ConditionParameters ModerationLableName
があり、人によるレビューが必要なキーを設定します。また、信頼度があ
り、LessThan、GreaterThan、Equals を使用して、人によるレビューに送信される対象となるパーセ
ンテージの範囲を設定します。Sampling には、RandomSamplingPercentage があり、人による
レビューに送信されるドキュメントの割合を設定します。

次のコード例は、CreateFlowDefinition の部分的な呼び出しです。ラベル「Suggestive」の評価
が 98 ％未満の場合、およびラベル「Female Swimwear or Underwear」の評価が 95％を超える場合
は、人によるレビューにイメージが送信されます。つまり、下着や水着を着用した女性が写っている
にもかかわらず、イメージが暗示的であるとは見なされない場合は、人によるレビューを使用してイ
メージを再確認することができます。

    def create_flow_definition(): 
    ''' 
    Creates a Flow Definition resource 

    Returns: 
    struct: FlowDefinitionArn 
    ''' 
    humanLoopActivationConditions = json.dumps( 
        { 
            "Conditions": [ 
                { 
                  "And": [ 
                    { 
                        "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ModerationLabelName": "Suggestive", 
                            "ConfidenceLessThan": 98 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck", 
                        "ConditionParameters": { 
                            "ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear", 
                            "ConfidenceGreaterThan": 95 
                        } 
                    } 
                  ] 
               } 
            ] 
        } 
    ) 
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CreateFlowDefinition は FlowDefinitionArn を返します。これは、次のステップで
DetectModerationLabels を呼び出したときに使用します。

詳細については、「」を参照してください。CreateFlowDefinitionのSageMaker API リファレンス。
3. 「不適切なイメージの検出 (p. 294)」で説明されているように、DetectModerationLabels を呼

び出すときに HumanLoopConfig パラメータを設定します。の例については、ステップ 4 を参照し
てください。DetectModerationLabelsを使用したの呼び出しHumanLoopConfigセット。

a. HumanLoopConfig パラメータ内で、FlowDefinitionArn をステップ 2 で作成したフロー定
義の ARN に設定します。

b. HumanLoopName を設定します。これは、リージョン内で一意で、小文字である必要がありま
す。

c. (オプション) を使用できます。DataAttributesAmazon Rekognition に渡されたイメージに個
人を特定できる情報がないかどうかを設定します。Amazon Mechanical Turk に情報を送信するに
は、このパラメータを設定する必要があります。

4. DetectModerationLabels を実行します。

以下の例では、AWS CLIそしてAWS SDK for Python (Boto3)実行するに
はDetectModerationLabelsとHumanLoopConfigセット。

AWS SDK for Python (Boto3)

以下のリクエスト例では、SDK for Python (Boto3) を使用しています。詳細については、「」を
参照してください。moderation_labelstで彼AWSSDK for Python (Boto) API リファレンス。

import boto3

rekognition = boto3.client("rekognition", aws-region)

response = rekognition.detect_moderation_labels( \ 
        Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': image_name}}, \ 
        HumanLoopConfig={ \ 
            'HumanLoopName': 'human_loop_name', \ 
            'FlowDefinitionArn': , "arn:aws:sagemaker:aws-
region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name" \ 
            'DataAttributes': {'ContentClassifiers': 
 ['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']} 
         })

AWS CLI

次のリクエスト例では、AWS CLI を使用しています。詳細については、「」を参照してくださ
い。モデレーションラベルを検出のAWS CLIコマンドリファレンス。

$ aws rekognition detect-moderation-labels \ 
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \ 
    --human-loop-config 
 HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws-
region:aws_account_number:flow-
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", 
 "FreeOfAdultContent"]}'

$ aws rekognition detect-moderation-labels \ 
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \ 
    --human-loop-config \ 
        '{"HumanLoopName": "human_loop_name", "FlowDefinitionArn": 
 "arn:aws:sagemaker:aws-region:aws_account_number:flow-
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definition/flow_def_name", "DataAttributes": {"ContentClassifiers": 
 ["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", "FreeOfAdultContent"]}}'

あなたが走ったときDetectModerationLabelsとHumanLoopConfig有効にすると、Amazon 
Rekognition は SageMaker API オペレーションを呼び出します。StartHumanLoop。このコマンド
は、DetectModerationLabels から応答を受け取り、例のフロー定義の条件と照合して確認しま
す。レビューの条件を満たしている場合は、HumanLoopArn を返します。これは、フロー定義で設定
した作業チームのメンバーがイメージを確認できることを意味します。Amazon Augmented AI ランタ
イムオペレーション DescribeHumanLoop を呼び出すと、ループの結果に関する情報が表示されま
す。詳細については、「」を参照してください。DescribeHumanLoopのAmazon Augmented AI API 
リファレンスドキュメント。

イメージのレビューが完了すると、フロー定義の出力パスで指定されているバケットで結果を確認で
きます。また、レビューが完了すると、Amazon CloudWatch Events で通知されます。検索するイベ
ントを確認するには、「」を参照してください。CloudWatch イベントのSageMaker ドキュメント。

詳細については、「」を参照してください。Amazon Augmented AI の開始方法のSageMaker ドキュ
メント。
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テキストの検出
Amazon Rekognition はイメージやビデオ内のテキストを検出できます。その後、検出されたテキストを機
械可読テキストに変換できます。イメージ内で機械可読テキスト検出を使用すると、次のようなソリュー
ションを実装できます。

• ビジュアル検索。同じテキストが含まれているイメージを取得および表示するソリューションなど。
• コンテンツの洞察。抽出したビデオフレームで認識されたテキストに関して、テーマへの洞察を提供す

るソリューションなど。アプリケーションは、ニュース、スポーツの得点、選手の番号、キャプション
など、認識したテキストから関連コンテンツを検索できます。

• Navigation. 視覚障碍者向けの (レストランやショップの名前、道路標識を認識する) 音声対応モバイルア
プリを開発するソリューションなど。

• 公共の安全と輸送のサポート。交通監視カメラのイメージから車のナンバープレート番号を検出するソ
リューションなど。

• フィルタリング. イメージから個人を特定できる情報 (PII) をフィルタリングするソリューションなど。

ビデオ内のテキスト検出では、以下のようなソリューションを実装できます。

• 特定のテキストキーワード (ニュース番組のグラフィック上のゲストの名前など) を含むクリップをビデ
オで検索する。

• 偶発的なテキスト、冒涜、スパムを検出して、組織の標準に準拠するようにコンテンツをモデレートす
る。

• さらなる処理 (コンテンツの国際化を目的に別の言語のテキストに置き換えるなど) のためにビデオタイ
ムライン上のすべてのテキストオーバーレイを見つける。

• テキストの位置を検索して、それに応じて他のグラフィックを配置できるようにする。

JPEG または PNG 形式のイメージ内のテキストを検出するには、DetectText (p. 582)オペレーション. ビ
デオ内のテキストを非同期的に検出するには、the section called “StartTextDetection” (p. 699)そしてthe 
section called “GetTextDetection” (p. 624)オペレーション. イメージとビデオの両方のテキスト検出オペ
レーションは、高度に図案化されたフォントも含め、ほとんどのフォントをサポートしています。テキス
トを検出した後、Amazon Rekognition は、検出された単語とテキスト行の表現を作成し、それらの関係を
表示し、テキストがイメージまたはビデオフレームのどこにあるかを示します。

-DetectTextそしてGetTextDetectionオペレーションは単語と行を検出します。ある単語は、スペー
スで区切られていない 1 個以上のスクリプト文字です。DetectTextはイメージ内の最大 100 個の単語を
検出できます。GetTextDetectionはビデオフレームあたり最大 50 個の単語を検出できます。

単語とは、スペースで区切られていない 1 個以上のスクリプト文字です。Amazon Rekognition は、英
語、アラビア語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語の単語を検
出するように設計されています。

行は、等間隔のスペースで区切られた単語の文字列です。行は、必ずしも完全な文とは限りません (ピリ
オドは行末を示すわけではありません)。たとえば、Amazon Rekognition は運転免許証番号を行として検
出します。行は、その後に整列されたテキストがない場合、または単語間の間隔が各単語の長さと比べて
大きく離れる場合に終わります。言葉のギャップに応じて、Amazon Rekognitionでは、同じ方向に整列
されたテキストでも、で複数の行として検出される場合があります。。文が複数の行にまたがっている場
合、このオペレーションは複数の行を返します。

次のイメージについて考えます。
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青のボックスは、検出されたテキストに関する情報と、によって返されたテキストの位置に関する情報を
表します。DetectTextオペレーション. この例では、Amazon Rekognition は「IT'S」、「MONDAY」、
「but」、「keep」、「Smiling」を単語として検出します。Amazon Rekognition は「IT'S」、「Smiling」
を行として検出します。検出するには、テキストが次のようになっている必要があります水平軸から +/-90 
度以内の向きである場合に限ります。。

例については、「」を参照してください。イメージ内のテキストの検出 (p. 310)。

トピック
• イメージ内のテキストの検出 (p. 310)
• 保存されたビデオ内のテキストを検出する (p. 322)

イメージ内のテキストの検出
入力イメージとして、イメージのバイト配列 (base64 エンコードされたイメージのバイト) を指定する
か、Amazon S3 オブジェクトを指定できます。次の手順では、JPEG イメージまたは PNG イメージを S3 
バケットにアップロードし、そのファイル名を指定します。

イメージ内のテキストを検出するには (API)

1. まだ知識がない場合は、次の前提条件を完了します。

a. を作成または更新します。AWS Identity and Access Management(IAM) ユー
ザーAmazonRekognitionFullAccessそしてAmazonS3ReadOnlyAccessアクセス許可。
詳細については、「ステップ 1: AWS アカウントをセットアップし、IAM ユーザーを作成しま
す。 (p. 13)」を参照してください。

b. AWS Command Line Interface と AWS SDK をインストールして設定します。詳細については、
「ステップ 2: をセットアップするAWS CLIそしてAWSSDK (p. 14)」を参照してください。

2. テキストが含まれているイメージを S3 バケットにアップロードします。

手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

3. 以下の例を使用して、DetectText オペレーションを呼び出します。

Java

次のコード例では、イメージ内で検出された行と単語を表示します。

の値を置換するbucketそしてphotoとは、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージ名を
使用します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
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import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectTextRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectTextResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.TextDetection;  
import java.util.List;  
  
  
  
public class DetectText {  
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {  
        
    
      String photo = "inputtext.jpg";  
      String bucket = "bucket";  
  
      AmazonRekognition rekognitionClient = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
       
        
      DetectTextRequest request = new DetectTextRequest()  
              .withImage(new Image()  
              .withS3Object(new S3Object()  
              .withName(photo)  
              .withBucket(bucket)));  
      
  
      try {  
         DetectTextResult result = rekognitionClient.detectText(request);  
         List<TextDetection> textDetections = result.getTextDetections();  
  
         System.out.println("Detected lines and words for " + photo);  
         for (TextDetection text: textDetections) {  
        
                 System.out.println("Detected: " + text.getDetectedText());  
                 System.out.println("Confidence: " + 
 text.getConfidence().toString());  
                 System.out.println("Id : " + text.getId());  
                 System.out.println("Parent Id: " + text.getParentId());  
                 System.out.println("Type: " + text.getType());  
                 System.out.println();  
         }  
      } catch(AmazonRekognitionException e) {  
         e.printStackTrace();  
      }  
   }  
}

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void detectTextLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Create an Image object for the source image 
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            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectTextRequest textRequest = DetectTextRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                   .build(); 

            DetectTextResponse textResponse = rekClient.detectText(textRequest); 
            List<TextDetection> textCollection = textResponse.textDetections(); 

            System.out.println("Detected lines and words"); 
            for (TextDetection text: textCollection) { 
                System.out.println("Detected: " + text.detectedText()); 
                System.out.println("Confidence: " + text.confidence().toString()); 
                System.out.println("Id : " + text.id()); 
                System.out.println("Parent Id: " + text.parentId()); 
                System.out.println("Type: " + text.type()); 
                System.out.println(); 
            } 

           } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

AWS CLI

この AWS CLI コマンドでは、detect-text CLI オペレーションの JSON 出力を表示します。

の値を置換するBucketそしてNameとは、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージ名を
使用します。

aws rekognition detect-text \
--image "S3Object={Bucket=bucketname,Name=input.jpg}" 

Python

次のコード例では、イメージ内で検出された行と単語を表示します。

の値を置換するbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した S3Bucket 名とイメージ名を使
用します。

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def detect_text(photo, bucket): 

    client=boto3.client('rekognition') 

    response=client.detect_text(Image={'S3Object':{'Bucket':bucket,'Name':photo}}) 
                         
    textDetections=response['TextDetections'] 
    print ('Detected text\n----------') 
    for text in textDetections: 
            print ('Detected text:' + text['DetectedText']) 
            print ('Confidence: ' + "{:.2f}".format(text['Confidence']) + "%") 
            print ('Id: {}'.format(text['Id'])) 

312



Amazon Rekognition 開発者ガイド
イメージ内のテキストの検出

            if 'ParentId' in text: 
                print ('Parent Id: {}'.format(text['ParentId'])) 
            print ('Type:' + text['Type']) 
            print() 
    return len(textDetections)

def main(): 

    bucket='bucket' 
    photo='photo' 
    text_count=detect_text(photo,bucket) 
    print("Text detected: " + str(text_count))

if __name__ == "__main__": 
    main()

.NET

次のコード例では、イメージ内で検出された行と単語を表示します。

の値を置換するbucketそしてphotoとは、ステップ 2 で使用した S3 バケット名とイメージ名を
使用します。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectText
{ 
    public static void Example() 
    { 
        String photo = "input.jpg"; 
        String bucket = "bucket"; 

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

        DetectTextRequest detectTextRequest = new DetectTextRequest() 
        { 
            Image = new Image() 
            { 
                S3Object = new S3Object() 
                { 
                    Name = photo, 
                    Bucket = bucket 
                } 
            } 
        }; 

        try 
        { 
            DetectTextResponse detectTextResponse = 
 rekognitionClient.DetectText(detectTextRequest); 
            Console.WriteLine("Detected lines and words for " + photo); 
            foreach (TextDetection text in detectTextResponse.TextDetections) 
            { 
                Console.WriteLine("Detected: " + text.DetectedText); 
                Console.WriteLine("Confidence: " + text.Confidence); 
                Console.WriteLine("Id : " + text.Id); 
                Console.WriteLine("Parent Id: " + text.ParentId); 
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                Console.WriteLine("Type: " + text.Type); 
            } 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    }
}

Node.JS

次のコード例では、イメージ内で検出された行と単語を表示します。

の値を置換するbucketそしてphotoには、ステップ 2 で使用した S3Bucket 名とイメージ名を使
用します。の値を置き換えるregion.aws 認証情報で見つかったリージョンを使用します。

var AWS = require('aws-sdk');  
  
const bucket = 'bucket' // the bucketname without s3://  
const photo  = 'photo' // the name of file  
  
const config = new AWS.Config({  
  accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID,  
  secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_ACCESS_KEY,  
})   
AWS.config.update({region:'region'});  
const client = new AWS.Rekognition();  
const params = {  
  Image: {  
    S3Object: {  
      Bucket: bucket,  
      Name: photo  
    },  
  },  
}  
client.detectText(params, function(err, response) {  
  if (err) {  
    console.log(err, err.stack); // handle error if an error occurred  
  } else {  
    console.log(`Detected Text for: ${photo}`)  
    console.log(response)  
    response.TextDetections.forEach(label => {  
      console.log(`Detected Text: ${label.DetectedText}`),  
      console.log(`Type: ${label.Type}`),  
      console.log(`ID: ${label.Id}`),  
      console.log(`Parent ID: ${label.ParentId}`),  
      console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`),  
      console.log(`Polygon: `)  
      console.log(label.Geometry.Polygon)  
    }   
    )  
  }   
});

DetectText オペレーションのリクエスト
左DetectTextオペレーションでは、入力イメージを base64 エンコードされたバイト配列、また
は Amazon S3 バケットに保存されたイメージとして指定できます。次の JSON リクエストの例で
は、Amazon S3 バケットからロードしたイメージを表示します。
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{ 
    "Image": { 
        "S3Object": { 
            "Bucket": "bucket", 
            "Name": "inputtext.jpg" 
        } 
    }
}

フィルター
テキスト領域、サイズ、信頼スコアに基づくフィルタ処理により、テキスト検出出力をさらに柔軟に制御
できるようになります。関心領域を使用することで、テキスト検出を関連する領域に簡単に制限できま
す。たとえば、機械のイメージから部品番号を読み取るとき、この領域はプロフィール写真の右上や基準
点からの相対位置などです。単語の境界ボックスサイズフィルタを使用すると、ノイズの多いテキストや
無関係な小さな背景テキストを回避できます。最後に、単語信頼性フィルタを使用すると、ぼやけている
か汚れているせいで信頼できない結果を削除できます。以下のフィルタを使用できます。

• MinConfidence単語検出の信頼性レベルを設定します。検出の信頼性がこのレベルより低い単語は、結
果から除外されます。値は 0 から 100 の間で指定する必要があります。デフォルトの MinConfidence は 
0 です。

• MinBoundingBoxWidth— 単語境界ボックスの最小幅を設定します。境界ボックスの幅がこの値より小さ
い単語は、結果から除外されます。値はイメージフレームの幅に対する相対値です。

• MinBoundingBoxHeight— 単語境界ボックスの最小高さを設定します。境界ボックスの高さがこの値よ
り小さい単語は、結果から除外されます。値はイメージフレームの高さに対する相対値です。

• RegionsOfInterest— 検出をイメージフレームの特定の領域に制限します。値はフレームの寸法に対する
相対値です。領域内に部分的にしか含まれていないテキストの場合、レスポンスは不明となります。

DetectText オペレーションのレスポンス
DetectText オペレーションでは、イメージを分析して配列 (TextDetections) を返します。この配列の各
要素 (TextDetection (p. 815)) は、イメージ内で検出された行または単語を表します。DetectText
により、要素ごとに以下の情報が返されます。

• 検出されたテキスト (DetectedText)
• 単語と行の関係 (Id と ParentId)
• イメージ上のテキストの位置 (Geometry)
• 検出されたテキストおよび境界ボックスの精度に対する Amazon Rekognition の信頼度と境界ボックス 

(Confidence)
• 検出されたテキストのタイプ (Type)

検出されたテキスト
各 TextDetection 要素には、DetectedText フィールドで認識されたテキスト (単語または行) が含
まれます。単語とは、スペースで区切られていない、1 個以上のスクリプト文字です。DetectTextはイ
メージ内の最大 100 個の単語を検出できます。返されたテキストに含まれる文字によっては、単語が認識
できない場合があります。たとえば、Cat の代わりに C@t が返される場合があります。TextDetection
要素がテキスト行または単語のいずれであるかを確認するには、Type フィールドを使用します。

eachTextDetection要素には、検出されたテキストおよびそのテキストを囲む境界ボックスの精度に対
する Amazon Rekognition の信頼度 (パーセント値) が含まれます。
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単語と行の関係
TextDetection 要素ごとに ID フィールド (Id) があります。Id は、行内での単語の位置を示します。
要素が単語である場合、親識別子フィールド (ParentId) は単語が検出された行を識別します。行の
ParentId は null です。たとえば、例のイメージで「but keep」行の Id 値と ParentId 値は以下のとお
りです。

テキスト ID 親 ID

but keep 3

but 8 3

keep 9 3

画像上のテキストの位置
イメージ上で認識されたテキストの位置を確認するには、DetectText から返される境界ボックス 
(Geometry (p. 762)) 情報を使用します。Geometry オブジェクトには、検出された行と単語に関する次
の 2 種類の境界ボックス情報が含まれます。

• BoundingBox (p. 721) オブジェクトの軸に揃えられた大まかな四角形のアウトライン
• Point (p. 785) 配列の複数の X 座標と Y 座標で構成された詳細な多角形

境界ボックスと多角形の座標は、ソースイメージ上のテキストの位置を示します。座標値は、イメージサ
イズ全体の比率です。詳細については、「BoundingBox (p. 721)」を参照してください。

次の DetectText オペレーションからの JSON レスポンスは、次のイメージで検出された単語と行を示
しています。

{ 
    "TextDetections": [ 
        { 
            "Confidence": 90.54900360107422, 
            "DetectedText": "IT'S", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.10317354649305344, 
                    "Left": 0.6677391529083252, 
                    "Top": 0.17569075524806976, 
                    "Width": 0.15113449096679688 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.6677391529083252, 
                        "Y": 0.17569075524806976 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8188736438751221, 
                        "Y": 0.17574213445186615 

316



Amazon Rekognition 開発者ガイド
DetectText オペレーションのレスポンス

                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8188582062721252, 
                        "Y": 0.278915673494339 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.6677237153053284, 
                        "Y": 0.2788642942905426 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 0, 
            "Type": "LINE" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 59.411651611328125, 
            "DetectedText": "I", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.05955825746059418, 
                    "Left": 0.2763049304485321, 
                    "Top": 0.394121915102005, 
                    "Width": 0.026684552431106567 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.2763049304485321, 
                        "Y": 0.394121915102005 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.30298948287963867, 
                        "Y": 0.3932435214519501 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.30385109782218933, 
                        "Y": 0.45280176401138306 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.27716654539108276, 
                        "Y": 0.453680157661438 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 1, 
            "Type": "LINE" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 92.76634979248047, 
            "DetectedText": "MONDAY", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.11997425556182861, 
                    "Left": 0.5545867085456848, 
                    "Top": 0.34920141100883484, 
                    "Width": 0.39841532707214355 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.5545867085456848, 
                        "Y": 0.34920141100883484 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9530020356178284, 
                        "Y": 0.3471102714538574 
                    }, 
                    { 
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                        "X": 0.9532787799835205, 
                        "Y": 0.46708452701568604 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.554863452911377, 
                        "Y": 0.46917566657066345 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 2, 
            "Type": "LINE" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 96.7636489868164, 
            "DetectedText": "but keep", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.0756164938211441, 
                    "Left": 0.634815514087677, 
                    "Top": 0.5181083083152771, 
                    "Width": 0.20877975225448608 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.634815514087677, 
                        "Y": 0.5181083083152771 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8435952663421631, 
                        "Y": 0.52589350938797 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8423560857772827, 
                        "Y": 0.6015099883079529 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.6335763335227966, 
                        "Y": 0.59372478723526 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 3, 
            "Type": "LINE" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 99.47185516357422, 
            "DetectedText": "Smiling", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.2814019024372101, 
                    "Left": 0.48475268483161926, 
                    "Top": 0.6823741793632507, 
                    "Width": 0.47539761662483215 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.48475268483161926, 
                        "Y": 0.6823741793632507 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9601503014564514, 
                        "Y": 0.587857186794281 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9847385287284851, 
                        "Y": 0.8692590594291687 
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                    }, 
                    { 
                        "X": 0.5093409419059753, 
                        "Y": 0.9637760519981384 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 4, 
            "Type": "LINE" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 90.54900360107422, 
            "DetectedText": "IT'S", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.10387301445007324, 
                    "Left": 0.6685508489608765, 
                    "Top": 0.17597118020057678, 
                    "Width": 0.14985692501068115 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.6677391529083252, 
                        "Y": 0.17569075524806976 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8188736438751221, 
                        "Y": 0.17574213445186615 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8188582062721252, 
                        "Y": 0.278915673494339 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.6677237153053284, 
                        "Y": 0.2788642942905426 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 5, 
            "ParentId": 0, 
            "Type": "WORD" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 92.76634979248047, 
            "DetectedText": "MONDAY", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.11929994821548462, 
                    "Left": 0.5540683269500732, 
                    "Top": 0.34858056902885437, 
                    "Width": 0.3998897075653076 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.5545867085456848, 
                        "Y": 0.34920141100883484 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9530020356178284, 
                        "Y": 0.3471102714538574 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9532787799835205, 
                        "Y": 0.46708452701568604 
                    }, 
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                    { 
                        "X": 0.554863452911377, 
                        "Y": 0.46917566657066345 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 7, 
            "ParentId": 2, 
            "Type": "WORD" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 59.411651611328125, 
            "DetectedText": "I", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.05981886386871338, 
                    "Left": 0.2779299318790436, 
                    "Top": 0.3935416042804718, 
                    "Width": 0.02624112367630005 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.2763049304485321, 
                        "Y": 0.394121915102005 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.30298948287963867, 
                        "Y": 0.3932435214519501 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.30385109782218933, 
                        "Y": 0.45280176401138306 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.27716654539108276, 
                        "Y": 0.453680157661438 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 6, 
            "ParentId": 1, 
            "Type": "WORD" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 95.33189392089844, 
            "DetectedText": "but", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.06849122047424316, 
                    "Left": 0.6350157260894775, 
                    "Top": 0.5214487314224243, 
                    "Width": 0.08413040637969971 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.6347596645355225, 
                        "Y": 0.5215170383453369 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.719483494758606, 
                        "Y": 0.5212655067443848 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.7195737957954407, 
                        "Y": 0.5904868841171265 
                    }, 
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                    { 
                        "X": 0.6348499655723572, 
                        "Y": 0.5907384157180786 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 8, 
            "ParentId": 3, 
            "Type": "WORD" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 98.1954116821289, 
            "DetectedText": "keep", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.07207882404327393, 
                    "Left": 0.7295929789543152, 
                    "Top": 0.5265749096870422, 
                    "Width": 0.11196041107177734 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.7290706038475037, 
                        "Y": 0.5251666903495789 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.842876672744751, 
                        "Y": 0.5268880724906921 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.8423973917961121, 
                        "Y": 0.5989891886711121 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.7285913228988647, 
                        "Y": 0.5972678065299988 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 9, 
            "ParentId": 3, 
            "Type": "WORD" 
        }, 
        { 
            "Confidence": 99.47185516357422, 
            "DetectedText": "Smiling", 
            "Geometry": { 
                "BoundingBox": { 
                    "Height": 0.3739858865737915, 
                    "Left": 0.48920923471450806, 
                    "Top": 0.5900818109512329, 
                    "Width": 0.5097314119338989 
                }, 
                "Polygon": [ 
                    { 
                        "X": 0.48475268483161926, 
                        "Y": 0.6823741793632507 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9601503014564514, 
                        "Y": 0.587857186794281 
                    }, 
                    { 
                        "X": 0.9847385287284851, 
                        "Y": 0.8692590594291687 
                    }, 

321



Amazon Rekognition 開発者ガイド
保存されたビデオ内のテキストを検出する

                    { 
                        "X": 0.5093409419059753, 
                        "Y": 0.9637760519981384 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Id": 10, 
            "ParentId": 4, 
            "Type": "WORD" 
        } 
    ]
}

保存されたビデオ内のテキストを検出する
保存済みビデオ内の Amazon Rekognition Video テキスト検出は、非同期オペレーションです。テキス
トの検出を開始するには、the section called “StartTextDetection” (p. 699)。Amazon Rekognition Video 
は、ビデオ分析の完了ステータスを Amazon SNS トピックに発行します。ビデオ分析が成功したら、the 
section called “GetTextDetection” (p. 624) を呼び出して分析結果を取得します。ビデオ分析の開始と結果
の取得の詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照してく
ださい。

この手順では、「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」のコードを拡張します。Amazon SQS キューを使用して、ビデオ分析リクエストの完了ス
テータスを取得します。

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のテキストを検出するには (SDK)

1. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」の手順を実行します。

2. ステップ 1 で作成したクラス VideoDetect に以下のコードを追加します。

Java

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
  
private static void StartTextDetection(String bucket, String video) throws 
 Exception{  
             
    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
            .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
            .withRoleArn(roleArn);  
      
    StartTextDetectionRequest req = new StartTextDetectionRequest()  
            .withVideo(new Video()  
                    .withS3Object(new S3Object()  
                        .withBucket(bucket)  
                        .withName(video)))  
            .withNotificationChannel(channel);  
      
      
    StartTextDetectionResult startTextDetectionResult = 
 rek.startTextDetection(req);  
    startJobId=startTextDetectionResult.getJobId();  
      
}   
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private static void GetTextDetectionResults() throws Exception{  
      
    int maxResults=10;  
    String paginationToken=null;  
    GetTextDetectionResult textDetectionResult=null;  
      
    do{  
        if (textDetectionResult !=null){  
            paginationToken = textDetectionResult.getNextToken();  
  
        }  
          
      
        textDetectionResult = rek.getTextDetection(new GetTextDetectionRequest()  
             .withJobId(startJobId)  
             .withNextToken(paginationToken)  
             .withMaxResults(maxResults));  
      
        VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResult.getVideoMetadata();  
              
        System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());  
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());  
        System.out.println("Duration: " + videoMetaData.getDurationMillis());  
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());  
              
              
        //Show text, confidence values  
        List<TextDetectionResult> textDetections = 
 textDetectionResult.getTextDetections();  
  
  
        for (TextDetectionResult text: textDetections) {  
            long seconds=text.getTimestamp()/1000;  
            System.out.println("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");  
            TextDetection detectedText=text.getTextDetection();  
              
            System.out.println("Text Detected: " + 
 detectedText.getDetectedText());  
                System.out.println("Confidence: " + 
 detectedText.getConfidence().toString());  
                System.out.println("Id : " + detectedText.getId());  
                System.out.println("Parent Id: " + detectedText.getParentId());  
                System.out.println("Bounding Box" + 
 detectedText.getGeometry().getBoundingBox().toString());  
                System.out.println("Type: " + detectedText.getType());  
                System.out.println();  
        }  
    } while (textDetectionResult !=null && textDetectionResult.getNextToken() != 
 null);  
        
          
}

関数 main で、以下の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        StartTextDetection(bucket, video); 
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        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetTextDetectionResults();

Java V2

このコードはAWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリ。完全な例を見るここに。

    public static void startTextLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartTextDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartTextDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartTextDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startTextDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
      } 

    public static void GetTextResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetTextDetectionResponse textDetectionResponse=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (textDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = textDetectionResponse.nextToken(); 

                GetTextDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetTextDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    textDetectionResponse = 
 rekClient.getTextDetection(recognitionRequest); 
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                    status = textDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<TextDetectionResult> labels= 
 textDetectionResponse.textDetections(); 
                for (TextDetectionResult detectedText: labels) { 
                    System.out.println("Confidence: " + 
 detectedText.textDetection().confidence().toString()); 
                    System.out.println("Id : " + 
 detectedText.textDetection().id()); 
                    System.out.println("Parent Id: " + 
 detectedText.textDetection().parentId()); 
                    System.out.println("Type: " + 
 detectedText.textDetection().type()); 
                    System.out.println("Text: " + 
 detectedText.textDetection().detectedText()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (textDetectionResponse !=null && 
 textDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Python

#Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
    def StartTextDetection(self):  
        response=self.rek.start_text_detection(Video={'S3Object': {'Bucket': 
 self.bucket, 'Name': self.video}},  
            NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn': 
 self.snsTopicArn})  
  
        self.startJobId=response['JobId']  
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId)  
    
    def GetTextDetectionResults(self):  
        maxResults = 10  
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        paginationToken = ''  
        finished = False  
  
        while finished == False:  
            response = self.rek.get_text_detection(JobId=self.startJobId,  
                                            MaxResults=maxResults,  
                                            NextToken=paginationToken)  
  
            print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec'])  
              
            print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']['DurationMillis']))  
            print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format'])  
            print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate']))  
            print()  
  
            for textDetection in response['TextDetections']:  
                text=textDetection['TextDetection']  
  
                print("Timestamp: " + str(textDetection['Timestamp']))  
                print("   Text Detected: " + text['DetectedText'])  
                print("   Confidence: " +  str(text['Confidence']))  
                print ("      Bounding box")  
                print ("        Top: " + str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Top']))  
                print ("        Left: " + str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Left']))  
                print ("        Width: " +  str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Width']))  
                print ("        Height: " +  str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Height']))  
                print ("   Type: " + str(text['Type']) )  
                print()  
  
            if 'NextToken' in response:  
                paginationToken = response['NextToken']  
            else:  
                finished = True

関数 main で、以下の行を置き換えます。

    analyzer.StartLabelDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    analyzer.StartTextDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetTextDetectionResults()

Note

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70) 以外のビデオ例をすでに実行している場合、置き換えるコードは異なる可能性
があります。

3. コードを実行します。ビデオで検出されたテキストがリストに表示されます。
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フィルター
フィルタは、StartTextDetection を呼び出すときに使用できるオプションのリクエストパラメータで
す。テキスト領域、サイズ、信頼スコアに基づくフィルタ処理により、テキスト検出出力をさらに柔軟に
制御できるようになります。関心領域を使用することで、テキスト検出を関連する領域に簡単に制限でき
ます。たとえば、グラフィックスの下部 3 分の 1 の領域や、サッカーゲームのスコアボードを読むための
左上隅の領域です。単語の境界ボックスサイズフィルタを使用すると、ノイズの多いテキストや無関係な
小さな背景テキストを回避できます。最後に、単語信頼性フィルタを使用すると、ぼやけているか汚れて
いるせいで信頼できない結果を削除できます。以下のフィルタを使用できます。

• MinConfidence単語検出の信頼性レベルを設定します。検出の信頼性がこのレベルより低い単語は、結
果から除外されます。値は 0 から 100 の間で指定する必要があります。デフォルトの MinConfidence は 
80 です。

• MinBoundingBoxWidth— 単語境界ボックスの最小幅を設定します。境界ボックスの幅がこの値より小さ
い単語は、結果から除外されます。値はビデオフレームの幅に対する相対値です。

• MinBoundingBoxHeight— 単語境界ボックスの最小高さを設定します。境界ボックスの高さがこの値よ
り小さい単語は、結果から除外されます。値はビデオフレームの高さに対する相対値です。

• RegionsOfInterest— 検出をフレームの特定の領域に制限します。値はフレームの寸法に対する相対値で
す。領域内に部分的にしか含まれていないオブジェクトの場合、レスポンスは不明となります。

GetTextDetection
GetTextDetection は、ビデオ内で検出されたテキストに関する情報が含まれた配列 
(TextDetectionResults) を返します。配列要素 (TextDetection (p. 815)) は、ビデオで単語や行が検
出されるたびに生成されます。配列要素は、ビデオの開始時点からの経過時間 (ミリ秒単位) で並べ替えら
れます。

以下に示しているのは、GetTextDetection からの JSON レスポンスの一部です。レスポンスで、以下
の点に注意してください。

• テキスト情報—TextDetectionResult配列要素には、検出されたテキストに関する情報 
(TextDetection (p. 815)) と、ビデオ内でテキストが検出された時間 (Timestamp).

• ページング情報— 例は 1 ページのテキスト検出情報を示しています。テキスト要素を返す数
は、GetTextDetection の MaxResults 入力パラメータで指定できます。MaxResults を超える
結果が存在する場合、またはデフォルトの最大値を超える結果がある場合は、GetTextDetection
から返されるトークン (NextToken) を使用して次の結果ページを取得できます。詳細については、
「Amazon Rekognition Video 分析結果の取得 (p. 66)」を参照してください。

• ビデオ情報 – このレスポンスには、VideoMetadata から返された各情報ページのビデオ形式 
(GetTextDetection) に関する情報が含まれます。

{ 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "VideoMetadata": { 
        "Codec": "h264", 
        "DurationMillis": 174441, 
        "Format": "QuickTime / MOV", 
        "FrameRate": 29.970029830932617, 
        "FrameHeight": 480, 
        "FrameWidth": 854 
    }, 
    "TextDetections": [ 
        { 
            "Timestamp": 967, 
            "TextDetection": { 
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                "DetectedText": "Twinkle Twinkle Little Star", 
                "Type": "LINE", 
                "Id": 0, 
                "Confidence": 99.91780090332031, 
                "Geometry": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.8337579369544983, 
                        "Height": 0.08365312218666077, 
                        "Left": 0.08313830941915512, 
                        "Top": 0.4663468301296234 
                    }, 
                    "Polygon": [ 
                        { 
                            "X": 0.08313830941915512, 
                            "Y": 0.4663468301296234 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.9168962240219116, 
                            "Y": 0.4674469828605652 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.916861355304718, 
                            "Y": 0.5511001348495483 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.08310343325138092, 
                            "Y": 0.5499999523162842 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 967, 
            "TextDetection": { 
                "DetectedText": "Twinkle", 
                "Type": "WORD", 
                "Id": 1, 
                "ParentId": 0, 
                "Confidence": 99.98338317871094, 
                "Geometry": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.2423887550830841, 
                        "Height": 0.0833333358168602, 
                        "Left": 0.08313817530870438, 
                        "Top": 0.46666666865348816 
                    }, 
                    "Polygon": [ 
                        { 
                            "X": 0.08313817530870438, 
                            "Y": 0.46666666865348816 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.3255269229412079, 
                            "Y": 0.46666666865348816 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.3255269229412079, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.08313817530870438, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        } 
                    ] 
                } 
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            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 967, 
            "TextDetection": { 
                "DetectedText": "Twinkle", 
                "Type": "WORD", 
                "Id": 2, 
                "ParentId": 0, 
                "Confidence": 99.982666015625, 
                "Geometry": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.2423887550830841, 
                        "Height": 0.08124999701976776, 
                        "Left": 0.3454332649707794, 
                        "Top": 0.46875 
                    }, 
                    "Polygon": [ 
                        { 
                            "X": 0.3454332649707794, 
                            "Y": 0.46875 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.5878220200538635, 
                            "Y": 0.46875 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.5878220200538635, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.3454332649707794, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 967, 
            "TextDetection": { 
                "DetectedText": "Little", 
                "Type": "WORD", 
                "Id": 3, 
                "ParentId": 0, 
                "Confidence": 99.8787612915039, 
                "Geometry": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.16627635061740875, 
                        "Height": 0.08124999701976776, 
                        "Left": 0.6053864359855652, 
                        "Top": 0.46875 
                    }, 
                    "Polygon": [ 
                        { 
                            "X": 0.6053864359855652, 
                            "Y": 0.46875 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.7716627717018127, 
                            "Y": 0.46875 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.7716627717018127, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        }, 
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                        { 
                            "X": 0.6053864359855652, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Timestamp": 967, 
            "TextDetection": { 
                "DetectedText": "Star", 
                "Type": "WORD", 
                "Id": 4, 
                "ParentId": 0, 
                "Confidence": 99.82640075683594, 
                "Geometry": { 
                    "BoundingBox": { 
                        "Width": 0.12997658550739288, 
                        "Height": 0.08124999701976776, 
                        "Left": 0.7868852615356445, 
                        "Top": 0.46875 
                    }, 
                    "Polygon": [ 
                        { 
                            "X": 0.7868852615356445, 
                            "Y": 0.46875 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.9168618321418762, 
                            "Y": 0.46875 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.9168618321418762, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        }, 
                        { 
                            "X": 0.7868852615356445, 
                            "Y": 0.550000011920929 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "NextToken": "NiHpGbZFnkM/S8kLcukMni15wb05iKtquu/Mwc+Qg1LVlMjjKNOD0Z0GusSPg7TONLe
+OZ3P", 
    "TextModelVersion": "3.0"
} 
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保存されたビデオ内のビデオセグメ
ントの検出

Amazon Rekognition Video は、ブラックフレームやエンドクレジットなど、ビデオの有用なセグメントを
識別する API を提供しています。

視聴者は以前にも増して、多くのコンテンツを閲覧するようになっています。特に、オーバーザトップ 
(OTT) およびビデオオンデマンド (VOD) プラットフォームでは、いつでも、どこでも、どんな画面でも、
豊富なコンテンツを選択することができます。コンテンツ量が急増する中、メディア企業はコンテンツの
準備と管理に関する課題に直面しています。これは、高品質の視聴体験を提供し、コンテンツの収益化
を高めるために不可欠です。今日、企業はトレーニングを受けたスタッフによる大規模なチームを使用し
て、次のようなタスクを実行しています。

• コンテンツ内のオープニングクレジットとエンドクレジットの位置を見つける
• サイレントブラックフレームシーケンスなど、広告を挿入するための適切なスポットを選択する
• より良いインデックス作成のため、ビデオをより小さなクリップに分割する

これらの手動プロセスは高価で時間がかかるため、毎日作成され、ライセンス供与され、アーカイブから
取得されるコンテンツのボリュームに合わせて拡張することができません。

Amazon Rekognition Video では、機械学習 (ML) を活用したフルマネージド型の専用 Video セグメント検
出 API を使用して、運用メディア分析タスクを自動化できます。Amazon Rekognition Video セグメント 
API を使用すると、大量のビデオを簡単に分析し、ブラックフレームやショット変更などのマーカーを検
出できます。検出ごとに、SMPTE (映画テレビ技術者協会) のタイムコード、タイムスタンプ、およびフ
レーム番号を取得します。ML エクスペリエンスは必要ありません。

Amazon Rekognition Video は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存されたビデ
オを分析します。返される SMPTE タイムコードはフレーム正確です。Amazon Rekognition Video は、検
出されたビデオセグメントの正確なフレーム番号を提供し、さまざまなビデオフレームレート形式を自動
的に処理します。Amazon Rekognition Video の正確なフレームのメタデータを使用して、特定のタスク
を完全に自動化できます。また、トレーニングを受けたオペレーターのレビュー作業負荷を大幅に削減し
て、オペレーターがより創造的な作業に集中するようにできます。コンテンツの準備、広告の挿入、コン
テンツへの「ビンジマーカー」の追加などのタスクを、クラウド内で大規模に実行できます。

料金については、「」を参照してください。Amazon Rekognition の料金。

Amazon Rekognition Video セグメント検出は、2 種類のセグメンテーションタスクをサポートします。テ
クニカルキュー (p. 331)検出とショット検出 (p. 333)。

トピック
• テクニカルキュー (p. 331)
• ショット検出 (p. 333)
• Amazon Rekognition Video セグメント検出 API について (p. 334)
• Amazon Rekognition セグメント API を使用する  (p. 334)
• 例: 保存した動画のセグメントを検出する (p. 338)

テクニカルキュー
あるテクニカルキューは、ビデオ内のブラックフレーム、カラーバー、オープニングクレジット、エンド
クレジット、スタジオロゴ、およびプライマリプログラムコンテンツを示します。
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ブラックフレーム
ビデオには、広告を挿入する合図として、あるいはシーンやオープニングタイトルなどのセグメント
の終了時点をマークする合図として、無音の黒い画面 (ブラックフレーム) が挿入されることがありま
す。Amazon Rekognition Video では、ブラックフレームのシーケンスを検出して、広告挿入を自動化した
り、VOD のコンテンツをパッケージ化したり、プログラム内のセグメントやシーンを区切ったりすること
ができます。音声付きのブラックフレーム (フェードアウトやナレーション付きなど) はコンテンツとみな
されて、検出されません。

クレジット
Amazon Rekognition Video では、映画やテレビ番組で開始クレジットと終了クレジットの開始位置と終
了クレジットの開始位置と終了位置の正確なフレームを自動的に特定できます。この情報を使用すると、
ビデオオンデマンド（VOD）アプリケーションで「次のエピソード」または「スキップイントロ」など、
「ビンゲマーカー」またはインタラクティブビューアプロンプトを生成できます。ビデオ内のプログラ
ムコンテンツの最初と最後のフレームを検出することもできます。Amazon Rekognition Video は、単純
なローリングクレジットからコンテンツと並んで、より困難なクレジットまで、幅広いオープニングクレ
ジットおよびエンドクレジットスタイルを処理するようにトレーニングされています。

カラーバー
Amazon Rekognition Video では、SMPTE のカラーバーが表示されているセクションを検出できます。
カラーバーとは、色が正確に調整されているかを放送用モニター、プログラム、カメラなどで確認する
ために、特定のパターンで表示される色のセットのことです。SMPTE カラーバーの詳細については、
「SMPTE カラーバー」を参照してください。カラーバーのメタデータは、コンテンツからカラーバーの
セグメントを削除するなど、VOD のアプリケーション向けにコンテンツを準備する際に便利です。あるい
は、カラーバーがデフォルトの信号としてコンテンツの代わりに継続表示される場合、録画中に放送信号
が紛失するといった問題を検出する際にも有用です。

スレート
スレートは、エピソード、スタジオ、ビデオフォーマット、オーディオチャンネルなどに関するテキスト
メタデータを含むビデオのセクションで、通常は先頭付近にあります。Amazon Rekognition Video では、
スレートの開始と終了を識別できるため、最終視聴のためのコンテンツの準備時にテキストメタデータを
使用したり、スレートを削除したりすることが容易になります。

Studio ロゴ
スタジオロゴは、ショーの作成に関与するプロダクションスタジオのロゴまたはエンブレムを示すシーケ
ンスです。Amazon Rekognition Video では、これらのシーケンスを検出して、ユーザーがスタジオを特定
できるようにすることができます。

コンテンツ
コンテンツとは、テレビ番組または映画の番組または関連要素を含む部分です。黒いフレーム、クレジッ
ト、カラーバー、スレート、スタジオロゴはコンテンツとはみなされません。Amazon Rekognition Video 
では、ビデオ内の各コンテンツセグメントの開始と終了を検出できるため、プログラムの実行時間や特定
のセグメントを見つけることができます。

コンテンツセグメントには次のものが含まれますが、これらに限定されません。

• 2 つの広告ブレークの間のシーンをプログラムする
• ビデオの冒頭にある前のエピソードの簡単なまとめ
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• ボーナスクレジット後のコンテンツ
• 「テキストレス」コンテンツ。もともとオーバーレイされたテキストを含んでいたが、他の言語への翻

訳をサポートするためにテキストが削除されたすべてのプログラムシーンのセットなど。

Amazon Rekognition Video がすべてのコンテンツセグメントの検出を完了したら、ドメイン知識を適用し
たり、ヒューマンレビュー用に送信して、各セグメントをさらに分類できます。たとえば、常に要約で始
まる動画を使用する場合、最初のコンテンツセグメントを要約として分類できます。

次の図は、ショーまたはムービーのタイムライン上のテクニカルキューセグメントを示しています。カ
ラーバーとオープニングクレジット、要約やメインプログラムなどのコンテンツセグメント、ビデオ全体
のブラックフレーム、およびエンドクレジットに注目してください。

ショット検出
ショットとは、1 台のカメラで継続的に撮影された、相互に関係する連続写真の集合のことで、同じ時間
および空間内で行われた連続する動きを表現したものです。Amazon Rekognition Video では、各ショット
の開始、終了、長さ、およびコンテンツ内のすべてのショットの数を検出できます。ショットのメタデー
タは次のようなタスクに使用できます。

• 選択したショットを使用してプロモーションビデオを作成する。
• 視聴者の体験を妨げない場所 (誰かが話しているときのショットの途中など) に広告を挿入する。
• ショット間でトランジションがあるコンテンツを避けるプレビューサムネイルのセットを生成する。

ショット検出は、別のカメラへのハードカットがある正確なフレームでマークされます。あるカメラから
別のカメラへのソフトトランジションがある場合、Amazon Rekognition Video はトランジションを省略し
ます。これにより、ショットの開始時間と終了時間に、実際のコンテンツのないセクションが含まれなく
なります。

次の図は、フィルムストリップ上のショット検出セグメントを示しています。各ショットは、あるカメラ
アングルまたは位置から次のカメラアングルまたは位置へのカットによって識別されます。
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Amazon Rekognition Video セグメント検出 API に
ついて

保存されたビデオをセグメント化するには、非同期を使用します。the section called 
“StartSegmentDetection” (p. 693)そしてthe section called “GetSegmentDetection” (p. 619)セグメンテー
ションジョブを開始し、結果を取得するための API オペレーション。セグメント検出は、Amazon S3 バ
ケットに保存されたビデオを受け入れ、JSON 出力を返します。設定することで、テクニカルキューの
み、ショットの変更のみ、またはその両方を検出することができます。StartSegmentdetectionAPI リ
クエスト。また、最小予測信頼度のしきい値を設定して、検出されたセグメントをフィルタリングするこ
ともできます。詳細については、「Amazon Rekognition セグメント API を使用する  (p. 334)」を参照し
てください。サンプルコードについては、「例: 保存した動画のセグメントを検出する (p. 338)」を参照
してください。

Amazon Rekognition セグメント API を使用する
Amazon Rekognition Video の保存されたビデオセグメント検出は、Amazon Rekognition Video の非同期
オペレーションです。Amazon Rekognition セグメント API は、単一の API コールから分析の種類 (テク
ニカルキューまたはショット検出) を選択する複合 API です。非同期オペレーションの呼び出しについて
は、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照してください。

トピック
• セグメント解析の開始 (p. 334)
• セグメント解析結果の取得 (p. 335)

セグメント解析の開始
保存されたビデオのセグメント検出を開始するには、StartSegmentDetection (p. 693) を呼び出しま
す。入力パラメータは、セグメントタイプの選択と結果のフィルタリングが追加されている以外 Amazon 
Rekognition Video オペレーションと同じです。詳細については、「ビデオ分析の開始 (p. 64)」を参照して
ください。

以下は、StartSegmentDetection によって渡される JSON の例です。リクエストでは、テクニカル
キューとショット検出セグメントの両方が検出されるように指定します。テクニカルキューセグメント 
(90%) とショット検出セグメント (80%) には、最小検出信頼度として異なるフィルタが要求されます。

{ 
  "Video": { 
    "S3Object": { 
      "Bucket": "test_files", 
      "Name": "test_file.mp4" 
    } 
    "SegmentTypes":["TECHNICAL_CUES", "SHOT"] 
    "Filters": { 
      "TechnicalCueFilter": { 
         "MinSegmentConfidence": 90, 
         "BlackFrame" : { 
            "MaxPixelThreshold": 0.1, 
            "MinCoveragePercentage": 95      
         } 
      }, 
      "ShotFilter" : { 
          "MinSegmentConfidence": 60 
      } 
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  }
}   

セグメントタイプの選択
SegmentTypes 配列入力パラメータを使用して、入力ビデオ内のテクニカルキューやショット検出セグメ
ントを検出します。

• TECHNICAL_CUE ビデオで検出されたテクニカルキュー (ブラックフレーム、カラーバー、オープニ
ングクレジット、エンドクレジット、スタジオロゴ、プライマリプログラムのコンテンツ) の開始、
終了、および長さの正確なフレームのタイムスタンプを識別します。たとえば、テクニカルキュー
を使用してエンドクレジットの開始位置を見つけることができます。詳細については、「テクニカル
キュー (p. 331)」を参照してください。

• SHOT — ショットの開始、終了、および長さを指定します。たとえば、ショット検出を使用して、ビデ
オの最終編集の候補ショットを特定できます。詳細については、「ショット検出 (p. 333)」を参照して
ください。

解析結果のフィルタリング
Filters (StartSegmentDetectionFilters (p. 802)) 入力パラメータを使用して、レ
スポンスで返される最小検出信頼度を指定できます。Filters で、ShotFilter
(StartShotDetectionFilter (p. 803)) を使用して、検出されたショットをフィルタリングします。を使用す
るTechnicalCueFilter(StartTechnicalCueDetectionFilter (p. 804)) テクニカルキューをフィルタリン
グする。

サンプルコードについては、「例: 保存した動画のセグメントを検出する (p. 338)」を参照してくださ
い。

セグメント解析結果の取得
Amazon Rekognition Video は、ビデオ分析の完了ステータスを Amazon Simple Notification Service ト
ピックに発行します。ビデオ分析が成功したら、GetSegmentDetection (p. 619)ビデオ分析の結果を取得
します。

GetSegmentDetection リクエストの例を次に示します。JobId は、StartSegmentDetection の呼
び出しから返されるジョブ識別子です。他の入力パラメータについての詳細は、「Amazon Rekognition 
Video 分析結果の取得 (p. 66)」を参照してください。

{ 
    "JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1784ca90fc180e3", 
    "MaxResults": 10, 
    "NextToken": "XfXnZKiyMOGDhzBzYUhS5puM+g1IgezqFeYpv/H/+5noP/LmM57FitUAwSQ5D6G4AB/
PNwolrw=="
}

GetSegmentDetection は、要求された分析の結果と、保存されたビデオに関する一般的な情報を返し
ます。

一般情報
GetSegmentDection は、次の一般的な情報を返します。

• オーディオ情報— レスポンスには、配列にオーディオメタデータが含まれます。AudioMetadata、
のthe section called “AudioMetadata” (p. 718)オブジェクト。複数のオーディオストリームが存在する
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可能性があります。各 AudioMetadata オブジェクトには、単一のオーディオストリームのメタデー
タが含まれます。AudioMetadata オブジェクトのオーディオ情報には、オーディオコーデック、オー
ディオチャンネルの数、オーディオストリームの長さ、およびサンプルレートが含まれます。オーディ
オメタデータは、GetSegmentDetection によって返される情報の各ページに含まれます。

• 動画情報— 現在、Amazon Rekognition Video は 1 つを返します。the section called 
“VideoMetadata” (p. 823)オブジェクトのあるVideoMetadata配列。オブジェクトには、Amazon 
Rekognition Video が分析するために選択した入力ファイル内のビデオストリームに関する情報が含まれ
ます。VideoMetadata オブジェクトには、ビデオコーデック、ビデオ形式、およびその他の情報が含
まれます。ビデオのメタデータは、GetSegmentDetection によって返される情報の各ページに含ま
れます。

• ページング情報— 例は 1 ページのセグメント情報を示しています。要素を返す数
は、GetSegmentDetection の MaxResults 入力パラメータで指定できます。結果が MaxResults
を超える場合、GetSegmentDetection は次のページの結果を取得するためのトークン (NextToken) 
を返します。詳細については、「Amazon Rekognition Video 分析結果の取得 (p. 66)」を参照してくださ
い。

• 情報をリクエストする— の呼び出しでリクエストされた分析のタイプStartSegmentDetectionが返
されます。SelectedSegmentTypesフィールド。

セグメント
ビデオで検出されたテクニカルキューとショット情報が、the section called “SegmentDetection” (p. 797)
オブジェクトの配列 Segments に返されます。配列は、StartSegmentDetection の SegmentTypes
入力パラメータで指定されたセグメントタイプ (TECHNICAL_CUE または SHOT) でソートされます。各
セグメントタイプ内で、配列はタイムスタンプ値でソートされます。各 SegmentDetection オブジェク
トには、検出されたセグメントのタイプ (テクニカルキューまたはショット検出) に関する情報と、開始時
間、終了時間、セグメントの長さなどの一般情報が含まれます。

時間情報は 3 つの形式で返されます。

• Milliseconds

ビデオ開始からのミリ秒数。フィールド DurationMillis、StartTimestampMillis、および
EndTimestampMillis はミリ秒形式です。

• タイムコード

Amazon Rekognition Video のタイムコードが入っていますSMPTEビデオの各フレームに固有の
タイムコード値を持つ形式。形式は hh:mm:ss:frame です。たとえば、01:05:40:07 というタイム
コード値は、1 時間、5 分、40 秒、7 フレームとして読み取られます。ドロップフレームレートの
ユースケースは Amazon Rekognition Video でサポートされています。ドロップレートのタイムコー
ド形式は hh:mm:ss;frame です。フィールド DurationSMPTE、StartTimecodeSMPTE、および
EndTimecodeSMPTE はタイムコード形式です。

• フレームカウンタ

各ビデオセグメントのデュレーションもフレーム数で表されます。フィールドStartFrameNumberビ
デオセグメントの開始時のフレーム番号を指定し、EndFrameNumberビデオセグメントの末尾のフレー
ム番号を指定します。DurationFramesビデオセグメント内のフレームの総数を示します。これらの値
は、0 で始まるフレームインデックスを使用して計算されます。

♪SegmentTypeフィールドを使用して、Amazon Rekognition Video によって返されるセグメントのタイプ
を決定します。

• テクニカルキュー—TechnicalCueSegmentフィールドはTechnicalCueSegment (p. 812)検出
信頼度とテクニカルキューのタイプを含むオブジェクト。テクニカルキューのタイプは次のとお
りです。ColorBars,EndCredits,BlackFrames,OpeningCredits,StudioLogo,Slate, およ
びContent。
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• ショットショット—ShotSegmentフィールドはShotSegment (p. 800)オブジェクトの検出信頼度とビ
デオ内のショットセグメントの識別子が含まれます。

GetSegmentDetection の JSON レスポンスの例を次に示します。

{ 
    "SelectedSegmentTypes": [ 
        { 
            "ModelVersion": "2.0", 
            "Type": "SHOT" 
        }, 
        { 
            "ModelVersion": "2.0", 
            "Type": "TECHNICAL_CUE" 
        } 
    ], 
    "Segments": [ 
        { 
            "DurationFrames": 299, 
            "DurationSMPTE": "00:00:09;29", 
            "StartFrameNumber": 0, 
            "EndFrameNumber": 299, 
            "EndTimecodeSMPTE": "00:00:09;29", 
            "EndTimestampMillis": 9976, 
            "StartTimestampMillis": 0, 
            "DurationMillis": 9976, 
            "StartTimecodeSMPTE": "00:00:00;00", 
            "Type": "TECHNICAL_CUE", 
            "TechnicalCueSegment": { 
                "Confidence": 90.45006561279297, 
                "Type": "BlackFrames" 
            } 
        }, 
        { 
            "DurationFrames": 150, 
            "DurationSMPTE": "00:00:05;00", 
            "StartFrameNumber": 299, 
            "EndFrameNumber": 449, 
            "EndTimecodeSMPTE": "00:00:14;29", 
            "EndTimestampMillis": 14981, 
            "StartTimestampMillis": 9976, 
            "DurationMillis": 5005, 
            "StartTimecodeSMPTE": "00:00:09;29", 
            "Type": "TECHNICAL_CUE", 
            "TechnicalCueSegment": { 
                "Confidence": 100.0, 
                "Type": "Content" 
            } 
        }, 
        { 
            "DurationFrames": 299, 
            "ShotSegment": { 
                "Index": 0, 
                "Confidence": 99.9982681274414 
            }, 
            "DurationSMPTE": "00:00:09;29", 
            "StartFrameNumber": 0, 
            "EndFrameNumber": 299, 
            "EndTimecodeSMPTE": "00:00:09;29", 
            "EndTimestampMillis": 9976, 
            "StartTimestampMillis": 0, 
            "DurationMillis": 9976, 
            "StartTimecodeSMPTE": "00:00:00;00", 
            "Type": "SHOT" 
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        }, 
        { 
            "DurationFrames": 149, 
            "ShotSegment": { 
                "Index": 1, 
                "Confidence": 99.9982681274414 
            }, 
            "DurationSMPTE": "00:00:04;29", 
            "StartFrameNumber": 300, 
            "EndFrameNumber": 449, 
            "EndTimecodeSMPTE": "00:00:14;29", 
            "EndTimestampMillis": 14981, 
            "StartTimestampMillis": 10010, 
            "DurationMillis": 4971, 
            "StartTimecodeSMPTE": "00:00:10;00", 
            "Type": "SHOT" 
        } 
    ], 
    "JobStatus": "SUCCEEDED", 
    "VideoMetadata": [ 
        { 
            "Format": "QuickTime / MOV", 
            "FrameRate": 29.970029830932617, 
            "Codec": "h264", 
            "DurationMillis": 15015, 
            "FrameHeight": 1080, 
            "FrameWidth": 1920, 
            "ColorRange": "LIMITED" 

        } 
    ], 
    "AudioMetadata": [ 
        { 
            "NumberOfChannels": 1, 
            "SampleRate": 48000, 
            "Codec": "aac", 
            "DurationMillis": 15007 
        } 
    ]
}

サンプルコードについては、「例: 保存した動画のセグメントを検出する (p. 338)」を参照してくださ
い。

例: 保存した動画のセグメントを検出する
以下の手順は、Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のテクニカルキューセグメントとショット検出
セグメントを検出する方法を示しています。この手順では、Amazon Rekognition Video が持つ検出精度に
対する信頼度に基づいて、検出されたセグメントをフィルタリングする方法も示します。

この例では、「」のコードを拡張します。Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存さ
れているビデオの分析 (SDK) (p. 70)Amazon Simple Queue Service キューを使用して、ビデオ分析リクエ
ストの完了ステータスを取得します。

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のセグメントを検出するには (SDK)

1. 「Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70)」を実行します。

2. ステップ 1 で使用したコードに以下を追加します。
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Java

1. 次のインポートを追加します。

import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetSegmentDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetSegmentDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SegmentDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SegmentType;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SegmentTypeInfo;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ShotSegment;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionFilters;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartShotDetectionFilter;
import 
 com.amazonaws.services.rekognition.model.StartTechnicalCueDetectionFilter;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.TechnicalCueSegment;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AudioMetadata;

2. 次のコードを VideoDetect クラスに追加します。

    //Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
    //PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/
awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    private static void StartSegmentDetection(String bucket, String video) 
 throws Exception{ 
             
        NotificationChannel channel= new NotificationChannel() 
                .withSNSTopicArn(snsTopicArn) 
                .withRoleArn(roleArn); 

        float minTechnicalCueConfidence = 80F;  
        float minShotConfidence = 80F;  
                 
        StartSegmentDetectionRequest req = new StartSegmentDetectionRequest() 
                .withVideo(new Video() 
                        .withS3Object(new S3Object() 
                                .withBucket(bucket) 
                                .withName(video))) 
                .withSegmentTypes("TECHNICAL_CUE" , "SHOT") 
                .withFilters(new StartSegmentDetectionFilters() 
                        .withTechnicalCueFilter(new 
 StartTechnicalCueDetectionFilter() 
                                
 .withMinSegmentConfidence(minTechnicalCueConfidence)) 
                        .withShotFilter(new StartShotDetectionFilter() 
                                .withMinSegmentConfidence(minShotConfidence))) 
                .withJobTag("DetectingVideoSegments") 
                .withNotificationChannel(channel); 

        StartSegmentDetectionResult startLabelDetectionResult = 
 rek.startSegmentDetection(req); 
        startJobId=startLabelDetectionResult.getJobId(); 
         
    } 

    private static void GetSegmentDetectionResults() throws Exception{ 

        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
        GetSegmentDetectionResult segmentDetectionResult=null; 
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        Boolean firstTime=true; 
         

        do { 
            if (segmentDetectionResult !=null){ 
                paginationToken = segmentDetectionResult.getNextToken(); 
            } 

            GetSegmentDetectionRequest segmentDetectionRequest= new 
 GetSegmentDetectionRequest() 
                    .withJobId(startJobId) 
                    .withMaxResults(maxResults) 
                    .withNextToken(paginationToken); 

            segmentDetectionResult = 
 rek.getSegmentDetection(segmentDetectionRequest); 
             
            if(firstTime) { 
                System.out.println("\nStatus\n------"); 
                System.out.println(segmentDetectionResult.getJobStatus()); 
                System.out.println("\nRequested features\n------------------"); 
                 for (SegmentTypeInfo requestedFeatures : 
 segmentDetectionResult.getSelectedSegmentTypes()) { 
                    System.out.println(requestedFeatures.getType()); 
                } 
                 int count=1; 
                 List<VideoMetadata> videoMetaDataList = 
 segmentDetectionResult.getVideoMetadata(); 
                 System.out.println("\nVideo Streams\n-------------"); 
                 for (VideoMetadata videoMetaData: videoMetaDataList) { 
                     System.out.println("Stream: " + count++); 
                     System.out.println("\tFormat: " + 
 videoMetaData.getFormat()); 
                     System.out.println("\tCodec: " + 
 videoMetaData.getCodec()); 
                     System.out.println("\tDuration: " + 
 videoMetaData.getDurationMillis()); 
                     System.out.println("\tFrameRate: " + 
 videoMetaData.getFrameRate()); 
                 }  

                  
                 List<AudioMetadata> audioMetaDataList = 
 segmentDetectionResult.getAudioMetadata(); 
                 System.out.println("\nAudio streams\n-------------"); 

                 count=1; 
                 for (AudioMetadata audioMetaData: audioMetaDataList) { 
                     System.out.println("Stream: " + count++); 
                     System.out.println("\tSample Rate: " + 
 audioMetaData.getSampleRate()); 
                     System.out.println("\tCodec: " + 
 audioMetaData.getCodec()); 
                     System.out.println("\tDuration: " + 
 audioMetaData.getDurationMillis()); 
                     System.out.println("\tNumber of Channels: " + 
 audioMetaData.getNumberOfChannels()); 
                 } 
                 System.out.println("\nSegments\n--------"); 

                firstTime=false; 
            } 

            //Show segment information 
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            List<SegmentDetection> detectedSegments= 
 segmentDetectionResult.getSegments(); 
             
            for (SegmentDetection detectedSegment: detectedSegments) {  
                 
               if 
 (detectedSegment.getType().contains(SegmentType.TECHNICAL_CUE.toString())) { 
                    System.out.println("Technical Cue"); 
                    TechnicalCueSegment 
 segmentCue=detectedSegment.getTechnicalCueSegment(); 
                    System.out.println("\tType: " + segmentCue.getType());  
                    System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentCue.getConfidence().toString()); 
                } 
               if 
 (detectedSegment.getType().contains(SegmentType.SHOT.toString())) {  
                    System.out.println("Shot"); 
                    ShotSegment segmentShot=detectedSegment.getShotSegment(); 
                    System.out.println("\tIndex " + segmentShot.getIndex());  
                    System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentShot.getConfidence().toString()); 
                } 
                long seconds=detectedSegment.getDurationMillis(); 
                System.out.println("\tDuration : " + Long.toString(seconds) + " 
 milliseconds"); 
                System.out.println("\tStart time code: " + 
 detectedSegment.getStartTimecodeSMPTE()); 
                System.out.println("\tEnd time code: " + 
 detectedSegment.getEndTimecodeSMPTE()); 
                System.out.println("\tDuration time code: " + 
 detectedSegment.getDurationSMPTE()); 
                System.out.println(); 
                                 
             }  
                    
        } while (segmentDetectionResult !=null && 
 segmentDetectionResult.getNextToken() != null); 

    } 

3. 関数 main で、以下の行を置き換えます。

        StartLabelDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetLabelDetectionResults();

を:

        StartSegmentDetection(bucket, video); 

        if (GetSQSMessageSuccess()==true) 
         GetSegmentDetectionResults();

Java V2

                            public static void StartSegmentDetection 
 (RekognitionClient rekClient, 
                                              NotificationChannel channel, 
                                             String bucket, 
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                                              String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            BlackFrame blackFrame = BlackFrame.builder() 
                    .maxPixelThreshold(0.2F) 
                    .minCoveragePercentage(60F) 
                    .build(); 

            StartShotDetectionFilter cueDetectionFilter = 
 StartShotDetectionFilter.builder() 
                    .minSegmentConfidence(60F) 
                     .build(); 

            StartTechnicalCueDetectionFilter technicalCueDetectionFilter = 
 StartTechnicalCueDetectionFilter.builder() 
                    .minSegmentConfidence(60F) 
                    .blackFrame(blackFrame) 
                    .build(); 

            StartSegmentDetectionFilters filters = 
 StartSegmentDetectionFilters.builder() 
                    .shotFilter(cueDetectionFilter) 
                    .technicalCueFilter(technicalCueDetectionFilter) 
                    .build(); 

            StartSegmentDetectionRequest segDetectionRequest = 
 StartSegmentDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .segmentTypes(SegmentType.TECHNICAL_CUE , SegmentType.SHOT) 
                    .video(vidOb) 
                    .filters(filters) 
                    .build(); 

            StartSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = 
 rekClient.startSegmentDetection(segDetectionRequest); 
            startJobId = segDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getSegmentResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken = null; 
            GetSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = null; 
            Boolean finished = false; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 

            do { 

                if (segDetectionResponse != null) 
                    paginationToken = segDetectionResponse.nextToken(); 
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                GetSegmentDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetSegmentDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    segDetectionResponse = 
 rekClient.getSegmentDetection(recognitionRequest); 
                    status = segDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 
                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                List<VideoMetadata> videoMetaData = 
 segDetectionResponse.videoMetadata(); 

                for (VideoMetadata metaData : videoMetaData) { 
                    System.out.println("Format: " + metaData.format()); 
                    System.out.println("Codec: " + metaData.codec()); 
                    System.out.println("Duration: " + metaData.durationMillis()); 
                    System.out.println("Color range: " + 
 metaData.colorRange().toString()); 
                    System.out.println("FrameRate: " + metaData.frameRate()); 
                    System.out.println("Job"); 
                } 

                List<SegmentDetection> detectedSegment = 
 segDetectionResponse.segments(); 
                String type = detectedSegment.get(0).type().toString(); 

                if (type.contains(SegmentType.TECHNICAL_CUE.toString())) { 
                    System.out.println("Technical Cue"); 
                    TechnicalCueSegment segmentCue = 
 detectedSegment.get(0).technicalCueSegment(); 
                    System.out.println("\tType: " + segmentCue.type()); 
                    System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentCue.confidence().toString()); 
                } 
                if (type.contains(SegmentType.SHOT.toString())) { 
                    System.out.println("Shot"); 
                    ShotSegment segmentShot = detectedSegment.get(0).shotSegment(); 
                    System.out.println("\tIndex " + segmentShot.index()); 
                    System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentShot.confidence().toString()); 
                } 

                long seconds = detectedSegment.get(0).durationMillis(); 
                System.out.println("\tDuration : " + Long.toString(seconds) + " 
 milliseconds"); 
                System.out.println("\tStart time code: " + 
 detectedSegment.get(0).startTimecodeSMPTE()); 
                System.out.println("\tEnd time code: " + 
 detectedSegment.get(0).endTimecodeSMPTE()); 
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                System.out.println("\tDuration time code: " + 
 detectedSegment.get(0).durationSMPTE()); 
                System.out.println(); 

            } while (segDetectionResponse !=null && 
 segDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Python

1. ステップ 1 で作成したクラス VideoDetect に次のコードを追加します。

# Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.) 

    def StartSegmentDetection(self): 

        min_Technical_Cue_Confidence = 80.0 
        min_Shot_Confidence = 80.0 
        max_pixel_threshold = 0.1 
        min_coverage_percentage = 60 

        response = self.rek.start_segment_detection( 
            Video={"S3Object": {"Bucket": self.bucket, "Name": self.video}}, 
            NotificationChannel={ 
                "RoleArn": self.roleArn, 
                "SNSTopicArn": self.snsTopicArn, 
            }, 
            SegmentTypes=["TECHNICAL_CUE", "SHOT"], 
            Filters={ 
                "TechnicalCueFilter": { 
                    "BlackFrame": { 
                        "MaxPixelThreshold": max_pixel_threshold, 
                        "MinCoveragePercentage": min_coverage_percentage, 
                    }, 
                    "MinSegmentConfidence": min_Technical_Cue_Confidence, 
                }, 
                "ShotFilter": {"MinSegmentConfidence": min_Shot_Confidence}, 
            } 
        ) 

        self.startJobId = response["JobId"] 
        print(f"Start Job Id: {self.startJobId}") 

    def GetSegmentDetectionResults(self): 
        maxResults = 10 
        paginationToken = "" 
        finished = False 
        firstTime = True 

        while finished == False: 
            response = self.rek.get_segment_detection( 
                JobId=self.startJobId, MaxResults=maxResults, 
 NextToken=paginationToken 
            ) 

            if firstTime == True: 
                print(f"Status\n------\n{response['JobStatus']}") 
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                print("\nRequested Types\n---------------") 
                for selectedSegmentType in response['SelectedSegmentTypes']: 
                    print(f"\tType: {selectedSegmentType['Type']}") 
                    print(f"\t\tModel Version: 
 {selectedSegmentType['ModelVersion']}") 

                print() 
                print("\nAudio metadata\n--------------") 
                for audioMetadata in response['AudioMetadata']: 
                    print(f"\tCodec: {audioMetadata['Codec']}") 
                    print(f"\tDuration: {audioMetadata['DurationMillis']}") 
                    print(f"\tNumber of Channels: 
 {audioMetadata['NumberOfChannels']}") 
                    print(f"\tSample rate: {audioMetadata['SampleRate']}") 
                print() 
                print("\nVideo metadata\n--------------") 
                for videoMetadata in response["VideoMetadata"]: 
                    print(f"\tCodec: {videoMetadata['Codec']}") 
                    print(f"\tColor Range: {videoMetadata['ColorRange']}") 
                    print(f"\tDuration: {videoMetadata['DurationMillis']}") 
                    print(f"\tFormat: {videoMetadata['Format']}") 
                    print(f"\tFrame rate: {videoMetadata['FrameRate']}") 
                    print("\nSegments\n--------") 

                firstTime = False 

            for segment in response['Segments']: 

                if segment["Type"] == "TECHNICAL_CUE": 
                    print("Technical Cue") 
                    print(f"\tConfidence: {segment['TechnicalCueSegment']
['Confidence']}") 
                    print(f"\tType: {segment['TechnicalCueSegment']['Type']}") 

                if segment["Type"] == "SHOT": 
                    print("Shot") 
                    print(f"\tConfidence: {segment['ShotSegment']
['Confidence']}") 
                    print(f"\tIndex: " + str(segment["ShotSegment"]["Index"])) 

                print(f"\tDuration (milliseconds): 
 {segment['DurationMillis']}") 
                print(f"\tStart Timestamp (milliseconds): 
 {segment['StartTimestampMillis']}") 
                print(f"\tEnd Timestamp (milliseconds): 
 {segment['EndTimestampMillis']}") 
                 
                print(f"\tStart timecode: {segment['StartTimecodeSMPTE']}") 
                print(f"\tEnd timecode: {segment['EndTimecodeSMPTE']}") 
                print(f"\tDuration timecode: {segment['DurationSMPTE']}") 

                print(f"\tStart frame number {segment['StartFrameNumber']}") 
                print(f"\tEnd frame number: {segment['EndFrameNumber']}") 
                print(f"\tDuration frames: {segment['DurationFrames']}") 

                print() 

            if "NextToken" in response: 
                paginationToken = response["NextToken"] 
            else: 
                finished = True

2. 関数 main で、以下の行を置き換えます。

    analyzer.StartLabelDetection() 
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    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetLabelDetectionResults()

を:

    analyzer.StartSegmentDetection() 
    if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True: 
        analyzer.GetSegmentDetectionResults()

Note

Java または Python を使用した、Amazon S3 バケットに保存されているビデオの分析 
(SDK) (p. 70) 以外のビデオ例をすでに実行している場合、置き換えるコードは異なる可能性
があります。

3. コードを実行します。入力ビデオで検出されたセグメントに関する情報が表示されます。
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アマゾン認識データを格納する 

チュートリアル
これらのクロスサービスチュートリアルでは、Rekognition の API オペレーションを他のユーザーと共に
使用する方法を説明します。AWSサービスを使用して、サンプルアプリケーションを作成し、さまざまな
タスクを実行します。これらのチュートリアルのほとんどは、Amazon S3 を使用して画像や動画を保存し
ます。その他の一般的に使用されるサービスは次のとおりです。AWS Lambda。

トピック
• Amazon RDS および DynamoDB でアマゾン認識データを格納する  (p. 347)
• Amazon Rekognition と Lambda を使用して Amazon S3 バケットのアセットにタグを付け

る (p. 353)
• の作成AWS動画アナライザアプリケーション (p. 365)
• Amazon Rekognition Lambda 関数の作成 (p. 366)
• 身元確認に Amazon Rekognition を使用する (p. 372)

Amazon RDS および DynamoDB でアマゾン認識
データを格納する

Amazon Rekognition の API を使用する場合、API オペレーションで生成されたラベルは保存されないこと
を覚えておくことが重要です。これらのラベルは、それぞれのイメージの識別子とともにデータベースに
配置することで保存できます。

このチュートリアルでは、ラベルの検出と、検出されたラベルをデータベースに保存する方法を説明しま
す。このチュートリアルで開発されたサンプルアプリケーションは、Amazon S3バケットはthe section 
called “DetectLabels” (p. 569)これらのイメージに対して操作を行い、結果のラベルをデータベースに保
存します。アプリケーションは、使用するデータベースタイプに応じて、Amazon RDS データベースイン
スタンスまたは DynamoDB データベースのいずれかにデータを格納します。

あなたは、AWSSDK for Pythonまたは、このチュートリアルを行います。また、AWSドキュメント SDK 
の例GitHub リポジトリPython チュートリアルの詳細を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 347)
• Amazon S3 バケット内のイメージのラベルの取得 (p. 348)
• Amazon DynamoDB テーブルの作成 (p. 349)
• DynamoDB へのデータのアップロード (p. 349)
• Amazon RDS で MySQL データベースを作成する (p. 351)
• Amazon RDS MySQL テーブルへのデータのアップロード (p. 352)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、Python をインストールし、次の作業に必要な手順を完了する必要が
あります。Python をセットアップするAWSSDK。これ以外にも、次の項目が揃っていることを確認して
ください。

AWS アカウントと IAM ロールを作成しました

Python SDK (Boto3) をインストールしました

を適切に設定したAWS認証情報へのアクセス
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作成された Amazon S3 バケットがイメージで満たされました

RDS データベースインスタンスを作成しましたRDS を使用してデータを格納する場合

Amazon S3 バケット内のイメージのラベルの取得
まず、Amazon S3 バケット内のイメージの名前を取得し、そのイメージを取得する関数を作成します。
このイメージは、正しいイメージがへの呼び出しに渡されていることを確認するために表示されます。the 
section called “DetectLabels” (p. 569)これは関数内にもあります。

1. 使用する Amazon S3 バケットを見つけ、名前を書き留めます。この Amazon S3 バケットを呼び出し
て、その中のイメージを読み取ります。バケットに渡すイメージがいくつか含まれていることを確認
します。the section called “DetectLabels” (p. 569)オペレーション.

2. Amazon S3 バケットに接続するためのコードを記述します。Boto3 を使用して Amazon S3 リ
ソースに接続して、Amazon S3 バケットからイメージを取得できます。Amazon S3 リソースに
接続したら、バケットメソッドに Amazon S3 バケット名を指定して、バケットにアクセスできま
す。Amazon S3 バケットに接続した後、Object メソッドを使用してバケットからイメージを取得
します。Matplotlib を利用することで、この接続を使用してイメージを処理しながら視覚化できま
す。Boto3 は Rekognition クライアントへの接続にも使用されます。

次のコードで、リージョンを region_name パラメーターに指定します。Amazon S3 バケット名とイ
メージ名をに渡します。the section called “DetectLabels” (p. 569)。これは、対応するイメージの
ラベルを返します。レスポンスからラベルのみを選択すると、画像の名前とラベルの両方が返されま
す。

import boto3
from io import BytesIO
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import image as mp_img

boto3 = boto3.Session()

def read_image_from_s3(bucket_name, image_name): 

    # Connect to the S3 resource with Boto 3 
    # get bucket and find object matching image name 
    s3 = boto3.resource('s3') 
    bucket = s3.Bucket(name=bucket_name) 
    Object = bucket.Object(image_name) 

    # Downloading the image for display purposes, not necessary for detection of labels 
    # You can comment this code out if you don't want to visualize the images 
    file_name = Object.key 
    file_stream = BytesIO() 
    Object.download_fileobj(file_stream) 
    img = mp_img.imread(file_stream, format="jpeg") 
    plt.imshow(img) 
    plt.show() 

    # get the labels for the image by calling DetectLabels from Rekognition 
    client = boto3.client('rekognition', region_name="region-name") 
    response = client.detect_labels(Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': 
 image_name}}, 
                                    MaxLabels=10) 

    print('Detected labels for ' + image_name) 

    full_labels = response['Labels'] 

    return file_name, full_labels
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3. このコードを get_images.py というファイルに保存します。

Amazon DynamoDB テーブルの作成
次のコードは、boto3 を使用して DynamoDB に接続し、DynamoDB を使用していますCreateTableメ
ソッドを使用して、Images という名前のテーブルを作成します。テーブルには、Image という名前
のパーティションキーと Labels という名前のソートキーで構成される複合プライマリキーがありま
す。Image キーにはイメージの名前が含まれ、Labels キーにはそのイメージに割り当てられたラベルが格
納されます。

import boto3

def create_new_table(dynamodb=None): 
    dynamodb = boto3.resource( 
        'dynamodb',) 
    # Table defination 
    table = dynamodb.create_table( 
        TableName='Images', 
        KeySchema=[ 
            { 
                'AttributeName': 'Image', 
                'KeyType': 'HASH'  # Partition key 
            }, 
            { 
                'AttributeName': 'Labels', 
                'KeyType': 'RANGE'  # Sort key 
            } 
        ], 
        AttributeDefinitions=[ 
            { 
                'AttributeName': 'Image', 
                'AttributeType': 'S' 
            }, 
            { 
                'AttributeName': 'Labels', 
                'AttributeType': 'S' 
            }, 
        ], 
        ProvisionedThroughput={ 
            'ReadCapacityUnits': 10, 
            'WriteCapacityUnits': 10 
        } 
    ) 
    return table

if __name__ == '__main__': 
    device_table = create_new_table() 
    print("Status:", device_table.table_status)

このコードをエディタに保存し、一度実行して DynamoDB テーブルを作成します。

DynamoDB へのデータのアップロード
DynamoDB データベースが作成され、イメージのラベルを取得する関数ができたので、ラベルを 
DynamoDB に格納できます。次のコードは、S3 バケット内のすべてのイメージを取得し、それらのラベ
ルを取得し、データを DynamoDB に格納します。

1. DynamoDB にデータをアップロードするためのコードを記述する必要があります。という名前の関
数get_image_namesは Amazon S3 バケットに接続するために使用され、バケット内のすべてのイ
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メージの名前がリストとして返されます。このリストをread_image_from_S3関数からインポート
されます。get_images.py作成したファイル。

import boto3
import json
from get_images import read_image_from_s3

boto3 = boto3.Session()

def get_image_names(name_of_bucket): 

    s3_resource = boto3.resource('s3') 
    my_bucket = s3_resource.Bucket(name_of_bucket) 
    file_list = [] 
    for file in my_bucket.objects.all(): 
        file_list.append(file.key) 
    return file_list

2. -read_image_from_S3先ほど作成した関数は、処理中の画像の名前と、そのイメージに関連付けら
れたラベルの辞書を返します。という名前の関数find_valuesレスポンスからラベルのみを取得する
ために使用されます。イメージの名前とそのラベルを DynamoDB テーブルにアップロードする準備
が整いました。

def find_values(id, json_repr): 
    results = [] 

    def _decode_dict(a_dict): 
        try: 
            results.append(a_dict[id]) 
        except KeyError: 
            pass 
        return a_dict 

    json.loads(json_repr, object_hook=_decode_dict) # Return value ignored. 
    return results

3. 3 番目の関数を使用します。load_dataをクリックし、作成した DynamoDB テーブルにイメージと
ラベルを実際にロードします。

def load_data(image_labels, dynamodb=None): 

    if not dynamodb: 
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb') 

    table = dynamodb.Table('Images') 

    print("Adding image details:", image_labels) 
    table.put_item(Item=image_labels) 
    print("Success!!")

4. ここでは、前に定義した 3 つの関数が呼び出され、操作が実行されます。上記で定義した 3 つの関数
と、以下のコードを Python ファイルに追加します。コードを実行します。

bucket = "bucket_name"
file_list = get_image_names(bucket)

for file in file_list: 
    file_name = file 
    print("Getting labels for " + file_name) 
    image_name, image_labels = read_image_from_s3(bucket, file_name) 
    image_json_string = json.dumps(image_labels, indent=4) 
    labels=set(find_values("Name", image_json_string)) 
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    print("Labels found: " + str(labels)) 
    labels_dict = {} 
    print("Saving label data to database") 
    labels_dict["Image"] = str(image_name) 
    labels_dict["Labels"] = str(labels) 
    print(labels_dict) 
    load_data(labels_dict) 
    print("Success!")

the section called “DetectLabels” (p. 569) を使用してイメージのラベルを生成し、ラベルを DynamoDB 
インスタンスに格納しました。このチュートリアルを進めながら、作成したすべてのリソースを必ず取り
壊してください。これにより、使用していないリソースに対して課金されるのを防ぐことができます。

Amazon RDS で MySQL データベースを作成する
作業を開始する前に、次の作業が完了していることを確認してください。セットアップ手順Amazon RDS 
とMySQL DB インスタンスを作成しましたAmazon RDS を使用する。

次のコードは、pyMySQLライブラリと Amazon RDS DB インスタンス。これにより、イメージの名前と
それらのイメージに関連付けられたラベルを保持するテーブルが作成されます。Amazon RDS は、テーブ
ルを作成し、テーブルにデータを挿入するコマンドを受け取ります。Amazon RDS を使用するには、ホス
ト名、ユーザー名、パスワードを使用して Amazon RDS ホストに接続する必要があります。これらの引数
を PyMySQL に提供することで Amazon RDS に接続します。connect関数を作成し、カーソルのインス
タンスを作成します。

1. 次のコードでは、host の値を Amazon RDS ホストエンドポイントに置き換え、user の値を Amazon 
RDS インスタンスに関連付けられたマスターユーザー名に置き換えます。また、password をメイン
ユーザーのマスターパスワードに置き換える必要があります。

import pymysql

host = "host-endpoint"
user = "username"
password = "master-password"

2. イメージとラベルデータを挿入するデータベースとテーブルを作成します。これを行うには、作成ク
エリを実行してコミットします。次のコードでは、データベースを作成します。このコードは 1 回だ
け実行してください。

conn = pymysql.connect(host=host, user=user, passwd=password)
print(conn)
cursor = conn.cursor()
print("Connection successful")

# run once
create_query = "create database rekogDB1"
print("Creation successful!")
cursor.execute(create_query)
cursor.connection.commit()

3. データベースが作成されたら、イメージ名とラベルを挿入するためのテーブルを作成する必要があり
ます。テーブルを作成するには、まず use SQL コマンドとデータベースの名前をexecutefunction. 
接続が確立されると、テーブルを作成するためのクエリが実行されます。次のコードは、データベー
スに接続し、プライマリキーの両方を持つテーブルを作成します。image_id、およびラベルを格納
するテキスト属性です。前に定義したインポートと変数を使用し、このコードを実行してデータベー
スにテーブルを作成します。

# connect to existing DB
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cursor.execute("use rekogDB1")
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_table(image_id VARCHAR (255) PRIMARY 
 KEY, image_labels TEXT)")
conn.commit()
print("Table creation - Successful creation!")

Amazon RDS MySQL テーブルへのデータのアップ
ロード
Amazon RDS データベースとデータベースにテーブルを作成した後、イメージのラベルを取得し、それら
のラベルを Amazon RDS データベースに保存できます。

1. Amazon S3 バケットConnect し、バケット内のすべてのイメージの名前を取得します。これらのイ
メージ名は、read_image_from_s3前に作成した関数を使用して、すべての画像のラベルを取得し
ます。次のコードは Amazon S3 バケットに接続し、バケット内のすべてのイメージのリストを返し
ます。

import pymysql
from get_images import read_image_from_s3
import json
import boto3

host = "host-endpoint"
user = "username"
password = "master-password"

conn = pymysql.connect(host=host, user=user, passwd=password)
print(conn)
cursor = conn.cursor()
print("Connection successful")

def get_image_names(name_of_bucket): 

    s3_resource = boto3.resource('s3') 
    my_bucket = s3_resource.Bucket(name_of_bucket) 
    file_list = [] 
    for file in my_bucket.objects.all(): 
        file_list.append(file.key) 
    return file_list

2. のレスポンスは次のとおりです。the section called “DetectLabels” (p. 569)API にはラベルだけ以上
のものが含まれているため、ラベル値のみを抽出する関数を記述します。次の関数は、ラベルだけの
完全なリストを返します。

def find_values(id, json_repr): 
    results = [] 

    def _decode_dict(a_dict): 
        try: 
            results.append(a_dict[id]) 
        except KeyError: 
            pass 
        return a_dict 

    json.loads(json_repr, object_hook=_decode_dict) # Return value ignored. 
    return results

3. イメージの名前とラベルをテーブルに挿入する関数が必要です。次の関数は、挿入クエリを実行し、
イメージ名とラベルの任意のペアを挿入します。
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Amazon S3 バケットのアセットにタグを付ける

def upload_data(image_id, image_labels): 

    # insert into db 
    cursor.execute("use rekogDB1") 
    query = "INSERT IGNORE INTO test_table(image_id, image_labels) VALUES (%s, %s)" 
    values = (image_id, image_labels) 
    cursor.execute(query, values) 
    conn.commit() 
    print("Insert successful!")

4. 最後に、上で定義した関数を実行する必要があります。次のコードでは、バケット内のす
べてのイメージの名前が収集され、呼び出される関数に提供されます。the section called 
“DetectLabels” (p. 569)。その後、ラベルとラベルが適用されるイメージの名前が Amazon RDS 
データベースにアップロードされます。上記で定義した 3 つの関数と、以下のコードを Python ファ
イルにコピーします。Python ファイルを実行します。

bucket = "bucket-name"
file_list = get_image_names(bucket)

for file in file_list: 
    file_name = file 
    print("Getting labels for " + file_name) 
    image_name, image_labels = read_image_from_s3(bucket, file_name) 
    image_json = json.dumps(image_labels, indent=4) 
    labels=set(find_values("Name", image_json)) 
    print("Labels found: " + str(labels)) 
    unique_labels=set(find_values("Name", image_json)) 
    print(unique_labels) 
    image_name_string = str(image_name) 
    labels_string = str(unique_labels) 
    upload_data(image_name_string, labels_string) 
    print("Success!")

DetectLabels を使用してイメージのラベルを生成し、Amazon RDS を使用して MySQL データベースにそ
のラベルを保存しました。このチュートリアルを進めながら、作成したすべてのリソースを必ず取り壊し
てください。これにより、使用していないリソースに対して課金されることはありません。

詳細はこちらAWSマルチサービスの例については、を参照してください。AWSドキュメント SDK の
例GitHub リポジトリ。

Amazon Rekognition と Lambda を使用して 
Amazon S3 バケットのアセットにタグを付ける

このチュートリアルでは、AWS LambdaAmazon S3 バケットに格納されているデジタルアセットに自動
的にタグ付けする関数。Lambda 関数は、特定の Amazon S3 バケット内のすべてのオブジェクトを読
み取ります。バケット内の各オブジェクトについて、イメージを Amazon Rekognition サービスに渡し
て、一連のラベルを生成します。各ラベルは、イメージに適用されるタグを作成するために使用されま
す。Lambda 関数を実行すると、指定された Amazon S3 バケット内のすべてのイメージに基づいてタグ
が自動的に作成され、イメージに適用されます。

たとえば、Lambda 関数を実行し、このイメージが Amazon S3 バケットにあるとします。
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その後、アプリケーションは自動的にタグを作成し、イメージに適用します。

Note

このチュートリアルで使用するサービスは、AWS無料利用枠。チュートリアルが終了したら、
課金されないように、チュートリアル中に作成したリソースをすべて終了することをお勧めしま
す。

このチュートリアルでは を使用します。AWSSDK for Java バージョン 2. フレームワークの使用の詳細に
ついては、AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポジトリJava V2 チュートリアルの追加を参照してくだ
さい。

トピック
• 前提条件 (p. 354)
• IAM Lambda ロールを設定する (p. 354)
• プロジェクトの作成 (p. 355)
• コードを記述する (p. 357)
• プロジェクトをパッケージ化する (p. 363)
• Lambda 関数をデプロイする (p. 364)
• Lambda メソッドをテストする (p. 364)

前提条件
開始する前に、「」の手順を完了する必要があります。の設定AWSSDK for Java。次に、以下があること
を確認します。

• Java 1.8 JDK.
• Maven 3.6 以上
• AnAmazon S35-7の自然イメージが入ったバケツ。これらのイメージは Lambda 関数によって読み取ら

れます。

IAM Lambda ロールを設定する
このチュートリアルでは、Amazon Rekognition および Amazon S3 サービスを使用します。を設定するラ
ムダサポートロールは、Lambda 関数からこれらのサービスを呼び出すことを可能にするポリシーを持つ
ことです。

ロールを設定するには

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. ナビゲーションペインで、[] を選択します。ロール[] を選択し、[]ロールの作成。
3. 選択AWSサービス[] を選択してから、[]Lambda。
4. [Permissions] (アクセス許可) タブを選択します。
5. の検索AWSLambdaBasicExecutionRole。
6. 選択次のタグ。
7. [Review] を選択します。
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8. ロールにという名前を付けます。ラムダサポート。
9. [Create role] (ロールの作成) を選択します。
10. 選択ラムダサポートをクリックして、概要ページを表示します。
11. [Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
12. ポリシーのリストから [AmazonRekognitionFullAccess] を選択します。
13. [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。
14. の検索AmazonS3FullAccess[] を選択してから、[]ポリシーのアタッチ。

プロジェクトの作成
新しい Java プロジェクトを作成し、必要な設定と依存関係を使用して Maven pom.xml を構成しま
す。pom.xml ファイルが次のようになっていることを確認します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"  
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd">  
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>  
<groupId>org.example</groupId>  
<artifactId>WorkflowTagAssets</artifactId>  
<version>1.0-SNAPSHOT</version>  
<packaging>jar</packaging>  
<name>java-basic-function</name>  
<properties>  
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>  
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>  
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>  
</properties>  
<dependencyManagement>  
    <dependencies>  
        <dependency>  
            <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>  
            <artifactId>bom</artifactId>  
            <version>2.10.54</version>  
            <type>pom</type>  
            <scope>import</scope>  
        </dependency>  
    </dependencies>  
</dependencyManagement>  
<dependencies>  
   <dependency>  
        <groupId>com.amazonaws</groupId>  
        <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>  
        <version>1.2.1</version>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>com.google.code.gson</groupId>  
        <artifactId>gson</artifactId>  
        <version>2.8.6</version>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>  
        <artifactId>log4j-api</artifactId>  
        <version>2.10.0</version>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>  
        <artifactId>log4j-core</artifactId>  
        <version>2.13.0</version>  
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        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>  
        <artifactId>log4j-slf4j18-impl</artifactId>  
        <version>2.13.3</version>  
        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>  
        <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>  
        <version>5.6.0</version>  
        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>  
        <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>  
        <version>5.6.0</version>  
        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>com.googlecode.json-simple</groupId>  
        <artifactId>json-simple</artifactId>  
        <version>1.1.1</version>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>  
        <artifactId>s3</artifactId>  
    </dependency>  
    <dependency>  
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>  
        <artifactId>rekognition</artifactId>  
    </dependency>  
</dependencies>  
<build>  
    <plugins>  
        <plugin>  
            <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>  
            <version>2.22.2</version>  
        </plugin>  
        <plugin>  
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>  
            <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>  
            <version>3.2.2</version>  
            <configuration>  
                <createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>  
            </configuration>  
            <executions>  
                <execution>  
                    <phase>package</phase>  
                    <goals>  
                        <goal>shade</goal>  
                    </goals>  
                </execution>  
            </executions>  
        </plugin>  
        <plugin>  
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>  
            <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>  
            <version>3.8.1</version>  
            <configuration>  
                <source>1.8</source>  
                <target>1.8</target>  
            </configuration>  
        </plugin>  
    </plugins>  
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  </build>  
 </project>

コードを記述する
を使用するAWS Lambdaランタイム Java API を使用して、Lambda 関数を定義する Java クラスを作成し
ます。この例では、名前の Lambda 関数用の Java クラスが 1 つあります。ハンドラーこのユースケース
には追加のクラスが必要です。次の図は、プロジェクトの Java クラスを示します。すべての Java クラス
が、という名前のパッケージに配置されていることに注目してください。com.example.tags。

コード用に次の Java クラスを作成します。

• ハンドラーは Lambda Java 実行時 API を使用し、ここで説明するユースケースを実行します。AWS
チュートリアル。実行されるアプリケーションロジックは、HandleRequest メソッドにあります。

• S3Serviceは、Amazon S3 API を使用して S3 オペレーションを実行します。
• AnalyzePhotosでは、Amazon Rekognition API を使用して画像を分析します。
• バケットアイテムAmazon S3 バケット情報を格納するモデルを定義します。
• 作業項目Amazon Rekognition データを格納するモデルを定義します。

ハンドラークラス
この Java コードは、ハンドラークラス。クラスは、Lambda 関数に渡されるフラグを読み込みま
す。-s3Service.listBucketObjectsメソッドはを返します。リストオブジェクトです。各要素はオブジェ
クトキーを表す文字列値です。フラグの値が true の場合、リストを繰り返し処理し、タグを各オブ
ジェクトに適用することで、タグが適用されます。s3Service.tagAssets方法。フラグの値が false の
場合、s3Service.DeleteTagfromObjectタグを削除するメソッドが呼び出されます。また、を使用して 
Amazon CloudWatch ログにメッセージをログに記録できることに注目してください。LambdaLoggerオブ
ジェクト。

Note

バケット名をbucketName変数.

package com.example.tags;  
  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
import java.util.Map;  
  
public class Handler implements RequestHandler<Map<String,String>, String> {  
  
@Override  
public String handleRequest(Map<String, String> event, Context context) {  
    LambdaLogger logger = context.getLogger();  
    String delFag = event.get("flag");  
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    logger.log("FLAG IS: " + delFag);  
    S3Service s3Service = new S3Service();  
    AnalyzePhotos photos = new AnalyzePhotos();  
  
    String bucketName = "<Enter your bucket name>";  
    List<String> myKeys = s3Service.listBucketObjects(bucketName);  
    if (delFag.compareTo("true") == 0) {  
  
        // Create a List to store the data.  
        List<ArrayList<WorkItem>> myList = new ArrayList<>();  
  
        // loop through each element in the List and tag the assets.  
        for (String key : myKeys) {  
  
            byte[] keyData = s3Service.getObjectBytes(bucketName, key);  
  
            // Analyze the photo and return a list where each element is a WorkItem.  
            ArrayList<WorkItem> item = photos.detectLabels(keyData, key);  
            myList.add(item);  
        }  
  
        s3Service.tagAssets(myList, bucketName);  
        logger.log("All Assets in the bucket are tagged!");  
  
    } else {  
  
        // Delete all object tags.  
        for (String key : myKeys) {  
            s3Service.deleteTagFromObject(bucketName, key);  
            logger.log("All Assets in the bucket are deleted!");  
        }  
     }  
    return delFag;  
  }  
 }

S3サービスクラス
次のクラスは、Amazon S3 API を使用して S3 オペレーションを実行します。たとえ
ば、getObjectBytesメソッドは、イメージを表すバイト配列を返します。同様に、バケットオブジェクト
をリストするメソッドはを返します。リストオブジェクトで、各要素はキー名を指定する文字列値です。

 package com.example.tags;  
  
 import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;  
 import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectTaggingRequest;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsResponse;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectTaggingResponse;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsRequest;  
 import java.util.ArrayList;  
 import java.util.List;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tagging;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tag;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectTaggingRequest;  
 import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectTaggingRequest;  
  
 public class S3Service {  
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 private S3Client getClient() {  
  
    Region region = Region.US_WEST_2;  
    return S3Client.builder()  
            .region(region)  
            .build();  
 }  
  
 public byte[] getObjectBytes(String bucketName, String keyName) {  
  
    S3Client s3 = getClient();  
  
    try {  
  
        GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest  
                .builder()  
                .key(keyName)  
                .bucket(bucketName)  
                .build();  
  
        // Return the byte[] from this object.  
        ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes = s3.getObjectAsBytes(objectRequest);  
        return objectBytes.asByteArray();  
  
    } catch (S3Exception e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
    return null;  
 }  
  
 // Returns the names of all images in the given bucket.  
 public List<String> listBucketObjects(String bucketName) {  
  
    S3Client s3 = getClient();  
    String keyName;  
  
    List<String> keys = new ArrayList<>();  
  
    try {  
        ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest  
                .builder()  
                .bucket(bucketName)  
                .build();  
  
        ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);  
        List<S3Object> objects = res.contents();  
  
        for (S3Object myValue: objects) {  
            keyName = myValue.key();  
            keys.add(keyName);  
        }  
        return keys;  
  
    } catch (S3Exception e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
    return null;  
 }  
  
 // Tag assets with labels in the given list.  
 public void tagAssets(List myList, String bucketName) {  
  
    try {  
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        S3Client s3 = getClient();  
        int len = myList.size();  
  
        String assetName = "";  
        String labelName = "";  
        String labelValue = "";  
  
        // Tag all the assets in the list.  
        for (Object o : myList) {  
  
            // Need to get the WorkItem from each list.  
            List innerList = (List) o;  
            for (Object value : innerList) {  
  
                WorkItem workItem = (WorkItem) value;  
                assetName = workItem.getKey();  
                labelName = workItem.getName();  
                labelValue = workItem.getConfidence();  
                tagExistingObject(s3, bucketName, assetName, labelName, labelValue);  
            }  
        }  
  
    } catch (S3Exception e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
 }  
  
 // This method tags an existing object.  
 private void tagExistingObject(S3Client s3, String bucketName, String key, String label, 
 String LabelValue) {  
  
    try {  
  
        // First need to get existing tag set; otherwise the existing tags are 
 overwritten.  
        GetObjectTaggingRequest getObjectTaggingRequest = 
 GetObjectTaggingRequest.builder()  
                .bucket(bucketName)  
                .key(key)  
                .build();  
  
        GetObjectTaggingResponse response = s3.getObjectTagging(getObjectTaggingRequest);  
  
        // Get the existing immutable list - cannot modify this list.  
        List<Tag> existingList = response.tagSet();  
        ArrayList<Tag> newTagList = new ArrayList(new ArrayList<>(existingList));  
  
        // Create a new tag.  
        Tag myTag = Tag.builder()  
                .key(label)  
                .value(LabelValue)  
                .build();  
  
        // push new tag to list.  
        newTagList.add(myTag);  
        Tagging tagging = Tagging.builder()  
                .tagSet(newTagList)  
                .build();  
  
        PutObjectTaggingRequest taggingRequest = PutObjectTaggingRequest.builder()  
                .key(key)  
                .bucket(bucketName)  
                .tagging(tagging)  
                .build();  
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        s3.putObjectTagging(taggingRequest);  
        System.out.println(key + " was tagged with " + label);  
  
    } catch (S3Exception e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
  }  
  
 // Delete tags from the given object.  
 public void deleteTagFromObject(String bucketName, String key) {  
  
    try {  
  
        DeleteObjectTaggingRequest deleteObjectTaggingRequest = 
 DeleteObjectTaggingRequest.builder()  
                .key(key)  
                .bucket(bucketName)  
                .build();  
  
        S3Client s3 = getClient();  
        s3.deleteObjectTagging(deleteObjectTaggingRequest);  
  
    } catch (S3Exception e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
  }  
}

AnalyzePhotos クラス
次の Java コードは、AnalyzePhotosクラス。このクラスは Amazon Rekognition API を使用してイメージ
を分析します。

package com.example.tags;  
  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;  
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
  
public class AnalyzePhotos {  
  
 // Returns a list of WorkItem objects that contains labels.  
 public ArrayList<WorkItem> detectLabels(byte[] bytes, String key) {  
  
    Region region = Region.US_EAST_2;  
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()  
            .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create())  
            .region(region)  
            .build();  
  
    try {  
  
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromByteArray(bytes);  
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        // Create an Image object for the source image.  
        Image souImage = Image.builder()  
                .bytes(sourceBytes)  
                .build();  
  
        DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder()  
                .image(souImage)  
                .maxLabels(10)  
                .build();  
  
        DetectLabelsResponse labelsResponse = rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest);  
  
        // Write the results to a WorkItem instance.  
        List<Label> labels = labelsResponse.labels();  
        ArrayList<WorkItem> list = new ArrayList<>();  
        WorkItem item ;  
        for (Label label: labels) {  
            item = new WorkItem();  
            item.setKey(key); // identifies the photo.  
            item.setConfidence(label.confidence().toString());  
            item.setName(label.name());  
            list.add(item);  
        }  
        return list;  
  
    } catch (RekognitionException e) {  
        System.out.println(e.getMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
    return null ;  
  }  
}

BucketItemクラス
次の Java コードは、バケットアイテムAmazon S3 オブジェクトデータを格納するクラス。

package com.example.tags;  
  
public class BucketItem {  
  
 private String key;  
 private String owner;  
 private String date ;  
 private String size ;  
  
  
 public void setSize(String size) {  
    this.size = size ;  
 }  
  
 public String getSize() {  
    return this.size ;  
 }  
  
 public void setDate(String date) {  
    this.date = date ;  
 }  
  
 public String getDate() {  
    return this.date ;  
 }  
  
 public void setOwner(String owner) {  
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    this.owner = owner ;  
 }  
  
 public String getOwner() {  
    return this.owner ;  
 }  
  
 public void setKey(String key) {  
    this.key = key ;  
 }  
  
 public String getKey() {  
    return this.key ;  
 }  
}

WorkItemクラス
次の Java コードは、作業項目クラス。

 package com.example.tags;  
  
 public class WorkItem {  
  
 private String key;  
 private String name;  
 private String confidence ;  
  
public void setKey (String key) {  
    this.key = key;  
}  
  
public String getKey() {  
    return this.key;  
}  
  
public void setName (String name) {  
    this.name = name;  
}  
  
public String getName() {  
    return this.name;  
}  
  
public void setConfidence (String confidence) {  
    this.confidence = confidence;  
}  
  
public String getConfidence() {  
    return this.confidence;  
}  
  
}

プロジェクトをパッケージ化する
次の Maven コマンドを使用して、プロジェクトを.jar (JAR) ファイルにパッケージ化します。

mvn package

JAR ファイルは、ターゲットフォルダ (プロジェクトフォルダの子フォルダ)。
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Note

の使用に注目してください。maven-shade-pluginプロジェクトの POM ファイルにあります。こ
のプラグインは、必要な依存関係を含む JAR を作成する役割を担います。このプラグインなしで
プロジェクトをパッケージ化しようとすると、必要な依存関係が JAR ファイルに含まれず、クラ
スNotFoundException。

Lambda 関数をデプロイする
1. Lambda コンソールを開きます。
2. [関数の作成] を選択します。
3. Author from scratch を選択します。
4. 左基本的な情報セクション、次のように入力します。cronの名前として。
5. 左ランタイムで、Java 8。
6. 選択既存のロールを使用する[] を選択してから、[]ラムダサポート(作成した IAM ロール)。
7. [Create function] を選択します。
8. を使用する場合コード エントリ タイプで、.zip ファイルまたは.jar ファイルのアップロード。
9. 選択アップロードをクリックし、作成した JAR ファイルを参照します。
10.を使用する場合ハンドラー、関数の完全修飾名を入力します。たとえば、com.example.tags.Handler: 

handleRequest(com.example.tagsパッケージを指定します。ハンドラークラスの後に# とメソッド名が
続きます）。

11.[Save] (保存) を選択します。

Lambda メソッドをテストする
チュートリアルのこの時点で、Lambda 関数をテストできます。

1. Lambda コンソールで、[] をクリックします。Test[] タブを開き、次の JSON を入力します。

                 {
"flag": "true" 
 } 
             

Note

[成功]本当デジタルアセットにタグを付けて、合格する偽タグを削除します。
2. [呼び出しボタン。Lambda 関数が呼び出されると、成功したメッセージが表示されます。
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の作成AWS動画アナライザアプリケーション

おめでとう、作成しましたAWS LambdaAmazon S3 バケットに配置されたデジタルアセットにタグを自動
的に適用する関数。このチュートリアルの冒頭で説明したように、このチュートリアルの実行中に作成し
たリソースをすべて終了し、課金されないようにしてください。

詳細はこちらAWSマルチサービスの例については、を参照してください。AWSドキュメント SDK の例 
GitHub リポジトリ。

の作成AWS動画アナライザアプリケーション
を使用して、ビデオを分析してラベル検出を行う Java Web アプリケーションを作成できます。AWSSDK 
for Java バージョン 2。この中に作成されたアプリケーションAWSチュートリアルでは、Amazon S3 バ
ケットに動画 (MP4 ファイル) をアップロードできます。次に、アプリケーションは Amazon Rekognition 
サービスを使用して動画を分析します。結果はデータモデルの入力に使用され、Amazon Simple Email 
Service を使用してレポートが生成され、特定のユーザーに電子メールで送信されます。

次の図は、アプリケーションがビデオの分析を完了した後に生成されるレポートを示しています。

このチュートリアルでは、さまざまな呼び出しを行う Spring Boot アプリケーションを作成します。AWS
のサービス。Spring Boot API は、モデル、異なるビュー、およびコントローラーを構築するために使用さ
れます。詳細については、「」を参照してください。Spring ブーツ。

このサービスでは、以下を使用します。AWSサービスサービス:

• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES
• AWS Elastic Beanstalk

-AWSこのチュートリアルに含まれるサービスは、AWS無料利用枠。課金されないように、チュートリア
ルで作成するすべてのリソースを終了することをお勧めします。

前提条件
開始する前に、の手順を完了する必要があります。の設定AWSSDK for Java。次に、次のものがあること
を確認します。

• Java 1.8 JDK。
• Maven 3.6 以降。
• という名前の Amazon S3 バケットビデオ [someValue]。Amazon S3 Java コードでこのバケット名を必

ず使用してください。詳細については、「バケットの作成」を参照してください。
• IAM ロール。で必要となります。VideoDetectFaces作成するクラス。詳細については、「」を参照して

ください。Amazon Rekognition Video の設定。
• 有効な Amazon SNS トピック。で必要となります。VideoDetectFaces作成するクラス。詳細について

は、「」を参照してください。Amazon Rekognition Video の設定。
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手順
チュートリアルのコースでは、以下の作業を行います。

1. プロジェクトの作成
2. POM 依存関係をプロジェクトに追加する
3. Java クラスを作成する
4. HTML ファイルを作成します。
5. スクリプトファイルを作成します。
6. プロジェクトを JAR ファイルにパッケージ化する
7. アプリケーションをにデプロイします。AWS Elastic Beanstalk

このチュートリアルを進めるには、の詳細な手順に従ってください。AWSドキュメント SDK の例 GitHub 
リポジトリ。

Amazon Rekognition Lambda 関数の作成
このチュートリアルでは、Java Lambda 関数を使用して、ラベルの検出用にビデオ分析オペレーションの
結果を取得する方法を示します。

Note

このチュートリアルでは を使用します。AWSSDK for Java 1.x。Rekognition とAWSSDK for 
Java バージョン 2 については、を参照してください。AWSドキュメント SDK の例 GitHub リポ
ジトリ。

Amazon Rekognition Video オペレーションで Lambda 関数を使用できます。たとえば、以下の図
に示しているウェブサイトは、Lambda 関数を使用して Amazon S3 バケットにアップロードさ
れたビデオの分析を自動的に開始します。Lambda 関数がトリガーされると、the section called 
“StartLabelDetection” (p. 683)をクリックして、アップロードされたビデオ内のラベルの検出を開始し
ます。Amazon S3 バケットからのイベント通知を処理するために Lambda を使用する方法については、
「」を参照してください。Amazon S3 イベントで AWS Lambda を使用する。

分析の完了ステータスが登録済み Amazon SNS トピックに送信されると、2 番目の Lambda 関数がトリ
ガーされます。2 番目の Lambda 関数が呼び出されますthe section called “GetLabelDetection” (p. 610)分
析結果を取得します。取得した結果はウェブページに表示するためにデータベースに保存されます。この 
2 番目のラムダ関数は、このチュートリアルの焦点です。

このチュートリアルでは、Amazon Rekognition Video によってビデオ分析の完了ステータスが登録済み 
Amazon SNS トピックに送信されると、Lambda 関数がトリガーされます。この関数は the section called 
“GetLabelDetection” (p. 610) を呼び出して、ビデオ分析結果を収集します。デモの目的で、このチュー
トリアルでは、ラベルの検出結果を CloudWatch ログに書き込みます。アプリケーションの Lambda 関数
では、後で使用するために分析結果を保存するようにします。たとえば、Amazon DynamoDB を使用して
分析結果を保存できます。詳細については、「DynamoDB の使用」を参照してください。

ここでは、以下の手順を示します。
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• Amazon SNS トピックを作成し、アクセス権限を設定する。
• を使用して Lambda 関数を作成するAWS Management Consoleを購読して Amazon SNS トピックへサ

ブスクライブします。
• を使用して Lambda 関数を設定するAWS Management Console。
• にサンプルコードを追加するAWS Toolkit for Eclipseプロジェクトして Lambda 関数にアップロードしま

す。
• を使用して Lambda 関数をテストするにはAWS CLI。

Note

チュートリアル全体を通して、同じ AWS リージョンを使用します。

前提条件
このチュートリアルでは、AWS Toolkit for Eclipse に精通していることを前提としています。詳細につい
ては、「AWS Toolkit for Eclipse」を参照してください。

SNS トピックを作成する
Amazon Rekognition Video 分析オペレーションの完了ステータスは、Amazon SNS トピックに送信され
ます。この手順では、Amazon SNS トピックと、Amazon Rekognition Video が Amazon SNS トピックに
アクセスできるようにする IAM サービスロールを作成します。詳細については、「Amazon Rekognition 
Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照してください。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. まだ作成していない場合は、Amazon Rekognition Video が Amazon SNS トピックへのアクセスをに
許可するように IAM サービスロールを作成します。Amazon リソースネーム (ARN) を記録しておきま
す。詳細については、「複数の Amazon SNS トピックへのアクセスを許可する (p. 69)」を参照して
ください。

2. Amazon SNS トピックを作成するを使用してAmazon SNS コンソール.トピック名のみ指定する必要
があります。トピック名の先頭に AmazonRekognition を追加します。トピックの ARN を書き留めて
おきます。

Lambda 関数を作成する
を使用して Lambda 関数を作成するAWS Management Console。次に、AWS Toolkit for EclipseLambda 
関数パッケージのアップロード先プロジェクトAWS Lambda。を使用して Lambda 関数を作成すること
もできます。AWS Toolkit for Eclipse。詳細については、「」を参照してください。チュートリアル: AWS 
Lambda 関数の作成、アップロード、呼び出し方法。

Lambda 関数を作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Lambda コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/。

2. 関数の作成 を選択します。
3. Author from scratch を選択します。
4. [Function name] に、関数の名前を入力します。
5. [Runtime] で、[Java 8] を選択します。
6. [Choose or create an execution role] を選択します。
7. [Execution role] で、[Create a new role with basic Lambda permissions] を選択します。
8. [Basic information] セクションの下部に表示される新しいロールの名前をメモします。
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9. [Create function] を選択します。

Lambda 関数を設定する
Lambda 関数を作成したら、「」で作成した Amazon SNS トピックによってトリガーされるように 
Lambda 関数を設定します。SNS トピックを作成する (p. 367)。また、Lambda 関数のメモリ要件とタ
イムアウト期間も調整します。

Lambda 関数を設定するには

1. [関数コード] に、[com.amazonaws.lambda.demo.JobCompletionHandlerハンドラ] として「」
と入力します。

2. [Basic settings] で、[Edit] を選択します。[Edit basic settings] ダイアログが表示されます。

a. 選択1024にとってメモリ。
b. 選択10秒タイムアウト。
c. [Save] (保存) を選択します。

3. [Designer] で、[Add trigger] を選択します。[Add trigger] ダイアログが表示されます。
4. [Trigger configuration] で、[SNS] を選択します。

EclipseSNS トピックで、「」で作成した Amazon SNS トピックを選択します。SNS トピックを作成
する (p. 367)。

5. [トリガーの有効化] を選択します。
6. トリガーを追加するには、[Add] (追加) を選択します。
7. 選択保存をクリックして Lambda 関数を保存します。

IAM Lambda ロールを設定する
Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出すには、AmazonRekognitionFullAccessAWS 管理ポ
リシー (IAM Lambda ロール)。などの操作を開始するthe section called “StartLabelDetection” (p. 683)で
は、Amazon Rekognition Video が Amazon SNS トピックへのアクセスに使用する IAM サービスロールの
パスロールアクセス権限も必要です。

ロールを設定するには

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. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
3. リストで、「Lambda 関数を作成する (p. 367)」で作成した実行ロールの名前を選択します。
4. [Permissions] (アクセス許可) タブを選択します。
5. [Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
6. ポリシーのリストから [AmazonRekognitionFullAccess] を選択します。
7. [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。
8. 再度、実行ロールを選択します。
9. [Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
10. [JSON] タブを選択します。
11. 既存のポリシーを以下のポリシーに置き換えます。置換serviceroleを、「」で作成した IAM サー

ビスロールで使用します。SNS トピックを作成する (p. 367)。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "mysid", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "arn:servicerole" 
        } 
    ]
}

12. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
13. [Name*] (名前*) にポリシーの名前を入力します。
14. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

作成そのAWS Toolkit for EclipseLambda プロジェクト
Lambda 関数がトリガーされると、以下のコードは Amazon SNS トピックから完了ステータスを取得
し、を呼び出します。the section called “GetLabelDetection” (p. 610)分析結果を取得します。検出され
たラベルの数と、検出されたラベルのリストが CloudWatch ログに書き込まれます。後で使用するために 
Lambda 関数では、ビデオ分析結果を保存するようにします。

を作成するにはAWS Toolkit for EclipseLambda プロジェクト

1. を作成するAWS Toolkit for EclipseAWSLambda プロジェクト。

• [Project name:] (プロジェクト名:) に、選択したプロジェクトの名前を入力します。
• [Class Name: (クラス名:) に、「JobCompletionHandler」と入力します。
• [Input type:] (入力タイプ:) で、[SNS Event] (SNS イベント) を選択します。
• 他のフィールドはそのままにしておきます。

2. 左Eclipエクスプローラーで、生成された Lambda ハンドラメソッド (JobCompletionHandler.java) を
開き、その内容を以下のように置き換えます。

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package com.amazonaws.lambda.demo;  
  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent;  
import java.util.List;  
import com.amazonaws.regions.Regions;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResult;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetection;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.VideoMetadata;  
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;  
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;  
  
  
  
public class JobCompletionHandler implements RequestHandler<SNSEvent, String> {  
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   @Override  
   public String handleRequest(SNSEvent event, Context context) {  
  
      String message = event.getRecords().get(0).getSNS().getMessage();  
      LambdaLogger logger = context.getLogger();   
  
      // Parse SNS event for analysis results. Log results  
      try {  
         ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper();  
         JsonNode jsonResultTree = operationResultMapper.readTree(message);  
         logger.log("Rekognition Video Operation:=========================");  
         logger.log("Job id: " + jsonResultTree.get("JobId"));  
         logger.log("Status : " + jsonResultTree.get("Status"));  
         logger.log("Job tag : " + jsonResultTree.get("JobTag"));  
         logger.log("Operation : " + jsonResultTree.get("API"));  
  
         if (jsonResultTree.get("API").asText().equals("StartLabelDetection")) {  
  
            if (jsonResultTree.get("Status").asText().equals("SUCCEEDED")){  
               GetResultsLabels(jsonResultTree.get("JobId").asText(), context);  
            }  
            else{  
               String errorMessage = "Video analysis failed for job "   
                     + jsonResultTree.get("JobId")   
                     + "State " + jsonResultTree.get("Status");  
               throw new Exception(errorMessage);   
            }  
  
         } else  
            logger.log("Operation not StartLabelDetection");  
  
      } catch (Exception e) {  
         logger.log("Error: " + e.getMessage());  
         throw new RuntimeException (e);  
  
  
      }  
  
      return message;  
   }  
  
   void GetResultsLabels(String startJobId, Context context) throws Exception {  
  
      LambdaLogger logger = context.getLogger();  
  
      AmazonRekognition rek = 
 AmazonRekognitionClientBuilder.standard().withRegion(Regions.US_EAST_1).build();  
  
      int maxResults = 1000;  
      String paginationToken = null;  
      GetLabelDetectionResult labelDetectionResult = null;  
      String labels = "";  
      Integer labelsCount = 0;  
      String label = "";  
      String currentLabel = "";  
       
      //Get label detection results and log them.   
      do {  
  
         GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = new 
 GetLabelDetectionRequest().withJobId(startJobId)  
               
 .withSortBy(LabelDetectionSortBy.NAME).withMaxResults(maxResults).withNextToken(paginationToken);  
  
         labelDetectionResult = rek.getLabelDetection(labelDetectionRequest);  
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         paginationToken = labelDetectionResult.getNextToken();  
         VideoMetadata videoMetaData = labelDetectionResult.getVideoMetadata();  
  
         // Add labels to log  
         List<LabelDetection> detectedLabels = labelDetectionResult.getLabels();  
           
         for (LabelDetection detectedLabel : detectedLabels) {  
            label = detectedLabel.getLabel().getName();  
            if (label.equals(currentLabel)) {  
               continue;  
            }  
            labels = labels + label + " / ";  
            currentLabel = label;  
            labelsCount++;  
  
         }  
      } while (labelDetectionResult != null && labelDetectionResult.getNextToken() != 
 null);  
  
      logger.log("Total number of labels : " + labelsCount);  
      logger.log("labels : " + labels);  
  
   }  
  
  
}  
  
  
  

3. Rekognition 名前空間は解決されません。この問題を修正するには:

• import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition; 行の下線部分にマ
ウスを置きます。

• [Fix project set up...] (プロジェクト設定の修正...) を選択します。
• 最新バージョンの Amazon Rekognition アーカイブを選択します。
• [OK] を選択して、アーカイブをプロジェクトに追加します。

4. ファイルを保存します。
5. Eclipse コードウィンドウ内で右クリックし、[AWS Lambda] を選択して、[Upload function to AWS 

Lambda] を選択します。
6. [Select Target Lambda Function] ページで、使用する AWS リージョンを選択します。
7. [Choose an existing lambda function] (既存の Lambda 関数の選択) を選択してから、「Lambda 関数

を作成する (p. 367)」で作成した Lambda 関数を選択します。
8. [Next] (次へ) を選択します。[Function Configuration] ダイアログボックスが表示されます。
9. [IAM Role] で、「Lambda 関数を作成する (p. 367)」で作成した IAM ロールを選択します。
10. 選択完了となり、Lambda 関数がにアップロードされるAWS。

Lambda 関数をテストする
以下のを使用します。AWS CLIコマンドを使用して、ビデオのラベル検出分析を開始することで Lambda 
関数をテストします。分析が終了すると、Lambda 関数がトリガーされます。CloudWatch Logs ログを確
認して、分析が成功したことを確認します。

Lambda 関数をテストするには

1. S3 バケットに MOV あるいは MPEG-4 形式のビデオファイルをアップロードします。テストの場
合、長さが 30 秒以内のビデオをアップロードしてください。
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手順については、以下を参照してください。Amazon S3 へのオブジェクトのアップロードのAmazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド。

2. 以下の AWS CLI コマンドを実行して、ビデオ内のラベルの検出を開始します。

aws rekognition start-label-detection --video 
 "S3Object={Bucket="bucketname",Name="videofile"}" \
--notification-channel "SNSTopicArn=TopicARN,RoleArn=RoleARN" \
--region Region 
    

以下の値を更新します。

• 変更bucketnameそしてvideofileを、ラベルを検出する対象のビデオの Amazon S3 バケット名
とファイル名に設定します。

• 変更TopicARNを、「」で作成した Amazon SNS トピックの ARN に設定します。SNS トピックを
作成する (p. 367)。

• 変更RoleARNを、「」で作成した IAM ロールの ARNSNS トピックを作成する (p. 367)。
• Region を、使用している AWS リージョンに変更します。

3. 応答内の JobId の値に注意してください。この応答は次の JSON の例のようになります。

{ 
    "JobId": "547089ce5b9a8a0e7831afa655f42e5d7b5c838553f1a584bf350ennnnnnnnnn"
}

4. を開くhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/console.
5. 分析が完了すると、Lambda 関数のログエントリがロググループ。
6. Lambda 関数を選択すると、ログストリームが表示されます。
7. 最新のログストリームを選択すると、Lambda 関数によって作成されたログエントリが表示されま

す。このオペレーションが成功すると、以下のようになります。

[Job id] (ジョブ ID) の値は、手順 3 で記録した JobId の値と一致しています。

身元確認に Amazon Rekognition を使用する
Amazon Rekognition は、ID 検証システムを簡単に作成できるいくつかのオペレーションをユーザーに提
供します。Amazon Rekognition では、ユーザーは画像内の顔を検出し、顔データを比較して、検出された
顔を他の顔と比較できます。このフェイスデータは、Collections と呼ばれるサーバーサイドコンテナに格
納されます。Amazon Rekognition の顔検出、顔比較、およびコレクション管理オペレーションを利用する
ことで、本人確認ソリューションを使用してアプリケーションを作成できます。

このチュートリアルでは、ID 検証を必要とするアプリケーションの作成に関する 2 つの一般的なワークフ
ローについて説明します。

最初のワークフローでは、新しいユーザーをコレクションに登録します。2 番目のワークフローでは、リ
ターユーザーへのログインを目的として、既存のコレクションを検索します。
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あなたは、AWSSDK for Pythonこのチュートリアルでは、次の作業を行っています。また、AWSドキュメ
ント SDK の例GitHub repoPythonのチュートリアルを参照してください。

トピックス
• 前提条件 (p. 373)
• コレクションの作成 (p. 373)
• 新規ユーザー登録 (p. 374)
• 既存のユーザーログイン (p. 379)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、Python をインストールして、次の作業に必要な手順を完了する必要
があります。Python をセットアップするAWSSDK。これを超えると、次の項目が揃っていることを確認
してください。

• 作成したAWSアカウントと IAM ロール
• Python SDK (Boto3) をインストールしました
• を適切に設定したAWS認証情報にアクセスする
• Amazon Simple Storage Service バケットを作成しましたそして、本人確認の目的で ID として使用した

い画像をアップロードしました。
• ID 検証のターゲットイメージとして使用する 2 番目のイメージを選択している。

コレクションの作成
コレクションに新しいユーザーを登録したり、コレクションでユーザーを検索したりする前に、操作する
コレクションが必要です。Amazon Rekognition コレクションは、検出された顔に関する情報を格納するた
めに使用されるサーバー側のコンテナです。

コレクションを作成する
まず、アプリケーションで使用する Collection を作成する関数を記述します。Amazon Rekognition は、コ
レクションと呼ばれるサーバーサイドコンテナで検出された顔に関する情報を格納します。コレクション
に保存されている顔の情報を検索して、既知の顔を探すことができます。顔情報を保存するには、まず、
を使用して Collection を作成する必要があります。CreateCollectionオペレーション.

1. 作成するコレクションの名前を選択します。次のコードの値を置き換えます。collection_idは、
作成するコレクションの名前に置き換えます。regionユーザー認証情報で定義されているリージョン
の名前を指定します。♪Tags引数でコレクションに任意のタグを適用しますが、これは必須ではあり
ません。-CreateCollectionオペレーションは、コレクションの Arn を含む、作成したコレクショ
ンに関する情報を返します。コードを実行した結果として受け取った Arn を書き留めます。

import boto3

def create_collection(collection_id, region): 
    client = boto3.client('rekognition', region_name=region) 

    # Create a collection 
    print('Creating collection:' + collection_id) 
    response = client.create_collection(CollectionId=collection_id,  
    Tags={"SampleKey1":"SampleValue1"}) 
    print('Collection ARN: ' + response['CollectionArn']) 
    print('Status code: ' + str(response['StatusCode'])) 
    print('Done...')
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collection_id = 'collection-id-name'
region = "region-name"
create_collection(collection_id, region)

2. コードを保存して実行します。コレクションArnをコピーします。

Rekognition コレクションが作成されたので、そのコレクションに顔情報と識別子を格納できます。ま
た、検証のために保存された情報と顔を比較することもできます。

新規ユーザー登録
新しいユーザーを登録し、その情報をコレクションに追加できるようにしたいと思うでしょう。通常、新
しいユーザーを登録するプロセスには、次のステップが含まれます。

を呼び出します。DetectFacesオペレーション
フェイス・イメージの品質を確認するコードを書いて、DetectFacesオペレーション. あなた
は、DetectFaces操作は、カメラで撮影された画像が処理に適しているかどうかを判断しま
すSearchFacesByImageオペレーション. イメージには 1 つの顔だけを含める必要があります。ローカル
入力イメージファイルをDetectFaces操作して、イメージ内で検出された顔の詳細を受け取ります。次の
サンプルコードは、への入力イメージを提供します。DetectFaces次に、画像内で顔が 1 つしか検出さ
れていないかどうかを確認します。

1. 次のコード例では、photo顔を検出するターゲットイメージの名前を指定します。の値を置き換える
必要があります。regionアカウントに関連付けられているリージョンの名前を指定します。

import boto3
import json

def detect_faces(target_file, region): 

    client=boto3.client('rekognition', region_name=region) 

    imageTarget = open(target_file, 'rb') 

    response = client.detect_faces(Image={'Bytes': imageTarget.read()},  
    Attributes=['ALL']) 

    print('Detected faces for ' + photo) 
    for faceDetail in response['FaceDetails']: 
        print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']['Low']) 
              + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old') 

        print('Here are the other attributes:') 
        print(json.dumps(faceDetail, indent=4, sort_keys=True)) 

        # Access predictions for individual face details and print them 
        print("Gender: " + str(faceDetail['Gender'])) 
        print("Smile: " + str(faceDetail['Smile'])) 
        print("Eyeglasses: " + str(faceDetail['Eyeglasses'])) 
        print("Emotions: " + str(faceDetail['Emotions'][0])) 

    return len(response['FaceDetails'])

photo = 'photo-name'
region = 'region-name'
face_count=detect_faces(photo, region)
print("Faces detected: " + str(face_count))
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if face_count == 1: 
    print("Image suitable for use in collection.")
else: 
    print("Please submit an image with only one face.")

2. 処理中のコードを保存して実行します。

を呼び出します。CompareFacesオペレーション
アプリケーションは、コレクションに新しいユーザーを登録し、リピーターユーザーの身元を確認できる
必要があります。まず、新しいユーザーの登録に使用する関数を作成します。まず、CompareFacesユー
ザーのローカル入力/ターゲットイメージと ID/ストアドイメージを比較する操作。両方の画像で検出され
た顔が一致している場合は、コレクションを検索して、ユーザーが登録されているかどうかを確認できま
す。

まず、入力イメージを Amazon S3 バケットに保存した ID イメージと比較する関数を作成します。次の
コード例では、u=入力イメージを自分で提供する必要があります。これは、何らかの形式のライブネス検
出器を使用した後にキャプチャする必要があります。また、Amazon S3 バケットに保存されているイメー
ジの名前を渡す必要があります。

1. の値を置換するbucketは、ソースファイルを含む Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。ま
た、の値を置き換える必要があります。source_file使用しているソースイメージの名前を指定しま
す。の値を置換するtarget_fileは、指定したターゲットファイル名に置き換えます。の値を置換す
るregionの名前を冠したregionユーザー資格情報で定義されています。

また、応答で返されるマッチの最小信頼水準を指定することもできます。similarityThreshold引
数。検出された顔は、FaceMatches信頼度がこのしきい値を超える場合は配列。君が選ばれ
たsimilarityThresholdは、特定のユースケースの性質を反映する必要があります。重要なセキュ
リティアプリケーションに関連するユースケースでは、選択したしきい値として 99 を使用する必要
があります。

import boto3

def compare_faces(bucket, sourceFile, targetFile, region): 
    client = boto3.client('rekognition', region_name=region) 

    imageTarget = open(targetFile, 'rb') 

    response = client.compare_faces(SimilarityThreshold=99, 
                                    SourceImage={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':sourceFile}}, 
                                    TargetImage={'Bytes': imageTarget.read()}) 

    for faceMatch in response['FaceMatches']: 
        position = faceMatch['Face']['BoundingBox'] 
        similarity = str(faceMatch['Similarity']) 
        print('The face at ' + 
              str(position['Left']) + ' ' + 
              str(position['Top']) + 
              ' matches with ' + similarity + '% confidence') 

    imageTarget.close() 
    return len(response['FaceMatches'])

bucket = 'bucket-name'
source_file = 'source-file-name'
target_file = 'target-file-name'
region = "region-name"
face_matches = compare_faces(bucket, source_file, target_file, region)
print("Face matches: " + str(face_matches))
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if str(face_matches) == "1": 
    print("Face match found.")
else: 
    print("No face match found.")

2. 処理中のコードを保存して実行します。

一致した顔と信頼水準に関する情報を含む応答オブジェクトが返されます。

を呼び出します。SearchFacesByImageオペレーション
の信頼度であればCompareFaces操作は選択したものより上回っていますSimilarityThresholdでは、
入力イメージと一致する可能性のある顔を Collection で検索します。コレクション内で一致が見つかった
場合、そのユーザーはすでにコレクションに登録されており、コレクションに新しいユーザーを登録する
必要がないことを意味します。一致するものがない場合は、コレクションに新しいユーザーを登録できま
す。

1. 起動するコードを記述することから始めます。SearchFacesByImageオペレーション. この操作は、
ローカルイメージファイルを引数として取り込み、Collection指定された画像で検出された最大の
顔と一致する顔の場合。

次のコード例では、の値を変更します。collectionIdを、検索するコレクションに追加します。の
値を置換するregionアカウントに関連付けられているリージョンの名前を指定します。の値を置き換
える必要があります。photoは、入力ファイル名に置き換えます。また、次の値を置き換えて、類似
度しきい値を指定することもできます。threshold選択された百分位数を持つ。

import boto3

collectionId = 'collection-id-name'
region = "region-name"
photo = 'photo-name'
threshold = 99
maxFaces = 1
client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

# input image should be local file here, not s3 file
with open(photo, 'rb') as image: 
    response = client.search_faces_by_image(CollectionId=collectionId, 
    Image={'Bytes': image.read()}, 
    FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=maxFaces)

faceMatches = response['FaceMatches']
print(faceMatches)

for match in faceMatches: 
    print('FaceId:' + match['Face']['FaceId']) 
    print('ImageId:' + match['Face']['ImageId']) 
    print('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%") 
    print('Confidence: ' + str(match['Face']['Confidence']))

2. 処理中のコードを保存して実行します。一致があった場合、画像で認識された人物が既にコレクショ
ンの一部であり、次のステップに進む必要がないことを意味します。この場合、ユーザーにアプリ
ケーションへのアクセスを許可するだけです。

を呼び出します。IndexFacesオペレーション
検索したコレクションで一致するものが見つからなかったと仮定すると、コレクションにユーザーの顔を
追加します。これは、IndexFacesオペレーション. IndexFaces を呼び出すと、Amazon Rekognition は入
力イメージで識別された顔の顔の特徴を抽出し、指定されたコレクションにデータを格納します。
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1. まず、呼び出すコードを書くことから始めます。IndexFaces。の値を置換するimageIndexFaces 
操作の入力イメージとして使用するローカルファイルの名前を指定します。また、の値を置
き換える必要があります。photo_name入力イメージの名前を指定します。の値は必ず置き
換えてください。collection_idは、前に作成したコレクションの ID です。次に、の値を
置き換えます。regionアカウントに関連付けられているリージョンの名前を指定します。ま
た、MaxFacesInput パラメーター。インデックス作成の対象となるイメージ内のフェースの最大数を
定義します。このパラメータのデフォルト値は 1 です。

import boto3

def add_faces_to_collection(target_file, photo, collection_id, region): 
    client = boto3.client('rekognition', region_name=region) 

    imageTarget = open(target_file, 'rb') 

    response = client.index_faces(CollectionId=collection_id, 
                                  Image={'Bytes': imageTarget.read()}, 
                                  ExternalImageId=photo, 
                                  MaxFaces=1, 
                                  QualityFilter="AUTO", 
                                  DetectionAttributes=['ALL']) 
    print(response) 

    print('Results for ' + photo) 
    print('Faces indexed:') 
    for faceRecord in response['FaceRecords']: 
        print('  Face ID: ' + faceRecord['Face']['FaceId']) 
        print('  Location: {}'.format(faceRecord['Face']['BoundingBox'])) 
        print('  Image ID: {}'.format(faceRecord['Face']['ImageId'])) 
        print('  External Image ID: {}'.format(faceRecord['Face']['ExternalImageId'])) 
        print('  Confidence: {}'.format(faceRecord['Face']['Confidence'])) 

    print('Faces not indexed:') 
    for unindexedFace in response['UnindexedFaces']: 
        print(' Location: {}'.format(unindexedFace['FaceDetail']['BoundingBox'])) 
        print(' Reasons:') 
        for reason in unindexedFace['Reasons']: 
            print('   ' + reason) 
    return len(response['FaceRecords'])

image = 'image-file-name'
collection_id = 'collection-id-name'
photo_name = 'desired-image-name'
region = "region-name"

indexed_faces_count = add_faces_to_collection(image, photo_name, collection_id, region)
print("Faces indexed count: " + str(indexed_faces_count))

2. 処理中のコードを保存して実行します。によって返されたデータのいずれかを保存するかどうか
を決定します。IndexFacesイメージ内のユーザーに割り当てられた FaceID などの操作。次の
セクションでは、このデータの保存方法について説明します。返されたものをコピーしてくださ
いFaceId,ImageId, およびConfidence先に進む前の値。

Amazon S3 と Amazon DynamoDB にイメージと FaceID データ
を保存する
入力イメージのフェイス ID を取得すると、イメージデータを Amazon S3 に保存し、顔データと画像 URL 
は DynamoDB などのデータベースに入力できます。
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1. 入力イメージを Amazon S3 データベースにアップロードするコードを記述します。次のコードサン
プルで、の値を置き換えます。bucketは、ファイルをアップロードしたいバケットの名前に置き換え
ます。file_nameは、Amazon S3 バケットに保存するローカルファイル名に置き換えます。次の値
を置き換えて、Amazon S3 バケット内のファイルを識別するキー名を指定します。key_name名前を
付けて、イメージファイルを指定します。アップロードするファイルは、IndexFaces に使用した入力
ファイルである、以前のコードサンプルで定義したファイルと同じです。最後に、の値を置き換えま
す。regionアカウントに関連付けられているリージョンの名前を指定します。

import boto3
import logging
from botocore.exceptions import ClientError

# store local file in S3 bucket
bucket = "bucket-name"
file_name = "file-name"
key_name = "key-name"
region = "region-name"
s3 = boto3.client('s3', region_name=region)
# Upload the file
try: 
    response = s3.upload_file(file_name, bucket, key_name) 
    print("File upload successful!")
except ClientError as e: 
    logging.error(e)

2. 進行中のコードサンプルを保存して実行して、入力イメージを Amazon Amazon S3 にアップロード
します。

3. 返された Face ID をデータベースにも保存する必要があります。これを行うには、DynamoDB 
データベーステーブルを作成し、そのテーブルに Face ID をアップロードします。次のコード
サンプルは DynamoDB テーブルを作成します。このテーブルを作成するコードは 1 回だけ実
行する必要があることに注意してください。次のコードの値を置き換えます。regionアカウン
トに関連付けられているリージョンの値を指定します。また、の値を置き換える必要がありま
す。database_nameDynamoDB テーブルを指定したい名前を指定します。

import boto3

# Create DynamoDB database with image URL and face data, face ID

def create_dynamodb_table(table_name, region): 
    dynamodb = boto3.client("dynamodb", region_name=region) 

    table = dynamodb.create_table( 
        TableName=table_name,    
        KeySchema=[{ 
                'AttributeName': 'FaceID', 'KeyType': 'HASH'  # Partition key   
                },],         
            AttributeDefinitions=[ 
            { 
                'AttributeName': 'FaceID', 'AttributeType': 'S'  }, ],         
                ProvisionedThroughput={ 
            'ReadCapacityUnits': 10, 'WriteCapacityUnits': 10  } 
    ) 
    print(table) 
    return table

region = "region-name"
database_name = 'database-name'
dynamodb_table = create_dynamodb_table(database_name, region)
print("Table status:", dynamodb_table)

4. 続行するコードを保存して実行し、テーブルを作成します。
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5. テーブルを作成したら、返された FaceID をテーブルにアップロードできます。これを行うに
は、Table 関数を使用してテーブルへの接続を確立し、put_item関数を使用してデータをアップロー
ドします。

次のコードサンプルで、の値を置き換えます。bucketは、Amazon S3 にアップロードした入力イ
メージを含むバケットの名前です。の値を置き換える必要があります。 file_nameは、Amazon S3 
バケットにアップロードした入力ファイル名とkey_name以前に入力ファイルを識別するために使用
したキーを使用します。最後に、の値を置き換えます。regionアカウントに関連付けられているリー
ジョンの名前を指定します。これらの値は、手順 1 で指定した値と一致する必要があります。

-AddDBEntryコレクション内の顔に割り当てられた FaceID、imageId、および信頼度の値を格納しま
す。次の関数に、手順のステップ 2 で保存した値を指定します。IndexFacesセクションに追加しま
す。

import boto3
from pprint import pprint
from decimal import Decimal
import json

# The local file that was stored in S3 bucket
bucket = "s3-bucket-name"
file_name = "file-name"
key_name = "key-name"
region = "region-name"
# Get URL of file
file_url = "https://s3.amazonaws.com/{}/{}".format(bucket, key_name)
print(file_url)

# upload face-id, face info, and image url
def AddDBEntry(file_name, file_url, face_id, image_id, confidence): 
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region) 
    table = dynamodb.Table('FacesDB-4') 
    response = table.put_item( 
       Item={ 
            'ExternalImageID': file_name, 
            'ImageURL': file_url, 
            'FaceID': face_id, 
            'ImageID': image_id,  
            'Confidence': json.loads(json.dumps(confidence), parse_float=Decimal) 
       } 
    ) 
    return response

# Mock values for face ID, image ID, and confidence - replace them with actual values 
 from your collection results
dynamodb_resp = AddDBEntry(file_name, file_url, "FACE-ID-HERE",   
    "IMAGE-ID-HERE", confidence-here)
print("Database entry successful.")
pprint(dynamodb_resp, sort_dicts=False)

6. 処理中のコードサンプルを保存して実行し、返された Face ID データをテーブルに格納します。

既存のユーザーログイン
ユーザーがコレクションに登録された後、ユーザーのリターン時にSearchFacesByImageオペレーショ
ン. 入力イメージを取得し、入力イメージの品質を確認する必要があります。DetectFaces。これによ
り、実行前に適切なイメージが使用されているかどうかが決まります。SearchFacesbyImageオペレー
ション.
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DetectFaces オペレーションを呼び出します。
1. あなたは、DetectFaces顔画像の品質をチェックし、カメラで撮影した画像が処理に適しているかど

うかを判断する操作SearchFacesByImageオペレーション. 入力イメージには 1 つのフェースだけを
含める必要があります。次のコードサンプルは、入力イメージを取得し、DetectFacesオペレーショ
ン.

次のコード例では、の値を置き換えます。photoをローカルターゲットイメージの名前に置き換えま
す。regionアカウントに関連付けられているリージョンの名前を指定します。

import boto3
import json

def detect_faces(target_file, region): 

    client=boto3.client('rekognition', region_name=region) 

    imageTarget = open(target_file, 'rb') 

    response = client.detect_faces(Image={'Bytes': imageTarget.read()},  
    Attributes=['ALL']) 

    print('Detected faces for ' + photo) 
    for faceDetail in response['FaceDetails']: 
        print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']['Low']) 
              + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old') 

        print('Here are the other attributes:') 
        print(json.dumps(faceDetail, indent=4, sort_keys=True)) 

        # Access predictions for individual face details and print them 
        print("Gender: " + str(faceDetail['Gender'])) 
        print("Smile: " + str(faceDetail['Smile'])) 
        print("Eyeglasses: " + str(faceDetail['Eyeglasses'])) 
        print("Emotions: " + str(faceDetail['Emotions'][0])) 

    return len(response['FaceDetails'])

photo = 'photo-name'
region = 'region-name'
face_count=detect_faces(photo, region)
print("Faces detected: " + str(face_count))

if face_count == 1: 
    print("Image suitable for use in collection.")
else: 
    print("Please submit an image with only one face.")

2. コードを保存して実行します。

SearchFacesByImage オペレーションを呼び出します。
1. 検出された顔とコレクション内の顔を比較するコードを記述しますSearchFacesByImage。

「新規ユーザー登録」セクションに示されているコードを使用して、入力イメージ
をSearchFacesByImageオペレーション.

次のコード例では、の値を変更します。collectionIdを、検索するコレクションに追加します。
の値も変更します。bucketは、Amazon S3 バケットの名前との値に変更します。fileNameそのバ
ケット内のイメージファイルに移動します。の値を置換するregionアカウントに関連付けられている
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リージョンの名前を指定します。また、次の値を置き換えて、類似度しきい値を指定することもでき
ます。threshold選択された百分位数を持つ。

import boto3

bucket = 'bucket-name'
collectionId = 'collection-id-name'
region = "region-name"
fileName = 'file-name'
threshold = 70
maxFaces = 1
client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

# input image should be local file here, not s3 file
with open(fileName, 'rb') as image: 
    response = client.search_faces_by_image(CollectionId=collectionId, 
    Image={'Bytes': image.read()}, 
    FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=maxFaces)

2. コードを保存して実行します。

返された FaceID と信頼レベルを確認します。
FaceID、類似度、信頼属性などの応答要素を出力することで、一致した FaceID に関する情報を確認でき
ます。

faceMatches = response['FaceMatches']
print(faceMatches)

for match in faceMatches: 
    print('FaceId:' + match['Face']['FaceId']) 
    print('ImageId:' + match['Face']['ImageId']) 
    print('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%") 
    print('Confidence: ' + str(match['Face']['Confidence']))
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Amazon Rekognition のコード例
次のコード例は、Amazon Rekognition をAWSソフトウェア開発キット (SDK)。この章のコード例は、こ
のガイドの残りの部分で見られるコード例を補足することを目的としています。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

コードの例
• Amazon Rekognition のクロスサービスの例 (p. 382)

• Amazon Rekognition を使用して、イメージ内の PPE を検出するAWSSDK (p. 383)
• イメージ内の顔を検出するには、AWSSDK (p. 384)
• Amazon Rekognition を使用して、イメージ内のオブジェクトを検出するには

AWSSDK (p. 384)
• AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、動画内の人やオブジェクトを検出す

る (p. 386)
• EXIF とその他のイメージ情報を保存するにはAWSSDK (p. 387)

• Amazon Rekognition の使用例 (p. 387)
• Amazon Rekognition コレクションを構築し、その中の顔を検索するにはAWSSDK (p. 388)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の要素を検出して表示するAWSSDK (p. 395)
• Amazon Rekognition とAWSSDK (p. 404)

• Amazon Rekognition の API の例 (p. 421)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の顔と参照画像を比較するAWSSDK (p. 422)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを作成します。AWSSDK (p. 426)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを削除するAWSSDK (p. 428)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションから顔を削除するAWSSDK (p. 431)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを説明するAWSSDK (p. 433)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の顔を検出するAWSSDK (p. 436)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内のラベルを検出するAWSSDK (p. 442)
• Amazon Rekognition を使用して、イメージ内のモデレーションラベルを検出するには

AWSSDK (p. 445)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内のテキストを検出するAWSSDK (p. 449)
• Amazon Rekognition で有名人に関する情報を入手するにはAWSSDK (p. 452)
• を使用して、Amazon Rekognition コレクションに顔をインデックス付けする

AWSSDK (p. 452)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを一覧表示するAWSSDK (p. 456)
• Amazon Rekognition コレクション内の顔をAWSSDK (p. 459)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の有名人を認識するAWSSDK (p. 462)
• Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索するには、AWSSDK (p. 465)
• Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索し、AWSSDK (p. 468)

Amazon Rekognition のクロスサービスの例
次のコード例は、Amazon Rekognition をと共に使用する方法を示します。AWSSDK。

例
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• Amazon Rekognition を使用して、イメージ内の PPE を検出するAWSSDK (p. 383)
• イメージ内の顔を検出するには、AWSSDK (p. 384)
• Amazon Rekognition を使用して、イメージ内のオブジェクトを検出するにはAWSSDK (p. 384)
• AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、動画内の人やオブジェクトを検出する (p. 386)
• EXIF とその他のイメージ情報を保存するにはAWSSDK (p. 387)

Amazon Rekognition を使用して、イメージ内の PPE 
を検出するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition を使用して画像内の個人用保護具 (PPE) を検出するアプリを構築
する方法を示しています。

Java

SDK for Java 2.x

の作成方法を示します。AWS Lambda個人用保護具で画像を検出する機能。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス

• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES

JavaScript

SDK for JavaScript V3

Amazon Rekognition をAWS SDK for JavaScriptAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットにあるイメージにある個人用保護具 (PPE) を検出するアプリケーションを作成します。ア
プリは、結果を Amazon DynamoDB テーブルに保存し、Amazon Simple Email Service (Amazon 
SES) を使用して結果を記載した E メール通知を管理者に送信します。

次の方法を説明しています。
• Amazon Cognito を使用して、認証されていないユーザーを作成します。
• Amazon Rekognition を使用して PPE の画像を分析します。
• Amazon SES の E メールアドレスを検証します。
• 結果で DynamoDB テーブルを更新します。
• Amazon SES を使用して E メール通知を送信します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス

• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
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• Amazon SES

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

イメージ内の顔を検出するには、AWSSDK
次のコードの例は以下の方法を示しています。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイメージを保存します。
• Amazon Rekognition（Amazon Rekognition）を使用して、年齢範囲、性別、感情（笑顔など）などの顔

の詳細を検出します。
• これらの詳細を表示します。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Amazon Simple Storage Service バケットにイメージを保存するにはアップロード接頭辞を付
け、Amazon Rekognition を使用して、年齢、性別、感情（笑顔など）などの顔の詳細を検出し、
それらの詳細を表示します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition を使用して、イメージ内のオブ
ジェクトを検出するにはAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition を使用して画像内のカテゴリ別にオブジェクトを検出するアプリを
構築する方法を示します。

Java

SDK for Java 2.x

Amazon Rekognition Java API を使用して Amazon Rekognition を使用して Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにあるイメージ内のオブジェクトをカテゴリ別に識別する
アプリを作成する方法を示します。アプリは、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使
用して、管理者に E メール通知を送信します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。
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この例で使用されているサービス

• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES

JavaScript

SDK for JavaScript V3

Amazon Rekognition をAWS SDK for JavaScriptAmazon Rekognition を使用して Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにあるイメージのカテゴリ別にオブジェクトを識別するア
プリを作成します。アプリは、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、管理者
に E メール通知を送信します。

次の方法を説明しています。
• Amazon Cognito を使用して、認証されていないユーザーを作成します。
• Amazon Rekognition を使用して、オブジェクトのイメージを分析します。
• Amazon SES の E メールアドレスを検証します。
• Amazon SES を使用して E メール通知を送信します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス

• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Amazon Rekognition Kotlin API を使用して Amazon Rekognition を使用して Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにあるイメージのカテゴリ別にオブジェクトを識別するア
プリを作成する方法を示します。アプリは、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用
して、管理者に E メール通知を送信します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス

• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。
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AWS SDK を使用して、Amazon Rekognition で、動
画内の人やオブジェクトを検出する
次のコード例は、Amazon Rekognition で動画内の人やオブジェクトを検出する方法を示します。

Java

SDK for Java 2.x

Amazon Rekognition Java API を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットにある動画内の顔やオブジェクトを検出するアプリを作成する方法を示します。アプリ
は、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、管理者に E メール通知を送信し
ます。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES

JavaScript

SDK for JavaScript V3

Amazon Rekognition をAWS SDK for JavaScriptAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットにある動画内の顔やオブジェクトを検出するアプリを作成します。アプリは、Amazon 
Simple Email Service (Amazon SES) を使用して、管理者に E メール通知を送信します。

次の方法を説明しています。
• Amazon Cognito を使用して、認証されていないユーザーを作成します。
• Amazon Rekognition を使用して PPE の画像を分析します。
• Amazon SES の E メールアドレスを検証します。
• Amazon SES を使用して E メール通知を送信します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]
• Amazon SES

Python

SDK for Python (Boto3)

Amazon Rekognition を使用して、非同期検出ジョブを開始して、動画内の顔、オブジェクト、
人を検出します。この例では、ジョブが完了し、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 
キューをトピックにサブスクライブしたときに、Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) トピックに通知するように Amazon Rekognition を設定します。キューがジョブに関する
メッセージを受信すると、ジョブが取得され、結果が出力されます。
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この例は GitHub で最もよく見られます。完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順に
ついては、GitHub で完全な例を参照してください。

この例で使用されているサービス
• Amazon Rekognition
• Amazon SNS
• Amazon SQS

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

EXIF とその他のイメージ情報を保存するには
AWSSDK
次のコードの例は以下の方法を示しています。

• JPG、JPEG、または PNG ファイルから EXIF 情報を取得します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイメージファイルをアップロードします。
• Amazon Rekognition (Amazon Rekognition) を使用して、ファイル内の 3 つの上位属性 (Amazon 

Rekognition のラベル) を特定します。
• Exif およびラベル情報をリージョンの Amazon DynamoDB (DynamoDB) テーブルに追加します。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

JPG、JPEG、または PNG ファイルから EXIF 情報を取得し、イメージファイルを Amazon シン
プルストレージサービスバケットにアップロードし、Amazon Rekognition を使用して 3 つの上位
属性を特定します（ラベルに貼り付けますAmazon Rekognition) をファイルに追加し、リージョ
ンの Amazon DynamoDB テーブルに EXIF とラベル情報を追加します。

完全なソースコードとセットアップおよび実行の手順については、GitHub で完全な例を参照して
ください。

この例で使用されているサービス
• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• [Amazon S3]

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition の使用例
次のコード例は、Amazon Rekognition をと共に使用する方法を示します。AWSSDK。
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例
• Amazon Rekognition コレクションを構築し、その中の顔を検索するにはAWSSDK (p. 388)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の要素を検出して表示するAWSSDK (p. 395)
• Amazon Rekognition とAWSSDK (p. 404)

Amazon Rekognition コレクションを構築し、その中
の顔を検索するにはAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを作成し、その中に顔を検出する方法を示していま
す。

詳細については、「」を参照してください。コレクション内の顔を検索するには。

Python

SDK for Python (Boto3)

Amazon Rekognition 関数をラップするクラスを作成します。

import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
from rekognition_objects import RekognitionFace
from rekognition_image_detection import RekognitionImage

logger = logging.getLogger(__name__)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @classmethod 
    def from_file(cls, image_file_name, rekognition_client, image_name=None): 
        """ 
        Creates a RekognitionImage object from a local file. 

        :param image_file_name: The file name of the image. The file is opened and 
 its 
                                bytes are read. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        :param image_name: The name of the image. If this is not specified, the 
                           file name is used as the image name. 
        :return: The RekognitionImage object, initialized with image bytes from the 

388

https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/collections.html


Amazon Rekognition 開発者ガイド
コレクションを構築し、その中に顔を見つける

                 file. 
        """ 
        with open(image_file_name, 'rb') as img_file: 
            image = {'Bytes': img_file.read()} 
        name = image_file_name if image_name is None else image_name 
        return cls(image, name, rekognition_client)

class RekognitionCollectionManager: 
    """ 
    Encapsulates Amazon Rekognition collection management functions. 
    This class is a thin wrapper around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the collection manager object. 

        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def create_collection(self, collection_id): 
        """ 
        Creates an empty collection. 

        :param collection_id: Text that identifies the collection. 
        :return: The newly created collection. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.create_collection( 
                CollectionId=collection_id) 
            response['CollectionId'] = collection_id 
            collection = RekognitionCollection(response, self.rekognition_client) 
            logger.info("Created collection %s.", collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create collection %s.", collection_id) 
            raise 
        else: 
            return collection 

    def list_collections(self, max_results): 
        """ 
        Lists collections for the current account. 

        :param max_results: The maximum number of collections to return. 
        :return: The list of collections for the current account. 
        """ 
        try: 
            response = 
 self.rekognition_client.list_collections(MaxResults=max_results) 
            collections = [ 
                RekognitionCollection({'CollectionId': col_id}, 
 self.rekognition_client) 
                for col_id in response['CollectionIds']] 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't list collections.") 
            raise 
        else: 
            return collections

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
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        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders parts of the collection data to a dict. 

        :return: The collection data as a dict. 
        """ 
        rendering = { 
            'collection_id': self.collection_id, 
            'collection_arn': self.collection_arn, 
            'face_count': self.face_count, 
            'created': self.created 
        } 
        return rendering 

    def describe_collection(self): 
        """ 
        Gets data about the collection from the Amazon Rekognition service. 

        :return: The collection rendered as a dict. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.describe_collection( 
                CollectionId=self.collection_id) 
            # Work around capitalization of Arn vs. ARN 
            response['CollectionArn'] = response.get('CollectionARN') 
            (self.collection_arn, self.face_count, 
             self.created) = self._unpack_collection(response) 
            logger.info("Got data for collection %s.", self.collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get data for collection %s.", 
 self.collection_id) 
            raise 
        else: 
            return self.to_dict() 

    def delete_collection(self): 
        """ 
        Deletes the collection. 
        """ 
        try: 
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 self.rekognition_client.delete_collection(CollectionId=self.collection_id) 
            logger.info("Deleted collection %s.", self.collection_id) 
            self.collection_id = None 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete collection %s.", self.collection_id) 
            raise 

    def index_faces(self, image, max_faces): 
        """ 
        Finds faces in the specified image, indexes them, and stores them in the 
        collection. 

        :param image: The image to index. 
        :param max_faces: The maximum number of faces to index. 
        :return: A tuple. The first element is a list of indexed faces. 
                 The second element is a list of faces that couldn't be indexed. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.index_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, Image=image.image, 
                ExternalImageId=image.image_name, MaxFaces=max_faces, 
                DetectionAttributes=['ALL']) 
            indexed_faces = [ 
                RekognitionFace({**face['Face'], **face['FaceDetail']}) 
                for face in response['FaceRecords']] 
            unindexed_faces = [ 
                RekognitionFace(face['FaceDetail']) 
                for face in response['UnindexedFaces']] 
            logger.info( 
                "Indexed %s faces in %s. Could not index %s faces.", 
 len(indexed_faces), 
                image.image_name, len(unindexed_faces)) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't index faces in image %s.", image.image_name) 
            raise 
        else: 
            return indexed_faces, unindexed_faces 

    def list_faces(self, max_results): 
        """ 
        Lists the faces currently indexed in the collection. 

        :param max_results: The maximum number of faces to return. 
        :return: The list of faces in the collection. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.list_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, MaxResults=max_results) 
            faces = [RekognitionFace(face) for face in response['Faces']] 
            logger.info( 
                "Found %s faces in collection %s.", len(faces), self.collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't list faces in collection %s.", self.collection_id) 
            raise 
        else: 
            return faces 

    def search_faces(self, face_id, threshold, max_faces): 
        """ 
        Searches for faces in the collection that match another face from the 
        collection. 

        :param face_id: The ID of the face in the collection to search for. 
        :param threshold: The match confidence must be greater than this value 
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                          for a face to be included in the results. 
        :param max_faces: The maximum number of faces to return. 
        :return: The list of matching faces found in the collection. This list does 
                 not contain the face specified by `face_id`. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.search_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, FaceId=face_id, 
                FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=max_faces) 
            faces = [RekognitionFace(face['Face']) for face in 
 response['FaceMatches']] 
            logger.info( 
                "Found %s faces in %s that match %s.", len(faces), 
 self.collection_id, 
                face_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't search for faces in %s that match %s.", 
 self.collection_id, 
                face_id) 
            raise 
        else: 
            return faces 

    def search_faces_by_image(self, image, threshold, max_faces): 
        """ 
        Searches for faces in the collection that match the largest face in the 
        reference image. 

        :param image: The image that contains the reference face to search for. 
        :param threshold: The match confidence must be greater than this value 
                          for a face to be included in the results. 
        :param max_faces: The maximum number of faces to return. 
        :return: A tuple. The first element is the face found in the reference 
 image. 
                 The second element is the list of matching faces found in the 
                 collection. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.search_faces_by_image( 
                CollectionId=self.collection_id, Image=image.image, 
                FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=max_faces) 
            image_face = RekognitionFace({ 
                'BoundingBox': response['SearchedFaceBoundingBox'], 
                'Confidence': response['SearchedFaceConfidence'] 
            }) 
            collection_faces = [ 
                RekognitionFace(face['Face']) for face in response['FaceMatches']] 
            logger.info("Found %s faces in the collection that match the largest " 
                        "face in %s.", len(collection_faces), image.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't search for faces in %s that match %s.", 
 self.collection_id, 
                image.image_name) 
            raise 
        else: 
            return image_face, collection_faces

class RekognitionFace: 
    """Encapsulates an Amazon Rekognition face.""" 
    def __init__(self, face, timestamp=None): 
        """ 
        Initializes the face object. 

        :param face: Face data, in the format returned by Amazon Rekognition 
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                     functions. 
        :param timestamp: The time when the face was detected, if the face was 
                          detected in a video. 
        """ 
        self.bounding_box = face.get('BoundingBox') 
        self.confidence = face.get('Confidence') 
        self.landmarks = face.get('Landmarks') 
        self.pose = face.get('Pose') 
        self.quality = face.get('Quality') 
        age_range = face.get('AgeRange') 
        if age_range is not None: 
            self.age_range = (age_range.get('Low'), age_range.get('High')) 
        else: 
            self.age_range = None 
        self.smile = face.get('Smile', {}).get('Value') 
        self.eyeglasses = face.get('Eyeglasses', {}).get('Value') 
        self.sunglasses = face.get('Sunglasses', {}).get('Value') 
        self.gender = face.get('Gender', {}).get('Value', None) 
        self.beard = face.get('Beard', {}).get('Value') 
        self.mustache = face.get('Mustache', {}).get('Value') 
        self.eyes_open = face.get('EyesOpen', {}).get('Value') 
        self.mouth_open = face.get('MouthOpen', {}).get('Value') 
        self.emotions = [emo.get('Type') for emo in face.get('Emotions', []) 
                         if emo.get('Confidence', 0) > 50] 
        self.face_id = face.get('FaceId') 
        self.image_id = face.get('ImageId') 
        self.timestamp = timestamp 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the face data to a dict. 

        :return: A dict that contains the face data. 
        """ 
        rendering = {} 
        if self.bounding_box is not None: 
            rendering['bounding_box'] = self.bounding_box 
        if self.age_range is not None: 
            rendering['age'] = f'{self.age_range[0]} - {self.age_range[1]}' 
        if self.gender is not None: 
            rendering['gender'] = self.gender 
        if self.emotions: 
            rendering['emotions'] = self.emotions 
        if self.face_id is not None: 
            rendering['face_id'] = self.face_id 
        if self.image_id is not None: 
            rendering['image_id'] = self.image_id 
        if self.timestamp is not None: 
            rendering['timestamp'] = self.timestamp 
        has = [] 
        if self.smile: 
            has.append('smile') 
        if self.eyeglasses: 
            has.append('eyeglasses') 
        if self.sunglasses: 
            has.append('sunglasses') 
        if self.beard: 
            has.append('beard') 
        if self.mustache: 
            has.append('mustache') 
        if self.eyes_open: 
            has.append('open eyes') 
        if self.mouth_open: 
            has.append('open mouth') 
        if has: 
            rendering['has'] = has 
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        return rendering

ラッパークラスを使用して、一連の画像から顔のコレクションを作成し、コレクション内の顔を
検索します。

def usage_demo(): 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the Amazon Rekognition face collection demo!") 
    print('-'*88) 

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 

    rekognition_client = boto3.client('rekognition') 
    images = [ 
        RekognitionImage.from_file( 
            '.media/pexels-agung-pandit-wiguna-1128316.jpg', rekognition_client, 
            image_name='sitting'), 
        RekognitionImage.from_file( 
            '.media/pexels-agung-pandit-wiguna-1128317.jpg', rekognition_client, 
            image_name='hopping'), 
        RekognitionImage.from_file( 
            '.media/pexels-agung-pandit-wiguna-1128318.jpg', rekognition_client, 
            image_name='biking')] 

    collection_mgr = RekognitionCollectionManager(rekognition_client) 
    collection = collection_mgr.create_collection('doc-example-collection-demo') 
    print(f"Created collection {collection.collection_id}:") 
    pprint(collection.describe_collection()) 

    print("Indexing faces from three images:") 
    for image in images: 
        collection.index_faces(image, 10) 
    print("Listing faces in collection:") 
    faces = collection.list_faces(10) 
    for face in faces: 
        pprint(face.to_dict()) 
    input("Press Enter to continue.") 

    print(f"Searching for faces in the collection that match the first face in the 
 " 
          f"list (Face ID: {faces[0].face_id}.") 
    found_faces = collection.search_faces(faces[0].face_id, 80, 10) 
    print(f"Found {len(found_faces)} matching faces.") 
    for face in found_faces: 
        pprint(face.to_dict()) 
    input("Press Enter to continue.") 

    print(f"Searching for faces in the collection that match the largest face in " 
          f"{images[0].image_name}.") 
    image_face, match_faces = collection.search_faces_by_image(images[0], 80, 10) 
    print(f"The largest face in {images[0].image_name} is:") 
    pprint(image_face.to_dict()) 
    print(f"Found {len(match_faces)} matching faces.") 
    for face in match_faces: 
        pprint(face.to_dict()) 
    input("Press Enter to continue.") 

    collection.delete_collection() 
    print('Thanks for watching!') 
    print('-'*88)

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
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『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition を使用して、画像内の要素を検
出して表示するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の要素を検出して表示する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。境界ボックスの表示。

Python

SDK for Python (Boto3)

Amazon Rekognition 関数をラップするクラスを作成します。

import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import requests

from rekognition_objects import ( 
    RekognitionFace, RekognitionCelebrity, RekognitionLabel, 
    RekognitionModerationLabel, RekognitionText, show_bounding_boxes, 
 show_polygons)

logger = logging.getLogger(__name__)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @classmethod 
    def from_file(cls, image_file_name, rekognition_client, image_name=None): 
        """ 
        Creates a RekognitionImage object from a local file. 

        :param image_file_name: The file name of the image. The file is opened and 
 its 
                                bytes are read. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        :param image_name: The name of the image. If this is not specified, the 
                           file name is used as the image name. 
        :return: The RekognitionImage object, initialized with image bytes from the 
                 file. 
        """ 
        with open(image_file_name, 'rb') as img_file: 
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            image = {'Bytes': img_file.read()} 
        name = image_file_name if image_name is None else image_name 
        return cls(image, name, rekognition_client) 

    @classmethod 
    def from_bucket(cls, s3_object, rekognition_client): 
        """ 
        Creates a RekognitionImage object from an Amazon S3 object. 

        :param s3_object: An Amazon S3 object that identifies the image. The image 
                          is not retrieved until needed for a later call. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        :return: The RekognitionImage object, initialized with Amazon S3 object 
 data. 
        """ 
        image = {'S3Object': {'Bucket': s3_object.bucket_name, 'Name': 
 s3_object.key}} 
        return cls(image, s3_object.key, rekognition_client) 

    def detect_faces(self): 
        """ 
        Detects faces in the image. 

        :return: The list of faces found in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_faces( 
                Image=self.image, Attributes=['ALL']) 
            faces = [RekognitionFace(face) for face in response['FaceDetails']] 
            logger.info("Detected %s faces.", len(faces)) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't detect faces in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return faces 

    def detect_labels(self, max_labels): 
        """ 
        Detects labels in the image. Labels are objects and people. 

        :param max_labels: The maximum number of labels to return. 
        :return: The list of labels detected in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_labels( 
                Image=self.image, MaxLabels=max_labels) 
            labels = [RekognitionLabel(label) for label in response['Labels']] 
            logger.info("Found %s labels in %s.", len(labels), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.info("Couldn't detect labels in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return labels 

    def recognize_celebrities(self): 
        """ 
        Detects celebrities in the image. 

        :return: A tuple. The first element is the list of celebrities found in 
                 the image. The second element is the list of faces that were 
                 detected but did not match any known celebrities. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.recognize_celebrities( 
                Image=self.image) 
            celebrities = [RekognitionCelebrity(celeb) 
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                           for celeb in response['CelebrityFaces']] 
            other_faces = [RekognitionFace(face) 
                           for face in response['UnrecognizedFaces']] 
            logger.info( 
                "Found %s celebrities and %s other faces in %s.", len(celebrities), 
                len(other_faces), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't detect celebrities in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return celebrities, other_faces 

    def compare_faces(self, target_image, similarity): 
        """ 
        Compares faces in the image with the largest face in the target image. 

        :param target_image: The target image to compare against. 
        :param similarity: Faces in the image must have a similarity value greater 
                           than this value to be included in the results. 
        :return: A tuple. The first element is the list of faces that match the 
                 reference image. The second element is the list of faces that have 
                 a similarity value below the specified threshold. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.compare_faces( 
                SourceImage=self.image, 
                TargetImage=target_image.image, 
                SimilarityThreshold=similarity) 
            matches = [RekognitionFace(match['Face']) for match 
                       in response['FaceMatches']] 
            unmatches = [RekognitionFace(face) for face in 
 response['UnmatchedFaces']] 
            logger.info( 
                "Found %s matched faces and %s unmatched faces.", 
                len(matches), len(unmatches)) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't match faces from %s to %s.", self.image_name, 
                target_image.image_name) 
            raise 
        else: 
            return matches, unmatches 

    def detect_moderation_labels(self): 
        """ 
        Detects moderation labels in the image. Moderation labels identify content 
        that may be inappropriate for some audiences. 

        :return: The list of moderation labels found in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_moderation_labels( 
                Image=self.image) 
            labels = [RekognitionModerationLabel(label) 
                      for label in response['ModerationLabels']] 
            logger.info( 
                "Found %s moderation labels in %s.", len(labels), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't detect moderation labels in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return labels 

    def detect_text(self): 
        """ 
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        Detects text in the image. 

        :return The list of text elements found in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_text(Image=self.image) 
            texts = [RekognitionText(text) for text in response['TextDetections']] 
            logger.info("Found %s texts in %s.", len(texts), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't detect text in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return texts

境界ボックスとポリゴンを描画するヘルパー関数を作成します。

import io
import logging
from PIL import Image, ImageDraw

logger = logging.getLogger(__name__)

def show_bounding_boxes(image_bytes, box_sets, colors): 
    """ 
    Draws bounding boxes on an image and shows it with the default image viewer. 

    :param image_bytes: The image to draw, as bytes. 
    :param box_sets: A list of lists of bounding boxes to draw on the image. 
    :param colors: A list of colors to use to draw the bounding boxes. 
    """ 
    image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes)) 
    draw = ImageDraw.Draw(image) 
    for boxes, color in zip(box_sets, colors): 
        for box in boxes: 
            left = image.width * box['Left'] 
            top = image.height * box['Top'] 
            right = (image.width * box['Width']) + left 
            bottom = (image.height * box['Height']) + top 
            draw.rectangle([left, top, right, bottom], outline=color, width=3) 
    image.show()

def show_polygons(image_bytes, polygons, color): 
    """ 
    Draws polygons on an image and shows it with the default image viewer. 

    :param image_bytes: The image to draw, as bytes. 
    :param polygons: The list of polygons to draw on the image. 
    :param color: The color to use to draw the polygons. 
    """ 
    image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes)) 
    draw = ImageDraw.Draw(image) 
    for polygon in polygons: 
        draw.polygon([ 
            (image.width * point['X'], image.height * point['Y']) for point in 
 polygon], 
            outline=color) 
    image.show()

Amazon Rekognition によって返されたオブジェクトを解析するクラスを作成します。

class RekognitionFace: 
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    """Encapsulates an Amazon Rekognition face.""" 
    def __init__(self, face, timestamp=None): 
        """ 
        Initializes the face object. 

        :param face: Face data, in the format returned by Amazon Rekognition 
                     functions. 
        :param timestamp: The time when the face was detected, if the face was 
                          detected in a video. 
        """ 
        self.bounding_box = face.get('BoundingBox') 
        self.confidence = face.get('Confidence') 
        self.landmarks = face.get('Landmarks') 
        self.pose = face.get('Pose') 
        self.quality = face.get('Quality') 
        age_range = face.get('AgeRange') 
        if age_range is not None: 
            self.age_range = (age_range.get('Low'), age_range.get('High')) 
        else: 
            self.age_range = None 
        self.smile = face.get('Smile', {}).get('Value') 
        self.eyeglasses = face.get('Eyeglasses', {}).get('Value') 
        self.sunglasses = face.get('Sunglasses', {}).get('Value') 
        self.gender = face.get('Gender', {}).get('Value', None) 
        self.beard = face.get('Beard', {}).get('Value') 
        self.mustache = face.get('Mustache', {}).get('Value') 
        self.eyes_open = face.get('EyesOpen', {}).get('Value') 
        self.mouth_open = face.get('MouthOpen', {}).get('Value') 
        self.emotions = [emo.get('Type') for emo in face.get('Emotions', []) 
                         if emo.get('Confidence', 0) > 50] 
        self.face_id = face.get('FaceId') 
        self.image_id = face.get('ImageId') 
        self.timestamp = timestamp 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the face data to a dict. 

        :return: A dict that contains the face data. 
        """ 
        rendering = {} 
        if self.bounding_box is not None: 
            rendering['bounding_box'] = self.bounding_box 
        if self.age_range is not None: 
            rendering['age'] = f'{self.age_range[0]} - {self.age_range[1]}' 
        if self.gender is not None: 
            rendering['gender'] = self.gender 
        if self.emotions: 
            rendering['emotions'] = self.emotions 
        if self.face_id is not None: 
            rendering['face_id'] = self.face_id 
        if self.image_id is not None: 
            rendering['image_id'] = self.image_id 
        if self.timestamp is not None: 
            rendering['timestamp'] = self.timestamp 
        has = [] 
        if self.smile: 
            has.append('smile') 
        if self.eyeglasses: 
            has.append('eyeglasses') 
        if self.sunglasses: 
            has.append('sunglasses') 
        if self.beard: 
            has.append('beard') 
        if self.mustache: 
            has.append('mustache') 
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        if self.eyes_open: 
            has.append('open eyes') 
        if self.mouth_open: 
            has.append('open mouth') 
        if has: 
            rendering['has'] = has 
        return rendering

class RekognitionCelebrity: 
    """Encapsulates an Amazon Rekognition celebrity.""" 
    def __init__(self, celebrity, timestamp=None): 
        """ 
        Initializes the celebrity object. 

        :param celebrity: Celebrity data, in the format returned by Amazon 
 Rekognition 
                          functions. 
        :param timestamp: The time when the celebrity was detected, if the 
 celebrity 
                          was detected in a video. 
        """ 
        self.info_urls = celebrity.get('Urls') 
        self.name = celebrity.get('Name') 
        self.id = celebrity.get('Id') 
        self.face = RekognitionFace(celebrity.get('Face')) 
        self.confidence = celebrity.get('MatchConfidence') 
        self.bounding_box = celebrity.get('BoundingBox') 
        self.timestamp = timestamp 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the celebrity data to a dict. 

        :return: A dict that contains the celebrity data. 
        """ 
        rendering = self.face.to_dict() 
        if self.name is not None: 
            rendering['name'] = self.name 
        if self.info_urls: 
            rendering['info URLs'] = self.info_urls 
        if self.timestamp is not None: 
            rendering['timestamp'] = self.timestamp 
        return rendering

class RekognitionPerson: 
    """Encapsulates an Amazon Rekognition person.""" 
    def __init__(self, person, timestamp=None): 
        """ 
        Initializes the person object. 

        :param person: Person data, in the format returned by Amazon Rekognition 
                       functions. 
        :param timestamp: The time when the person was detected, if the person 
                          was detected in a video. 
        """ 
        self.index = person.get('Index') 
        self.bounding_box = person.get('BoundingBox') 
        face = person.get('Face') 
        self.face = RekognitionFace(face) if face is not None else None 
        self.timestamp = timestamp 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the person data to a dict. 

        :return: A dict that contains the person data. 
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        """ 
        rendering = self.face.to_dict() if self.face is not None else {} 
        if self.index is not None: 
            rendering['index'] = self.index 
        if self.bounding_box is not None: 
            rendering['bounding_box'] = self.bounding_box 
        if self.timestamp is not None: 
            rendering['timestamp'] = self.timestamp 
        return rendering

class RekognitionLabel: 
    """Encapsulates an Amazon Rekognition label.""" 
    def __init__(self, label, timestamp=None): 
        """ 
        Initializes the label object. 

        :param label: Label data, in the format returned by Amazon Rekognition 
                      functions. 
        :param timestamp: The time when the label was detected, if the label 
                          was detected in a video. 
        """ 
        self.name = label.get('Name') 
        self.confidence = label.get('Confidence') 
        self.instances = label.get('Instances') 
        self.parents = label.get('Parents') 
        self.timestamp = timestamp 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the label data to a dict. 

        :return: A dict that contains the label data. 
        """ 
        rendering = {} 
        if self.name is not None: 
            rendering['name'] = self.name 
        if self.timestamp is not None: 
            rendering['timestamp'] = self.timestamp 
        return rendering

class RekognitionModerationLabel: 
    """Encapsulates an Amazon Rekognition moderation label.""" 
    def __init__(self, label, timestamp=None): 
        """ 
        Initializes the moderation label object. 

        :param label: Label data, in the format returned by Amazon Rekognition 
                      functions. 
        :param timestamp: The time when the moderation label was detected, if the 
                          label was detected in a video. 
        """ 
        self.name = label.get('Name') 
        self.confidence = label.get('Confidence') 
        self.parent_name = label.get('ParentName') 
        self.timestamp = timestamp 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the moderation label data to a dict. 

        :return: A dict that contains the moderation label data. 
        """ 
        rendering = {} 
        if self.name is not None: 
            rendering['name'] = self.name 
        if self.parent_name is not None: 
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            rendering['parent_name'] = self.parent_name 
        if self.timestamp is not None: 
            rendering['timestamp'] = self.timestamp 
        return rendering

class RekognitionText: 
    """Encapsulates an Amazon Rekognition text element.""" 
    def __init__(self, text_data): 
        """ 
        Initializes the text object. 

        :param text_data: Text data, in the format returned by Amazon Rekognition 
                          functions. 
        """ 
        self.text = text_data.get('DetectedText') 
        self.kind = text_data.get('Type') 
        self.id = text_data.get('Id') 
        self.parent_id = text_data.get('ParentId') 
        self.confidence = text_data.get('Confidence') 
        self.geometry = text_data.get('Geometry') 

    def to_dict(self): 
        """ 
        Renders some of the text data to a dict. 

        :return: A dict that contains the text data. 
        """ 
        rendering = {} 
        if self.text is not None: 
            rendering['text'] = self.text 
        if self.kind is not None: 
            rendering['kind'] = self.kind 
        if self.geometry is not None: 
            rendering['polygon'] = self.geometry.get('Polygon') 
        return rendering

ラッパークラスを使用して、画像内の要素を検出し、境界ボックスを表示します。この例で使用
されている画像は GitHub で、命令やその他のコードとともに見ることができます。

def usage_demo(): 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the Amazon Rekognition image detection demo!") 
    print('-'*88) 

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    rekognition_client = boto3.client('rekognition') 
    street_scene_file_name = ".media/pexels-kaique-rocha-109919.jpg" 
    celebrity_file_name = ".media/pexels-pixabay-53370.jpg" 
    one_girl_url = 'https://dhei5unw3vrsx.cloudfront.net/images/
source3_resized.jpg' 
    three_girls_url = 'https://dhei5unw3vrsx.cloudfront.net/images/
target3_resized.jpg' 
    swimwear_object = boto3.resource('s3').Object( 
        'console-sample-images-pdx', 'yoga_swimwear.jpg') 
    book_file_name = '.media/pexels-christina-morillo-1181671.jpg' 

    street_scene_image = RekognitionImage.from_file( 
        street_scene_file_name, rekognition_client) 
    print(f"Detecting faces in {street_scene_image.image_name}...") 
    faces = street_scene_image.detect_faces() 
    print(f"Found {len(faces)} faces, here are the first three.") 
    for face in faces[:3]: 
        pprint(face.to_dict()) 
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    show_bounding_boxes( 
        street_scene_image.image['Bytes'], [[face.bounding_box for face in faces]], 
        ['aqua']) 
    input("Press Enter to continue.") 

    print(f"Detecting labels in {street_scene_image.image_name}...") 
    labels = street_scene_image.detect_labels(100) 
    print(f"Found {len(labels)} labels.") 
    for label in labels: 
        pprint(label.to_dict()) 
    names = [] 
    box_sets = [] 
    colors = ['aqua', 'red', 'white', 'blue', 'yellow', 'green'] 
    for label in labels: 
        if label.instances: 
            names.append(label.name) 
            box_sets.append([inst['BoundingBox'] for inst in label.instances]) 
    print(f"Showing bounding boxes for {names} in {colors[:len(names)]}.") 
    show_bounding_boxes( 
        street_scene_image.image['Bytes'], box_sets, colors[:len(names)]) 
    input("Press Enter to continue.") 

    celebrity_image = RekognitionImage.from_file( 
        celebrity_file_name, rekognition_client) 
    print(f"Detecting celebrities in {celebrity_image.image_name}...") 
    celebs, others = celebrity_image.recognize_celebrities() 
    print(f"Found {len(celebs)} celebrities.") 
    for celeb in celebs: 
        pprint(celeb.to_dict()) 
    show_bounding_boxes( 
        celebrity_image.image['Bytes'], 
        [[celeb.face.bounding_box for celeb in celebs]], ['aqua']) 
    input("Press Enter to continue.") 

    girl_image_response = requests.get(one_girl_url) 
    girl_image = RekognitionImage( 
        {'Bytes': girl_image_response.content}, "one-girl", rekognition_client) 
    group_image_response = requests.get(three_girls_url) 
    group_image = RekognitionImage( 
        {'Bytes': group_image_response.content}, "three-girls", rekognition_client) 
    print("Comparing reference face to group of faces...") 
    matches, unmatches = girl_image.compare_faces(group_image, 80) 
    print(f"Found {len(matches)} face matching the reference face.") 
    show_bounding_boxes( 
        group_image.image['Bytes'], [[match.bounding_box for match in matches]], 
        ['aqua']) 
    input("Press Enter to continue.") 

    swimwear_image = RekognitionImage.from_bucket(swimwear_object, 
 rekognition_client) 
    print(f"Detecting suggestive content in {swimwear_object.key}...") 
    labels = swimwear_image.detect_moderation_labels() 
    print(f"Found {len(labels)} moderation labels.") 
    for label in labels: 
        pprint(label.to_dict()) 
    input("Press Enter to continue.") 

    book_image = RekognitionImage.from_file(book_file_name, rekognition_client) 
    print(f"Detecting text in {book_image.image_name}...") 
    texts = book_image.detect_text() 
    print(f"Found {len(texts)} text instances. Here are the first seven:") 
    for text in texts[:7]: 
        pprint(text.to_dict()) 
    show_polygons( 
        book_image.image['Bytes'], [text.geometry['Polygon'] for text in texts], 
 'aqua') 
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    print("Thanks for watching!") 
    print('-'*88)

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition とAWSSDK
次のコード例は、ビデオ内の情報を検出する方法を示します。

Java

SDK for Java 2.x

Amazon S3 バケットに保存されたビデオから有名人の結果を取得します。

    public static  void StartCelebrityDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                                NotificationChannel channel, 
                                                String bucket, 
                                                String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest = 
 StartCelebrityRecognitionRequest.builder() 
                    .jobTag("Celebrities") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartCelebrityRecognitionResponse startCelebrityRecognitionResult = 
 rekClient.startCelebrityRecognition(recognitionRequest); 
            startJobId = startCelebrityRecognitionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetCelebrityDetectionResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetCelebrityRecognitionResponse recognitionResponse = null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
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                if (recognitionResponse !=null) 
                    paginationToken = recognitionResponse.nextToken(); 

                GetCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest = 
 GetCelebrityRecognitionRequest.builder() 
                            .jobId(startJobId) 
                            .nextToken(paginationToken) 
                            .sortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP) 
                            .maxResults(10) 
                            .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    recognitionResponse = 
 rekClient.getCelebrityRecognition(recognitionRequest); 
                    status = recognitionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=recognitionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<CelebrityRecognition> celebs= 
 recognitionResponse.celebrities(); 
                for (CelebrityRecognition celeb: celebs) { 
                    long seconds=celeb.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " "); 
                    CelebrityDetail details=celeb.celebrity(); 
                    System.out.println("Name: " + details.name()); 
                    System.out.println("Id: " + details.id()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (recognitionResponse !=null && 
 recognitionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
    } 
  }

ラベル検出操作により、ビデオ内のラベルを検出します。

    public static void startLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
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        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .minConfidence(50F) 
                    .build(); 

            StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

            boolean ans = true; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 
            while (ans) { 

                GetLabelDetectionRequest detectionRequest = 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                GetLabelDetectionResponse result = 
 rekClient.getLabelDetection(detectionRequest); 
                status = result.jobStatusAsString(); 

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                    ans = false; 
                else 
                    System.out.println(yy +" status is: "+status); 

                Thread.sleep(1000); 
                yy++; 
            } 

            System.out.println(startJobId +" status is: "+status); 
        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, 
                                   SqsClient sqs, 
                                   String queueUrl) { 

        List<Message> messages=null; 
        ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder() 
                .queueUrl(queueUrl) 
                .build(); 

        try { 
            messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages(); 

            if (!messages.isEmpty()) { 
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                for (Message message: messages) { 
                    String notification = message.body(); 

                    // Get the status and job id from the notification 
                    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification); 
                    JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message"); 
                    ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonResultTree = 
 operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue()); 
                    JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId"); 
                    JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status"); 
                    System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId); 

                    DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
                            .queueUrl(queueUrl) 
                            .build(); 

                    String jobId = operationJobId.textValue(); 
                    if (startJobId.compareTo(jobId)==0) { 

                        System.out.println("Job id: " + operationJobId ); 
                        System.out.println("Status : " + 
 operationStatus.toString()); 

                        if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")) 
                            GetResultsLabels(rekClient); 
                        else 
                            System.out.println("Video analysis failed"); 

                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 

                    else{ 
                        System.out.println("Job received was not job " +  
 startJobId); 
                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 
                } 
            } 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } catch (JsonMappingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (JsonProcessingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    // Gets the job results by calling GetLabelDetection 
    private static void GetResultsLabels(RekognitionClient rekClient) { 

        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
        GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult=null; 

        try { 
            do { 
                if (labelDetectionResult !=null) 
                    paginationToken = labelDetectionResult.nextToken(); 
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                GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP) 
                        .maxResults(maxResults) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .build(); 

                labelDetectionResult = 
 rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest); 
                VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 

                List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.labels(); 
                for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) { 
                    long seconds=detectedLabel.timestamp(); 
                    Label label=detectedLabel.label(); 
                    System.out.println("Millisecond: " + Long.toString(seconds) + " 
 "); 

                    System.out.println("   Label:" + label.name()); 
                    System.out.println("   Confidence:" + 
 detectedLabel.label().confidence().toString()); 

                    List<Instance> instances = label.instances(); 
                    System.out.println("   Instances of " + label.name()); 

                    if (instances.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        " + "None"); 
                    }  else { 
                        for (Instance instance : instances) { 
                            System.out.println("        Confidence: " + 
 instance.confidence().toString()); 
                            System.out.println("        Bounding box: " + 
 instance.boundingBox().toString()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println("   Parent labels for " + label.name() + 
 ":"); 
                    List<Parent> parents = label.parents(); 

                    if (parents.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        None"); 
                    } else { 
                        for (Parent parent : parents) { 
                            System.out.println("   " + parent.name()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println(); 
                } 
            } while (labelDetectionResult !=null && 
 labelDetectionResult.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の顔を検出します。

    public static void startLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartLabelDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .minConfidence(50F) 
                    .build(); 

            StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

            boolean ans = true; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 
            while (ans) { 

                GetLabelDetectionRequest detectionRequest = 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                GetLabelDetectionResponse result = 
 rekClient.getLabelDetection(detectionRequest); 
                status = result.jobStatusAsString(); 

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                    ans = false; 
                else 
                    System.out.println(yy +" status is: "+status); 

                Thread.sleep(1000); 
                yy++; 
            } 

            System.out.println(startJobId +" status is: "+status); 
        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, 
                                   SqsClient sqs, 
                                   String queueUrl) { 

        List<Message> messages=null; 
        ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder() 
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                .queueUrl(queueUrl) 
                .build(); 

        try { 
            messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages(); 

            if (!messages.isEmpty()) { 
                for (Message message: messages) { 
                    String notification = message.body(); 

                    // Get the status and job id from the notification 
                    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification); 
                    JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message"); 
                    ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper(); 
                    JsonNode jsonResultTree = 
 operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue()); 
                    JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId"); 
                    JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status"); 
                    System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId); 

                    DeleteMessageRequest deleteMessageRequest = 
 DeleteMessageRequest.builder() 
                            .queueUrl(queueUrl) 
                            .build(); 

                    String jobId = operationJobId.textValue(); 
                    if (startJobId.compareTo(jobId)==0) { 

                        System.out.println("Job id: " + operationJobId ); 
                        System.out.println("Status : " + 
 operationStatus.toString()); 

                        if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")) 
                            GetResultsLabels(rekClient); 
                        else 
                            System.out.println("Video analysis failed"); 

                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 

                    else{ 
                        System.out.println("Job received was not job " +  
 startJobId); 
                        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest); 
                    } 
                } 
            } 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } catch (JsonMappingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (JsonProcessingException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    // Gets the job results by calling GetLabelDetection 
    private static void GetResultsLabels(RekognitionClient rekClient) { 

        int maxResults=10; 
        String paginationToken=null; 
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        GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult=null; 

        try { 
            do { 
                if (labelDetectionResult !=null) 
                    paginationToken = labelDetectionResult.nextToken(); 

                GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= 
 GetLabelDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP) 
                        .maxResults(maxResults) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .build(); 

                labelDetectionResult = 
 rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest); 
                VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 

                List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.labels(); 
                for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) { 
                    long seconds=detectedLabel.timestamp(); 
                    Label label=detectedLabel.label(); 
                    System.out.println("Millisecond: " + Long.toString(seconds) + " 
 "); 

                    System.out.println("   Label:" + label.name()); 
                    System.out.println("   Confidence:" + 
 detectedLabel.label().confidence().toString()); 

                    List<Instance> instances = label.instances(); 
                    System.out.println("   Instances of " + label.name()); 

                    if (instances.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        " + "None"); 
                    }  else { 
                        for (Instance instance : instances) { 
                            System.out.println("        Confidence: " + 
 instance.confidence().toString()); 
                            System.out.println("        Bounding box: " + 
 instance.boundingBox().toString()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println("   Parent labels for " + label.name() + 
 ":"); 
                    List<Parent> parents = label.parents(); 

                    if (parents.isEmpty()) { 
                        System.out.println("        None"); 
                    } else { 
                        for (Parent parent : parents) { 
                            System.out.println("   " + parent.name()); 
                        } 
                    } 
                    System.out.println(); 
                } 
            } while (labelDetectionResult !=null && 
 labelDetectionResult.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException e) { 
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            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の不適切なコンテンツや不快なコンテンツを検出しま
す。

    public static void startModerationDetection(RekognitionClient rekClient, 
                                                NotificationChannel channel, 
                                                String bucket, 
                                                String video) { 

        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartContentModerationRequest modDetectionRequest = 
 StartContentModerationRequest.builder() 
                    .jobTag("Moderation") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartContentModerationResponse startModDetectionResult = 
 rekClient.startContentModeration(modDetectionRequest); 
            startJobId=startModDetectionResult.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void GetModResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetContentModerationResponse modDetectionResponse=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 

                if (modDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = modDetectionResponse.nextToken(); 

                GetContentModerationRequest modRequest = 
 GetContentModerationRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 
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                    modDetectionResponse = 
 rekClient.getContentModeration(modRequest); 
                    status = modDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=modDetectionResponse.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<ContentModerationDetection> mods = 
 modDetectionResponse.moderationLabels(); 
                for (ContentModerationDetection mod: mods) { 
                    long seconds=mod.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Mod label: " + seconds + " "); 
                    System.out.println(mod.moderationLabel().toString()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (modDetectionResponse !=null && 
 modDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のテクニカルキューセグメントとショット検出セグメ
ントを検出します。

    public static void StartSegmentDetection (RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartShotDetectionFilter cueDetectionFilter = 
 StartShotDetectionFilter.builder() 
                    .minSegmentConfidence(60F) 
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                    .build(); 

            StartTechnicalCueDetectionFilter technicalCueDetectionFilter = 
 StartTechnicalCueDetectionFilter.builder() 
                    .minSegmentConfidence(60F) 
                    .build(); 

            StartSegmentDetectionFilters filters = 
 StartSegmentDetectionFilters.builder() 
                    .shotFilter(cueDetectionFilter) 
                    .technicalCueFilter(technicalCueDetectionFilter) 
                    .build(); 

            StartSegmentDetectionRequest segDetectionRequest = 
 StartSegmentDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .segmentTypes(SegmentType.TECHNICAL_CUE , SegmentType.SHOT) 
                    .video(vidOb) 
                    .filters(filters) 
                    .build(); 

            StartSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = 
 rekClient.startSegmentDetection(segDetectionRequest); 
            startJobId = segDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            e.getMessage(); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getSegmentResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken = null; 
            GetSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = null; 
            Boolean finished = false; 
            String status = ""; 
            int yy = 0; 

            do { 

                if (segDetectionResponse != null) 
                    paginationToken = segDetectionResponse.nextToken(); 

                GetSegmentDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetSegmentDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    segDetectionResponse = 
 rekClient.getSegmentDetection(recognitionRequest); 
                    status = segDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
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                    } 
                    yy++; 
                } 
                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                List<VideoMetadata> videoMetaData = 
 segDetectionResponse.videoMetadata(); 

                for (VideoMetadata metaData : videoMetaData) { 
                    System.out.println("Format: " + metaData.format()); 
                    System.out.println("Codec: " + metaData.codec()); 
                    System.out.println("Duration: " + metaData.durationMillis()); 
                    System.out.println("FrameRate: " + metaData.frameRate()); 
                    System.out.println("Job"); 
                } 

                List<SegmentDetection> detectedSegment = 
 segDetectionResponse.segments(); 
                String type = detectedSegment.get(0).type().toString(); 

                if (type.contains(SegmentType.TECHNICAL_CUE.toString())) { 
                    System.out.println("Technical Cue"); 
                    TechnicalCueSegment segmentCue = 
 detectedSegment.get(0).technicalCueSegment(); 
                    System.out.println("\tType: " + segmentCue.type()); 
                    System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentCue.confidence().toString()); 
                } 
                if (type.contains(SegmentType.SHOT.toString())) { 
                    System.out.println("Shot"); 
                    ShotSegment segmentShot = detectedSegment.get(0).shotSegment(); 
                    System.out.println("\tIndex " + segmentShot.index()); 
                    System.out.println("\tConfidence: " + 
 segmentShot.confidence().toString()); 
                } 
                long seconds = detectedSegment.get(0).durationMillis(); 
                System.out.println("\tDuration : " + Long.toString(seconds) + " 
 milliseconds"); 
                System.out.println("\tStart time code: " + 
 detectedSegment.get(0).startTimecodeSMPTE()); 
                System.out.println("\tEnd time code: " + 
 detectedSegment.get(0).endTimecodeSMPTE()); 
                System.out.println("\tDuration time code: " + 
 detectedSegment.get(0).durationSMPTE()); 
                System.out.println(); 

        } while (segDetectionResponse !=null && segDetectionResponse.nextToken() != 
 null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオに保存されたビデオ内のテキストを検出します。

    public static void startTextLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                   NotificationChannel channel, 
                                   String bucket, 
                                   String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
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                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartTextDetectionRequest labelDetectionRequest = 
 StartTextDetectionRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .video(vidOb) 
                    .build(); 

            StartTextDetectionResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startTextDetection(labelDetectionRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
      } 

    public static void GetTextResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetTextDetectionResponse textDetectionResponse=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (textDetectionResponse !=null) 
                    paginationToken = textDetectionResponse.nextToken(); 

                GetTextDetectionRequest recognitionRequest = 
 GetTextDetectionRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    textDetectionResponse = 
 rekClient.getTextDetection(recognitionRequest); 
                    status = textDetectionResponse.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResponse.videoMetadata(); 
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                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<TextDetectionResult> labels= 
 textDetectionResponse.textDetections(); 
                for (TextDetectionResult detectedText: labels) { 
                    System.out.println("Confidence: " + 
 detectedText.textDetection().confidence().toString()); 
                    System.out.println("Id : " + 
 detectedText.textDetection().id()); 
                    System.out.println("Parent Id: " + 
 detectedText.textDetection().parentId()); 
                    System.out.println("Type: " + 
 detectedText.textDetection().type()); 
                    System.out.println("Text: " + 
 detectedText.textDetection().detectedText()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (textDetectionResponse !=null && 
 textDetectionResponse.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

Amazon S3 バケットに保存されたビデオに保存されたビデオ内の人物を検出します。

    public static void startPersonLabels(RekognitionClient rekClient, 
                                       NotificationChannel channel, 
                                       String bucket, 
                                       String video) { 
        try { 
            S3Object s3Obj = S3Object.builder() 
                    .bucket(bucket) 
                    .name(video) 
                    .build(); 

            Video vidOb = Video.builder() 
                    .s3Object(s3Obj) 
                    .build(); 

            StartPersonTrackingRequest personTrackingRequest = 
 StartPersonTrackingRequest.builder() 
                    .jobTag("DetectingLabels") 
                    .video(vidOb) 
                    .notificationChannel(channel) 
                    .build(); 

            StartPersonTrackingResponse labelDetectionResponse = 
 rekClient.startPersonTracking(personTrackingRequest); 
            startJobId = labelDetectionResponse.jobId(); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 
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    public static void GetPersonDetectionResults(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 
            String paginationToken=null; 
            GetPersonTrackingResponse personTrackingResult=null; 
            Boolean finished = false; 
            String status=""; 
            int yy=0 ; 

            do{ 
                if (personTrackingResult !=null) 
                    paginationToken = personTrackingResult.nextToken(); 

                GetPersonTrackingRequest recognitionRequest = 
 GetPersonTrackingRequest.builder() 
                        .jobId(startJobId) 
                        .nextToken(paginationToken) 
                        .maxResults(10) 
                        .build(); 

                // Wait until the job succeeds 
                while (!finished) { 

                    personTrackingResult = 
 rekClient.getPersonTracking(recognitionRequest); 
                    status = personTrackingResult.jobStatusAsString(); 

                    if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                        finished = true; 
                    else { 
                        System.out.println(yy + " status is: " + status); 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } 
                    yy++; 
                } 

                finished = false; 

                // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null 
                VideoMetadata videoMetaData=personTrackingResult.videoMetadata(); 

                System.out.println("Format: " + videoMetaData.format()); 
                System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec()); 
                System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis()); 
                System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate()); 
                System.out.println("Job"); 

                List<PersonDetection> detectedPersons= 
 personTrackingResult.persons(); 
                for (PersonDetection detectedPerson: detectedPersons) { 

                    long seconds=detectedPerson.timestamp()/1000; 
                    System.out.print("Sec: " + seconds + " "); 
                    System.out.println("Person Identifier: "  + 
 detectedPerson.person().index()); 
                    System.out.println(); 
                } 

            } while (personTrackingResult !=null && 
 personTrackingResult.nextToken() != null); 

        } catch(RekognitionException | InterruptedException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の顔を検出します。

suspend fun startFaceDetection(channelVal: NotificationChannel?, bucketVal: String, 
 videoVal: String) { 

        val s3Obj = S3Object { 
            bucket = bucketVal 
            name = videoVal 
        } 
        val vidOb = Video { 
            s3Object = s3Obj 
        } 

        val request = StartFaceDetectionRequest { 
             jobTag = "Faces" 
             faceAttributes = FaceAttributes.All 
             notificationChannel = channelVal 
             video = vidOb 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val startLabelDetectionResult = rekClient.startFaceDetection(request) 
          startJobId = startLabelDetectionResult.jobId.toString() 
        }
}

suspend fun getFaceResults() { 

    var finished = false 
    var status: String 
    var yy = 0 
    RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        var response : GetFaceDetectionResponse? = null 

        val recognitionRequest = GetFaceDetectionRequest { 
            jobId = startJobId 
            maxResults = 10 
        } 

        // Wait until the job succeeds. 
        while (!finished) { 
            response = rekClient.getFaceDetection(recognitionRequest) 
            status = response.jobStatus.toString() 
            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                finished = true 
            else { 
                println("$yy status is: $status") 
                delay(1000) 
            } 
            yy++ 
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        } 

        // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null. 
        val videoMetaData = response?.videoMetadata 
        println("Format: ${videoMetaData?.format}") 
        println("Codec: ${videoMetaData?.codec}") 
        println("Duration: ${videoMetaData?.durationMillis}") 
        println("FrameRate: ${videoMetaData?.frameRate}") 

        // Show face information. 
        response?.faces?.forEach { face -> 
            println("Age: ${face.face?.ageRange}") 
            println("Face: ${face.face?.beard}") 
            println("Eye glasses: ${face?.face?.eyeglasses}") 
            println("Mustache: ${face.face?.mustache}") 
            println("Smile: ${face.face?.smile}") 
        } 
    }
}

Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の不適切なコンテンツや不快なコンテンツを検出しま
す。

suspend fun startModerationDetection(channel: NotificationChannel?, bucketVal: 
 String?, videoVal: String?) { 

    val s3Obj = S3Object { 
        bucket = bucketVal 
        name = videoVal 
    } 
    val vidOb = Video { 
        s3Object = s3Obj 
    } 
    val request = StartContentModerationRequest { 
        jobTag = "Moderation" 
        notificationChannel = channel 
        video = vidOb 
    } 

    RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        val startModDetectionResult = rekClient.startContentModeration(request) 
        startJobId = startModDetectionResult.jobId.toString() 
    }
}

suspend fun getModResults() { 
    var finished = false 
    var status: String 
    var yy = 0 
    RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        var modDetectionResponse: GetContentModerationResponse? = null 

        val modRequest = GetContentModerationRequest { 
            jobId = startJobId 
            maxResults = 10 
        } 

        // Wait until the job succeeds. 
        while (!finished) { 
            modDetectionResponse = rekClient.getContentModeration(modRequest) 
            status = modDetectionResponse.jobStatus.toString() 
            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0) 
                finished = true 
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            else { 
                println("$yy status is: $status") 
                delay(1000) 
            } 
            yy++ 
        } 

        // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null. 
        val videoMetaData = modDetectionResponse?.videoMetadata 
        println("Format: ${videoMetaData?.format}") 
        println("Codec: ${videoMetaData?.codec}") 
        println("Duration: ${videoMetaData?.durationMillis}") 
        println("FrameRate: ${videoMetaData?.frameRate}") 

        modDetectionResponse?.moderationLabels?.forEach { mod -> 
            val seconds: Long = mod.timestamp / 1000 
            print("Mod label: $seconds ") 
            println(mod.moderationLabel) 
        } 
    }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition の API の例
次のコード例は、Amazon Rekognition をと共に使用する方法を示します。AWSSDK。

例
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の顔と参照画像を比較するAWSSDK (p. 422)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを作成します。AWSSDK (p. 426)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを削除するAWSSDK (p. 428)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションから顔を削除するAWSSDK (p. 431)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを説明するAWSSDK (p. 433)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の顔を検出するAWSSDK (p. 436)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内のラベルを検出するAWSSDK (p. 442)
• Amazon Rekognition を使用して、イメージ内のモデレーションラベルを検出するには

AWSSDK (p. 445)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内のテキストを検出するAWSSDK (p. 449)
• Amazon Rekognition で有名人に関する情報を入手するにはAWSSDK (p. 452)
• を使用して、Amazon Rekognition コレクションに顔をインデックス付けするAWSSDK (p. 452)
• を使用して Amazon Rekognition コレクションを一覧表示するAWSSDK (p. 456)
• Amazon Rekognition コレクション内の顔をAWSSDK (p. 459)
• Amazon Rekognition を使用して、画像内の有名人を認識するAWSSDK (p. 462)
• Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索するには、AWSSDK (p. 465)
• Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索し、AWSSDK (p. 468)
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Amazon Rekognition を使用して、画像内の顔と参照
画像を比較するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の顔と参照イメージを比較する方法を示します。

詳細については、「」を参照してください。イメージ内の顔を比較します。。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            float similarityThreshold = 70F; 
            string sourceImage = "source.jpg"; 
            string targetImage = "target.jpg"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            Amazon.Rekognition.Model.Image imageSource = new 
 Amazon.Rekognition.Model.Image(); 

            try 
            { 
                using FileStream fs = new FileStream(sourceImage, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read); 
                byte[] data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                imageSource.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                Console.WriteLine($"Failed to load source image: {sourceImage}"); 
                return; 
            } 

            Amazon.Rekognition.Model.Image imageTarget = new 
 Amazon.Rekognition.Model.Image(); 

            try 
            { 
                using FileStream fs = new FileStream(targetImage, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read); 
                byte[] data = new byte[fs.Length]; 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                imageTarget.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine($"Failed to load target image: {targetImage}"); 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
                return; 
            } 

            var compareFacesRequest = new CompareFacesRequest 
            { 
                SourceImage = imageSource, 
                TargetImage = imageTarget, 
                SimilarityThreshold = similarityThreshold, 
            }; 
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            // Call operation 
            var compareFacesResponse = await 
 rekognitionClient.CompareFacesAsync(compareFacesRequest); 

            // Display results 
            compareFacesResponse.FaceMatches.ForEach(match => 
            { 
                ComparedFace face = match.Face; 
                BoundingBox position = face.BoundingBox; 
                Console.WriteLine($"Face at {position.Left} {position.Top} matches 
 with {match.Similarity}% confidence."); 
            }); 

            Console.WriteLine($"Found {compareFacesResponse.UnmatchedFaces.Count} 
 face(s) that did not match."); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CompareFacesにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void compareTwoFaces(RekognitionClient rekClient, Float 
 similarityThreshold, String sourceImage, String targetImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            InputStream tarStream = new FileInputStream(targetImage); 

            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
            SdkBytes targetBytes = SdkBytes.fromInputStream(tarStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
               .bytes(sourceBytes) 
               .build(); 

            Image tarImage = Image.builder() 
                    .bytes(targetBytes) 
                    .build(); 

            CompareFacesRequest facesRequest = CompareFacesRequest.builder() 
                    .sourceImage(souImage) 
                    .targetImage(tarImage) 
                    .similarityThreshold(similarityThreshold) 
                    .build(); 

            // Compare the two images. 
            CompareFacesResponse compareFacesResult = 
 rekClient.compareFaces(facesRequest); 
            List<CompareFacesMatch> faceDetails = compareFacesResult.faceMatches(); 
            for (CompareFacesMatch match: faceDetails){ 
                ComparedFace face= match.face(); 
                BoundingBox position = face.boundingBox(); 
                System.out.println("Face at " + position.left().toString() 
                        + " " + position.top() 
                        + " matches with " + face.confidence().toString() 
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                        + "% confidence."); 

            } 
            List<ComparedFace> uncompared = compareFacesResult.unmatchedFaces(); 
            System.out.println("There was " + uncompared.size() + " face(s) that 
 did not match"); 
            System.out.println("Source image rotation: " + 
 compareFacesResult.sourceImageOrientationCorrection()); 
            System.out.println("target image rotation: " + 
 compareFacesResult.targetImageOrientationCorrection()); 

        } catch(RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println("Failed to load source image " + sourceImage); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CompareFacesにAWS SDK for Java 2.xAPI 

リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun compareTwoFaces(similarityThresholdVal: Float, sourceImageVal: String, 
 targetImageVal: String) { 

           val sourceBytes = (File(sourceImageVal).readBytes()) 
           val targetBytes = (File(targetImageVal).readBytes()) 

            // Create an Image object for the source image. 
            val souImage = Image { 
                bytes = sourceBytes 
            } 

            val tarImage = Image { 
                bytes = targetBytes 
            } 

            val facesRequest = CompareFacesRequest { 
                sourceImage = souImage 
                targetImage = tarImage 
                similarityThreshold = similarityThresholdVal 
            } 

            RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 

              val compareFacesResult = rekClient.compareFaces(facesRequest) 
              val faceDetails = compareFacesResult.faceMatches 

              if (faceDetails != null) { 
                for (match: CompareFacesMatch in faceDetails) { 
                    val face = match.face 
                    val position = face?.boundingBox 
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                    if (position != null) 
                        println("Face at ${position.left.toString()} 
 ${position.top} matches with ${face.confidence.toString()} % confidence.") 
                } 
              } 

              val uncompared = compareFacesResult.unmatchedFaces 
              if (uncompared != null) 
                println("There was ${uncompared.size} face(s) that did not match") 

               println("Source image rotation: 
 ${compareFacesResult.sourceImageOrientationCorrection}") 
               println("target image rotation: 
 ${compareFacesResult.targetImageOrientationCorrection}") 
           } 
   }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CompareFacesにAWSSDK for Kotlin API リ

ファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def compare_faces(self, target_image, similarity): 
        """ 
        Compares faces in the image with the largest face in the target image. 

        :param target_image: The target image to compare against. 
        :param similarity: Faces in the image must have a similarity value greater 
                           than this value to be included in the results. 
        :return: A tuple. The first element is the list of faces that match the 
                 reference image. The second element is the list of faces that have 
                 a similarity value below the specified threshold. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.compare_faces( 
                SourceImage=self.image, 
                TargetImage=target_image.image, 
                SimilarityThreshold=similarity) 
            matches = [RekognitionFace(match['Face']) for match 
                       in response['FaceMatches']] 
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            unmatches = [RekognitionFace(face) for face in 
 response['UnmatchedFaces']] 
            logger.info( 
                "Found %s matched faces and %s unmatched faces.", 
                len(matches), len(unmatches)) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't match faces from %s to %s.", self.image_name, 
                target_image.image_name) 
            raise 
        else: 
            return matches, unmatches

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CompareFacesにAWSSDK for Python 

(Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

を使用して Amazon Rekognition コレクションを作成
します。AWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを作成する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。コレクションの作成。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            string collectionId = "MyCollection"; 
            Console.WriteLine("Creating collection: " + collectionId); 

            var createCollectionRequest = new CreateCollectionRequest 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
            }; 

            CreateCollectionResponse createCollectionResponse = await 
 rekognitionClient.CreateCollectionAsync(createCollectionRequest); 
            Console.WriteLine($"CollectionArn : 
 {createCollectionResponse.CollectionArn}"); 
            Console.WriteLine($"Status code : 
 {createCollectionResponse.StatusCode}"); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CreateCollectionにAWS SDK for .NETAPI 

リファレンス。
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コレクションを作成する

Java

SDK for Java 2.x

    public static void createMyCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId ) { 

        try { 
            CreateCollectionRequest collectionRequest = 
 CreateCollectionRequest.builder() 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .build(); 

            CreateCollectionResponse collectionResponse = 
 rekClient.createCollection(collectionRequest); 
            System.out.println("CollectionArn : " + 
                    collectionResponse.collectionArn()); 
            System.out.println("Status code : " + 
                    collectionResponse.statusCode().toString()); 

        } catch(RekognitionException e) { 
                System.out.println(e.getMessage()); 
                System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CreateCollectionにAWS SDK for Java 

2.xAPI リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

 suspend fun createMyCollection(collectionIdVal: String) { 

        val request = CreateCollectionRequest { 
            collectionId = collectionIdVal 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
            val response = rekClient.createCollection(request) 
            println("Collection ARN is ${response.collectionArn}") 
            println("Status code is ${response.statusCode}" ) 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CreateCollectionにAWSSDK for Kotlin API 

リファレンス。
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コレクションを削除する

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollectionManager: 
    """ 
    Encapsulates Amazon Rekognition collection management functions. 
    This class is a thin wrapper around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the collection manager object. 

        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def create_collection(self, collection_id): 
        """ 
        Creates an empty collection. 

        :param collection_id: Text that identifies the collection. 
        :return: The newly created collection. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.create_collection( 
                CollectionId=collection_id) 
            response['CollectionId'] = collection_id 
            collection = RekognitionCollection(response, self.rekognition_client) 
            logger.info("Created collection %s.", collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create collection %s.", collection_id) 
            raise 
        else: 
            return collection

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。CreateCollectionにAWSSDK for Python 

(Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

を使用して Amazon Rekognition コレクションを削除
するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを削除する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。コレクションの削除。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
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コレクションを削除する

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            string collectionId = "MyCollection"; 
            Console.WriteLine("Deleting collection: " + collectionId); 

            var deleteCollectionRequest = new DeleteCollectionRequest() 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
            }; 

            var deleteCollectionResponse = await 
 rekognitionClient.DeleteCollectionAsync(deleteCollectionRequest); 
            Console.WriteLine($"{collectionId}: 
 {deleteCollectionResponse.StatusCode}"); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteCollectionにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void deleteMyCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId ) { 

    try { 

        DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest = 
 DeleteCollectionRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .build(); 

        DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse = 
 rekClient.deleteCollection(deleteCollectionRequest); 
        System.out.println(collectionId + ": " + 
 deleteCollectionResponse.statusCode().toString()); 

    } catch(RekognitionException e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
        System.exit(1); 
    } 
  }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteCollectionにAWS SDK for Java 

2.xAPI リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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コレクションを削除する

suspend fun deleteMyCollection(collectionIdVal: String) { 

    val request = DeleteCollectionRequest { 
        collectionId = collectionIdVal 
    } 

    RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        val response = rekClient.deleteCollection(request) 
        println("The collectionId status is ${response.statusCode.toString()}") 
    }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteCollectionにAWSSDK for Kotlin API 

リファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def delete_collection(self): 
        """ 
        Deletes the collection. 
        """ 
        try: 
            
 self.rekognition_client.delete_collection(CollectionId=self.collection_id) 
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コレクションから顔を削除する

            logger.info("Deleted collection %s.", self.collection_id) 
            self.collection_id = None 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete collection %s.", self.collection_id) 
            raise

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteCollectionにAWSSDK for Python 

(Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

を使用して Amazon Rekognition コレクションから顔
を削除するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションから顔を削除する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。コレクションから顔を削除する。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            string collectionId = "MyCollection"; 
            var faces = new List<string> { "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx" }; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest() 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
                FaceIds = faces, 
            }; 

            DeleteFacesResponse deleteFacesResponse = await 
 rekognitionClient.DeleteFacesAsync(deleteFacesRequest); 
            deleteFacesResponse.DeletedFaces.ForEach(face => 
            { 
                Console.WriteLine($"FaceID: {face}"); 
            }); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteFacesにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x
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コレクションから顔を削除する

    public static void deleteFacesCollection(RekognitionClient rekClient, 
                                             String collectionId, 
                                             String faceId) { 

        try { 
            DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = DeleteFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .faceIds(faceId) 
                .build(); 

            rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest); 
            System.out.println("The face was deleted from the collection."); 

        } catch(RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteFacesにAWS SDK for Java 2.xAPI リ

ファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun deleteFacesCollection(collectionIdVal: String?, faceIdVal: String ) { 

       val deleteFacesRequest = DeleteFacesRequest { 
            collectionId = collectionIdVal 
            faceIds = listOf(faceIdVal) 
        } 

      RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest) 
        println("$faceIdVal was deleted from the collection") 
      }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteFacesにAWSSDK for Kotlin API リ

ファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
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コレクションを定義するには

    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def delete_faces(self, face_ids): 
        """ 
        Deletes faces from the collection. 

        :param face_ids: The list of IDs of faces to delete. 
        :return: The list of IDs of faces that were deleted. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.delete_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, FaceIds=face_ids) 
            deleted_ids = response['DeletedFaces'] 
            logger.info( 
                "Deleted %s faces from %s.", len(deleted_ids), self.collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete faces from %s.", self.collection_id) 
            raise 
        else: 
            return deleted_ids

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DeleteFacesにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

を使用して Amazon Rekognition コレクションを説明
するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを説明する方法を示しています。
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詳細については、「」を参照してください。コレクションの定義。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            string collectionId = "MyCollection"; 
            Console.WriteLine($"Describing collection: {collectionId}"); 

            var describeCollectionRequest = new DescribeCollectionRequest() 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
            }; 

            var describeCollectionResponse = await 
 rekognitionClient.DescribeCollectionAsync(describeCollectionRequest); 
            Console.WriteLine($"Collection ARN: 
 {describeCollectionResponse.CollectionARN}"); 
            Console.WriteLine($"Face count: 
 {describeCollectionResponse.FaceCount}"); 
            Console.WriteLine($"Face model version: 
 {describeCollectionResponse.FaceModelVersion}"); 
            Console.WriteLine($"Created: 
 {describeCollectionResponse.CreationTimestamp}"); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DescribeCollectionにAWS SDK for .NETAPI 

リファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void describeColl(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionName) { 

    try { 

        DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest = 
 DescribeCollectionRequest.builder() 
             .collectionId(collectionName) 
             .build(); 

        DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse = 
 rekClient.describeCollection(describeCollectionRequest); 

         System.out.println("Collection Arn : " + 
             describeCollectionResponse.collectionARN()); 
         System.out.println("Created : " + 
             describeCollectionResponse.creationTimestamp().toString()); 

    } catch(RekognitionException e) { 
        System.out.println(e.getMessage()); 
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        System.exit(1); 
    } 
   }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DescribeCollectionにAWS SDK for Java 

2.xAPI リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun describeColl(collectionName: String) { 

     val request = DescribeCollectionRequest { 
            collectionId = collectionName 
     } 

    RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        val response = rekClient.describeCollection(request) 
        println("The collection Arn is ${response.collectionArn}" ) 
        println("The collection contains this many faces ${response.faceCount}") 
    }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DescribeCollectionにAWSSDK for Kotlin API 

リファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
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            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def describe_collection(self): 
        """ 
        Gets data about the collection from the Amazon Rekognition service. 

        :return: The collection rendered as a dict. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.describe_collection( 
                CollectionId=self.collection_id) 
            # Work around capitalization of Arn vs. ARN 
            response['CollectionArn'] = response.get('CollectionARN') 
            (self.collection_arn, self.face_count, 
             self.created) = self._unpack_collection(response) 
            logger.info("Got data for collection %s.", self.collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get data for collection %s.", 
 self.collection_id) 
            raise 
        else: 
            return self.to_dict()

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DescribeCollectionにAWSSDK for Python 

(Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition を使用して、画像内の顔を検出
するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の顔を検出する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。イメージ内の顔を検出するには。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
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        { 
            string photo = "input.jpg"; 
            string bucket = "bucket"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var detectFacesRequest = new DetectFacesRequest() 
            { 
                Image = new Image() 
                { 
                    S3Object = new S3Object() 
                    { 
                        Name = photo, 
                        Bucket = bucket, 
                    }, 
                }, 

                // Attributes can be "ALL" or "DEFAULT".  
                // "DEFAULT": BoundingBox, Confidence, Landmarks, Pose, and 
 Quality. 
                // "ALL": See https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/
items/Rekognition/TFaceDetail.html 
                Attributes = new List<string>() { "ALL" }, 
            }; 

            try 
            { 
                DetectFacesResponse detectFacesResponse = await 
 rekognitionClient.DetectFacesAsync(detectFacesRequest); 
                bool hasAll = detectFacesRequest.Attributes.Contains("ALL"); 
                foreach (FaceDetail face in detectFacesResponse.FaceDetails) 
                { 
                    Console.WriteLine($"BoundingBox: top={face.BoundingBox.Left} 
 left={face.BoundingBox.Top} width={face.BoundingBox.Width} 
 height={face.BoundingBox.Height}"); 
                    Console.WriteLine($"Confidence: {face.Confidence}"); 
                    Console.WriteLine($"Landmarks: {face.Landmarks.Count}"); 
                    Console.WriteLine($"Pose: pitch={face.Pose.Pitch} 
 roll={face.Pose.Roll} yaw={face.Pose.Yaw}"); 
                    Console.WriteLine($"Brightness: 
 {face.Quality.Brightness}\tSharpness: {face.Quality.Sharpness}"); 

                    if (hasAll) 
                    { 
                        Console.WriteLine($"Estimated age is between 
 {face.AgeRange.Low} and {face.AgeRange.High} years old."); 
                    } 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        }

イメージ内のすべての面の境界ボックス情報を表示します。

        public static async Task Main() 
        { 
            string photo = @"D:\Development\AWS-Examples\Rekognition
\target.jpg"; // "photo.jpg"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 
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            var image = new Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
            try 
            { 
                using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read); 
                byte[] data = null; 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                image.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                Console.WriteLine("Failed to load file " + photo); 
                return; 
            } 

            int height; 
            int width; 

            // Used to extract original photo width/height 
            using (var imageBitmap = new Bitmap(photo)) 
            { 
                height = imageBitmap.Height; 
                width = imageBitmap.Width; 
            } 

            Console.WriteLine("Image Information:"); 
            Console.WriteLine(photo); 
            Console.WriteLine("Image Height: " + height); 
            Console.WriteLine("Image Width: " + width); 

            try 
            { 
                var detectFacesRequest = new DetectFacesRequest() 
                { 
                    Image = image, 
                    Attributes = new List<string>() { "ALL" }, 
                }; 

                DetectFacesResponse detectFacesResponse = await 
 rekognitionClient.DetectFacesAsync(detectFacesRequest); 
                detectFacesResponse.FaceDetails.ForEach(face => 
                { 
                    Console.WriteLine("Face:"); 
                    ShowBoundingBoxPositions( 
                        height, 
                        width, 
                        face.BoundingBox, 
                        detectFacesResponse.OrientationCorrection); 

                    Console.WriteLine($"BoundingBox: top={face.BoundingBox.Left} 
 left={face.BoundingBox.Top} width={face.BoundingBox.Width} 
 height={face.BoundingBox.Height}"); 
                    Console.WriteLine($"The detected face is estimated to be 
 between {face.AgeRange.Low} and {face.AgeRange.High} years old.\n"); 
                }); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        } 

        /// <summary> 
        /// Display the bounding box information for an image. 
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        /// </summary> 
        /// <param name="imageHeight">The height of the image.</param> 
        /// <param name="imageWidth">The width of the image.</param> 
        /// <param name="box">The bounding box for a face found within the image.</
param> 
        /// <param name="rotation">The rotation of the face's bounding box.</param> 
        public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int 
 imageWidth, BoundingBox box, string rotation) 
        { 
            float left; 
            float top; 

            if (rotation == null) 
            { 
                Console.WriteLine("No estimated orientation. Check Exif data."); 
                return; 
            } 

            // Calculate face position based on image orientation. 
            switch (rotation) 
            { 
                case "ROTATE_0": 
                    left = imageWidth * box.Left; 
                    top = imageHeight * box.Top; 
                    break; 
                case "ROTATE_90": 
                    left = imageHeight * (1 - (box.Top + box.Height)); 
                    top = imageWidth * box.Left; 
                    break; 
                case "ROTATE_180": 
                    left = imageWidth - (imageWidth * (box.Left + box.Width)); 
                    top = imageHeight * (1 - (box.Top + box.Height)); 
                    break; 
                case "ROTATE_270": 
                    left = imageHeight * box.Top; 
                    top = imageWidth * (1 - box.Left - box.Width); 
                    break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("No estimated orientation information. Check 
 Exif data."); 
                    return; 
            } 

            // Display face location information. 
            Console.WriteLine($"Left: {left}"); 
            Console.WriteLine($"Top: {top}"); 
            Console.WriteLine($"Face Width: {imageWidth * box.Width}"); 
            Console.WriteLine($"Face Height: {imageHeight * box.Height}"); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectFacesにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void detectFacesinImage(RekognitionClient rekClient,String 
 sourceImage ) { 
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        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceImage)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder() 
                    .attributes(Attribute.ALL) 
                    .image(souImage) 
                    .build(); 

            DetectFacesResponse facesResponse = 
 rekClient.detectFaces(facesRequest); 
            List<FaceDetail> faceDetails = facesResponse.faceDetails(); 

            for (FaceDetail face : faceDetails) { 
                    AgeRange ageRange = face.ageRange(); 
                    System.out.println("The detected face is estimated to be 
 between " 
                            + ageRange.low().toString() + " and " + 
 ageRange.high().toString() 
                            + " years old."); 

                System.out.println("There is a smile : 
 "+face.smile().value().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectFacesにAWS SDK for Java 2.xAPI リ

ファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun detectFacesinImage(sourceImage: String?) { 

        val souImage = Image { 
            bytes = (File(sourceImage).readBytes()) 
        } 

        val request = DetectFacesRequest { 
            attributes = listOf(Attribute.All) 
            image = souImage 
        } 
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        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val response = rekClient.detectFaces(request) 
          response.faceDetails?.forEach { face -> 
               val ageRange = face.ageRange 
                println("The detected face is estimated to be between 
 ${ageRange?.low.toString()} and ${ageRange?.high.toString()} years old.") 
                println("There is a smile ${face.smile?.value.toString()}") 
          } 
       }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectFacesにAWSSDK for Kotlin API リ

ファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def detect_faces(self): 
        """ 
        Detects faces in the image. 

        :return: The list of faces found in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_faces( 
                Image=self.image, Attributes=['ALL']) 
            faces = [RekognitionFace(face) for face in response['FaceDetails']] 
            logger.info("Detected %s faces.", len(faces)) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't detect faces in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return faces

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectFacesにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。
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『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition を使用して、画像内のラベルを
検出するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のラベルを検出する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。イメージ内のラベルを検出するには。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            string photo = "del_river_02092020_01.jpg"; // "input.jpg"; 
            string bucket = "igsmiths3photos"; // "bucket"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest 
            { 
                Image = new Image() 
                { 
                    S3Object = new S3Object() 
                    { 
                        Name = photo, 
                        Bucket = bucket, 
                    }, 
                }, 
                MaxLabels = 10, 
                MinConfidence = 75F, 
            }; 

            try 
            { 
                DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = await 
 rekognitionClient.DetectLabelsAsync(detectlabelsRequest); 
                Console.WriteLine("Detected labels for " + photo); 
                foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels) 
                { 
                    Console.WriteLine($"Name: {label.Name} Confidence: 
 {label.Confidence}"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        }

コンピュータに保存されているイメージファイル内のラベルを検出します。

        public static async Task Main() 
        { 
            string photo = "input.jpg"; 
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            var image = new Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
            try 
            { 
                using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read); 
                byte[] data = null; 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
                image.Bytes = new MemoryStream(data); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                Console.WriteLine("Failed to load file " + photo); 
                return; 
            } 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest 
            { 
                Image = image, 
                MaxLabels = 10, 
                MinConfidence = 77F, 
            }; 

            try 
            { 
                DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = await 
 rekognitionClient.DetectLabelsAsync(detectlabelsRequest); 
                Console.WriteLine($"Detected labels for {photo}"); 
                foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels) 
                { 
                    Console.WriteLine($"{label.Name}: {label.Confidence}"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectLabelsにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void detectImageLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new URL("https://images.unsplash.com/
photo-1557456170-0cf4f4d0d362?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8MXx8bGFrZXxlbnwwfHwwfHw
%3D&ixlib=rb-1.2.1&w=1000&q=80").openStream(); 
           // InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 
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            // Create an Image object for the source image. 
            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .maxLabels(10) 
                    .build(); 

            DetectLabelsResponse labelsResponse = 
 rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest); 
            List<Label> labels = labelsResponse.labels(); 

            System.out.println("Detected labels for the given photo"); 
            for (Label label: labels) { 
                System.out.println(label.name() + ": " + 
 label.confidence().toString()); 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException | 
 MalformedURLException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectLabelsにAWS SDK for Java 2.xAPI リ

ファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun detectImageLabels(sourceImage: String) { 

        val souImage = Image { 
            bytes = (File(sourceImage).readBytes()) 
        } 
        val request = DetectLabelsRequest { 
            image = souImage 
            maxLabels = 10 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val response = rekClient.detectLabels(request) 
          response.labels?.forEach { label -> 
               println("${label.name} : ${label.confidence}") 
        } 
      }
}
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• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectLabelsにAWSSDK for Kotlin API リ

ファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def detect_labels(self, max_labels): 
        """ 
        Detects labels in the image. Labels are objects and people. 

        :param max_labels: The maximum number of labels to return. 
        :return: The list of labels detected in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_labels( 
                Image=self.image, MaxLabels=max_labels) 
            labels = [RekognitionLabel(label) for label in response['Labels']] 
            logger.info("Found %s labels in %s.", len(labels), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.info("Couldn't detect labels in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return labels

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectLabelsにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition を使用して、イメージ内のモデ
レーションラベルを検出するにはAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージでモデレーションラベルを検出する方法を示します。モ
デレーションラベルは、一部のオーディエンスにとって不適切なコンテンツを識別します。
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詳細については、「」を参照してください。不適切なイメージの検出。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main(string[] args) 
        { 
            string photo = "input.jpg"; 
            string bucket = "bucket"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var detectModerationLabelsRequest = new DetectModerationLabelsRequest() 
            { 
                Image = new Image() 
                { 
                    S3Object = new S3Object() 
                    { 
                        Name = photo, 
                        Bucket = bucket, 
                    }, 
                }, 
                MinConfidence = 60F, 
            }; 

            try 
            { 
                var detectModerationLabelsResponse = await 
 rekognitionClient.DetectModerationLabelsAsync(detectModerationLabelsRequest); 
                Console.WriteLine("Detected labels for " + photo); 
                foreach (ModerationLabel label in 
 detectModerationLabelsResponse.ModerationLabels) 
                { 
                    Console.WriteLine($"Label: {label.Name}"); 
                    Console.WriteLine($"Confidence: {label.Confidence}"); 
                    Console.WriteLine($"Parent: {label.ParentName}"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectModerationLabelsにAWS SDK 

for .NETAPI リファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void detectModLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

    try { 
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
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        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

        Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

        DetectModerationLabelsRequest moderationLabelsRequest = 
 DetectModerationLabelsRequest.builder() 
                .image(souImage) 
                .minConfidence(60F) 
                .build(); 

        DetectModerationLabelsResponse moderationLabelsResponse = 
 rekClient.detectModerationLabels(moderationLabelsRequest); 

        // Display the results 
        List<ModerationLabel> labels = moderationLabelsResponse.moderationLabels(); 
        System.out.println("Detected labels for image"); 

        for (ModerationLabel label : labels) { 
            System.out.println("Label: " + label.name() 
                    + "\n Confidence: " + label.confidence().toString() + "%" 
                    + "\n Parent:" + label.parentName()); 
        } 

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        System.exit(1); 
    } 
  }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectModerationLabelsにAWS SDK for 

Java 2.xAPI リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun detectModLabels(sourceImage: String) { 

        val myImage = Image { 
            this.bytes = (File(sourceImage).readBytes()) 
        } 

        val request = DetectModerationLabelsRequest { 
            image = myImage 
            minConfidence = 60f 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val response = rekClient.detectModerationLabels(request) 
          response.moderationLabels?.forEach { label -> 
              println("Label: ${label.name} - Confidence: ${label.confidence} % 
 Parent: ${label.parentName}") 
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           } 
       }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectModerationLabelsにAWSSDK for 

Kotlin API リファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def detect_moderation_labels(self): 
        """ 
        Detects moderation labels in the image. Moderation labels identify content 
        that may be inappropriate for some audiences. 

        :return: The list of moderation labels found in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_moderation_labels( 
                Image=self.image) 
            labels = [RekognitionModerationLabel(label) 
                      for label in response['ModerationLabels']] 
            logger.info( 
                "Found %s moderation labels in %s.", len(labels), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't detect moderation labels in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return labels

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectModerationLabelsにAWSSDK for 

Python (Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。
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Amazon Rekognition を使用して、画像内のテキスト
を検出するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内のテキストを検出する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。イメージ内のテキストの検出。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            string photo = "Dad_photographer.jpg"; // "input.jpg"; 
            string bucket = "igsmiths3photos"; // "bucket"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var detectTextRequest = new DetectTextRequest() 
            { 
                Image = new Image() 
                { 
                    S3Object = new S3Object() 
                    { 
                        Name = photo, 
                        Bucket = bucket, 
                    }, 
                }, 
            }; 

            try 
            { 
                DetectTextResponse detectTextResponse = await 
 rekognitionClient.DetectTextAsync(detectTextRequest); 
                Console.WriteLine($"Detected lines and words for {photo}"); 
                detectTextResponse.TextDetections.ForEach(text => 
                { 
                    Console.WriteLine($"Detected: {text.DetectedText}"); 
                    Console.WriteLine($"Confidence: {text.Confidence}"); 
                    Console.WriteLine($"Id : {text.Id}"); 
                    Console.WriteLine($"Parent Id: {text.ParentId}"); 
                    Console.WriteLine($"Type: {text.Type}"); 
                }); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine(e.Message); 
            } 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectTextにAWS SDK for .NETAPI リファ

レンス。

Java

SDK for Java 2.x
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    public static void detectTextLabels(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            // Create an Image object for the source image 
            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            DetectTextRequest textRequest = DetectTextRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                   .build(); 

            DetectTextResponse textResponse = rekClient.detectText(textRequest); 
            List<TextDetection> textCollection = textResponse.textDetections(); 

            System.out.println("Detected lines and words"); 
            for (TextDetection text: textCollection) { 
                System.out.println("Detected: " + text.detectedText()); 
                System.out.println("Confidence: " + text.confidence().toString()); 
                System.out.println("Id : " + text.id()); 
                System.out.println("Parent Id: " + text.parentId()); 
                System.out.println("Type: " + text.type()); 
                System.out.println(); 
            } 

           } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectTextにAWS SDK for Java 2.xAPI リ

ファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun detectTextLabels(sourceImage: String?) { 

        val souImage = Image { 
            bytes = (File(sourceImage).readBytes()) 
        } 

        val request = DetectTextRequest { 
            image = souImage 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val response = rekClient.detectText(request) 
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          response.textDetections?.forEach { text -> 
                 println("Detected: ${text.detectedText}") 
                println("Confidence: ${text.confidence}") 
                println("Id: ${text.id}") 
                println("Parent Id:  ${text.parentId}") 
                println("Type: ${text.type}") 
          } 
        }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectTextにAWSSDK for Kotlin API リファ

レンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def detect_text(self): 
        """ 
        Detects text in the image. 

        :return The list of text elements found in the image. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.detect_text(Image=self.image) 
            texts = [RekognitionText(text) for text in response['TextDetections']] 
            logger.info("Found %s texts in %s.", len(texts), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't detect text in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return texts

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。DetectTextにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。
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有名人に関する情報を取得する

Amazon Rekognition で有名人に関する情報を入手す
るにはAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition を使用して、有名人に関する情報を取得する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            string celebId = "nnnnnnnn"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var celebrityInfoRequest = new GetCelebrityInfoRequest 
            { 
                Id = celebId, 
            }; 

            Console.WriteLine($"Getting information for celebrity: {celebId}"); 

            var celebrityInfoResponse = await 
 rekognitionClient.GetCelebrityInfoAsync(celebrityInfoRequest); 

            // Display celebrity information. 
            Console.WriteLine($"celebrity name: {celebrityInfoResponse.Name}"); 
            Console.WriteLine("Further information (if available):"); 
            celebrityInfoResponse.Urls.ForEach(url => 
            { 
                Console.WriteLine(url); 
            }); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。GetCelebrityInfoにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

を使用して、Amazon Rekognition コレクションに顔
をインデックス付けするAWSSDK
次のコード例は、イメージ内の顔にインデックスを作成し、Amazon Rekognition コレクションに追加する
方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。コレクションに顔を追加する。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
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        { 
            string collectionId = "MyCollection2"; 
            string bucket = "doc-example-bucket"; 
            string photo = "input.jpg"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var image = new Image 
            { 
                S3Object = new S3Object 
                { 
                    Bucket = bucket, 
                    Name = photo, 
                }, 
            }; 

            var indexFacesRequest = new IndexFacesRequest 
            { 
                Image = image, 
                CollectionId = collectionId, 
                ExternalImageId = photo, 
                DetectionAttributes = new List<string>() { "ALL" }, 
            }; 

            IndexFacesResponse indexFacesResponse = await 
 rekognitionClient.IndexFacesAsync(indexFacesRequest); 

            Console.WriteLine($"{photo} added"); 
            foreach (FaceRecord faceRecord in indexFacesResponse.FaceRecords) 
            { 
                Console.WriteLine($"Face detected: Faceid is 
 {faceRecord.Face.FaceId}"); 
            } 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。IndexFacesにAWS SDK for .NETAPI リファ

レンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void addToCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionId, String sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            IndexFacesRequest facesRequest = IndexFacesRequest.builder() 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .image(souImage) 
                    .maxFaces(1) 
                    .qualityFilter(QualityFilter.AUTO) 
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                    .detectionAttributes(Attribute.DEFAULT) 
                    .build(); 

            IndexFacesResponse facesResponse = rekClient.indexFaces(facesRequest); 

            // Display the results. 
            System.out.println("Results for the image"); 
            System.out.println("\n Faces indexed:"); 
            List<FaceRecord> faceRecords = facesResponse.faceRecords(); 
            for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) { 
                System.out.println("  Face ID: " + faceRecord.face().faceId()); 
                System.out.println("  Location:" + 
 faceRecord.faceDetail().boundingBox().toString()); 
            } 

            List<UnindexedFace> unindexedFaces = facesResponse.unindexedFaces(); 
            System.out.println("Faces not indexed:"); 
            for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) { 
                System.out.println("  Location:" + 
 unindexedFace.faceDetail().boundingBox().toString()); 
                System.out.println("  Reasons:"); 
                for (Reason reason : unindexedFace.reasons()) { 
                    System.out.println("Reason:  " + reason); 
                } 
            } 

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。IndexFacesにAWS SDK for Java 2.xAPI リ

ファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun addToCollection(collectionIdVal: String?, sourceImage: String) { 

        val souImage = Image { 
            bytes = (File(sourceImage).readBytes()) 
        } 

        val request = IndexFacesRequest { 
            collectionId = collectionIdVal 
            image = souImage 
            maxFaces = 1 
            qualityFilter = QualityFilter.Auto 
            detectionAttributes = listOf(Attribute.Default) 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
            val facesResponse = rekClient.indexFaces(request) 
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            // Display the results. 
            println("Results for the image") 
            println("\n Faces indexed:") 
            facesResponse.faceRecords?.forEach { faceRecord -> 
                println("Face ID: ${faceRecord.face?.faceId}") 
                println("Location: 
 ${faceRecord.faceDetail?.boundingBox.toString()}") 
            } 

            println("Faces not indexed:") 
            facesResponse.unindexedFaces?.forEach { unindexedFace -> 
                println("Location: 
 ${unindexedFace.faceDetail?.boundingBox.toString()}") 
                println("Reasons:") 

                unindexedFace.reasons?.forEach { reason -> 
                    println("Reason:  $reason") 
                } 
            } 
        }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。IndexFacesにAWSSDK for Kotlin API リ

ファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
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            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def index_faces(self, image, max_faces): 
        """ 
        Finds faces in the specified image, indexes them, and stores them in the 
        collection. 

        :param image: The image to index. 
        :param max_faces: The maximum number of faces to index. 
        :return: A tuple. The first element is a list of indexed faces. 
                 The second element is a list of faces that couldn't be indexed. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.index_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, Image=image.image, 
                ExternalImageId=image.image_name, MaxFaces=max_faces, 
                DetectionAttributes=['ALL']) 
            indexed_faces = [ 
                RekognitionFace({**face['Face'], **face['FaceDetail']}) 
                for face in response['FaceRecords']] 
            unindexed_faces = [ 
                RekognitionFace(face['FaceDetail']) 
                for face in response['UnindexedFaces']] 
            logger.info( 
                "Indexed %s faces in %s. Could not index %s faces.", 
 len(indexed_faces), 
                image.image_name, len(unindexed_faces)) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't index faces in image %s.", image.image_name) 
            raise 
        else: 
            return indexed_faces, unindexed_faces

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。IndexFacesにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

を使用して Amazon Rekognition コレクションを一覧
表示するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクションを一覧表示する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。コレクションの一覧表示。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            Console.WriteLine("Listing collections"); 
            int limit = 10; 
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            var listCollectionsRequest = new ListCollectionsRequest 
            { 
                MaxResults = limit, 
            }; 

            var listCollectionsResponse = new ListCollectionsResponse(); 

            do 
            { 
                if (listCollectionsResponse is not null) 
                { 
                    listCollectionsRequest.NextToken = 
 listCollectionsResponse.NextToken; 
                } 

                listCollectionsResponse = await 
 rekognitionClient.ListCollectionsAsync(listCollectionsRequest); 

                listCollectionsResponse.CollectionIds.ForEach(id => 
                { 
                    Console.WriteLine(id); 
                }); 
            } 
            while (listCollectionsResponse.NextToken is not null); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。ListCollectionsにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void listAllCollections(RekognitionClient rekClient) { 

        try { 

            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = 
 ListCollectionsRequest.builder() 
                    .maxResults(10) 
                    .build(); 

            ListCollectionsResponse response = 
 rekClient.listCollections(listCollectionsRequest); 
            List<String> collectionIds = response.collectionIds(); 
            for (String resultId : collectionIds) { 
                System.out.println(resultId); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
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• API の詳細については、「」を参照してください。ListCollectionsにAWS SDK for Java 2.xAPI 
リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun listAllCollections() { 

        val request = ListCollectionsRequest { 
            maxResults = 10 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val response = rekClient.listCollections(request) 
          response.collectionIds?.forEach { resultId -> 
            println(resultId) 
          } 
        }
}

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。ListCollectionsにAWSSDK for Kotlin API リ

ファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollectionManager: 
    """ 
    Encapsulates Amazon Rekognition collection management functions. 
    This class is a thin wrapper around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the collection manager object. 

        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def list_collections(self, max_results): 
        """ 
        Lists collections for the current account. 

        :param max_results: The maximum number of collections to return. 
        :return: The list of collections for the current account. 
        """ 
        try: 
            response = 
 self.rekognition_client.list_collections(MaxResults=max_results) 
            collections = [ 
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                RekognitionCollection({'CollectionId': col_id}, 
 self.rekognition_client) 
                for col_id in response['CollectionIds']] 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't list collections.") 
            raise 
        else: 
            return collections

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。ListCollectionsにAWSSDK for Python 

(Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition コレクション内の顔をAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクション内の顔を表示する方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。コレクション内の顔の一覧表示。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            string collectionId = "MyCollection2"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var listFacesResponse = new ListFacesResponse(); 
            Console.WriteLine($"Faces in collection {collectionId}"); 

            var listFacesRequest = new ListFacesRequest 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
                MaxResults = 1, 
            }; 

            do 
            { 
                listFacesResponse = await 
 rekognitionClient.ListFacesAsync(listFacesRequest); 
                listFacesResponse.Faces.ForEach(face => 
                { 
                    Console.WriteLine(face.FaceId); 
                }); 

                listFacesRequest.NextToken = listFacesResponse.NextToken; 
            } 
            while (!string.IsNullOrEmpty(listFacesResponse.NextToken)); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
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• API の詳細については、「」を参照してください。ListFacesにAWS SDK for .NETAPI リファレ
ンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void listFacesCollection(RekognitionClient rekClient, String 
 collectionId ) { 

        try { 
            ListFacesRequest facesRequest = ListFacesRequest.builder() 
                .collectionId(collectionId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            ListFacesResponse facesResponse = rekClient.listFaces(facesRequest); 

            // For each face in the collection, print out the confidence level and 
 face id value. 
            List<Face> faces = facesResponse.faces(); 
            for (Face face: faces) { 
                System.out.println("Confidence level there is a face: 
 "+face.confidence()); 
                System.out.println("The face Id value is "+face.faceId()); 
            } 

        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
         } 
      }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。ListFacesにAWS SDK for Java 2.xAPI リ

ファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun listFacesCollection(collectionIdVal: String?) { 

        val request = ListFacesRequest { 
            collectionId = collectionIdVal 
            maxResults =10 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
        val response = rekClient.listFaces(request) 
        response.faces?.forEach { face -> 
                println("Confidence level there is a face: ${face.confidence}") 
                println("The face Id value is ${face.faceId}") 
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            } 
       } 
  }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。ListFacesにAWSSDK for Kotlin API リファ

レンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def list_faces(self, max_results): 
        """ 
        Lists the faces currently indexed in the collection. 

        :param max_results: The maximum number of faces to return. 
        :return: The list of faces in the collection. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.list_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, MaxResults=max_results) 
            faces = [RekognitionFace(face) for face in response['Faces']] 
            logger.info( 
                "Found %s faces in collection %s.", len(faces), self.collection_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't list faces in collection %s.", self.collection_id) 
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            raise 
        else: 
            return faces

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。ListFacesにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition を使用して、画像内の有名人を
認識するAWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition でイメージ内の有名人を認識する方法を示します。

詳細については、「」を参照してください。イメージ内の有名人を認識するには。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main(string[] args) 
        { 
            string photo = "moviestars.jpg"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            var recognizeCelebritiesRequest = new RecognizeCelebritiesRequest(); 

            var img = new Amazon.Rekognition.Model.Image(); 
            byte[] data = null; 
            try 
            { 
                using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read); 
                data = new byte[fs.Length]; 
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                Console.WriteLine($"Failed to load file {photo}"); 
                return; 
            } 

            img.Bytes = new MemoryStream(data); 
            recognizeCelebritiesRequest.Image = img; 

            Console.WriteLine($"Looking for celebrities in image {photo}\n"); 

            var recognizeCelebritiesResponse = await 
 rekognitionClient.RecognizeCelebritiesAsync(recognizeCelebritiesRequest); 

            Console.WriteLine($"{recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.Count} 
 celebrity(s) were recognized.\n"); 
            recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.ForEach(celeb => 
            { 
                Console.WriteLine($"Celebrity recognized: {celeb.Name}"); 
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                Console.WriteLine($"Celebrity ID: {celeb.Id}"); 
                BoundingBox boundingBox = celeb.Face.BoundingBox; 
                Console.WriteLine($"position: {boundingBox.Left} 
 {boundingBox.Top}"); 
                Console.WriteLine("Further information (if available):"); 
                celeb.Urls.ForEach(url => 
                { 
                    Console.WriteLine(url); 
                }); 
            }); 

            
 Console.WriteLine($"{recognizeCelebritiesResponse.UnrecognizedFaces.Count} face(s) 
 were unrecognized."); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。RecognizeCelebritiesにAWS SDK 

for .NETAPI リファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient, String 
 sourceImage) { 

        try { 

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Image souImage = Image.builder() 
                .bytes(sourceBytes) 
                .build(); 

            RecognizeCelebritiesRequest request = 
 RecognizeCelebritiesRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .build(); 

            RecognizeCelebritiesResponse result = 
 rekClient.recognizeCelebrities(request) ; 

            List<Celebrity> celebs=result.celebrityFaces(); 
            System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n"); 

            for (Celebrity celebrity: celebs) { 
                System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name()); 
                System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id()); 

                System.out.println("Further information (if available):"); 
                for (String url: celebrity.urls()){ 
                    System.out.println(url); 
                } 
                System.out.println(); 
            } 
            System.out.println(result.unrecognizedFaces().size() + " face(s) were 
 unrecognized."); 
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        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
     }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。RecognizeCelebritiesにAWS SDK for Java 

2.xAPI リファレンス。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

suspend fun recognizeAllCelebrities(sourceImage: String?) { 

        val souImage = Image { 
            bytes = (File(sourceImage).readBytes()) 
        } 

        val request = RecognizeCelebritiesRequest{ 
            image = souImage 
        } 

        RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient -> 
          val response = rekClient.recognizeCelebrities(request) 
          response.celebrityFaces?.forEach { celebrity -> 
                println("Celebrity recognized: ${celebrity.name}") 
                println("Celebrity ID:${celebrity.id}") 
                println("Further information (if available):") 
                celebrity.urls?.forEach { url -> 
                      println(url) 
                } 
             } 
          println("${response.unrecognizedFaces?.size} face(s) were unrecognized.") 
        } 
  }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。RecognizeCelebritiesにAWSSDK for Kotlin 

API リファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionImage: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
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    """ 
    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes the image object. 

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or 
                      an Amazon S3 bucket and object key. 
        :param image_name: The name of the image. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.image = image 
        self.image_name = image_name 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    def recognize_celebrities(self): 
        """ 
        Detects celebrities in the image. 

        :return: A tuple. The first element is the list of celebrities found in 
                 the image. The second element is the list of faces that were 
                 detected but did not match any known celebrities. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.recognize_celebrities( 
                Image=self.image) 
            celebrities = [RekognitionCelebrity(celeb) 
                           for celeb in response['CelebrityFaces']] 
            other_faces = [RekognitionFace(face) 
                           for face in response['UnrecognizedFaces']] 
            logger.info( 
                "Found %s celebrities and %s other faces in %s.", len(celebrities), 
                len(other_faces), self.image_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't detect celebrities in %s.", self.image_name) 
            raise 
        else: 
            return celebrities, other_faces

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。RecognizeCelebritiesにAWSSDK for Python 

(Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索する
には、AWSSDK
次のコード例は、コレクションの別の顔と一致する Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索する
方法を示しています。

詳細については、「」を参照してください。顔 (フェイス ID) を検索する。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
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        { 
            string collectionId = "MyCollection"; 
            string faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            // Search collection for faces matching the face id. 
            var searchFacesRequest = new SearchFacesRequest 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
                FaceId = faceId, 
                FaceMatchThreshold = 70F, 
                MaxFaces = 2, 
            }; 

            SearchFacesResponse searchFacesResponse = await 
 rekognitionClient.SearchFacesAsync(searchFacesRequest); 

            Console.WriteLine("Face matching faceId " + faceId); 

            Console.WriteLine("Matche(s): "); 
            searchFacesResponse.FaceMatches.ForEach(face => 
            { 
                Console.WriteLine($"FaceId: {face.Face.FaceId} Similarity: 
 {face.Similarity}"); 
            }); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。SearchFacesにAWS SDK for .NETAPI リ

ファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void searchFaceInCollection(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId, String sourceImage) { 

        try { 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(sourceImage)); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Image souImage = Image.builder() 
                    .bytes(sourceBytes) 
                    .build(); 

            SearchFacesByImageRequest facesByImageRequest = 
 SearchFacesByImageRequest.builder() 
                    .image(souImage) 
                    .maxFaces(10) 
                    .faceMatchThreshold(70F) 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .build(); 

            SearchFacesByImageResponse imageResponse = 
 rekClient.searchFacesByImage(facesByImageRequest) ; 

            // Display the results. 
            System.out.println("Faces matching in the collection"); 
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            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches(); 
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) { 
                System.out.println("The similarity level is  "+face.similarity()); 
                System.out.println(); 
            } 
        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。SearchFacesにAWS SDK for Java 2.xAPI 

リファレンス。

Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def search_faces(self, face_id, threshold, max_faces): 
        """ 
        Searches for faces in the collection that match another face from the 
        collection. 

        :param face_id: The ID of the face in the collection to search for. 
        :param threshold: The match confidence must be greater than this value 
                          for a face to be included in the results. 
        :param max_faces: The maximum number of faces to return. 
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        :return: The list of matching faces found in the collection. This list does 
                 not contain the face specified by `face_id`. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.search_faces( 
                CollectionId=self.collection_id, FaceId=face_id, 
                FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=max_faces) 
            faces = [RekognitionFace(face['Face']) for face in 
 response['FaceMatches']] 
            logger.info( 
                "Found %s faces in %s that match %s.", len(faces), 
 self.collection_id, 
                face_id) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't search for faces in %s that match %s.", 
 self.collection_id, 
                face_id) 
            raise 
        else: 
            return faces

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。SearchFacesにAWSSDK for Python (Boto3) 

API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。

Amazon Rekognition コレクション内の顔を検索
し、AWSSDK
次のコード例は、Amazon Rekognition コレクション内の顔と参照画像を検索する方法を示します。

詳細については、「」を参照してください。顔を検索する (画像)。

.NET

AWS SDK for .NET

        public static async Task Main() 
        { 
            string collectionId = "MyCollection"; 
            string bucket = "bucket"; 
            string photo = "input.jpg"; 

            var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient(); 

            // Get an image object from S3 bucket. 
            var image = new Image() 
            { 
                S3Object = new S3Object() 
                { 
                    Bucket = bucket, 
                    Name = photo, 
                }, 
            }; 
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            var searchFacesByImageRequest = new SearchFacesByImageRequest() 
            { 
                CollectionId = collectionId, 
                Image = image, 
                FaceMatchThreshold = 70F, 
                MaxFaces = 2, 
            }; 

            SearchFacesByImageResponse searchFacesByImageResponse = await 
 rekognitionClient.SearchFacesByImageAsync(searchFacesByImageRequest); 

            Console.WriteLine("Faces matching largest face in image from " + 
 photo); 
            searchFacesByImageResponse.FaceMatches.ForEach(face => 
            { 
                Console.WriteLine($"FaceId: {face.Face.FaceId}, Similarity: 
 {face.Similarity}"); 
            }); 
        }

• 手順とその他のコードについては「GitHub」でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。SearchFacesByImageにAWS SDK 

for .NETAPI リファレンス。

Java

SDK for Java 2.x

    public static void searchFacebyId(RekognitionClient rekClient,String 
 collectionId, String faceId) { 

        try { 
            SearchFacesRequest searchFacesRequest = SearchFacesRequest.builder() 
                    .collectionId(collectionId) 
                    .faceId(faceId) 
                    .faceMatchThreshold(70F) 
                    .maxFaces(2) 
                    .build(); 

            SearchFacesResponse imageResponse = 
 rekClient.searchFaces(searchFacesRequest) ; 

            // Display the results. 
            System.out.println("Faces matching in the collection"); 
            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches(); 
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) { 
                System.out.println("The similarity level is  "+face.similarity()); 
                System.out.println(); 
            } 
        } catch (RekognitionException e) { 
            System.out.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。SearchFacesByImageにAWS SDK for Java 

2.xAPI リファレンス。
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Python

SDK for Python (Boto3)

class RekognitionCollection: 
    """ 
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper 
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API. 
    """ 
    def __init__(self, collection, rekognition_client): 
        """ 
        Initializes a collection object. 

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to 
                           create_collection. 
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client. 
        """ 
        self.collection_id = collection['CollectionId'] 
        self.collection_arn, self.face_count, self.created = 
 self._unpack_collection( 
            collection) 
        self.rekognition_client = rekognition_client 

    @staticmethod 
    def _unpack_collection(collection): 
        """ 
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by 
        describe_collection. 

        :param collection: The collection data. 
        :return: A tuple of the data in the collection. 
        """ 
        return ( 
            collection.get('CollectionArn'), 
            collection.get('FaceCount', 0), 
            collection.get('CreationTimestamp')) 

    def search_faces_by_image(self, image, threshold, max_faces): 
        """ 
        Searches for faces in the collection that match the largest face in the 
        reference image. 

        :param image: The image that contains the reference face to search for. 
        :param threshold: The match confidence must be greater than this value 
                          for a face to be included in the results. 
        :param max_faces: The maximum number of faces to return. 
        :return: A tuple. The first element is the face found in the reference 
 image. 
                 The second element is the list of matching faces found in the 
                 collection. 
        """ 
        try: 
            response = self.rekognition_client.search_faces_by_image( 
                CollectionId=self.collection_id, Image=image.image, 
                FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=max_faces) 
            image_face = RekognitionFace({ 
                'BoundingBox': response['SearchedFaceBoundingBox'], 
                'Confidence': response['SearchedFaceConfidence'] 
            }) 
            collection_faces = [ 
                RekognitionFace(face['Face']) for face in response['FaceMatches']] 
            logger.info("Found %s faces in the collection that match the largest " 
                        "face in %s.", len(collection_faces), image.image_name) 
        except ClientError: 
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            logger.exception( 
                "Couldn't search for faces in %s that match %s.", 
 self.collection_id, 
                image.image_name) 
            raise 
        else: 
            return image_face, collection_faces

• 手順とその他のコードについては GitHub でご確認いただけます。
• API の詳細については、「」を参照してください。SearchFacesByImageにAWSSDK for 

Python (Boto3) API リファレンス。

『AWS SDK デベロッパーガイド』と「コード例」の詳細なリストについては (開始時のヘルプ、以前の
バージョンに関する情報など)、「Rekognition をAWSSDK (p. 15)」を参照してください。
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Identity and Access Management

Amazon Rekognition セキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

以下のトピックを使用して Amazon Rekognition リソースをセキュリティで保護する方法について説明し
ます。

トピックス
• Amazon Rekognition 用の Identity and Access Management (p. 472)
• Amazon Rekognition でのデータ保護 (p. 488)
• Rekognition モニタリング (p. 490)
• を使用した Amazon Rekognition API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 495)
• Amazon VPC エンドポイントを使用した Rekognition の使用 (p. 497)
• Amazon Rekognition のコンプライアンス検証 (p. 499)
• Amazon Rekognition の耐障害性 (p. 500)
• Amazon Rekognition での設定と脆弱性の分析 (p. 500)
• Amazon Rekognition でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 500)

Amazon Rekognition 用の Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management(IAM) は、管理者が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。AWSIAM 管理者は、誰にできるかを制御する認証済み(サインイン) と認
可Amazon Rekognition リソースを使用するには (権限を持つ)。IAM は、無料で使用できる AWS のサービ
スです。

トピック
• 対象者 (p. 472)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 473)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 475)
• Amazon Rekognition で IAM が機能する仕組み (p. 477)
• AWSAmazon Rekognition の管理ポリシー (p. 480)
• Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 484)
• Amazon Rekognition アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 486)

対象者
を使用する方法AWS Identity and Access Management(IAM) は、Amazon Rekognition で行う作業に応じて
異なります。

サービスユーザー— ジョブを実行するために Amazon Rekognition サービスを使用する場合は、管理者が
必要なアクセス許可と認証情報を用意します。さらに多くの Amazon Rekognition 機能を使用して作業を
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行う場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、
管理者に適切な許可をリクエストするために役に立ちます。Amazon Rekognition の機能にアクセスできな
い場合は、「」を参照してください。Amazon Rekognition アイデンティティとアクセスのトラブルシュー
ティング (p. 486)。

サービス管理者— 社内の Amazon Rekognition リソースを担当している場合は、通常、Amazon 
Rekognition へのフルアクセスがあります。管理者は、従業員がどの Amazon Rekognition 機能とリソース
にアクセスする必要があるかを判断する責任を担います。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。お客様の会社で Amazon Rekognition で IAM を利用する方法の詳細については、「」を
参照してください。Amazon Rekognition で IAM が機能する仕組み (p. 477)。

IAM 管理者— IAM 管理者は、Amazon Rekognition 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 Amazon Rekognition 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。Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリ
シーの例 (p. 484)。

アイデンティティを使用した認証
認証は、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。AWS Management 
Consoleを使用したサインインの詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとしての AWS Management Console へのサインイン」を参照してください。

AWS アカウント のルートユーザーもしくは IAM 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、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン認証を使用
することも、Google や Facebook を使用してサインインすることもできます。このような場合、管理者は
以前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定しました。他の会社の認証情報を使用して AWS 
にアクセスした場合、ロールを間接的に割り当てられています。

AWS Management Consoleに直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは 
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラム的にアクセスできます。AWS は、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的で署名する
ための SDK とコマンドラインツールを提供します。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。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル、署名
バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の 「署
名バージョン 4 の署名プロセス」 を参照してください。

使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS 
では多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを高めることを推奨しています。詳細につい
ては、『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 を初めて作成する場合は、このアカウントのすべての AWS サービスとリソースに対し
て完全なアクセス権限を持つシングルサインインアイデンティティで始めます。このアイデンティティは 
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。強くお勧めするのは、日常的なタスクには、それが管
理者タスクであっても、ルートユーザーを使用しないことです。代わりに、初期の IAM ユーザーを作成
するためにのみ、ルートユーザーを使用するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユー
ザーの認証情報を安全な場所に保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクの
みを実行します。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、単一のユーザーまたはアプリケーションに対する特定の許可を持つ AWS アカウント 内
のアイデンティティです。IAM ユーザーは、ユーザー名とパスワード、アクセスキーのセットなど、長
期的な認証情報を持つことができます。アクセスキーの生成方法の詳細については、『IAM ユーザーガイ
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ド』の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。IAM ユーザーにアクセスキーを生成
するとき、必ずキーペアを表示して安全に保存してください。後になって、シークレットアクセスキーを
回復することはできません。新しいアクセスキーペアを生成する必要があります。

IAM グループ は、IAM ユーザーのコレクション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、一度に複数のユーザーに対してアクセス許可
を指定できます。多数の組のユーザーがある場合、グループを使用すると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アクセス許可
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 人の特定の人または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、ロールではテンポラリ認証情報が利用できます。詳細については、
『IAM ユーザーガイド』の「IAM ユーザーの作成が適している場合 (ロールではなく)」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロール は、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント 内の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 Management Consoleで IAM ロールをテンポラリ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 演算を呼び出すか、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 ロールとテンポラリ認証情報は、次の状況で役立ちます。

• テンポラリ IAM ユーザーアクセス許可 - IAM ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なるアクセス
許可をテンポラリに IAM ロールで引き受けることができます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス - IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、エ
ンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブ ID プロバイダーからの既存のアイデンティティを
使用できます。このようなユーザーは フェデレーティッドユーザー と呼ばれます。AWS では、ID プロ
バイダーを通じてアクセスがリクエストされたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り当て
ます。フェデレーティッドユーザーの詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「フェデレーティッ
ドユーザーとロール」を参照してください。

• 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。ロールは、クロスアカウントアク
セスを許可する主な方法です。ただし、一部の AWS のサービスでは、(ロールをプロキシとして使用す
る代わりに) リソースにポリシーを直接アタッチできます。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。

• [Cross-service access] (クロスサービスアクセス) – 一部の AWS のサービスは、AWS の他のサービスの
機能を使用します。例えば、サービスで呼び出しを行う場合、そのサービスでは Amazon EC2 でアプリ
ケーションを実行したり、Amazon S3 にオブジェクトを保存したりするのが一般的です。サービスは、
呼び出し元プリンシパルのアクセス許可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこ
れを行う場合があります。
• [Principal permissions] (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みなされます。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場合、別のサービスで別のアクションをトリガー
するアクションを実行することがあります。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、「」
を参照してください。Amazon Rekognition のアクション、リソース、および条件キーのサービス認証
リファレンス。

• [Service role] (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権限を委任するロールの作
成」を参照してください。
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• [Service-linked role] (サービスリンクロール) – サービスリンクロールは、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、IAM アカウント内に表示され、サービ
スによって所有されます。IAM 管理者は、サービス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。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション – EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API リクエストを作成し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ために、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
ンスタンスに添付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テンポラリ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 ロールを使用してアクセス許可を付与する」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。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でのアクセスは、ポリシーを作成し、それらを IAM アイデンティティまたは AWS リソースに添付
することで制御できます。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、ID 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。ルートユーザーまたは IAM ユーザーとしてサインインすることも、IAM 
ロールを引き受けることもできます。その後リクエストを行うと、AWS が関連するアイデンティティベー
スまたはリソースベースのポリシーを評価します。ポリシーでのアクセス許可により、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。

すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、アクセス許可のない状態からスタートします。
言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらでき
ません。何かを実行するアクセス許可をユーザーに付与するには、管理者がユーザーにアクセス許可ポリ
シーを添付する必要があります。また、管理者は、必要なアクセス許可があるグループにユーザーを追加
できます。管理者がグループにアクセス許可を付与すると、そのグループ内のすべてのユーザーにこれら
のアクセス許可が付与されます。

IAM ポリシーは、演算の実行方法を問わず、アクションのアクセス許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS 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を使用する
アイデンティティベースポリシーは、IAM user 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 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。

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ています。管
理ポリシーは、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。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーが含まれます。管
理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
「管理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。
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リソースベースのポリシーを利用する
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
のポリシーの例は、IAM ロールの信頼ポリシー および Amazon S3 バケットポリシーです。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、ポリシーは、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を定義します。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 IAM の AWS 管理ポリシーを使用することはできません。

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。

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。

その他のポリシータイプ
AWS では、別のあまり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。

• 許可の境界 - 許可の境界は、ID ベースのポリシーが 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。エンティティの許可の境界を設定できます。結果と
して得られる許可は、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許可の境界の共通部分で
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は、許可の境
界では制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になり
ます。許可の境界の詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「IAM エンティティの許可の境界」を
参照してください。

• [Service control policies (SCPs)] (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) に最大アクセス許可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、
お客様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、サービス制御ポリシー (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 (各 AWS アカウント ルートユー
ザーなど) に対するアクセス許可を制限します。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テンポラリ
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。結果として得ら
れるセッションの許可は、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
リシーの共通部分です。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、その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
さらに複雑になります。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。
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Amazon Rekognition で IAM が機能する仕組み
IAM を使用して Amazon Rekognition へのアクセスを管理する前に、Amazon Rekognition で使用できる 
IAM 機能について理解しておく必要があります。Amazon Rekognition およびその他の方法の概要を説明し
ます。AWSサービスは IAM と連携します。AWSIAM と連携するサービスのIAM ユーザーガイド。

トピック
• Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリシー (p. 477)
• Amazon Rekognition リソースベースのポリシー (p. 478)
• Amazon Rekognition の IAM ロール (p. 479)

Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリシー
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、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。Amazon Rekognition は、特定のアクション、リソース、
および条件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「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。

アクション
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。

JSON ポリシーの Action 要素は、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
ションを記述します。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API 演算と同じです。一致する 
API 演算を持たないアクセス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演算もあります。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、関連付けられた操作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。

Amazon Rekognition のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックスを使用しま
す。rekognition:。 たとえば、Amazon Rekognition でイメージ内のオブジェクト、シーン、
または概念を検出するアクセス許可を付与するには、DeleteLabelsAPI オペレーションで
は、rekognition:DetectLabels彼らのポリシーでの行動。ポリシーステートメントには、Action ま
たは NotAction 要素を含める必要があります。Amazon Rekognition は、このサービスで実行できるタス
クを記述する独自のアクションのセットを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります：

"Action": [ 
      "rekognition:action1", 
      "rekognition:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、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": "rekognition:Describe*"

Amazon Rekognition アクションのリストを表示するには、「」を参照してください。Amazon 
Rekognition で定義されるアクションのIAM ユーザーガイド。

リソース
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。
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Resource JSON ポリシーエレメントは、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 エレメント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、リソースレベルのアクセス許可 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。

操作のリスト化など、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、ワイルドカード (*) を
使用して、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します。

"Resource": "*"

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 MyCollection コレクションを指定するには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:collection/MyCollection"

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:rekognition:us-east-1:123456789012:collection/*"

リソースの作成を含む、一部の Amazon Rekognition 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": "*"

Amazon Rekognition リソースタイプおよびその ARN のリストを表示するには、「」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition で定義されるリソースのIAM ユーザーガイド。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、「」を参照してください。Amazon Rekognition で定義されるアクショ
ン。

条件キー
Amazon Rekognition にはサービス固有条件キーがありませんが、いくつかのグローバル条件キーの使用を
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。

Amazon Rekognition リソースベースのポリシー
Amazon Rekognition では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースのアクセス権限ポリシーもサポートされています。
例えば、ポリシーを S3 バケットに添付して、そのバケットに対するアクセス許可を管理できます。

Amazon S3 バケットに保存されているイメージにアクセスするには、S3 バケット内のオブジェクトへの
アクセス許可が必要です。このアクセス権限があれば、Amazon Rekognition は S3 バケットからイメー
ジをダウンロードできます。次のポリシー例では、ユーザーは Tests3bucket という S3 バケットに対し
て、s3:GetObject アクションを実行できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObject", 
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            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::Tests3bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

バージョニングを有効にして S3 バケットを使用するには、次の例に示すよう
に、s3:GetObjectVersion アクションを追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::Tests3bucket/*" 
            ] 
        } 
    ]

Amazon Rekognition の IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

Amazon Rekognition での一時的な認証情報の使用
テンポラリ認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、または
クロスアカウントロールを引き受けることができます。テンポラリセキュリティ認証情報を取得するに
は、AWS STSAssumeRole または GetFederationToken などの API オペレーションを呼び出します。

Amazon Rekognition では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール
サービスリンクロールを使用すると、AWS のサービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースに
アクセスし、アクションを完了することができます。サービスリンクロールは IAM アカウント内に表示さ
れ、サービスによって所有されます。IAM 管理者はサービスリンク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 Rekognition では、サービスにリンクされたロールはサポートされていません。

サービスロール
この機能では、サービスロールをユーザーに代わって引き受けることをサービスに許可します。このロー
ルにより、サービスはユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを実行でき
ます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、サービスによって所有されます。つまり、IAM 管
理者は、このロールのアクセス許可を変更できます。ただし、これを行うことにより、サービスの機能が
損なわれる場合があります。

Amazon Rekognition では、サービスロールがサポートされています。

Amazon Rekognition での IAM ロールの選択
保存した動画を分析するために Amazon Rekognition を設定する場合は、ユーザーに代わり Amazon 
Rekognition が Amazon SNS にアクセスすること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、Amazon Rekognition は選択で
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きるロールのリストを示します。詳細については、「the section called “Amazon Rekognition Video の設
定” (p. 68)」を参照してください。

AWSAmazon Rekognition の管理ポリシー

ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS 
マネージドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマー管理
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS管理ポリシー
を使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWSアカウント
で利用できます。AWS 管理ポリシーの詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の[AWS 
managed policies] (管理ポリシー) を参照してください。

AWS サービスは、AWS 管理ポリシーを維持および更新します。AWS 管理ポリシーのアクセス許可を変
更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS管理ポリシー
にアクセス許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーが添付されている、すべての
アイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール)に影響を与えます。新しい機能が立ち上げられた場
合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスがAWS 管理ポリシーを更新する可能
性が最も高くなります。サービスは、AWS 管理ポリシーからの許可を削除しないため、ポリシーの更新に
よって既存の許可が破棄されることはありません。

加えてAWSでは、複数のサービスにまたがるジョブ機能のための管理ポリシーもサポートしています。例
えば、ReadOnlyAccessAWS管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの読み取り
専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS 追加された演算とリ
ソースに対し、読み取り専用のアクセス許可を設定します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明について
は、IAM ユーザーガイドの「AWS ジョブ機能の管理ポリシー」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AmazonRekognitionFullAccess
AmazonRekognitionFullAccessAmazon Rekognition リソースに対して、コレクションの作成や削除
なども含めて、フルアクセスを許可します。

AmazonRekognitionFullAccess ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付できます。

同意の詳細

このポリシーには、以下の同意が含まれています。

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

AWS 管理ポリシー: AmazonRekognitionReadOnlyAccess
AmazonRekognitionReadOnlyAccessAmazon Rekognition リソースへの読み取り専用アクセスを許可
します。
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AmazonRekognitionReadOnlyAccess ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付できます。

同意の詳細

このポリシーには、以下の同意が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:CompareFaces", 
                "rekognition:DetectFaces", 
                "rekognition:DetectLabels", 
                "rekognition:ListCollections", 
                "rekognition:ListFaces", 
                "rekognition:SearchFaces", 
                "rekognition:SearchFacesByImage", 
                "rekognition:DetectText",  
                "rekognition:GetCelebrityInfo", 
                "rekognition:RecognizeCelebrities", 
                "rekognition:DetectModerationLabels",   
                "rekognition:GetLabelDetection", 
                "rekognition:GetFaceDetection", 
                "rekognition:GetContentModeration", 
                "rekognition:GetPersonTracking", 
                "rekognition:GetCelebrityRecognition", 
                "rekognition:GetFaceSearch", 
                "rekognition:GetTextDetection", 
                "rekognition:GetSegmentDetection", 
                "rekognition:DescribeStreamProcessor", 
                "rekognition:ListStreamProcessors", 
                "rekognition:DescribeProjects", 
                "rekognition:DescribeProjectVersions", 
                "rekognition:DetectCustomLabels", 
                "rekognition:DetectProtectiveEquipment", 
                "rekognition:ListTagsForResource", 
                "rekognition:ListDatasetEntries", 
                "rekognition:ListDatasetLabels", 
                "rekognition:DescribeDataset" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonrekognitionServiceRole
AmazonRekognitionServiceRoleAmazon Rekognition は、お客様に代わって Amazon Kinesis Data 
Streams および Amazon SNS サービスを呼び出すことを許可します。

AmazonRekognitionServiceRole ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付できます。

同意の詳細

このポリシーには、以下の同意が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesis:PutRecord", 
                "kinesis:PutRecords" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kinesisvideo:GetDataEndpoint", 
                "kinesisvideo:GetMedia" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: 
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
このポリシーは、Amazon Rekognition カスタムラベル; ユーザー向けで
す。AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess ポリシーを使用して、ユーザーが Amazon Rekognition 
カスタムラベル API へのフルアクセスと、Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールによって作成
されたコンソールバケットへのフルアクセスを許可します。

同意の詳細

このポリシーには、以下の同意が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*custom-labels*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:CreateProject", 
                "rekognition:CreateProjectVersion", 
                "rekognition:StartProjectVersion", 
                "rekognition:StopProjectVersion", 

482



Amazon Rekognition 開発者ガイド
AWS 管理ポリシー

                "rekognition:DescribeProjects", 
                "rekognition:DescribeProjectVersions", 
                "rekognition:DetectCustomLabels", 
                "rekognition:DeleteProject", 
                "rekognition:DeleteProjectVersion" 
                "rekognition:TagResource", 
                "rekognition:UntagResource", 
                "rekognition:ListTagsForResource", 
                "rekognition:CreateDataset", 
                "rekognition:ListDatasetEntries", 
                "rekognition:ListDatasetLabels", 
                "rekognition:DescribeDataset", 
                "rekognition:UpdateDatasetEntries", 
                "rekognition:DistributeDatasetEntries", 
                "rekognition:DeleteDataset" 

            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Rekognition の更新はAWSマネージドポリシー

への更新の詳細を表示します。AWSAmazon Rekognition の管理ポリシーは、このサービスがこれらの変
更の追跡を開始した以降の分について確認しています。このページの変更に関する自動通知を受けるに
は、Amazon Rekognition の RSS フィードを購読してください。ドキュメント履歴ページで.

変更 説明 日付

以下の管理ポリシーのデータ
セット管理が更新されます。

• AWS 管理ポリシー: 
AmazonRekognitionReadOnlyAccess (p. 480)

• AWS 管理ポリシー: 
AmazonRekognitionFullAccess (p. 480)

• AWS 管理ポリシー: 
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess (p. 482)

Amazon Rekognition 
は、AmazonRekognitionReadOnlyAccess、AmazonrekognitionfullOnlyAccess、
および
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 
管理ポリシーに以下のアクショ
ンを追加しました。

• CreateDataset
• ListDatasetEntries
• ListDatasetLabels
• DescribeDataset
• UpdateDatasetEntries
• DistributeDatasetEntries
• DeleteDataset

2021年11月1日

用のタグ更新プログラ
ムAWS 管理ポリシー: 
AmazonRekognitionReadOnlyAccess (p. 480)そ
してAWS 管理ポリシー: 
AmazonRekognitionFullAccess (p. 480)

Amazon Rekognition 
は、AmazonrekognitionFullAccess 
および 
AmazonrekognitionReadOnlyAccess 
ポリシーに新しいタグ付けアク
ションを追加しました。

2021 年 4 月 2 日

Amazon Rekognition は変更の追
跡を開始しました

Amazon Rekognition の変更の追
跡を開始しましたAWS管理ポリ
シー。

2021 年 4 月 2 日
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Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリ
シーの例
IAM ユーザーおよびロールのデフォルトでは、Amazon Rekognition リソースを作成または変更するアクセ
ス許可は付与されていません。AWS Management Console、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、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定
の API オペレーションを実行するアクセス許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必
要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリ
シーを添付します。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、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「JSON タブでのポリシーの作成」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. 484)
• Amazon Rekognition コンソールの使用 (p. 484)
• Amazon Rekognition カスタムラベルポリシーの例 (p. 485)
• 例 1: リソースへの読み取り専用アクセスをユーザーに許可する (p. 485)
• 例 2: リソースへのフルアクセスをユーザーに許可する (p. 485)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 486)

ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースポリシーは非常に強力です。これらは、アカウント内で Amazon Rekognition リ
ソースを作成、アクセス、削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS ア
カウント に追加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成または編集す
るときは、以下のガイドラインと推奨事項に従います：

• の使用を開始します。AWSマネージドポリシー— Amazon Rekognition をすぐに使い始めるには、AWS
従業員に必要なアクセス許可を付与するための管理ポリシー。これらのポリシーはアカウントで既に有
効になっており、AWS によって管理および更新されています。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「AWS 管理ポリシーを使用したアクセス許可の使用スタート」を参照してください。

• 最小権限を付与する – カスタムポリシーを作成するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。最小限のアクセス許可からスタートし、必要に応じて追加のアクセス許可を付与します。この方
法は、寛容なアクセス許可で始め、後でそれらを強化しようとするよりも安全です。詳細については、
『IAM ユーザーガイド』の「最小特権を認める」を参照してください。

• 機密性の高い操作に MFA を有効にする – 追加セキュリティとして、機密性の高いリソースまたは API 
操作にアクセスするために IAM ユーザーに対して、多要素認証 (MFA) の使用を要求します。詳細につ
いては、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。

• 追加のセキュリティとしてポリシー条件を使用する – 実行可能な範囲内で、ID ベースのポリシーでリ
ソースへのアクセスを許可する条件を定義します。例えば、要求が発生しなければならない許容 IP アド
レスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付または時間範囲内でのみリクエスト
を許可する条件を書くことも、SSL や MFA の使用を要求することもできます。詳細については、「」
を参照してください。IAM JSON ポリシー要素: 条件のIAM ユーザーガイド。

Amazon Rekognition コンソールの使用
Amazon Rekognition カスタムラベル機能を除く、Amazon Rekognition コンソールを使用する場合は、追
加のアクセス許可を必要としません。Amazon Rekognition カスタムラベルの詳細については、「」を参照
してください。ステップ 5: Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールのアクセス許可を設定する。
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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アクセス許可を付与する必
要はありません。代わりに、実行しようとしている API 操作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。

Amazon Rekognition カスタムラベルポリシーの例
Amazon Rekognition カスタムラベルのアイデンティティベースのポリシーを作成できます。詳細について
は、「セキュリティ」を参照してください。

例 1: リソースへの読み取り専用アクセスをユーザーに許可する
次の例では、Amazon Rekognition リソースへの読み取り専用アクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rekognition:CompareFaces", 
                "rekognition:DetectFaces", 
                "rekognition:DetectLabels", 
                "rekognition:ListCollections", 
                "rekognition:ListFaces", 
                "rekognition:SearchFaces", 
                "rekognition:SearchFacesByImage", 
                "rekognition:DetectText",  
                "rekognition:GetCelebrityInfo", 
                "rekognition:RecognizeCelebrities", 
                "rekognition:DetectModerationLabels",   
                "rekognition:GetLabelDetection", 
                "rekognition:GetFaceDetection", 
                "rekognition:GetContentModeration", 
                "rekognition:GetPersonTracking", 
                "rekognition:GetCelebrityRecognition", 
                "rekognition:GetFaceSearch", 
                "rekognition:GetTextDetection", 
                "rekognition:GetSegmentDetection", 
                "rekognition:DescribeStreamProcessor", 
                "rekognition:ListStreamProcessors", 
                "rekognition:DescribeProjects", 
                "rekognition:DescribeProjectVersions", 
                "rekognition:DetectCustomLabels", 
                "rekognition:DetectProtectiveEquipment", 
                "rekognition:ListTagsForResource", 
               "rekognition:ListDatasetEntries", 
                "rekognition:ListDatasetLabels", 
                "rekognition:DescribeDataset" 

            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例 2: リソースへのフルアクセスをユーザーに許可する
次の例では、Amazon Rekognition リソースへのフルアクセスを許可します。

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

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 ID にアタッチされたインラインおよび管理ポリシーの表示を IAM ユーザーに許可
するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI か AWS 
API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

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

Amazon Rekognition アイデンティティとアクセスの
トラブルシューティング
次の情報は、Amazon Rekognition と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修
復に役立ちます。

トピック
• Amazon Rekognition でアクションを実行する権限がない (p. 487)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 487)
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• アクセスキーを表示する場合 (p. 487)
• 管理者として Amazon Rekognition へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 488)
• 自分の外の人を許可したいAWSAmazon Rekognition リソースにアクセスするためのアカウン

ト (p. 488)

Amazon Rekognition でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理
者です。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して######の詳細を表示する際
に、rekognition:GetWidget アクセス許可がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 rekognition:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、my-example-widget アクションを使用して rekognition:GetWidget リソー
スにアクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam:PassRole を実行する権限がない
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、管理者に問い合わせ、
サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理者で
す。Amazon Rekognition にロールを渡すことを許可するようにポリシーを更新するよう管理者に依頼しま
す。

一部の AWS 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できます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が
必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがする場合に発生します。marymajorは、コンソールを使用
して Amazon Rekognition でアクションを実行しようします。ただし、アクションでは、サービスロール
によって付与されたアクセス許可がサービスにある必要があります。Mary には、ロールをサービスに渡す
アクセス許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーは担当の管理者に iam:PassRole アクションを実行できるようにポリシーの更新を
依頼します。

アクセスキーを表示する場合
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーをもう一度表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合
は、新しいキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーは、アクセスキー ID (例：AKIAIOSFODNN7EXAMPLE ) とシークレットアクセスキー 
(例：wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されます。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーをしっかり管理してくだ
さい。

Important

正規ユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないでく
ださい。提供すると、第三者がアカウントへの永続的アクセスを取得する場合があります。
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アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、新しいアクセスキーを IAM ユーザーに追加する必要があ
ります。最大 2 つのアクセスキーを持つことができます。すでに 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、『IAM ユーザーガイド』の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として Amazon Rekognition へのアクセスを他のユーザー
に許可したい
Amazon Rekognition へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプ
リケーション用に IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまた
はアプリケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Amazon 
Rekognition の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要がありま
す。

すぐにスタートするには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの作
成」を参照してください。 。

自分の外の人を許可したいAWSAmazon Rekognition リソースに
アクセスするためのアカウント
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールを引き受けるように信頼されたユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (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：

• Amazon Rekognition がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition で IAM が機能する仕組み (p. 477)。

• 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 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。

Amazon Rekognition でのデータ保護
-AWS 責任共有モデルAmazon Rekognition でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されている
ように、AWSは、AWS クラウドのすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を
担います。ご利用者はこのインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する
責任があります。このコンテンツには、使用される AWS サービスのセキュリティ設定と管理タスクが含
まれます。データプライバシーの詳細については、データプライバシーのよくある質問を参照してくださ
い。欧州でのデータ保護の詳細については、AWSセキュリティブログ に投稿された AWS 責任共有モデル
および GDPR のブログ記事を参照してください。
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データを保護するため、AWS アカウントの認証情報を保護し、AWS Identity and Access 
Management(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方
法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。ま
た、以下の方法でデータを保護することをお勧めします:

• 各アカウントで多要素認証(MFA)を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS暗号化ソリューションをAWSサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用し

ます。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 

S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2の検証

を受けた暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エン
ドポイントの詳細については、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。

顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、Rekognition またはその他で作業する
場合も含まれます。AWSコンソール、API、を使用したサービスAWS CLI, またはAWSSDK。タグまたは
名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含め
ないように強くお勧めします。q

データ暗号化
次の情報は、Amazon Rekognition がデータを暗号化して保護する場所について説明しています。

保管中の暗号化
Amazon Rekognition イメージ

イメージ

Amazon Rekognition API オペレーションに渡された画像は、訪問してオプトアウトしない限り、サービス
の改善のために保存および使用されることがあります。AI サービスのオプトアウトポリシーページそこで
説明されたプロセスに従った。保存されたイメージは、AWS Key Management Service (SSE-KMS) を使
用して保管時 (Amazon S3) に暗号化されます。

コレクション

コレクションに情報を保存する顔比較オペレーションの場合、基になる検出アルゴリズムで、最初に入力
イメージ内の顔を検出して、顔ごとのベクトルを抽出し、次にその顔ベクトルをコレクションに保存しま
す。Amazon Rekognition は、顔の比較を実行するときに、これらの顔ベクトルを使用します。顔ベクトル
は浮動小数点数の配列として保存されます。データはそれ自体では意味がなく、実質的にハッシュとして
機能し、リバースエンジニアリングすることはできません。データはそれ以上暗号化されません。

Amazon Rekognition Video

動画

動画を分析するために、Amazon Rekognition は動画を処理用のサービスにコピーします。動画は、訪問
してオプトアウトしない限り、サービスの改善のために保存および使用されることがあります。AI サービ
スのオプトアウトポリシーページそこで説明されたプロセスに従った。動画は、AWS Key Management 
Service (SSE-KMS) を使用して保管時 (Amazon S3) に暗号化されます。
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Amazon Rekognition カスタムラベル
Amazon Rekognition カスタムラベルは、保管中のデータを暗号化します。

イメージ

モデルをトレーニングするために、Amazon Rekognition カスタムラベルは、ソーストレーニングおよびテ
ストイメージのコピーを作成します。コピーされたイメージは、Amazon Simple Storage Service (S3) で
のサーバー側の暗号化を使用して、保管時 (S3) に暗号化されます。AWS KMS keyユーザーが提供するも
のAWS所有 KMS キー。Amazon Rekognition カスタムラベルでは、対称 KMS キーのみがサポートされま
す。ソースイメージには影響しません。詳細については、「」を参照してください。Amazon Rekognition 
カスタムラベルモデルのトレーニング。

モデル

デフォルトでは、Amazon Rekognition カスタムラベルは、サーバー側の暗号化を使用して、Amazon S3 
バケットに保存されたトレーニング済みのモデルおよびマニフェストファイルを暗号化します。AWS 所有
のキー。詳細については、「サーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。トレー
ニング結果は、で指定されたバケットに書き込まれます。OutputConfigへの入力パラメータthe section 
called “CreateProjectVersion” (p. 520)。トレーニング結果は、バケットに対して構成された暗号化設定を
使用して暗号化されます（OutputConfig).

コンソールバケット

Amazon Rekognition カスタムラベルコンソールは、プロジェクトを管理するために使用できる Amazon 
S3 バケット（コンソールバケット）を作成します。コンソールバケットは、デフォルトの Amazon S3 
暗号化を使用して暗号化されます。詳細については、「」を参照してください。S3 バケットの Amazon 
Simple Storage Service デフォルト暗号化。独自の KMS キーを使用している場合は、作成後にコンソール
バケットを設定します。詳細については、「サーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してく
ださい。Amazon Rekognition カスタムラベルは、コンソールバケットへのパブリックアクセスをブロック
します。

転送中の暗号化
Amazon Rekognition API エンドポイントでは、HTTPS 経由のセキュアな接続のみがサポートされます。
すべての通信は、Transport Layer Security (TLS) で暗号化されます。

キーの管理
AWS Key Management Service (KMS) を使用して、Amazon S3 バケットに保存する入力イメージおよび
動画のキーを管理できます。詳細については、「」を参照してください。AWS キーマネジメントサービス
の概念。

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon Rekognition の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントは、Amazon 
Rekognition への接続のみを許可する VPC 内の論理エンティティです。Amazon VPC はリクエストを 
Amazon Rekognition にルーティングし、レスポンスを VPC にルーティングします。詳細については、
「」を参照してください。VPC エンドポイントのAmazon VPC User Guide。Amazon Rekognition で 
Amazon VPC エンドポイントを使用する方法については、「」を参照してください。Amazon VPC エンド
ポイントを使用した Rekognition の使用 (p. 497)。

Rekognition モニタリング
CloudWatch では、Rekognition オペレーション別のメトリクスまたはアカウント全体の Rekognition メ
トリクスを取得できます。メトリクスを使用して Rekognition ベースのソリューションの状態を追跡でき
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ます。メトリクスが、定義したしきい値を超えると、通知を受け取るようにアラームを設定できます。メ
トリクスでは、サーバーエラーの発生数や顔の削除数などを確認できます。特定の Rekognition オペレー
ションが成功した回数を確認することもできます。メトリクスを表示するには、Amazon CloudWatch,ア
マゾンAWS Command Line Interface、またはCloudWatch API。

Rekognition コンソールを使用して、選択した期間の集計メトリクスを確認することもできます。詳細につ
いては、「演習4: 集計メトリクスを表示 (コンソール) (p. 26)」を参照してください。

Rekognition の CloudWatch メトリクスの使用
メトリクスを使用するには、以下の情報を指定する必要があります。

• メトリクスのディメンション、またはディメンションなし。ディメンションは、メトリクスを一意に識
別するための名前と値のペアです。Rekognition には、という名前のディメンションが 1 つあり、オペ
レーション。オペレーション別のメトリクスを提供します。ディメンションを指定しないと、アカウン
ト内のすべての Rekognition オペレーションがメトリクスの対象範囲になります。

• メトリクス名 (UserErrorCount など)。

Rekognition のモニタリングデータは、AWS Management Consoleとすると、AWS CLI、または 
CloudWatch API。CloudWatch API は、いずれかの Amazon AWS Software Development Kit (SDK) または 
CloudWatch API ツールでも使用できます。コンソールには、CloudWatch API の raw データに基づいて一
連のグラフが表示されます。必要に応じて、コンソールに表示されるグラフまたは API から取得したグラ
フを使用できます。

以下のリストは、メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介するのは開始する
ための提案事項です。すべてを網羅しているわけではありません。

目的 関連するメトリクス

認識された顔の数を追跡する DetectedFaceCount メトリクスの Sum 統計をモ
ニタリングします。

アプリケーションが 1 秒あたりの最大リクエスト
数に達したかどうかを確認する

ThrottledCount メトリクスの Sum 統計をモニ
タリングします。

リクエストエラーをモニタリングする UserErrorCount メトリクスの Sum 統計を使用
します。

リクエストの総数を確認する ResponseTime と、ResponseTime メトリクス
の Data Samples 統計を使用します。これには、
エラーになったリクエストも含まれます。オペ
レーションの呼び出しが成功した回数のみを確認
する場合は、SuccessfulRequestCount メトリ
クスを使用します。

Rekognition オペレーションの呼び出しのレイテ
ンシーをモニタリングする

ResponseTime メトリクスを使用します。

モニタリングを何回行うのです
かIndexFacesRekognition コレクションに顔が正
常に追加されましたか？

SuccessfulRequestCount メトリクスの Sum 統
計と IndexFaces オペレーションをモニタリング
します。オペレーションとメトリクスを選択する
には、Operation ディメンションを使用します。

CloudWatch で Rekognition をモニタリングするには、適切な CloudWatch アクセス許可が必要です。詳細
については、「Amazon CloudWatch に対する認証とアクセスコントロール」を参照してください。
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Rekognition メトリクスへのアクセス
以下の例では、CloudWatch コンソールを使用して Rekognition メトリクスにアクセスする方法を示しま
す。AWS CLI、CloudWatch API。

メトリクスを表示するには (コンソール)

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. [メトリクス] を選択し、[すべてのメトリクス] タブを選択して、[Rekognition] を選択します。
3. [範囲の定められていないメトリクス] を選択し、メトリクスを選択します。

たとえば、顔の検出数を確認するには、[DetectedFace] メトリクスを選びます。
4. 日付範囲の値を選択します。メトリクスのカウントがグラフに表示されます。

一定期間に DetectFaces オペレーションの呼び出しが成功した回数をメトリクスで確認するに
は (CLI)

• AWS CLI を開き、以下のコマンドを入力します。

aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name SuccessfulRequestCount 
--start-time 2017-1-1T19:46:20 --end-time 2017-1-6T19:46:57 --
period 3600 --namespace AWS/Rekognition --statistics Sum --dimensions 
Name=Operation,Value=DetectFaces --region us-west-2

この例では、一定期間に DetectFaces オペレーションの呼び出しが成功した回数を示しています。
詳細については、「get-metric-statistics」を参照してください。

メトリクスにアクセスするには (CloudWatch API)

• GetMetricStatistics を呼び出します。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレン
ス」を参照してください。

アラームの作成
アラームの状態が変わったときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) メッセージを送信す
る CloudWatch のアラームを作成することができます。アラームは、指定期間にわたって単一のメトリク
スを監視し、その値と複数期間に対するしきい値との比較結果に基づいて 1 つ以上のアクションを実行し
ます。アクションは、Amazon SNS のトピックまたは Auto Scaling のポリシーに送信される通知です。

アラームは、持続している状態変化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch アラームは、
特定の状態にあるという理由だけではアクションを呼び出しません。状態が変って、変わった状態が指定
期間にわたって維持される必要があります。

アラームを設定するには (コンソール)

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

2. [Create Alarm] を選択します。これにより、[Create Alarm Wizard] が起動します。
3. [範囲の定められていないメトリクス] メトリクスリストで、[Rekognition メトリクス] を選択し、メト

リクスを選択します。

たとえば、顔の最大検出数のアラームを設定するには、[DetectedFaceCount] を選びます。
4. [時間範囲] 領域で、顔の検出オペレーションを呼び出す期間の値を選択します。[Next] (次へ) を選択

します。
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5. [名前] と [説明] を入力します。[次の時] で、[>=] を選択し、任意の最大値を入力します。
6. アラーム状態に達したときに CloudWatch から E メールを受け取るには、このアラームはいつでも次

のようになります。で、状態はALARM。既存の Amazon SNS トピックにアラームを送信するには、
[通知の送信先:] で既存の SNS トピックを選択します。新しいメールサブスクリプションリスト用の
名前とメールアドレスを設定するには、トピックの作成CloudWatch はリストを保存してフィールド
に表示されるため、以降のアラーム設定に利用できます。

Note

... を使用した場合トピックの作成新しい Amazon SNS トピックを作成するには、宛先に通知
を送信する前にメールアドレスを検証する必要があります。Amazon SNS は、アラームがア
ラーム状態になったときにのみメールを送信します。アラーム状態になったときにメールア
ドレスの検証がまだ完了していない場合、宛先には通知が届きません。

7. [Alarm Preview] (アラームの確認) セクションでアラームをプレビューします。[Create Alarm] を選択
します。

アラームを設定するには (AWS CLI)

• AWS CLI を開き、以下のコマンドを入力します。の値を変更するalarm-actionsパラメータを使用
して、作成済みの Amazon SNS トピックを参照します。

aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name UserErrors --alarm-description 
"Alarm when more than 10 user errors occur" --metric-name UserErrorCount --
namespace AWS/Rekognition --statistic Average --period 300 --threshold 10 
--comparison-operator GreaterThanThreshold --evaluation-periods 2 --alarm-
actions arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:UserError --unit Count

この例では、5 分以内にユーザーエラーが 10 回を超えた場合のアラームの作成方法を示しています。
詳細については、「put-metric-alarm」を参照してください。

アラームを設定するには (CloudWatch API)

• を呼び出します。PutMetricAlarm詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレンス」を
参照してください。

Rekognition の CloudWatch メトリクス
このセクションでは、Amazon CloudWatch メトリクスとオペレーションAmazon Rekognition で利用でき
るディメンション。

Rekognition コンソールから Rekognition メトリクスの集計ビューを確認することもできます。詳細につい
ては、「演習4: 集計メトリクスを表示 (コンソール) (p. 26)」を参照してください。

Rekognition の CloudWatch メトリクス
次の表はRekognition メトリクスをまとめたものです。

メトリクス 説明

SuccessfulRequestCount 成功したリクエストの数。成功したリクエストのレスポンスコード範囲は 
200〜299 です。

単位: カウント

有効な統計: Sum,Average
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メトリクス 説明

ThrottledCount スロットルされたリクエストの数。Rekognition は、1 秒あたりに受け取る
トランザクションの数がアカウントに設定された制限数を超えると、リクエ
ストをスロットルします。アカウントに設定された制限を頻繁に超える場合
は、制限の引き上げをリクエストできます。引き上げをリクエストするには、
「AWS サービス制限」を参照してください。

単位: カウント

有効な統計: Sum,Average

ResponseTime Rekognition でレスポンスを計算する時間 (ミリ秒)。

単位：

1. Data Samples 統計のカウント
2. Average 統計のミリ秒

有効な統計: Data Samples,Average

Note

-ResponseTimeメトリクスはRekognition メトリクスペインに含まれ
ていません。

DetectedFaceCount IndexFaces または DetectFaces オペレーションで検出された顔の数。

単位: カウント

有効な統計: Sum,Average

DetectedLabelCount DetectLabels オペレーションで検出されたラベルの数。

単位: カウント

有効な統計: Sum,Average

ServerErrorCount サーバーエラーの数。サーバーエラーのレスポンスコード範囲は 500〜599 で
す。

単位: カウント

有効な統計: Sum, Average

UserErrorCount ユーザーエラーの数 (無効なパラメータ、無効なイメージ、アクセス権限なし
など)。ユーザーエラーのレスポンスコード範囲は 400〜499 です。

単位: カウント

有効な統計: Sum,Average

Rekognition の CloudWatch ディメンション
オペレーション別のメトリクスを取得するには、Rekognition 名前空間を使用して、オペレーション
ディメンションを指定します。ディメンションの詳細については、を参照してください。ディメンショ
ンのAmazon CloudWatch ユーザーガイド。
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を使用した Amazon Rekognition API コールのログ
記録AWS CloudTrail

Amazon Rekognition はAWS CloudTrailは、ユーザーやロール、または、によって実行されたアクショ
ンを記録するサービスです。AWSサービスの Amazon Rekognition. CloudTrail は、Amazon Rekognition 
のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Amazon 
Rekognition コンソールからの呼び出しと、Amazon Rekognition 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、Amazon Rekognition のイベントなど、Amazon S3 バケットへの 
CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail 
コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された
情報を使用して、Amazon Rekognition に対して行われたリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リク
エスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

CloudTrailの詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail の Amazon Rekognition 情報
CloudTrailは、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Amazon Rekognition でアク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは [CloudTrail] イベントに記録されます。AWSのサービス
イベントイベント履歴。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細
については、CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示を参照してください。

でのイベントの継続的な記録についてはAWSアカウントは、Amazon Rekognition のイベントなど、証跡
を作成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォル
トでは、コンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS パーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下を参照してください:

• [Overview for Creating a Trail] (追跡を作成するための概要)
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ

ファイルを受け取る

すべての Amazon Rekognition アクションは CloudTrail でログに記録され
ます。これらのアクションはAmazon Rekognition API リファレンス。例え
ば、CreateCollection、CreateStreamProcessor、DetectCustomLabelsの各アクションを呼び
出すと、CloudTrail・ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。同一性情報
は以下の判断に役立ちます:

• リクエストが、ルート または AWS Identity and Access Management(IAM)ユーザー認証情報の 認証情報
で行われたか。

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報で行われたか。
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。

詳細については、CloudTrail userIdentity エレメントを参照してください。

495

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


Amazon Rekognition 開発者ガイド
Amazon Rekognition ログファイルエントリの理解

Amazon Rekognition ログファイルエントリの理解
追跡は、指定したAmazon S3バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できるもの
です。CloudTrailのログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソー
スからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail・ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられた
スタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、次の API のアクションを使用した CloudTrail ログエントリを示していま
す。StartLabelDetectionそしてDetectLabels。

{ 
    "Records": [ 
         
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "AssumedRole", 
                "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/JorgeSouza", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "sessionContext": { 
                    "sessionIssuer": { 
                        "type": "Role", 
                        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
                        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                        "accountId": "111122223333", 
                        "userName": "Admin" 
                    }, 
                    "webIdFederationData": {}, 
                    "attributes": { 
                        "mfaAuthenticated": "false", 
                        "creationDate": "2020-06-30T20:10:09Z" 
                    } 
                } 
            }, 
            "eventTime": "2020-06-30T20:42:14Z", 
            "eventSource": "rekognition.amazonaws.com", 
            "eventName": "StartLabelDetection", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
            "userAgent": "aws-cli/3", 
            "requestParameters": { 
                "video": { 
                    "s3Object": { 
                        "bucket": "my-bucket", 
                        "name": "my-video.mp4" 
                    } 
                } 
            }, 
            "responseElements": { 
                "jobId": "653de5a7ee03bd5083edde98ea8fce5794fcea66d077bdd4cfb39d71aff8fc25" 
            }, 
            "requestID": "dfcef8fc-479c-4c25-bef0-d83a7f9a7240", 
            "eventID": "b602e460-c134-4ecb-ae78-6d383720f29d", 
            "readOnly": false, 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "111122223333" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
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                "type": "AssumedRole", 
                "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/JorgeSouza", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "sessionContext": { 
                    "sessionIssuer": { 
                        "type": "Role", 
                        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
                        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                        "accountId": "111122223333", 
                        "userName": "Admin" 
                    }, 
                    "webIdFederationData": {}, 
                    "attributes": { 
                        "mfaAuthenticated": "false", 
                        "creationDate": "2020-06-30T21:19:18Z" 
                    } 
                } 
            }, 
            "eventTime": "2020-06-30T21:21:47Z", 
            "eventSource": "rekognition.amazonaws.com", 
            "eventName": "DetectLabels", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
            "userAgent": "aws-cli/3", 
            "requestParameters": { 
                "image": { 
                    "s3Object": { 
                        "bucket": "my-bucket", 
                        "name": "my-image.jpg" 
                    } 
                } 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "5a683fb2-aec0-4af4-a7df-219018be2155", 
            "eventID": "b356b0fd-ea01-436f-a9df-e1186b275bfa", 
            "readOnly": true, 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "111122223333" 
        }        
    ]
} 
      

Amazon VPC エンドポイントを使用した 
Rekognition の使用

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、VPC と 
Amazon Rekognition の間のプライベート接続を確立できます。この接続を使用すると、Amazon 
Rekognition はパブリックインターネットを経由せずに、VPC のリソースと通信できます。

Amazon VPC は、お客様の定義する仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる 
AWS のサービスです。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワー
クゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC エンドポイントを使用して、AWS ネット
ワークは VPC と AWS のサービスとの間のルーティングを処理します。

VPC を Amazon Rekognition に接続するには、Amazon Rekognition のインターフェイス VPC エンドポ
イントを定義します。インターフェイスエンドポイントは、サポートされる AWS サービスを宛先とする
トラフィックのエントリポイントとなるプライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface です。
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このエンドポイントは Amazon Rekognition への信頼性が高くスケーラブルな方法でや、インターネット
ゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要としません。詳
細については、Amazon VPC ユーザーガイドの Amazon VPC とはを参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントは AWS PrivateLink によって有効になります。この AWS テクノロ
ジーにより、Elastic Network Interface とプライベート IP アドレスを使用して、AWS のサービス間でプラ
イベート通信が可能になります。

Note

すべての Amazon Rekognition 連邦情報処理標準 (FIPS) エンドポイントは AWS PrivateLink に
よってサポートされています。

Amazon Rekognition 用の VPC エンドポイントの作成
Amazon Rekognition で使用する 2 種類の Amazon VPC エンドポイントを作成できます。

• Amazon Rekognition オペレーションで使用する VPC エンドポイント。ほとんどのユーザーにとって、
これは VPC エンドポイントの最適なタイプです。

• 連邦情報処理標準 (FIPS) 刊行物 140-2 米国政府標準に準拠するエンドポイントを使用した Amazon 
Rekognition オペレーションの VPC エンドポイント。

VPC を使用して Amazon Rekognition の使用を開始するには、Amazon VPC コンソールを使用して 
Amazon Rekognition のインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。手順については、「イン
ターフェイスエンドポイントの作成」で手順「コンソールを使用して AWS のサービスへのインターフェ
イスエンドポイントを作成するには」を参照してください。以下の手順のステップに注意してください。

• [Step 3:サービスのカテゴリで、AWS サービス。
• ステップ 4 — [サービス名[] で、以下のいずれかのオプションを選択します。

• com.amazonaws.region.rekognition— Amazon Rekognition オペレーションの VPC エンドポイントを
作成します。

• com.amazonaws.region.rekognition-fips— 連邦情報処理標準 (FIPS) 刊行物 140-2 米国政府標準に準拠
するエンドポイントを使用して、Amazon Rekognition オペレーションの VPC エンドポイントを作成
します。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの開始方法を参照してください。

Amazon Rekognition の VPC エンドポイントポリシー
の作成
Amazon Rekognition の Amazon VPC エンドポイントに対するポリシーを作成して、以下を指定すること
ができます。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制
御する」を参照してください。

以下のポリシー例では、ユーザーは VPC エンドポイントを介して Amazon Rekognition に接続し
てDetectFacesAPI オペレーション。このポリシーでは、ユーザーは VPC エンドポイントを介しての他
の Amazon Rekognition API オペレーションを実行することはできません。
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ただし、ユーザーは VPC の外部からはの他の Amazon Rekognition API オペレーションを呼び出すことが
できます。VPC の外部にある Amazon Rekognition API オペレーションへのアクセスを拒否する方法につ
いては、「」を参照してください。Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリシー (p. 477)。

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

Amazon Rekognition の VPC エンドポイントポリシーを変更するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. Amazon Rekognition のエンドポイントをまだ作成していない場合は、エンドポイントの作成。次に、

[com.amazonaws.Region.rekognition] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[エンドポイント] を選択します。
4. [com.amazonaws.Region.rekognition] エンドポイントを選択し、画面の下部で [ポリシー] タブを選択

します。
5. [ポリシーの編集] を選択してポリシーを変更します。

Amazon Rekognition のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな機能の一環として Amazon Rekognition のセキュリティ
とコンプライアンスを評価します。AWSコンプライアンスプログラム。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスの一覧については、コンプライアンス
プログラムの対象となる AWS のサービスを参照してください。一般的な情報については、AWS コンプラ
イアンスプログラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact のレポートのダウンロードを参照してください。

Amazon Rekognition を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社の
コンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWSでは、コンプライアンス
に役立つ、次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。

• HIPAA の機密性とコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペーパーは、
企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明しています。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS サービスは、お客様のリソース構成が、社内の慣行、業界ガイドラインおよび
規制にどの程度準拠しているかを評価するものです。
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• AWS Security Hub - この AWS サービスは、セキュリティ業界の標準やベストプラクティスに準拠して
いるかどうかを確認するために、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示するものです。

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

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。

また、AWSAmazon Rekognition では、グローバルインフラストラクチャでは、データの耐障害性とバッ
クアップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon Rekognition での設定と脆弱性の分析
設定および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。

Amazon Rekognition でのインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである Amazon Rekognition はAWSで説明しているグローバルネットワークセキュリ
ティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。

あなたは使うAWSが公開している API 呼び出しで、ネットワークを介して Amazon Rekognition にアク
セスします。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要がありま
す。TLS 1.2 以降を推奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-
Hellman (ECDHE)などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポー
トされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポー
トされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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API リファレンス
このセクションでは、Amazon Rekognition API オペレーションについて説明します。

Amazon Rekognition Image
• the section called “CompareFaces” (p. 505)
• the section called “CreateCollection” (p. 511)
• the section called “DeleteCollection” (p. 529)
• the section called “DeleteFaces” (p. 533)
• the section called “DescribeCollection” (p. 542)
• the section called “DetectFaces” (p. 564)
• the section called “DetectLabels” (p. 569)
• the section called “DetectModerationLabels” (p. 574)
• the section called “DetectProtectiveEquipment” (p. 578)
• the section called “DetectText” (p. 582)
• the section called “GetCelebrityInfo” (p. 588)
• the section called “IndexFaces” (p. 628)
• the section called “ListCollections” (p. 636)
• the section called “ListFaces” (p. 646)
• the section called “RecognizeCelebrities” (p. 654)
• the section called “SearchFaces” (p. 659)
• the section called “SearchFacesByImage” (p. 662)

Amazon Rekognition カスタムラベル
• the section called “CreateDataset” (p. 514)
• the section called “CreateProject” (p. 517)
• the section called “CreateProjectVersion” (p. 520)
• the section called “DeleteDataset” (p. 531)
• the section called “DeleteProject” (p. 536)
• the section called “DeleteProjectVersion” (p. 538)
• the section called “DescribeDataset” (p. 545)
• the section called “DescribeProjects” (p. 547)
• the section called “DescribeProjectVersions” (p. 550)
• the section called “DetectCustomLabels” (p. 559)
• the section called “DistributeDatasetEntries” (p. 586)
• the section called “ListDatasetEntries” (p. 639)
• the section called “ListDatasetLabels” (p. 643)
• the section called “StartProjectVersion” (p. 690)
• the section called “StopProjectVersion” (p. 703)

501



Amazon Rekognition 開発者ガイド
Amazon Rekognition Video ストアドビデオ

• the section called “UpdateDatasetEntries” (p. 711)

Amazon Rekognition Video ストアドビデオ
• the section called “GetCelebrityRecognition” (p. 591)
• the section called “GetContentModeration” (p. 596)
• the section called “GetFaceDetection” (p. 600)
• the section called “GetFaceSearch” (p. 605)
• the section called “GetLabelDetection” (p. 610)
• the section called “GetPersonTracking” (p. 614)
• the section called “GetSegmentDetection” (p. 619)
• the section called “GetTextDetection” (p. 624)
• the section called “StartCelebrityRecognition” (p. 667)
• the section called “StartContentModeration” (p. 671)
• the section called “StartFaceDetection” (p. 675)
• the section called “StartFaceSearch” (p. 679)
• the section called “StartLabelDetection” (p. 683)
• the section called “StartPersonTracking” (p. 687)
• the section called “StartSegmentDetection” (p. 693)
• the section called “StartTextDetection” (p. 699)

Amazon Rekognition Video ストリーミングビデオ
• the section called “CreateStreamProcessor” (p. 525)
• the section called “DeleteStreamProcessor” (p. 540)
• the section called “DescribeStreamProcessor” (p. 555)
• the section called “ListStreamProcessors” (p. 649)
• the section called “StartStreamProcessor” (p. 697)
• the section called “StopStreamProcessor” (p. 705)

トピック

• アクション (p. 503)
• データ型 (p. 713)

HTTP ヘッダー
このトピックでは、HTTP リクエストで Amazon Rekognition オペレーションを呼び出すために必要な 
HTTP ヘッダーについて説明します。詳細については、「AWS API」を参照してください。

HTTP ヘッダー
通常の HTTP ヘッダー以外に、Amazon Rekognition の HTTP オペレーションでは以下のヘッダーが必要
です。
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ヘッダー 値 説明

Content-Type: application/x-amz-json-1.1 要求内容の形式として JSON を
指定します。また、JSON バー
ジョンを指定します。

X-Amz-Date: <Date> Authorization ヘッダー内の署
名を作成するときに使用される
日付。形式は ISO 8601 basic 
の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' 
でなければなりません。たと
えば、20141123T120000Z は 
Amazon Rekognition の x-amz-
date として有効な日時です。

X-Amz-Target: RekognitionService.<operation> ターゲットの Amazon 
Rekognition オペ
レーション。たとえ
ば、RekognitionService.ListCollections
を使用して ListCollections
オペレーションを呼び出しま
す。

アクション
以下のアクションがサポートされています。

• CompareFaces (p. 505)
• CreateCollection (p. 511)
• CreateDataset (p. 514)
• CreateProject (p. 517)
• CreateProjectVersion (p. 520)
• CreateStreamProcessor (p. 525)
• DeleteCollection (p. 529)
• DeleteDataset (p. 531)
• DeleteFaces (p. 533)
• DeleteProject (p. 536)
• DeleteProjectVersion (p. 538)
• DeleteStreamProcessor (p. 540)
• DescribeCollection (p. 542)
• DescribeDataset (p. 545)
• DescribeProjects (p. 547)
• DescribeProjectVersions (p. 550)
• DescribeStreamProcessor (p. 555)
• DetectCustomLabels (p. 559)
• DetectFaces (p. 564)
• DetectLabels (p. 569)
• DetectModerationLabels (p. 574)
• DetectProtectiveEquipment (p. 578)
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• DetectText (p. 582)
• DistributeDatasetEntries (p. 586)
• GetCelebrityInfo (p. 588)
• GetCelebrityRecognition (p. 591)
• GetContentModeration (p. 596)
• GetFaceDetection (p. 600)
• GetFaceSearch (p. 605)
• GetLabelDetection (p. 610)
• GetPersonTracking (p. 614)
• GetSegmentDetection (p. 619)
• GetTextDetection (p. 624)
• IndexFaces (p. 628)
• ListCollections (p. 636)
• ListDatasetEntries (p. 639)
• ListDatasetLabels (p. 643)
• ListFaces (p. 646)
• ListStreamProcessors (p. 649)
• ListTagsForResource (p. 652)
• RecognizeCelebrities (p. 654)
• SearchFaces (p. 659)
• SearchFacesByImage (p. 662)
• StartCelebrityRecognition (p. 667)
• StartContentModeration (p. 671)
• StartFaceDetection (p. 675)
• StartFaceSearch (p. 679)
• StartLabelDetection (p. 683)
• StartPersonTracking (p. 687)
• StartProjectVersion (p. 690)
• StartSegmentDetection (p. 693)
• StartStreamProcessor (p. 697)
• StartTextDetection (p. 699)
• StopProjectVersion (p. 703)
• StopStreamProcessor (p. 705)
• TagResource (p. 707)
• UntagResource (p. 709)
• UpdateDatasetEntries (p. 711)
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CompareFaces
の顔を比較しますソースで検出された最大100面のそれぞれを含む入力イメージターゲット入力イメー
ジ。

ソースイメージ内に複数の顔がある場合は、サービスでは最大サイズの顔を検出して、この顔とターゲッ
トイメージで検出した各顔を比較します。

Note

CompareFaces は、確率論的な機械学習アルゴリズムを使用します。偽陰性とは、ソースイメー
ジの顔と比較して、ターゲットイメージの顔の類似度信頼スコアが低いという誤った予測です。
偽陰性の確率を減らすために、ターゲットイメージを複数のソースイメージと比較することをお
勧めします。を使用する予定の場合CompareFaces個人の権利、プライバシー、またはサービス
へのアクセスに影響を及ぼす決定を下すため、行動を起こす前に、調査およびさらなる検証のた
めに結果を人間に渡すことをお勧めします。

入力イメージとターゲットイメージは、base64 でエンコードされたイメージバイトとして、または 
Amazon S3 バケット内のイメージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オ
ペレーションを呼び出す場合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG 
または JPEG ファイルとしてフォーマットする必要があります。

このオペレーションでは、類似度スコアで順序付けられた一致する顔の配列を返します。顔のマッチごと
に、顔の境界ボックス、顔のランドマーク、ポーズの詳細（ピッチ、ロール、ヨー）、品質（明るさと
シャープネス）、および信頼度（バウンディングボックスに顔が含まれている信頼度を示す）が表示され
ます。応答には、顔がどの程度一致しているかを示す類似度スコアも示されます。

Note

デフォルトでは、類似度スコアが 80% 以上の顔のみが応答で返されます。この値
は、SimilarityThresholdパラメータ。

CompareFacesまた、ソースイメージと一致しない面の配列を返します。各面について、バウンディン
グボックス、信頼値、ランドマーク、ポーズの詳細、および品質を返します。レスポンスでは、ソースイ
メージ内の顔に関する情報 (および顔のバウンディングボックスと信頼値) を返します。

-QualityFilter入力パラメータを使用すると、必要な品質バーを満たさない検出された顔を除外でき
ます。品質バーは、さまざまな一般的なユースケースに基づいています。を使用するQualityFilterを
指定して品質バーを設定するにはLOW,MEDIUM, またはHIGH。検出された面をフィルタリングしない場合
は、NONE。デフォルト値は NONE です。

イメージに Exif メタデータが含まれていない場合は、CompareFacesは、ソースイメージとターゲットイ
メージの方向情報を返します。これらの値を使用して、正しいイメージの向きでイメージを表示します。

ソースイメージまたはターゲットイメージで顔が検出されない場合は、CompareFacesを返しま
す。InvalidParameterExceptionというエラーが表示される。

Note

これはステートレス API オペレーションです。つまり、この操作によって返されるデータは保持
されません。

例については、画像内の顔の比較 (p. 159) を参照してください。

このオペレーションには rekognition:CompareFaces アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

リクエストの構文
{ 
   "QualityFilter": "string", 
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   "SimilarityThreshold": number, 
   "SourceImage": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "TargetImage": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

QualityFilter (p. 505)

面を識別するためのフィルタ処理量を示す品質バーを指定するフィルタ。フィルタされた面は比較さ
れません。を指定した場合AUTOでは、Amazon Rekognition が品質バーを選択します。を指定した場
合LOW,MEDIUM, またはHIGHを選択すると、選択した品質バーを満たさないすべての面がフィルタリン
グによって削除されます。品質バーは、さまざまな一般的なユースケースに基づいています。品質の
低い検出は、さまざまな理由で発生する可能性があります。例としては、顔と誤認される物体、ぼや
けすぎた顔、または極端すぎて使用できないポーズを持つ顔などがあります。を指定した場合NONEの
場合、フィルタリングは実行されません。デフォルト値は NONE です。

品質フィルタリングを使用するには、使用するコレクションがバージョン 3 以上の顔モデルに関連付
けられている必要があります。

Type: 文字列

有効な値:  NONE | AUTO | LOW | MEDIUM | HIGH

必須 いいえ
SimilarityThreshold (p. 505)

マッチが満たさなければならないフェースマッチの信頼度の最小レベルは、FaceMatches配列。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須 いいえ
SourceImage (p. 505)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 エンコードイメージバイトを渡す
ことはサポートされていません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト
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必須 はい
TargetImage (p. 505)

ターゲットイメージは、base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトです。AWS CLI 
を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 エンコードイメージバイト
を渡すことはサポートされていません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "FaceMatches": [  
      {  
         "Face": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "Emotions": [  
               {  
                  "Confidence": number, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Landmarks": [  
               {  
                  "Type": "string", 
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ], 
            "Pose": {  
               "Pitch": number, 
               "Roll": number, 
               "Yaw": number
            }, 
            "Quality": {  
               "Brightness": number, 
               "Sharpness": number
            }, 
            "Smile": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            } 
         }, 
         "Similarity": number
      } 
   ], 
   "SourceImageFace": {  
      "BoundingBox": {  
         "Height": number, 
         "Left": number, 
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         "Top": number, 
         "Width": number
      }, 
      "Confidence": number
   }, 
   "SourceImageOrientationCorrection": "string", 
   "TargetImageOrientationCorrection": "string", 
   "UnmatchedFaces": [  
      {  
         "BoundingBox": {  
            "Height": number, 
            "Left": number, 
            "Top": number, 
            "Width": number
         }, 
         "Confidence": number, 
         "Emotions": [  
            {  
               "Confidence": number, 
               "Type": "string" 
            } 
         ], 
         "Landmarks": [  
            {  
               "Type": "string", 
               "X": number, 
               "Y": number
            } 
         ], 
         "Pose": {  
            "Pitch": number, 
            "Roll": number, 
            "Yaw": number
         }, 
         "Quality": {  
            "Brightness": number, 
            "Sharpness": number
         }, 
         "Smile": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         } 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FaceMatches (p. 507)

ソースイメージ内の顔と一致するターゲットイメージ内の顔の配列。EACHCompareFacesMatchオ
ブジェクトは、バウンディングボックス、バウンディングボックスに顔が含まれている信頼レベル、
およびバウンディングボックス内の顔とソースイメージの顔の類似度スコアを提供します。

Type: の配列CompareFacesMatch (p. 731)オブジェクト
SourceImageFace (p. 507)

比較に使用されたソースイメージ内の顔。

型: ComparedSourceImageFace (p. 730) オブジェクト
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SourceImageOrientationCorrection (p. 507)

の価値SourceImageOrientationCorrectionは常にヌルです。

入力イメージが.jpeg 形式の場合、イメージの向きを含む交換可能なイメージファイル形式 (Exif) メタ
データが含まれている可能性があります。Amazon Rekognition は、この方向情報を使用して画像補正
を実行します。境界ボックスの座標は、Exif メタデータの方向情報を使用してイメージの向きを修正
した後、オブジェクトの位置を表すように変換されます。.png 形式のイメージには Exif メタデータが
含まれていません。

Amazon Rekognition では、画像 Exif メタデータ内の方向情報がない.png 形式の画像および.jpeg 画像
の画像補正は実行されません。バウンディングボックスの座標は変換されず、イメージが回転される
前のオブジェクトの位置を表します。

Type: 文字列

有効な値:  ROTATE_0 | ROTATE_90 | ROTATE_180 | ROTATE_270
TargetImageOrientationCorrection (p. 507)

の価値TargetImageOrientationCorrectionは常にヌルです。

入力イメージが.jpeg 形式の場合、イメージの向きを含む交換可能なイメージファイル形式 (Exif) メタ
データが含まれている可能性があります。Amazon Rekognition は、この方向情報を使用して画像補正
を実行します。境界ボックスの座標は、Exif メタデータの方向情報を使用してイメージの向きを修正
した後、オブジェクトの位置を表すように変換されます。.png 形式のイメージには Exif メタデータが
含まれていません。

Amazon Rekognition では、画像 Exif メタデータ内の方向情報がない.png 形式の画像および.jpeg 画像
の画像補正は実行されません。バウンディングボックスの座標は変換されず、イメージが回転される
前のオブジェクトの位置を表します。

Type: 文字列

有効な値:  ROTATE_0 | ROTATE_90 | ROTATE_180 | ROTATE_270
UnmatchedFaces (p. 507)

ソースイメージ顔と一致しないターゲットイメージ内の顔の配列。

Type: の配列ComparedFace (p. 728)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)では、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えてい
ます。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してく
ださい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateCollection
AWS リージョンでコレクションを作成します。コレクションに顔を追加できま
す。IndexFaces (p. 628)オペレーション.

たとえば、アプリケーションユーザーごとにコレクションを作成するとしましょう。その後、ユーザー
は、IndexFacesオペレーションと永続化は、特定のコレクションになります。その後、ユーザーは、
ユーザー固有のコンテナ内の顔のコレクションを検索することができます。

コレクションを作成するときは、最新バージョンの顔モデルに関連付けられます。

Note

コレクション名では大文字と小文字が区別されます。

このオペレーションには rekognition:CreateCollection アクションを実行するアクセス許可が必要
です。コレクションにタグを付ける場合は、rekognition:TagResourceオペレーション.

リクエストの構文

{ 
   "CollectionId": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 511)

作成しているコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須: はい
Tags (p. 511)

コレクションにアタッチする一連のタグ (キーと値のペア)。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 200 項目です。

キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

キーパターン: ^(?!aws:)[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$

値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

値のパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須: いいえ

511



Amazon Rekognition 開発者ガイド
CreateCollection

レスポンスの構文
{ 
   "CollectionArn": "string", 
   "FaceModelVersion": "string", 
   "StatusCode": number
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CollectionArn (p. 512)

コレクションの Amazon リソースネーム (ARN) これを使用して、リソースに対する権限を管理できま
す。

Type: 文字列
FaceModelVersion (p. 512)

作成しているコレクションに関連付けられている顔検出モデルのバージョン番号。

Type: 文字列
StatusCode (p. 512)

操作の結果を示す HTTP ステータスコード。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceAlreadyExistsException

指定された ID の付いたリソースはすでに存在しています。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceQuotaExceededException

リソースのサイズが制限文字数を超えています。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラ
インとクォータ (p. 825)」を参照してください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateDataset
新しい Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットを作成します。Amazon SageMaker 形式のマ
ニフェストファイルを使用するか、既存の Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットをコピーし
て、データセットを作成できます。

プロジェクトのトレーニングデータセットを作成するには、trainの価値についてDatasetType。プロ
ジェクトのテストデータセットを作成するには、testの価値についてDatasetType。

からのレスポンスCreateDatasetは、データセットの Amazon リソースネーム (ARN) です。データセッ
トの作成が完了するまで少し時間がかかります。を使用するDescribeDataset (p. 545)現在のステータス
を確認します。値がの場合、データセットは正常に作成されましたStatusですCREATE_COMPLETE。

端末以外のエラーが発生したかどうかを確認するには、ListDatasetEntries (p. 639)の有無をチェッ
クerrorsJSON 行の一覧を示します。

ターミナルエラーが発生すると、データセットの作成は失敗します (Status=CREATE_FAILED). 現在、
ターミナルエラー情報にアクセスすることはできません。

詳細については、「」を参照してください。データセットの作成。

このオペレーションには rekognition:CreateDataset アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。既存のデータセットをコピーする場合は、rekognition:ListDatasetEntriesaction.

リクエストの構文
{ 
   "DatasetSource": {  
      "DatasetArn": "string", 
      "GroundTruthManifest": {  
         "S3Object": {  
            "Bucket": "string", 
            "Name": "string", 
            "Version": "string" 
         } 
      } 
   }, 
   "DatasetType": "string", 
   "ProjectArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

DatasetSource (p. 514)

データセットのソースファイル。既存のデータセットの ARN を指定するか、Amazon Sagemaker 
形式のマニフェストファイルの Amazon S3 バケットの場所を指定できます。指定しない場
合datasetSourceでは、空のデータセットが作成されます。ラベル付き画像をデータセットに追加
するには、コンソールを使用するか、を呼び出すことができます。UpdateDatasetEntries (p. 711)。

型: DatasetSource (p. 742) オブジェクト

: 必須 いいえ
DatasetType (p. 514)

データセットのタイプ。を指定するtrainをクリックしてトレーニングデータセットを作成します。
を指定するtestを使用して、テストデータセットを作成します。
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Type: 文字列

有効な値:  TRAIN | TEST

: 必須 はい
ProjectArn (p. 514)

データセットを割り当てる Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの ARN。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: 必須 はい

レスポンスの構文
{ 
   "DatasetArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

DatasetArn (p. 515)

作成された Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットの ARN。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョ
ブを同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、
例えば）が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400)。Amazon 
Rekognition のサービスの制限を下回るまで、同時に実行されるジョブの数が Amazon Rekognition の
サービスの制限を下回るまで、

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceAlreadyExistsException

指定された ID のリソースはすでに存在しています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateProject
新しい Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを作成します。プロジェクトとは、Amazon 
Rekognition カスタムラベルモデルの作成および管理に使用するリソースのグループ (データセット、モデ
ルバージョン) です。

このオペレーションには rekognition:CreateProject アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

リクエストの構文

{ 
   "ProjectName": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ProjectName (p. 517)

作成するプロジェクトの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ProjectArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ProjectArn (p. 517)

新しいプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN を使用して、プロジェクトへの IAM ア
クセスを設定できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/[0-9]+$)
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時起動しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例えば）
は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400)。同時に実行されるジョブの
数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby v3
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CreateProjectVersion
モデルの新しいバージョンを作成し、トレーニングを開始します。モデルは、Amazon Rekognition 
カスタムラベルプロジェクトの一部として管理されます。からのレスポンスは次のとおりで
す。CreateProjectVersionは、モデルのバージョンの Amazon リソースネーム (ARN) です。

Training は、プロジェクトに関連付けられたトレーニングデータセットとテストデータセットを使用しま
す。詳細については、「」を参照してください。トレーニングデータセットとテストデータセットを作成
する。

Note

でマニフェストファイルを指定することで、データセットが関連付けられていないプロジェクト
でモデリングをトレーニングできます。TrainingDataそしてTestingDataフィールド。
マニフェストファイルを使用してモデルをトレーニングした後にコンソールを開くと、Amazon 
Rekognition カスタムラベルは最新のマニフェストファイルを使用してデータセットを作成しま
す。マニフェストファイルを指定して、プロジェクトのモデルバージョンをトレーニングするこ
とはできなくなりました。
関連付けられたデータセットのないプロジェクトでトレーニングを行う代わりに、マニフェスト
ファイルを使用してプロジェクトのトレーニングデータセットとテストデータセットを作成する
ことをお勧めします。

トレーニングが完了するまで少し時間がかかります。を呼び出すことにより、現在のステータスを
取得できます。DescribeProjectVersions (p. 550)。トレーニングは正常に完了しましたStatusfield 
はTRAINING_COMPLETED。

トレーニングが失敗した場合は、「」を参照してください。失敗したモデルトレーニングのデバッグ。

トレーニングが正常に完了したら、DescribeProjectVersions (p. 550)トレーニング結果を取得し、モデル
を評価します。詳細については、「」を参照してください。トレーニングを受けた Amazon Rekognition 
カスタムラベルモデルを改善。

モデルの評価後、を呼び出してモデルを開始します。StartProjectVersion (p. 690)。

このオペレーションには rekognition:CreateProjectVersion アクションを実行するアクセス許可
が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "KmsKeyId": "string", 
   "OutputConfig": {  
      "S3Bucket": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ProjectArn": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "TestingData": {  
      "Assets": [  
         {  
            "GroundTruthManifest": {  
               "S3Object": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Name": "string", 
                  "Version": "string" 
               } 
            } 
         } 
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      ], 
      "AutoCreate": boolean
   }, 
   "TrainingData": {  
      "Assets": [  
         {  
            "GroundTruthManifest": {  
               "S3Object": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Name": "string", 
                  "Version": "string" 
               } 
            } 
         } 
      ] 
   }, 
   "VersionName": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

KmsKeyId (p. 520)

AWS Key Management Service キー (AWS KMS キー) の識別子です。KMS キーの Amazon リソース
ネーム (ARN)、KMS キーの ID、KMS キーのエイリアス、またはエイリアス ARN を指定できます。
キーは、モデルトレーニングのためにサービスにコピーされたトレーニングおよびテストイメージを
暗号化するために使用されます。ソースイメージは影響を受けません。このキーは、出力 Amazon S3 
バケット () に書き込まれたトレーニング結果とマニフェストファイルを暗号化するためにも使用され
ます。OutputConfig).

独自の KMS キーを使用する場合は、KMS キーに対する次の権限が必要です。
• kms:CreateGrant
• kms:DescribeKey
• kms:GenerateDataKey
• kms:Decrypt

に値を指定しない場合KmsKeyIdでは、サービスにコピーされたイメージは、AWS が所有および管理
するキーを使用して暗号化されます。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9:_/+=,@.-]{0,2048}$

: いいえ
OutputConfig (p. 520)

トレーニングの結果を保存する Amazon S3 バケットの場所。S3 バケットは、呼び出し元が持ってい
る限り、どの AWS アカウントでもかまいません。s3:PutObjectS3 バケットに対するアクセス許
可。

型: OutputConfig (p. 780) オブジェクト

: はい
ProjectArn (p. 520)

トレーニングするモデルを管理する Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの ARN。
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Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: はい
Tags (p. 520)

モデルにアタッチする一連のタグ (キーと値のペア)。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 200 項目です。

キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

キーパターン: ^(?!aws:)[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$

値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

値のパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

: いいえ
TestingData (p. 520)

サービスがモデルのテストに使用する外部マニフェストを指定します。を指定した場
合TestingDataまた、指定する必要がありますTrainingData。プロジェクトにはデータセットが
関連付けられていてはいけません。

型: TestingData (p. 813) オブジェクト

: いいえ
TrainingData (p. 520)

サービスがモデルをトレーニングするために使用する外部マニフェストを指定します。を指定した場
合TrainingDataまた、指定する必要がありますTestingData。プロジェクトにはデータセットが
関連付けられていてはいけません。

型: TrainingData (p. 818) オブジェクト

: いいえ
VersionName (p. 520)

モデルのバージョンの名前です。この値は一意である必要があります。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ProjectVersionArn": "string"
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}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ProjectVersionArn (p. 522)

作成されたモデルバージョンの ARN。を使用するDescribeProjectVersionトレーニングオペレー
ションの現在のステータスを取得します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/version\/[a-zA-Z0-9_.\-]{1,255}\/[0-9]+$)

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400)。同時に実行される
ジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceQuotaExceededException

リソースのサイズが制限文字数を超えています。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラ
インとクォータ (p. 825)」を参照してください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateStreamProcessor
ストリーミングビデオの顔を検出して認識するために使用できる Amazon Rekognition ストリームプロ
セッサを作成します。

Amazon Rekognition Video は、Amazon Kinesis ビデオストリームからのライブビデオのコンシューマー
です。Amazon Rekognition Video は、分析結果を Amazon Kinesis Data Streams に送信します。

Kinesis ビデオストリームを入力として指定します。Input) と Kinesis データストリーム (Output) 
ストリーム。また、で顔認識基準を指定します。Settings。たとえば、認識したい面を含むコレク
ションです。を使用するNameストリームプロセッサの識別子を割り当てます。あなたは使うNameス
トリームプロセッサを管理します。たとえば、を呼び出して、ソースビデオの処理を開始できま
す。StartStreamProcessor (p. 697)とNameフィールド。

ストリーミングビデオの分析が完了したら、StopStreamProcessor (p. 705)をクリックして処理を停止し
ます。を呼び出すことで、ストリームプロセッサを削除できます。DeleteStreamProcessor (p. 540)。

このオペレーションには rekognition:CreateStreamProcessor アクションを実行するアクセス許可
が必要です。ストリームプロセッサにタグを付ける場合は、rekognition:TagResourceオペレーショ
ン.

リクエストの構文

{ 
   "Input": {  
      "KinesisVideoStream": {  
         "Arn": "string" 
      } 
   }, 
   "Name": "string", 
   "Output": {  
      "KinesisDataStream": {  
         "Arn": "string" 
      } 
   }, 
   "RoleArn": "string", 
   "Settings": {  
      "FaceSearch": {  
         "CollectionId": "string", 
         "FaceMatchThreshold": number
      } 
   }, 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Input (p. 525)

ソースストリーミングビデオを提供する Kinesis ビデオストリームストリーム。AWS CLI を使用して
いる場合は、パラメータ名はStreamProcessorInput。

型: StreamProcessorInput (p. 807) オブジェクト

必須 はい
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Name (p. 525)

ストリームプロセッサに割り当てる識別子。次を使用できます。Nameストリームプロセッサを管
理します。たとえば、を呼び出すことで、ストリームプロセッサの現在のステータスを取得できま
す。DescribeStreamProcessor (p. 555)。Nameべき等です。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須 はい
Output (p. 525)

Amazon Rekognition Video が分析結果を格納する Kinesis データストリームです。AWS CLI を使用し
ている場合は、パラメータ名はStreamProcessorOutput。

型: StreamProcessorOutput (p. 808) オブジェクト

必須 はい
RoleArn (p. 525)

ストリームプロセッサへのアクセスを許可する IAM ロールの ARN。

Type: 文字列

パターン: arn:aws:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+

必須 はい
Settings (p. 525)

ストリームプロセッサが使用する顔認識入力パラメータ。顔認識に使用するコレクションと、検出す
る顔の属性が含まれています。

型: StreamProcessorSettings (p. 809) オブジェクト

必須 はい
Tags (p. 525)

ストリームプロセッサにアタッチする一連のタグ (キーと値のペア)。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 200 項目です。

キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

キーパターン: ^(?!aws:)[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$

値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

値のパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
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   "StreamProcessorArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

StreamProcessorArn (p. 526)

新しく作成されたストリームプロセッサの ARN。

Type: 文字列

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:streamprocessor\/.+$)

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前に、パラメータを検
証します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を同時に実行する
ジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、同時に実行されるジョブの数を
受け取ります。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceQuotaExceededException
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リソースのサイズが制限文字数を超えています。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラ
インとクォータ (p. 825)」を参照してください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteCollection
指定されたコレクションを削除します。このオペレーションは、コレクション内のすべての顔を削除しま
す。例については、コレクションの削除 (p. 196) を参照してください。

このオペレーションには rekognition:DeleteCollection アクションを実行するアクセス許可が必要
です。

リクエストの構文
{ 
   "CollectionId": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 529)

削除するコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "StatusCode": number
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

StatusCode (p. 529)

オペレーションの結果を示す HTTP ステータスコード。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。
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HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteDataset
既存の Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットを削除します。データセットの削除には時間が
かかる場合があります。を使用するDescribeDataset (p. 545)を選択して、現在のステータスを確認しま
す。値がの場合、データセットは削除中です。StatusですDELETE_IN_PROGRESS。削除されたデータ
セットにアクセスしようとすると、ResourceNotFoundException例外。

データセットの作成中にデータセットを削除することはできません。Status=CREATE_IN_PROGRESS)、
データセットが更新中である場合 (Status=UPDATE_IN_PROGRESS).

このオペレーションには rekognition:DeleteDataset アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

リクエストの構文
{ 
   "DatasetArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

DatasetArn (p. 531)

削除するAmazon Rekognition カスタムラベルデータセットの ARN。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。
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HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時起動しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例えば）
は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400)。同時に実行されるジョブの
数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、の例外 (HTTP ステータスコード:400) を
受け取ります。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

532

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DeleteDataset


Amazon Rekognition 開発者ガイド
DeleteFaces

DeleteFaces
コレクションから顔を削除します。コレクションから削除するコレクション ID とフェース ID の配列を指
定します。

このオペレーションには rekognition:DeleteFaces アクションを実行するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文
{ 
   "CollectionId": "string", 
   "FaceIds": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 533)

特定の面を削除するコレクションです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 はい
FaceIds (p. 533)

削除するフェース ID の配列。

Type: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 4096 項目です。

パターン: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}

: 必須 はい

レスポンスの構文
{ 
   "DeletedFaces": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

DeletedFaces (p. 533)

削除した顔を表す文字列 (顔 ID) の配列を返します。
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Type: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 4096 項目です。

パターン: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteProject
Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトを削除します。プロジェクトを削除するには、まずプロ
ジェクトに関連付けられているモデルをすべて削除する必要があります。モデルを削除するには、「」を
参照してください。DeleteProjectVersion (p. 538)。

DeleteProject は非同期の操作です。プロジェクトが削除されたかどうかを確認するに
は、DescribeProjects (p. 547)。プロジェクトが応答に表示されなくなると、プロジェクトは削除されま
す。

このオペレーションには rekognition:DeleteProject アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

リクエストの構文

{ 
   "ProjectArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ProjectArn (p. 536)

削除するプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: 必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Status (p. 536)

プロジェクトの削除操作の現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  CREATING | CREATED | DELETING
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteProjectVersion
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルを削除します。

モデルが実行中またはトレーニング中である場合は、そのモデルを削除できませ
ん。モデルのステータスを確認するには、以下を使用します。Statusから返された
フィールドDescribeProjectVersions (p. 550)。モデルの呼び出しの実行を停止するに
はStopProjectVersion (p. 703)。モデルがトレーニング中の場合は、終了するまで待ちます。

このオペレーションには rekognition:DeleteProjectVersion アクションを実行するアクセス許可
が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "ProjectVersionArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ProjectVersionArn (p. 538)

削除するモデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/version\/[a-zA-Z0-9_.\-]{1,255}\/[0-9]+$)

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Status (p. 538)

削除オペレーションのステータス。

Type: 文字列

有効な値:  TRAINING_IN_PROGRESS | TRAINING_COMPLETED | TRAINING_FAILED | 
STARTING | RUNNING | FAILED | STOPPING | STOPPED | DELETING
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteStreamProcessor
によって識別されたストリームプロセッサを削除します。Name。次の値を割り当てます。Nameを使用し
てストリームプロセッサを作成する場合CreateStreamProcessor (p. 525)。を呼び出した後数秒間、スト
リームプロセッサに同じ名前を使用できない場合があります。DeleteStreamProcessor。

リクエストの構文
{ 
   "Name": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Name (p. 540)

削除するストリームプロセッサの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeCollection
指定されたコレクションの説明を表示します。次を使用できます。DescribeCollectionを使用して、
コレクションにインデックス付けされた面の数や、顔検出のためにコレクションで使用されるモデルの
バージョンなどの情報を取得します。

詳細については、「コレクションの定義 (p. 191)」を参照してください。

リクエストの構文
{ 
   "CollectionId": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 542)

説明するコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "CollectionARN": "string", 
   "CreationTimestamp": number, 
   "FaceCount": number, 
   "FaceModelVersion": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CollectionARN (p. 542)

コレクションの Amazon リソースネーム (ARN)

Type: 文字列
CreationTimestamp (p. 542)

Unix エポック時間からコレクション作成までのミリ秒数です。Unix エポック時間は、1970 年 1 月 1 
日木曜日の 00:00:00 協定世界時 (UTC) です。

Type: タイムスタンプ
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FaceCount (p. 542)

コレクション内でインデックス付けされる顔の数。コレクションにフェースのインデックスを作成す
るには、IndexFaces (p. 628)。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。
FaceModelVersion (p. 542)

顔検出のためにコレクションで使用されている顔モデルのバージョン。

詳細については、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してください。

Type: 文字列

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeDataset
Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットについて説明します。データセットの現在のステータス
や、データセット内の画像とラベルに関する統計情報などの情報を取得できます。

このオペレーションには rekognition:DescribeDataset アクションを実行するアクセス許可が必要
です。

リクエストの構文
{ 
   "DatasetArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

DatasetArn (p. 545)

記述したいデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "DatasetDescription": {  
      "CreationTimestamp": number, 
      "DatasetStats": {  
         "ErrorEntries": number, 
         "LabeledEntries": number, 
         "TotalEntries": number, 
         "TotalLabels": number
      }, 
      "LastUpdatedTimestamp": number, 
      "Status": "string", 
      "StatusMessage": "string", 
      "StatusMessageCode": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

DatasetDescription (p. 545)

データセットの説明。
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型: DatasetDescription (p. 736) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeProjects
Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトに関する情報を取得します。

このオペレーションには rekognition:DescribeProjects アクションを実行するアクセス許可が必要
です。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "ProjectNames": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 547)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。指定できる最大値は 100 です。100 より大きい値を指定
した場合、ValidationException エラーが発生します。デフォルト値は 100 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
NextToken (p. 547)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

: 必須 いいえ
ProjectNames (p. 547)

Amazon Rekognition カスタムラベルに記述するプロジェクトのリスト。値を指定しない場合、AWS 
アカウントのすべてのプロジェクトの説明がレスポンスに含まれます。

Type: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 いいえ

レスポンスの構文
{ 
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   "NextToken": "string", 
   "ProjectDescriptions": [  
      {  
         "CreationTimestamp": number, 
         "Datasets": [  
            {  
               "CreationTimestamp": number, 
               "DatasetArn": "string", 
               "DatasetType": "string", 
               "Status": "string", 
               "StatusMessage": "string", 
               "StatusMessageCode": "string" 
            } 
         ], 
         "ProjectArn": "string", 
         "Status": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 547)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。
ProjectDescriptions (p. 547)

プロジェクトの説明のリスト。このリストは、プロジェクトが作成された日付と時刻でソートされま
す。

Type: 配列のProjectDescription (p. 787)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400

548



Amazon Rekognition 開発者ガイド
DescribeProjects

InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeProjectVersions
Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトのモデルのバージョンを一覧表示し、説明します。最大 
10 個のモデルバージョンを指定できます。ProjectVersionArns。値を指定しなかった場合、プロジェ
クトのすべてのモデルバージョンの説明が返されます。

このオペレーションには rekognition:DescribeProjectVersions アクションを実行するアクセス許
可が必要です。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "ProjectArn": "string", 
   "VersionNames": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 550)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。指定できる最大値は 100 です。100 より大きい値を指定
した場合、ValidationException エラーが発生します。デフォルト値は 100 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
NextToken (p. 550)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

: 必須 いいえ
ProjectArn (p. 550)

説明するモデルを含むプロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: 必須 はい
VersionNames (p. 550)

説明するモデルバージョン名のリスト。最大 10 個のモデルバージョン名をリストに追加できま
す。値を指定しなかった場合、すべてのモデルの説明が返されます。バージョン名は、モデル 
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(ProjectVersion) ARN の一部です。たとえば、my-model.2020-01-21T09.10.15は、次の ARN の
バージョン名です。arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:project/getting-
started/version/my-model.2020-01-21T09.10.15/1234567890123。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "NextToken": "string", 
   "ProjectVersionDescriptions": [  
      {  
         "BillableTrainingTimeInSeconds": number, 
         "CreationTimestamp": number, 
         "EvaluationResult": {  
            "F1Score": number, 
            "Summary": {  
               "S3Object": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Name": "string", 
                  "Version": "string" 
               } 
            } 
         }, 
         "KmsKeyId": "string", 
         "ManifestSummary": {  
            "S3Object": {  
               "Bucket": "string", 
               "Name": "string", 
               "Version": "string" 
            } 
         }, 
         "MinInferenceUnits": number, 
         "OutputConfig": {  
            "S3Bucket": "string", 
            "S3KeyPrefix": "string" 
         }, 
         "ProjectVersionArn": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string", 
         "TestingDataResult": {  
            "Input": {  
               "Assets": [  
                  {  
                     "GroundTruthManifest": {  
                        "S3Object": {  
                           "Bucket": "string", 
                           "Name": "string", 
                           "Version": "string" 
                        } 
                     } 
                  } 
               ], 
               "AutoCreate": boolean
            }, 
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            "Output": {  
               "Assets": [  
                  {  
                     "GroundTruthManifest": {  
                        "S3Object": {  
                           "Bucket": "string", 
                           "Name": "string", 
                           "Version": "string" 
                        } 
                     } 
                  } 
               ], 
               "AutoCreate": boolean
            }, 
            "Validation": {  
               "Assets": [  
                  {  
                     "GroundTruthManifest": {  
                        "S3Object": {  
                           "Bucket": "string", 
                           "Name": "string", 
                           "Version": "string" 
                        } 
                     } 
                  } 
               ] 
            } 
         }, 
         "TrainingDataResult": {  
            "Input": {  
               "Assets": [  
                  {  
                     "GroundTruthManifest": {  
                        "S3Object": {  
                           "Bucket": "string", 
                           "Name": "string", 
                           "Version": "string" 
                        } 
                     } 
                  } 
               ] 
            }, 
            "Output": {  
               "Assets": [  
                  {  
                     "GroundTruthManifest": {  
                        "S3Object": {  
                           "Bucket": "string", 
                           "Name": "string", 
                           "Version": "string" 
                        } 
                     } 
                  } 
               ] 
            }, 
            "Validation": {  
               "Assets": [  
                  {  
                     "GroundTruthManifest": {  
                        "S3Object": {  
                           "Bucket": "string", 
                           "Name": "string", 
                           "Version": "string" 
                        } 
                     } 
                  } 
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               ] 
            } 
         }, 
         "TrainingEndTimestamp": number
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 551)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。
ProjectVersionDescriptions (p. 551)

モデルの説明のリスト。リストは、モデルバージョンの作成日時 (最新から早い順) でソートされま
す。

Type: 配列のProjectVersionDescription (p. 788)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeStreamProcessor
によって作成されたストリームプロセッサに関する情報を提供します。CreateStreamProcessor (p. 525)。
入力ストリームと出力ストリーム、実行される顔認識の入力パラメータ、およびストリームプロセッサの
現在のステータスに関する情報を取得できます。

リクエストの構文
{ 
   "Name": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Name (p. 555)

情報が必要なストリームプロセッサの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 はい

レスポンスの構文
{ 
   "CreationTimestamp": number, 
   "Input": {  
      "KinesisVideoStream": {  
         "Arn": "string" 
      } 
   }, 
   "LastUpdateTimestamp": number, 
   "Name": "string", 
   "Output": {  
      "KinesisDataStream": {  
         "Arn": "string" 
      } 
   }, 
   "RoleArn": "string", 
   "Settings": {  
      "FaceSearch": {  
         "CollectionId": "string", 
         "FaceMatchThreshold": number
      } 
   }, 
   "Status": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "StreamProcessorArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CreationTimestamp (p. 555)

ストリームプロセッサが作成された日時

Type: タイムスタンプ
Input (p. 555)

ソースストリーミングビデオを提供する Kinesis ビデオストリーム。

型: StreamProcessorInput (p. 807) オブジェクト
LastUpdateTimestamp (p. 555)

UNIX 形式で、ストリームプロセッサが最後に更新された時刻。たとえば、ストリームプロセッサが
実行状態から障害状態に移行したとき、またはユーザーがストリームプロセッサを起動または停止し
たときなどです。

Type: タイムスタンプ
Name (p. 555)

ストリームプロセッサの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+
Output (p. 555)

Amazon Rekognition Video が解析結果を格納する Kinesis データストリーミング。

型: StreamProcessorOutput (p. 808) オブジェクト
RoleArn (p. 555)

ストリームプロセッサへのアクセスを許可する IAM ロールの ARN です。

Type: 文字列

パターン: arn:aws:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Settings (p. 555)

ストリームプロセッサで使用されている顔認識入力パラメータ。顔認識に使用するコレクションと、
検出する顔の属性が含まれています。

型: StreamProcessorSettings (p. 809) オブジェクト
Status (p. 555)

ストリームプロセッサの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  STOPPED | STARTING | RUNNING | FAILED | STOPPING
StatusMessage (p. 555)

ストリームプロセッサに関する詳細なステータスメッセージ。

Type: 文字列
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StreamProcessorArn (p. 555)

ストリームプロセッサの ARN です。

Type: 文字列

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:streamprocessor\/.+$)

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby v3
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DetectCustomLabels
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルを使用して、指定したイメージのカスタムラベルを検出しま
す。

使用するモデルバージョンのバージョンを指定するには、ProjectVersionArn入力パラメータ。

入力イメージとして、base64 でエンコードされたイメージのバイトとして、または Amazon S3 バケット
内のイメージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び
出す場合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG 形式
ファイルにする必要があります。

モデルバージョンがイメージで検出したオブジェクトごとに、API は (CustomLabel) 配列内のオブジェ
クト (CustomLabels). EACHCustomLabelオブジェクトはラベル名を提供します (Name)、画像内にオブ
ジェクトが含まれている信頼度 (Confidence)、およびオブジェクトの位置情報 (存在する場合)、イメー
ジ上のラベル (Geometry).

返されるラベルをフィルタリングするには、の値を指定しま
す。MinConfidence。DetectCustomLabelsLabels指定した値よりも高い信頼度を持つラベルのみ
を返します。の価値MinConfidenceは、トレーニング中に作成された仮定されたしきい値にマップしま
す。詳細については、「」を参照してください。想定しきい値。Amazon Rekognition カスタムラベルは、
想定されるしきい値を 0 ～ 1 の浮動小数点値で表します。の範囲はMinConfidence仮定したしきい値を
パーセンテージ値 (0-100) に正規化します。信頼応答からDetectCustomLabelsもパーセンテージで返さ
れます。次を使用できます。MinConfidenceをクリックしてモデルの精度とリコールを変更します。詳
細については、「」を参照してください。イメージを分析する。

に値を指定しない場合MinConfidence,DetectCustomLabelsは、各ラベルの想定されたしきい値に基
づいてラベルを返します。

これはステートレス API オペレーションです。つまり、操作はデータを保持しません。

このオペレーションには rekognition:DetectCustomLabels アクションを実行するアクセス許可が必
要です。

詳細については、「」を参照してください。イメージを分析する。

リクエストの構文
{ 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "MaxResults": number, 
   "MinConfidence": number, 
   "ProjectVersionArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Image (p. 559)

入力イメージをバイトまたは S3 オブジェクトとして提供します。
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イメージのバイトを Amazon Rekognition API オペレーションに渡すには、Bytesプロパティ。たと
えば、Bytesプロパティを使用して、ローカルファイルシステムからロードしたイメージを渡しま
す。を使用して渡されるイメージバイト数Bytesプロパティは base64 でエンコードされている必要
があります。AWS SDK を使用して Amazon Rekognition API オペレーションを呼び出す場合は、コー
ドでイメージバイトをエンコードする必要がない場合があります。

詳細については、「ローカルファイルシステムからロードされたイメージの分析 (p. 38)」を参照して
ください。

S3 バケットに保存されたイメージを Amazon Rekognition API オペレーションに渡すに
は、S3Objectプロパティ。S3 バケットに格納されたイメージは、base64 でエンコードされる必要
はありません。

S3 オブジェクトが含まれている S3 バケットのリージョンと Amazon Rekognition オペレーションで
使用するリージョンが一致している必要があります。

AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、Bytes プロパティを使用
したイメージのバイトを渡すことはサポートされていません。最初に Amazon S3 バケットにイメー
ジをアップロードし、次に S3Object プロパティを使用してオペレーションを呼び出す必要がありま
す。

Amazon Rekognition が S3 オブジェクトを処理するには、ユーザーが S3 オブジェクトにアクセスす
るためのアクセス許可を持っている必要があります。詳細については、「Amazon Rekognition リソー
スベースのポリシー (p. 478)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

: 必須。はい
MaxResults (p. 559)

レスポンスで返す結果の最大数。サービスは、最も高い信頼度から低い順にランク付けされた、指定
された数の最高信頼ラベルを返します。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須。いいえ
MinConfidence (p. 559)

ラベルの最小信頼水準を指定します。DetectCustomLabelsは、この指定された値よりも低い信
頼値を持つラベルを返しません。0 という値を指定すると、DetectCustomLabelsは、各ラベル
に適用される仮定されたしきい値に関係なく、すべてのラベルを返します。に値を指定しない場
合MinConfidence,DetectCustomLabelsは、各ラベルの想定されたしきい値に基づいてラベルを
返します。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須。いいえ
ProjectVersionArn (p. 559)

使用するモデルバージョンの ARN です。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/version\/[a-zA-Z0-9_.\-]{1,255}\/[0-9]+$)
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: 必須。はい

レスポンスの構文

{ 
   "CustomLabels": [  
      {  
         "Confidence": number, 
         "Geometry": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Polygon": [  
               {  
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ] 
         }, 
         "Name": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CustomLabels (p. 561)

入力イメージ内で検出されたカスタムラベルの配列。

Type: の配列CustomLabel (p. 734)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)の場合、画像サイズまたは解像度が制限値を超えています。
詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してくださ
い。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

561



Amazon Rekognition 開発者ガイド
DetectCustomLabels

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を同時に実行する
ジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、実行されます。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotReadyException

リクエストされたリソースは準備ができていません。たとえば、この例外は、を呼び出したときに発
生します。DetectCustomLabelsデプロイされていないモデルバージョンを使用します。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DetectFaces
入力として提供されるイメージ内の顔を検出します。

DetectFacesでは、イメージ内の顔を大きい方向に 100 個まで検出します。検出された各面について、
操作は顔の詳細を返します。これらの詳細には、顔のバウンディングボックス、信頼度（バウンディング
ボックスに顔が含まれている）、顔のランドマーク（たとえば、目と口の座標）、ひげ、サングラスなど
の固定の属性セットが含まれます。

顔検出アルゴリズムは、正面顔に最も効果的です。正面でない面や隠れた面の場合、アルゴリズムは面を
検出しないか、低い信頼度で顔を検出する場合があります。

入力イメージは、base64 でエンコードされたイメージバイトとして、または Amazon S3 バケット内のイ
メージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場
合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG 形式ファイ
ルにする必要があります。

Note

これはステートレス API オペレーションです。つまり、操作はデータを保持しません。

このオペレーションには rekognition:DetectFaces アクションを実行するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "Attributes": [ "string" ], 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Attributes (p. 564)

返すフェイシャルアトリビュートの配列。これは、属性のデフォルトのリストでもすべての属性でも
かまいません。に値を指定しない場合Attributesまたは、["DEFAULT"]の場合、API は顔属性の次
のサブセットを返します。BoundingBox,Confidence,Pose,Quality, およびLandmarks。あなた
が提供した場合["ALL"]では、すべての顔のアトリビュートが返されますが、操作の完了に時間がか
かります。

両方を指定した場合["ALL", "DEFAULT"]の場合、サービスは論理 AND 演算子を使用して、返され
る属性 (この場合はすべての属性) を決定します。

Type: 文字列の配列

有効な値:  DEFAULT | ALL

: 必須 いいえ
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Image (p. 564)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 エンコードイメージのバイトを渡
すことはサポートされていません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文
{ 
   "FaceDetails": [  
      {  
         "AgeRange": {  
            "High": number, 
            "Low": number
         }, 
         "Beard": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         }, 
         "BoundingBox": {  
            "Height": number, 
            "Left": number, 
            "Top": number, 
            "Width": number
         }, 
         "Confidence": number, 
         "Emotions": [  
            {  
               "Confidence": number, 
               "Type": "string" 
            } 
         ], 
         "Eyeglasses": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         }, 
         "EyesOpen": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         }, 
         "Gender": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": "string" 
         }, 
         "Landmarks": [  
            {  
               "Type": "string", 
               "X": number, 
               "Y": number
            } 
         ], 
         "MouthOpen": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         }, 
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         "Mustache": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         }, 
         "Pose": {  
            "Pitch": number, 
            "Roll": number, 
            "Yaw": number
         }, 
         "Quality": {  
            "Brightness": number, 
            "Sharpness": number
         }, 
         "Smile": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         }, 
         "Sunglasses": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         } 
      } 
   ], 
   "OrientationCorrection": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FaceDetails (p. 565)

画像で見つかった各顔の詳細です。

Type: 配列のFaceDetail (p. 754)オブジェクト
OrientationCorrection (p. 565)

の価値OrientationCorrectionは常にヌルです。

入力イメージが .jpeg 形式の場合、イメージの向きを含む交換可能なイメージファイル形式 (Exif) メタ
データが含まれている場合があります。Amazon Rekognition は、この方向情報を使用して画像補正を
実行します。境界ボックスの座標は、Exif メタデータの方向情報を使用してイメージの向きを修正し
た後、オブジェクトの位置を表すように変換されます。.png 形式のイメージには Exif メタデータが含
まれていません。

Amazon Rekognition では、画像 Exif メタデータ内の方向情報がない.png 形式の画像および.jpeg 画像
の画像補正は実行されません。バウンディングボックスの座標は変換されず、イメージが回転される
前のオブジェクトの位置を表します。

Type: 文字列

有効な値:  ROTATE_0 | ROTATE_90 | ROTATE_180 | ROTATE_270

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。
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HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)では、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えてい
ます。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してく
ださい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DetectLabels
入力として提供されるイメージ (JPEG または PNG) 内の実際のエンティティのインスタンスを検出しま
す。これには、花、木、テーブルなどのオブジェクト、結婚式、卒業、誕生日パーティーなどのイベン
ト、風景、夕方、自然などの概念が含まれます。

例については、Amazon S3 バケットに保存されているイメージの分析 (p. 29) を参照してください。
Note

DetectLabelsは、アクティビティ検出をサポートしていません。ただし、アク
ティビティ検出は、動画のラベル検出でサポートされています。詳細については、
「StartLabelDetection (p. 683)」を参照してください。

入力イメージとして、Base64 でエンコードされたイメージのバイトとして、または Amazon S3 バケット
内のイメージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び
出す場合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG 形式
ファイルである必要があります。

オブジェクト、シーン、およびコンセプトごとに、API は 1 つ以上のラベルを返します。各ラベルには、
オブジェクト名と、イメージにオブジェクトが含まれている信頼度が示されます。たとえば、入力イメー
ジに灯台、海、岩があるとします。レスポンスには、オブジェクトごとに 1 つずつ、3 つのラベルがすべ
て含まれます。

{Name: lighthouse, Confidence: 98.4629}

{Name: rock,Confidence: 79.2097}

{Name: sea,Confidence: 75.061}

前の例で、オペレーションは 3 つのオブジェクトごとに 1 つのラベルを返します。この操作は、イメー
ジ内の同じオブジェクトに対して複数のラベルを返すこともできます。たとえば、入力イメージに花 
(チューリップなど) が表示されている場合、オペレーションは次の 3 つのラベルを返します。

{Name: flower,Confidence: 99.0562}

{Name: plant,Confidence: 99.0562}

{Name: tulip,Confidence: 99.0562}

この例では、検出アルゴリズムにより、花がチューリップとしてより正確に識別されます。

API は、ラベルの配列を返します。さらに、応答には向き補正も含まれます。オプションで、指定するこ
とができます。MinConfidence返されたラベルの信頼しきい値を制御します。デフォルトは 55% です。
また、MaxLabels返されるラベルの数を制限するパラメータです。

Note

検出された物体が人である場合、操作は、同じ顔のディテールを提供しな
いDetectFaces (p. 564)操作は提供します。

DetectLabels配列内の共通のオブジェクトラベルのインスタンスの境界ボックスを返
します。Instance (p. 769)オブジェクト。AnInstanceオブジェクトにはが含まれま
す。BoundingBox (p. 721)オブジェクトで、画像上のラベルの位置を表します。また、境界ボックスが検
出された信頼度も含まれます。

DetectLabelsは、検出されたラベルの階層分類を返します。たとえば、検出された車にラベルが割り当
てられます。車。ラベルです。車には 2 つの親ラベルがあります。車両(その親) とトランスポーテーショ
ン（祖父母）。レスポンスは、ラベルの祖先のリスト全体を返します。各祖先は、レスポンス内で一意の
ラベルです。前の例で、Car,車両, およびトランスポーテーションレスポンスでは一意ラベルとして返され
ます。
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これはステートレス API オペレーションです。つまり、操作はデータを保持しません。

このオペレーションには rekognition:DetectLabels アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

リクエストの構文

{ 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "MaxLabels": number, 
   "MinConfidence": number
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Image (p. 570)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、イメージのバイトを渡すことはサポート
されていません。S3 バケットに格納されたイメージは、base64 でエンコードされる必要はありませ
ん。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

: 必須 はい
MaxLabels (p. 570)

レスポンスで返すラベルの最大数。サービスは、指定された数の最高信頼ラベルを返します。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
MinConfidence (p. 570)

ラベルの最小信頼水準を指定します。Amazon Rekognition は、この指定された値よりも低い信頼性の
あるラベルを返しません。

もしMinConfidenceが指定されていない場合、55% 以上の信頼値を持つラベルが返されます。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
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レスポンスの構文

{ 
   "LabelModelVersion": "string", 
   "Labels": [  
      {  
         "Confidence": number, 
         "Instances": [  
            {  
               "BoundingBox": {  
                  "Height": number, 
                  "Left": number, 
                  "Top": number, 
                  "Width": number
               }, 
               "Confidence": number
            } 
         ], 
         "Name": "string", 
         "Parents": [  
            {  
               "Name": "string" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "OrientationCorrection": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

LabelModelVersion (p. 571)

ラベルの検出に使用されたラベル検出モデルのバージョン番号。

Type: 文字列
Labels (p. 571)

検出された現実世界のオブジェクトのラベルの配列。

Type: の配列Label (p. 773)オブジェクト
OrientationCorrection (p. 571)

の価値OrientationCorrectionは常にヌルです。

入力イメージが .jpeg 形式の場合、画像の向きを含む交換可能な画像ファイル形式 (Exif) メタデータが
含まれている場合があります。Amazon Rekognition は、この方向情報を使用して画像補正を実行しま
す。境界ボックスの座標は、Exif メタデータの方向情報を使用してイメージの向きを修正した後、オ
ブジェクトの位置を表すように変換されます。.png 形式のイメージには Exif メタデータが含まれてい
ません。

Amazon Rekognition では、画像 Exif メタデータ内の方向情報がない.png 形式の画像および.jpeg 画像
の画像補正は実行されません。バウンディングボックスの座標は変換されず、イメージが回転される
前のオブジェクトの位置を表します。

Type: 文字列

571



Amazon Rekognition 開発者ガイド
DetectLabels

有効な値:  ROTATE_0 | ROTATE_90 | ROTATE_180 | ROTATE_270

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話している場
合DetectProtectiveEquipment (p. 578)では、画像サイズまたは解像度が制限文字数を超えていま
す。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してくだ
さい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DetectModerationLabels
指定された JPEG または PNG 形式のイメージ内の安全でないコンテンツを検出します。を使用す
るDetectModerationLabels要件に応じて画像をモデレートします。たとえば、ヌードを含む画像に
フィルタを適用できますが、示唆的なコンテンツを含む画像を除外できます。

画像をフィルタするには、から返されるラベルを使用します。DetectModerationLabels適切なコンテ
ンツの種類を特定します。

モデレーションラベルの詳細については、「」を参照してください。コンテンツの節度 (p. 292)。Amazon 
Rekognition のモデレーションラベルのリストについては、イメージおよびビデオのモデレーション API 
の使用。

入力イメージは、base64 でエンコードされたイメージバイトとして、または Amazon S3 バケット内のイ
メージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場
合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG 形式ファイ
ルにする必要があります。

リクエストの構文
{ 
   "HumanLoopConfig": {  
      "DataAttributes": {  
         "ContentClassifiers": [ "string" ] 
      }, 
      "FlowDefinitionArn": "string", 
      "HumanLoopName": "string" 
   }, 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "MinConfidence": number
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HumanLoopConfig (p. 574)

イメージが送信される FlowDefinition を含む、人間の評価のための設定を設定します。

型: HumanLoopConfig (p. 765) オブジェクト

: 必須 いいえ
Image (p. 574)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 エンコードされたイメージのバイ
トを渡すことはサポートされていません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。
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型: Image (p. 767) オブジェクト

: 必須 はい
MinConfidence (p. 574)

ラベルの最小信頼水準を指定します。Amazon Rekognition は、この指定された値よりも低い信頼水準
のラベルを返しません。

を指定しなかった場合MinConfidenceの場合、信頼値が 50% 以上のラベルが返されます。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "HumanLoopActivationOutput": {  
      "HumanLoopActivationConditionsEvaluationResults": "string", 
      "HumanLoopActivationReasons": [ "string" ], 
      "HumanLoopArn": "string" 
   }, 
   "ModerationLabels": [  
      {  
         "Confidence": number, 
         "Name": "string", 
         "ParentName": "string" 
      } 
   ], 
   "ModerationModelVersion": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HumanLoopActivationOutput (p. 575)

ループ評価で人間の結果を表示します。

型: HumanLoopActivationOutput (p. 764) オブジェクト
ModerationLabels (p. 575)

検出されたモデレーションラベルの配列と、ビデオの開始時刻を始点とする、検出されたミリ秒単位
の時間です。

Type: の配列ModerationLabel (p. 776)オブジェクト
ModerationModelVersion (p. 575)

安全でないコンテンツを検出するために使用されるモデレーション検出のバージョン番号。

Type: 文字列
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
HumanLoopQuotaExceededException

進行中のヒューマンレビューの数が許容数を超えています。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)の場合、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えて
います。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照して
ください。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DetectProtectiveEquipment
画像内で検出された人が着用している個人用保護具 (PPE) を検出します。Amazon Rekognition は以下の
タイプの PPE を検出することができます。

• フェイスカバー
• ハンドカバー
• Head cover

入力イメージとして、base64 でエンコードされたイメージのバイトとして渡すか、Amazon S3 バケット
内のイメージへの参照として渡します。イメージは、PNG または JPG 形式ファイルにする必要がありま
す。

DetectProtectiveEquipment画像内で検出された最大15人が着用したPPEを検出します。

画像で検出された各人物について、API はボディパーツ (顔、頭、左手、右手) の配列を返します。各ボ
ディパーツについて、PPE の検出された項目の配列が返されます。これには、PPE がボディパーツをカ
バーしているかどうかのインジケータも含まれます。API は、各検出における信頼度（人、PPE、身体
部分、身体部分のカバレッジ）を返します。また、バウンディングボックス (BoundingBox (p. 721)）
は、PPEの検出された各人物および検出された各項目についてである。

オプションで、検出された PPE アイテムのサマリーをリクエストできま
す。SummarizationAttributes入力パラメータ。概要は以下の情報を提供します。

• 指定したすべてのタイプの PPE を着用していると検出された人物。
• 指定したタイプの PPE を装着していないと検出された人物。
• PPEの装飾が特定できない場所を検出した人。

これはステートレス API オペレーションです。つまり、操作はデータを保持しません。

このオペレーションには rekognition:DetectProtectiveEquipment アクションを実行するアクセ
ス許可が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "SummarizationAttributes": {  
      "MinConfidence": number, 
      "RequiredEquipmentTypes": [ "string" ] 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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Image (p. 578)

検出された人物の PPE を検出するイメージ。イメージとして、イメージのバイトとして渡す
か、Amazon S3 バケットに保存されているイメージを参照することができます。

型: Image (p. 767) オブジェクト

: 必須 はい
SummarizationAttributes (p. 578)

要約する PPE タイプの配列。

型: ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes (p. 793) オブジェクト

: 必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Persons": [  
      {  
         "BodyParts": [  
            {  
               "Confidence": number, 
               "EquipmentDetections": [  
                  {  
                     "BoundingBox": {  
                        "Height": number, 
                        "Left": number, 
                        "Top": number, 
                        "Width": number
                     }, 
                     "Confidence": number, 
                     "CoversBodyPart": {  
                        "Confidence": number, 
                        "Value": boolean
                     }, 
                     "Type": "string" 
                  } 
               ], 
               "Name": "string" 
            } 
         ], 
         "BoundingBox": {  
            "Height": number, 
            "Left": number, 
            "Top": number, 
            "Width": number
         }, 
         "Confidence": number, 
         "Id": number
      } 
   ], 
   "ProtectiveEquipmentModelVersion": "string", 
   "Summary": {  
      "PersonsIndeterminate": [ number ], 
      "PersonsWithoutRequiredEquipment": [ number ], 
      "PersonsWithRequiredEquipment": [ number ] 
   }
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Persons (p. 579)

画像で検出された人物の配列（PPE を着用していない人を含む）。

Type: 配列ProtectiveEquipmentPerson (p. 792)オブジェクト
ProtectiveEquipmentModelVersion (p. 579)

は、画像内の PPE を検出するために使用された PPE 検出モデルのバージョン番号です。

Type: 文字列
Summary (p. 579)

で指定された PPE のタイプに関するサマリー情報SummarizationAttributes入力パラメータ。

型: ProtectiveEquipmentSummary (p. 794) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)の場合、画像サイズまたは解像度が制限文字数を超えていま
す。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してくだ
さい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
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ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DetectText
入力イメージ内のテキストを検出し、コンピュータが読み取り可能なテキストに変換します。

入力イメージとして、Base64 でエンコードされたイメージのバイトとして、または Amazon S3 バケット
内のイメージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び
出す場合は、Amazon S3 バケット内のイメージへの参照として渡す必要があります。AWS CLI の場合、
イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは、.png または .jpeg 形式ファイルに
する必要があります。

-DetectTextオペレーションは、次の配列でテキストを返します。TextDetection (p. 815)要
素、TextDetections。eachTextDetection要素は、画像内で検出された単一の単語またはテキスト行
に関する情報を提供します。

単語とは、スペースで区切られていない、1 個以上のスクリプトです。DetectTextはイメージ内の最大 
100 個の単語を検出できます。

行は、等間隔のスペースで区切られた単語の文字列です。行は、必ずしも完全な文とは限りません。たと
えば、運転免許証番号は行として検出されます。行は、後に整列するテキストが続かない場合に終わり
ます。また、単語間の間隔が各単語の長さと比べて大きく離れている場合にも、行は終わります。つま
り、同じ方向に整列されたテキストでも、単語間の間隔によっては、Amazon Rekognition で複数の行と
して検出される場合があります。ピリオドは行の終わりを示しません。文が複数の行にまたがっている場
合、DetectText オペレーションは複数の行を返します。

かどうか確認するにはTextDetection要素はテキスト行または単語です。TextDetection対
象Typeフィールド。

テキストが検出されるのは、水平軸から +/- 90 度以内の向きである場合に限ります。

詳細については、「テキストの検出 (p. 309)」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "Filters": {  
      "RegionsOfInterest": [  
         {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            } 
         } 
      ], 
      "WordFilter": {  
         "MinBoundingBoxHeight": number, 
         "MinBoundingBoxWidth": number, 
         "MinConfidence": number
      } 
   }, 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}
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リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Filters (p. 582)

テキストが応答に含めるために満たす必要がある条件を設定できるオプションのパラメーター。

型: DetectTextFilters (p. 745) オブジェクト

必須: いいえ
Image (p. 582)

base64 でエンコードされたバイトまたは Amazon S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI 
を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、イメージバイトを渡すことはでき
ません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "TextDetections": [  
      {  
         "Confidence": number, 
         "DetectedText": "string", 
         "Geometry": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Polygon": [  
               {  
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ] 
         }, 
         "Id": number, 
         "ParentId": number, 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "TextModelVersion": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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TextDetections (p. 583)

入力イメージ内で検出されたテキストの配列。

Type: 配列のTextDetection (p. 815)オブジェクト
TextModelVersion (p. 583)

テキストの検出に使用されるモデルバージョン。

Type: 文字列

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)の場合、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えてい
ます。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してく
ださい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DistributeDatasetEntries
トレーニングデータセット内のエントリ（イメージ）を、プロジェクトのトレーニングデータセットおよ
びテストデータセット全体に分散します。DistributeDatasetEntriesトレーニングデータセットイ
メージの 20% をテストデータセットに移動します。エントリは、イメージを説明する JSON 行です。

プロジェクトのトレーニングデータセットとテストデータセットの Amazon リソースネーム (ARN) を
指定します。トレーニングデータセットには、分割するイメージが含まれている必要があります。テス
トデータセットは空でなければなりません。データセットは同じプロジェクトに属している必要があり
ます。プロジェクトのトレーニングデータセットとテストデータセットを作成するには、を呼び出しま
す。CreateDataset (p. 514)。

データセットの配布が完了するまで少し時間がかかります。ステータスコールを確認するに
はDescribeDataset。操作は、Statusトレーニングデータセットとテストデータセットのフィールド
はUPDATE_COMPLETE。データセットの分割が失敗した場合、StatusですUPDATE_FAILED。

このオペレーションには rekognition:DistributeDatasetEntries アクションを実行するアクセス
許可が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "Datasets": [  
      {  
         "Arn": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Datasets (p. 586)

使用するトレーニングデータセットおよびテストデータセットの ARNS。データセットは同じプロ
ジェクトに属している必要があります。テストデータセットは空でなければなりません。

Type: 配列のDistributeDataset (p. 746)オブジェクト

配列メンバー: 固定数は 2 項目です。

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
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InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotReadyException

リクエストされたリソースは準備ができていません。たとえば、この例外は、を呼び出したときに発
生します。DetectCustomLabelsデプロイされていないモデルバージョンを使用します。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetCelebrityInfo
対象の Amazon Rekognition ID に基づいて有名人の名前と追加情報を取得します。追加情報は URL の配列
として返されます。有名人に関する追加情報がない場合、このリストは空です。

詳細については、「有名人に関する情報の取得 (p. 287)」を参照してください。

このオペレーションには rekognition:GetCelebrityInfo アクションを実行するアクセス許可が必要
です。

リクエストの構文

{ 
   "Id": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Id (p. 588)

有名人のID。セレブIDは、RecognizeCelebrities (p. 654)イメージ内の有名人を認識するオペレー
ション。

Type: 文字列

パターン: [0-9A-Za-z]*

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "KnownGender": {  
      "Type": "string" 
   }, 
   "Name": "string", 
   "Urls": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

KnownGender (p. 588)

有名人の既知の性別を取得します。

型: KnownGender (p. 772) オブジェクト
Name (p. 588)

有名人の名前。
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Type: 文字列
Urls (p. 588)

追加の有名人情報を指す URL の配列。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小項目数は 0 です。最大数は 255 項目です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetCelebrityRecognition
によって開始された Amazon Rekognition Video 分析の有名人の認識結果を取得しま
す。StartCelebrityRecognition (p. 667)。

ビデオ内の有名人の認識は、非同期オペレーションです。分析は、への呼び出しによって開始されま
す。StartCelebrityRecognition (p. 667)ジョブ識別子 (JobId).

セレブ認識操作が完了すると、Amazon Rekognition Video は、への最初の呼び出しに登録された Amazon 
簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開します。StartCelebrityRecognition。
有名人の認識分析の結果を得るには、まず Amazon SNS トピックに公開されているステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetCelebrityDetectionジョブ識別子を渡します 
(JobId) の最初の呼び出しからStartCelebrityDetection。

詳細については、「保存したビデオの使用 (p. 61)」を参照してください。

GetCelebrityRecognition配列で検出された有名人と検出された時間を返します。Celebrities) 
のCelebrityRecognition (p. 727)オブジェクト。eachCelebrityRecognitionの有名人に関する情報
が含まれていますCelebrityDetail (p. 725)オブジェクトと時間、Timestamp、有名人が検出された。こ
のCelebrityDetail (p. 725)オブジェクトには、検出された有名人の顔属性、顔のバウンディングボック
ス、既知の性別、有名人の名前、信頼性の推定に関する情報が格納されます。

Note

GetCelebrityRecognitionデフォルトのフェイシャルアトリビュートのみを返します 
(BoundingBox,Confidence,Landmarks,Pose, およびQuality). -BoundingBoxフィールド
は、検出されたフェースインスタンスにのみ適用されます。にリストされているその他のフェイ
シャルアトリビュートFace次のレスポンス構文のオブジェクトは返されません。詳細について
は、「FaceDetail (p. 754)」を参照してください。

デフォルトでは、Celebrities配列は、時間 (ビデオの開始からのミリ秒数) で並べ替えられます。値を
指定して、配列を有名人でソートすることもできます。IDのSortBy入力パラメータ。

-CelebrityDetailオブジェクトには、有名人の識別子と追加情報 URL が含まれます。追加情報 URL を
保存しない場合は、後で呼び出すことで取得できます。GetCelebrityInfo (p. 588)有名人の識別者と一緒に

セレブとして認識されない顔については、情報は返されません。

MaxResults パラメータを使用して、返されるラベルの数を制限します。で指定した数を超える結
果がある場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の結果
セットを取得するためのページ割りトークンが含まれています。次の結果ページを取得したい場
合GetCelebrityDetection入力してNextTokenリクエストパラメータ。前回の呼び出しで返された
トークン値を返します。GetCelebrityRecognition。

リクエストの構文

{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SortBy": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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JobId (p. 591)

必要な有名人認識分析のJob 識別子。ジョブ識別子は、への呼び出しから取得できま
すStartCelebrityRecognition。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須 はい
MaxResults (p. 591)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。最大値は 1000 です。1000 より大きい値を指定した場
合、最大 1000 件の結果が返されます。デフォルト値は 1000 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

必須 いいえ
NextToken (p. 591)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する認識された有名人が増えるため)、Amazon Rekognition 
Video はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の有
名人のセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須 いいえ
SortBy (p. 591)

で返された有名人に使うソートCelebritiesフィールド。を指定するID有名人識別子で並べ替える
には、TIMESTAMP有名人が認められた時点でソートする。

Type: 文字列

有効な値:  ID | TIMESTAMP

必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Celebrities": [  
      {  
         "Celebrity": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "Face": {  
               "AgeRange": {  
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                  "High": number, 
                  "Low": number
               }, 
               "Beard": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "BoundingBox": {  
                  "Height": number, 
                  "Left": number, 
                  "Top": number, 
                  "Width": number
               }, 
               "Confidence": number, 
               "Emotions": [  
                  {  
                     "Confidence": number, 
                     "Type": "string" 
                  } 
               ], 
               "Eyeglasses": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "EyesOpen": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Gender": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": "string" 
               }, 
               "Landmarks": [  
                  {  
                     "Type": "string", 
                     "X": number, 
                     "Y": number
                  } 
               ], 
               "MouthOpen": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Mustache": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Pose": {  
                  "Pitch": number, 
                  "Roll": number, 
                  "Yaw": number
               }, 
               "Quality": {  
                  "Brightness": number, 
                  "Sharpness": number
               }, 
               "Smile": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Sunglasses": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               } 
            }, 
            "Id": "string", 
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            "KnownGender": {  
               "Type": "string" 
            }, 
            "Name": "string", 
            "Urls": [ "string" ] 
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "JobStatus": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
      "FrameWidth": number
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Celebrities (p. 592)

ビデオ内で認識された有名人の配列。

Type: の配列CelebrityRecognition (p. 727)オブジェクト
JobStatus (p. 592)

有名人の認識ジョブの現在の状態。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
NextToken (p. 592)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次の有名人のセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
StatusMessage (p. 592)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、わかりやすいエラーメッセージを示します。

Type: 文字列
VideoMetadata (p. 592)

Amazon Rekognition Video が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition 
Video オペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetContentModeration
によって開始された Amazon Rekognition Video 分析の不適切な、望まない、または不快なコンテンツ分
析結果を取得します。StartContentModeration (p. 671)。Amazon Rekognition のモデレーションラベル
のリストについては、を参照してください。イメージおよびビデオのモデレーション API の使用。

Amazon Rekognition Video 保存された動画での不適切なコンテンツまたは不快なコンテンツの検出は、
非同期操作です。解析を開始するには、を呼び出します。StartContentModeration (p. 671)ジョブ識別子 
(JobId). 分析が完了すると、Amazon Rekognition Video は、への最初の呼び出しに登録された Amazon 
簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開します。StartContentModeration。コンテンツ
分析の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されたステータス値がSUCCEEDED。もし
そうなら、電話してくださいGetContentModerationジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び出
しからStartContentModeration。

詳細については、「保存したビデオの使用 (p. 61)」を参照してください。

GetContentModeration検出された不適切、望まない、または不快なコンテンツモ
デレーションラベルと、検出された時刻を配列で返します。ModerationLabels、
のContentModerationDetection (p. 732)オブジェクト。

デフォルトでは、モデレートラベルは、ビデオの開始時点からの経過時間 (ミリ秒単位) で並べ替えられ
て返されます。指定して、モデレートラベルでソートすることもできます。NAME向けのSortBy入力パラ
メータ。

ビデオ解析では多数の結果が返される可能性があるため、MaxResults1 回の呼び出しで返さ
れるラベルの数を制限するパラメータGetContentModeration。で指定した数を超える結果
がある場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の結果
セットを取得するためのページ割りトークンが含まれています。次の結果ページを取得するに
は、GetContentModeration入力してNextToken値を持つリクエストパラメータNextToken前回の呼
び出しから返されたGetContentModeration。

詳細については、「コンテンツの節度 (p. 292)」を参照してください。

リクエストの構文
{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SortBy": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 596)

不適切、望まない、または不快なコンテンツモデレーションジョブの識別子。を使用するJobId以降
の呼び出しでジョブを識別するにはGetContentModeration。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: はい
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MaxResults (p. 596)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。最大 1,000 個の指定が可能です。1000 より大きい値を指
定した場合、最大 1000 件の結果が返されます。デフォルト値は 1000 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

: いいえ
NextToken (p. 596)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得するデータが多いため)、Amazon Rekognition はレスポン
スでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次のコンテンツモデレー
ションのセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

: いいえ
SortBy (p. 596)

の要素に使用するソートModerationLabelDetections配列。を使用するTIMESTAMPは、検出され
た時間ラベルで配列要素をソートします。を使用するNAMEラベルの要素をアルファベット順にグルー
プ化します。各ラベルグループ内では、配列要素は検出信頼度でソートされます。デフォルトのソー
トは by です。TIMESTAMP。

Type: 文字列

有効な値:  NAME | TIMESTAMP

: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "JobStatus": "string", 
   "ModerationLabels": [  
      {  
         "ModerationLabel": {  
            "Confidence": number, 
            "Name": "string", 
            "ParentName": "string" 
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "ModerationModelVersion": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
      "FrameWidth": number
   }
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}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobStatus (p. 597)

コンテンツモデレーション分析ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
ModerationLabels (p. 597)

検出された不適切、望まない、または不快なコンテンツモデレーションラベル、およびそれらが検出
された時刻。

Type: の配列ContentModerationDetection (p. 732)オブジェクト
ModerationModelVersion (p. 597)

不適切、不適切、または不快なコンテンツの検出に使用された、モデレーション検出モデルのバー
ジョン番号。

Type: 文字列
NextToken (p. 597)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次のコンテンツモデレーションのセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
StatusMessage (p. 597)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、エラーメッセージを説明しています。

Type: 文字列
VideoMetadata (p. 597)

Amazon Rekognition が分析した動画に関する情報。Videometadataページ分割されたレスポンスの
各ページで返されるGetContentModeration。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetFaceDetection
によって開始された Amazon Rekognition Video 分析の顔検出結果を取得しま
す。StartFaceDetection (p. 675)。

Amazon Rekognition Video での顔検出は、非同期オペレーションです。電話をかけて顔検出を開
始します。StartFaceDetection (p. 675)ジョブ識別子 (JobId). 顔検出操作が完了すると、Amazon 
Rekognition Video は、への最初の呼び出しに登録された Amazon 簡易通知サービスのトピック
に完了ステータスを公開します。StartFaceDetection。顔検出操作の結果を取得するには、
まず Amazon SNS トピックに公開されているステータス値がSUCCEEDED。もしそうなら、電話
してくださいGetFaceDetection (p. 600)ジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び出しか
らStartFaceDetection。

GetFaceDetection検出された顔の配列を返します (Faces) は、顔が検出された時刻でソートされる。

MaxResults パラメータを使用して、返されるラベルの数を制限します。で指定した数を超える結果がある
場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の結果セットを取得する
ためのページ割りトークンが含まれています。次の結果ページを取得したい場合、GetFaceDetectionと
設定するにはNextTokenリクエストパラメータ。前回の呼び出しで返されたトークン値が含まれま
す。GetFaceDetection。

リクエストの構文
{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 600)

顔検出ジョブの一意の識別子。-JobIdから返されるStartFaceDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須: はい
MaxResults (p. 600)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。最大 1,000 個の値を指定できます。1000 より大きい値を
指定した場合、最大 1000 件の結果が返されます。デフォルト値は 1000 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 600)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する顔が多いため)、Amazon Rekognition Video はレスポン
スでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の顔セットを取得でき
ます。
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Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Faces": [  
      {  
         "Face": {  
            "AgeRange": {  
               "High": number, 
               "Low": number
            }, 
            "Beard": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "Emotions": [  
               {  
                  "Confidence": number, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Eyeglasses": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "EyesOpen": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Gender": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": "string" 
            }, 
            "Landmarks": [  
               {  
                  "Type": "string", 
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ], 
            "MouthOpen": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Mustache": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Pose": {  
               "Pitch": number, 
               "Roll": number, 
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               "Yaw": number
            }, 
            "Quality": {  
               "Brightness": number, 
               "Sharpness": number
            }, 
            "Smile": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Sunglasses": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            } 
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "JobStatus": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
      "FrameWidth": number
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Faces (p. 601)

ビデオ内で検出された顔の配列。各要素には、検出された顔の詳細と、ビデオが開始されてから顔が
検出されるまでのミリ秒数が含まれます。

Type: の配列FaceDetection (p. 757)オブジェクト
JobStatus (p. 601)

顔検出ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
NextToken (p. 601)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition はこのトークンを返します。このトークンを後
続のリクエストで使用して、次の顔セットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
StatusMessage (p. 601)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、わかりやすいエラーメッセージを示します。
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Type: 文字列
VideoMetadata (p. 601)

Amazon Rekognition Video が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition 
ビデオオペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetFaceSearch
Amazon Rekognition Video 顔検索の結果を取得します。StartFaceSearch (p. 679)。検索では、ビデオ内
で検出された人物の顔に一致するコレクション内の顔が返されます。また、ビデオで顔が一致した時間も
含まれます。

ビデオ内の顔検索は、非同期オペレーションです。顔検索を開始するに
は、StartFaceSearch (p. 679)ジョブ識別子 (JobId). 検索操作が完了すると、Amazon Rekognition Video 
は、への最初の呼び出しに登録された Amazon 簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開し
ます。StartFaceSearch。検索結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されているス
テータス値がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetFaceSearchジョブ識別子を渡します 
(JobId) の最初の呼び出しからStartFaceSearch。

詳細については、「コレクション内の顔の検索 (p. 177)」を参照してください。

検索結果は配列で返されます。Persons、のPersonMatch (p. 784)オブジェク
ト。EACHPersonMatch要素には、入力コレクション内の一致する顔、一致した人物の個人情報 (顔の属
性、境界ボックス、および個人識別子)、およびビデオ内で人物が一致した時間が含まれます。

Note

GetFaceSearchデフォルトのフェイシャルアトリビュートのみを返します 
(BoundingBox,Confidence,Landmarks,Pose, およびQuality). にリストされているその他の
フェイシャルアトリビュートFace次のレスポンス構文のオブジェクトは返されません。詳細につ
いては、「FaceDetail (p. 754)」を参照してください。

デフォルトでは、Persons配列は、ビデオの先頭からの時間 (ミリ秒単位) によってソートされます。指定
して、人別にソートすることもできます。INDEX向けのSORTBY入力パラメータ。

リクエストの構文

{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SortBy": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 605)

検索リクエストのジョブ ID。ジョブ識別子は、への最初の呼び出しから取得しま
す。StartFaceSearch。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: はい
MaxResults (p. 605)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。最大 1,000 個の値を指定できます。1000 より大きい値を
指定した場合、最大 1000 件の結果が返されます。デフォルト値は 1000 です。
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Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

: いいえ
NextToken (p. 605)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する検索結果が多いため)、Amazon Rekognition Video は
レスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の検索結果の
セットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

: いいえ
SortBy (p. 605)

レスポンスの面をグループ化するために使用するソート。を使用するTIMESTAMP顔を認識した時点ま
でに顔をグループ化します。を使用するINDEX認識された顔で並べ替えます。

Type: 文字列

有効な値:  INDEX | TIMESTAMP

: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "JobStatus": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "Persons": [  
      {  
         "FaceMatches": [  
            {  
               "Face": {  
                  "BoundingBox": {  
                     "Height": number, 
                     "Left": number, 
                     "Top": number, 
                     "Width": number
                  }, 
                  "Confidence": number, 
                  "ExternalImageId": "string", 
                  "FaceId": "string", 
                  "ImageId": "string", 
                  "IndexFacesModelVersion": "string" 
               }, 
               "Similarity": number
            } 
         ], 
         "Person": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Face": {  
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               "AgeRange": {  
                  "High": number, 
                  "Low": number
               }, 
               "Beard": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "BoundingBox": {  
                  "Height": number, 
                  "Left": number, 
                  "Top": number, 
                  "Width": number
               }, 
               "Confidence": number, 
               "Emotions": [  
                  {  
                     "Confidence": number, 
                     "Type": "string" 
                  } 
               ], 
               "Eyeglasses": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "EyesOpen": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Gender": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": "string" 
               }, 
               "Landmarks": [  
                  {  
                     "Type": "string", 
                     "X": number, 
                     "Y": number
                  } 
               ], 
               "MouthOpen": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Mustache": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Pose": {  
                  "Pitch": number, 
                  "Roll": number, 
                  "Yaw": number
               }, 
               "Quality": {  
                  "Brightness": number, 
                  "Sharpness": number
               }, 
               "Smile": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Sunglasses": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               } 
            }, 
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            "Index": number
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
      "FrameWidth": number
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobStatus (p. 606)

顔検索ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
NextToken (p. 606)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次の検索結果のセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
Persons (p. 606)

の配列PersonMatch (p. 784)Amazon Rekognition コレクションの顔と一致する顔のある、Amazon 
Rekognition コレクションの顔と一致するビデオ内で表示されます。また、ビデオで人物が
一致したときの時間情報も含まれます。入力コレクションは、の最初の呼び出しで指定しま
す。StartFaceSearch。EACHPersons要素には、その人が一致した時刻、顔の一致の詳細
（FaceMatches) コレクション内の顔と個人情報 (Person) は一致した人のため。

Type: の配列PersonMatch (p. 784)オブジェクト
StatusMessage (p. 606)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、説明的なエラーメッセージを示します。

Type: 文字列
VideoMetadata (p. 606)

Amazon Rekognition が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition Video 
オペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetLabelDetection
で開始された Amazon Rekognition Video 分析のラベル検出結果を取得しま
す。StartLabelDetection (p. 683)。

ラベル検出操作は、の呼び出しによって開始されます。StartLabelDetection (p. 683)ジョブ識別子 
(JobId). ラベル検出操作が完了すると、Amazon Rekognition は、への最初の呼び出しに登録された 
Amazon 簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開します。StartlabelDetection。ラベル
検出操作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに発行されたステータス値がSUCCEEDED。
もしそうなら、電話してくださいGetLabelDetection (p. 610)ジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の
呼び出しからStartLabelDetection。

GetLabelDetectionは、検出されたラベルの配列を返します (Labels) ラベルが検出された時刻でソー
トされます。指定して、ラベル名でソートすることもできます。NAME向けのSortBy入力パラメータ。

返されるラベルには、ラベル名、検出されたラベルの精度に対する信頼度のパーセンテージ、およびビデ
オでラベルが検出された時間が含まれます。

返されるラベルには、共通オブジェクトの境界ボックス情報、検出されたラベルの階層的な分類法、およ
び検出に使用されるラベルモデルのバージョンも含まれます。

MaxResults パラメータを使用して、返されるラベルの数を制限できます。で指定した数を超える
結果がある場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の結
果セットを取得するためのページ割りトークンが含まれています。次の結果ページを取得したい場
合、GetlabelDetectionの入力NextTokenリクエストパラメータ。前回の呼び出しで返されたトークン
値GetLabelDetection。

リクエストの構文
{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SortBy": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 610)

結果を返すラベル検出操作のJob 識別子。ジョブ識別子は、への最初の呼び出しから取得しま
す。StartlabelDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 はい
MaxResults (p. 610)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。最大 1,000 個の値。1000 より大きい値を指定した場合、
最大 1000 件の結果が返されます。デフォルト値は 1000 です。

Type: 整数
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有効範囲: 最小値は 1 です。

: 必須 いいえ
NextToken (p. 610)

前回のレスポンスが不完全だった場合 (取得するラベルが多いため)、Amazon Rekognition Video はレ
スポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次のラベルのセッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

: 必須 いいえ
SortBy (p. 610)

の要素に使用するソートLabels配列。を使用するTIMESTAMPは、検出された時間ラベルで配列
要素をソートします。を使用するNAMEラベルの要素をアルファベット順にグループ化します。各
ラベルグループ内では、配列要素は検出信頼度でソートされます。デフォルトのソートは by で
す。TIMESTAMP。

Type: 文字列

有効な値:  NAME | TIMESTAMP

: 必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "JobStatus": "string", 
   "LabelModelVersion": "string", 
   "Labels": [  
      {  
         "Label": {  
            "Confidence": number, 
            "Instances": [  
               {  
                  "BoundingBox": {  
                     "Height": number, 
                     "Left": number, 
                     "Top": number, 
                     "Width": number
                  }, 
                  "Confidence": number
               } 
            ], 
            "Name": "string", 
            "Parents": [  
               {  
                  "Name": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
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      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
      "FrameWidth": number
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobStatus (p. 611)

ラベル検出ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
LabelModelVersion (p. 611)

ラベルの検出に使用されたラベル検出モデルのバージョン番号。

Type: 文字列
Labels (p. 611)

ビデオで検出されたラベルの配列。各要素には、検出されたラベルと、ビデオの開始時刻からのラベ
ルが検出されたミリ秒単位の時間です。

Type: の配列LabelDetection (p. 774)オブジェクト
NextToken (p. 611)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次のラベルのセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
StatusMessage (p. 611)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、エラーメッセージを説明しています。

Type: 文字列
VideoMetadata (p. 611)

Amazon Rekognition Video が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition 
ビデオオペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。
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HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetPersonTracking
によって開始された Amazon Rekognition Video 分析のパストラッキング結果を取得しま
す。StartPersonTracking (p. 687)。

個人パストラッキング操作は、への呼び出しによって開始されます。StartPersonTrackingジョブ
識別子 (JobId). 操作が完了すると、Amazon Rekognition Video は、への最初の呼び出しに登録された 
Amazon 簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開します。StartPersonTracking。

個人パストラッキング操作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されたステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetPersonTracking (p. 614)ジョブ識別子を渡します 
(JobId) の最初の呼び出しからStartPersonTracking。

GetPersonTracking配列を返し、Persons、追跡された人物のうち、そのパスがビデオで追跡された時
間。

Note

GetPersonTrackingデフォルトのフェイシャルアトリビュートのみを返します 
(BoundingBox,Confidence,Landmarks,Pose, およびQuality). にリストされているその他の
フェイシャルアトリビュートFace次のレスポンス構文のオブジェクトは返されません。
詳細については、「FaceDetail (p. 754)」を参照してください。

デフォルトでは、配列は動画内で人のパスが追跡される時刻でソートされます。追跡対象者で並べ替える
には、INDEX向けのSortBy入力パラメータ。

を使用するMaxResults返される項目数を制限するパラメータ。で指定した数を超える結果があ
る場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の結果セッ
トを取得するためのページ割りトークンが含まれています。次の結果ページを取得したい場合
は、GetPersonTrackingの入力NextTokenへの前回の呼び出しで返されたトークン値を持つリクエスト
パラメータGetPersonTracking。

リクエストの構文

{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SortBy": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 614)

動画内の人を追跡するジョブの識別子。次のようになります。JobIdへの呼び出しか
らStartPersonTracking。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須: はい
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MaxResults (p. 614)

ページ割りコールごとに返される結果の最大数。指定できる最大値は 1000 です。1000 より大きい値
を指定した場合、最大 1000 件の結果が返されます。デフォルト値は 1000 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 614)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する人が増えるため)、Amazon Rekognition Video はレスポ
ンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の人のセットを取得
できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須: いいえ
SortBy (p. 614)

の要素に使用するソートPersons配列。を使用するTIMESTAMP人が検出された時刻で配列要素をソー
トします。を使用するINDEX追跡された人物でソートする。並び替えたらINDEXの場合、各人の配列
要素は検出信頼度でソートされます。デフォルトの並べ替えは by です。TIMESTAMP。

Type: 文字列

有効な値:  INDEX | TIMESTAMP

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "JobStatus": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "Persons": [  
      {  
         "Person": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Face": {  
               "AgeRange": {  
                  "High": number, 
                  "Low": number
               }, 
               "Beard": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "BoundingBox": {  
                  "Height": number, 
                  "Left": number, 
                  "Top": number, 
                  "Width": number
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               }, 
               "Confidence": number, 
               "Emotions": [  
                  {  
                     "Confidence": number, 
                     "Type": "string" 
                  } 
               ], 
               "Eyeglasses": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "EyesOpen": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Gender": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": "string" 
               }, 
               "Landmarks": [  
                  {  
                     "Type": "string", 
                     "X": number, 
                     "Y": number
                  } 
               ], 
               "MouthOpen": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Mustache": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Pose": {  
                  "Pitch": number, 
                  "Roll": number, 
                  "Yaw": number
               }, 
               "Quality": {  
                  "Brightness": number, 
                  "Sharpness": number
               }, 
               "Smile": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               }, 
               "Sunglasses": {  
                  "Confidence": number, 
                  "Value": boolean
               } 
            }, 
            "Index": number
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
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      "FrameWidth": number
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobStatus (p. 615)

個人追跡ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
NextToken (p. 615)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次の人のセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
Persons (p. 615)

ビデオ内で検出された人の配列と、ビデオ全体でパスが追跡された時間。人のパスが追跡されるたび
に、配列要素が存在します。

Type: の配列PersonDetection (p. 783)オブジェクト
StatusMessage (p. 615)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、わかりやすいエラーメッセージが表示されます。

Type: 文字列
VideoMetadata (p. 615)

Amazon Rekognition Video が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition 
Video オペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetSegmentDetection
で開始された Amazon Rekognition Video 分析のセグメント検出結果を取得しま
す。StartSegmentDetection (p. 693)。

Amazon Rekognition Video でのセグメント検出は、非同期オペレーションです。セグメント検出を開
始するには、を呼び出します。StartSegmentDetection (p. 693)ジョブ識別子 (JobId). セグメント検
出操作が完了すると、Amazon Rekognition は、への最初の呼び出しに登録された Amazon 簡易通知
サービスのトピックに完了ステータスを公開します。StartSegmentDetection。セグメント検出操
作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに発行されたステータス値がSUCCEEDED。も
しそうなら、電話してGetSegmentDetectionジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び出しか
らStartSegmentDetection。

GetSegmentDetection検出されたセグメントを配列で返します (Segments) 
のSegmentDetection (p. 797)オブジェクト。Segmentsで指定されたセグメントタイプでソートされま
す。SegmentTypesの入力パラメータStartSegmentDetection。アレイの各要素には、検出されたセ
グメント、検出されたセグメントの精度に対する信頼度の比率、セグメントのタイプ、およびセグメント
が検出されたフレームが含まれます。

を使用するSelectedSegmentTypesの呼び出しで要求されたセグメント検出のタイプを調べるに
はStartSegmentDetection。

を使用するMaxResults返されるセグメント検出の数を制限するパラメータ。で指定した数を超え
る結果がある場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の
結果セットを取得するためのページ割りトークンが含まれます。次の結果ページを取得したい場合
は、GetSegmentDetection入力してNextTokenリクエストパラメータ。前回の呼び出しで返された
トークン値が含まれます。GetSegmentDetection。

詳細については、「保存されたビデオ内のビデオセグメントの検出 (p. 331)」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 619)

結果を返すテキスト検出操作のJob 識別子。ジョブ識別子は、への最初の呼び出しから取得しま
す。StartSegmentDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須 はい
MaxResults (p. 619)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。最大で指定できる値は 1000 です。
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Type: 整数

有効範囲 最小値は 1 です。

必須 いいえ
NextToken (p. 619)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次のテキストセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "AudioMetadata": [  
      {  
         "Codec": "string", 
         "DurationMillis": number, 
         "NumberOfChannels": number, 
         "SampleRate": number
      } 
   ], 
   "JobStatus": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "Segments": [  
      {  
         "DurationFrames": number, 
         "DurationMillis": number, 
         "DurationSMPTE": "string", 
         "EndFrameNumber": number, 
         "EndTimecodeSMPTE": "string", 
         "EndTimestampMillis": number, 
         "ShotSegment": {  
            "Confidence": number, 
            "Index": number
         }, 
         "StartFrameNumber": number, 
         "StartTimecodeSMPTE": "string", 
         "StartTimestampMillis": number, 
         "TechnicalCueSegment": {  
            "Confidence": number, 
            "Type": "string" 
         }, 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "SelectedSegmentTypes": [  
      {  
         "ModelVersion": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "StatusMessage": "string", 
   "VideoMetadata": [  
      {  
         "Codec": "string", 
         "ColorRange": "string", 
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         "DurationMillis": number, 
         "Format": "string", 
         "FrameHeight": number, 
         "FrameRate": number, 
         "FrameWidth": number
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AudioMetadata (p. 620)

AudioMetadata (p. 718) オブジェクトの配列。複数のオーディオストリームが存在する可能性があ
ります。各 AudioMetadata オブジェクトには、単一のオーディオストリームのメタデータが含ま
れます。AudioMetadata オブジェクトのオーディオ情報には、オーディオコーデック、オーディオ
チャンネルの数、オーディオストリームの長さ、およびサンプルレートが含まれます。オーディオメ
タデータは、GetSegmentDetection によって返される情報の各ページに含まれます。

Type: の配列AudioMetadata (p. 718)オブジェクト
JobStatus (p. 620)

セグメント検出ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
NextToken (p. 620)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得するラベルが多いため)、Amazon Rekognition Video はレス
ポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次のテキストセット
を取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
Segments (p. 620)

ビデオ内で検出されたセグメントの配列。配列は、StartSegmentDetection の SegmentTypes 入
力パラメータで指定されたセグメントタイプ (TECHNICAL_CUE または SHOT) でソートされます。
各セグメントタイプ内で、配列はタイムスタンプ値でソートされます。

Type: の配列SegmentDetection (p. 797)オブジェクト
SelectedSegmentTypes (p. 620)

の呼び出しで要求されたセグメントタイプを含む配列StartSegmentDetection。

Type: の配列SegmentTypeInfo (p. 799)オブジェクト
StatusMessage (p. 620)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageわかりやすいエラーメッセージを示します。

Type: 文字列
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VideoMetadata (p. 620)

現在、Amazon Rekognition Video は 1 つを返します。VideoMetadata (p. 823)のオブジェク
トVideoMetadata配列。このオブジェクトには、Amazon Rekognition Video が分析対象としてが
選択した入力ファイル内のビデオストリームに関する情報が含まれます。VideoMetadata オブジェ
クトには、ビデオコーデック、ビデオ形式、およびその他の情報が含まれます。ビデオのメタデータ
は、GetSegmentDetection によって返される情報の各ページに含まれます。

Type: の配列VideoMetadata (p. 823)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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GetTextDetection
で開始された Amazon Rekognition Video 分析のテキスト検出結果を取得しま
す。StartTextDetection (p. 699)。

Amazon Rekognition Video を使用したテキスト検出は、非同期オペレーションです。テキスト検出
を開始するには、を呼び出します。StartTextDetection (p. 699)ジョブ識別子 (JobId) テキスト検
出操作が終了すると、Amazon Rekognition は、への最初の呼び出しに登録された Amazon 簡易通
知サービスのトピックに完了ステータスを公開します。StartTextDetection。テキスト検出操
作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに発行されたステータス値がSUCCEEDED。
もしそうなら、GetTextDetectionジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び出しか
らStartLabelDetection。

GetTextDetection検出されたテキストの配列を返します (TextDetections）は、テキストが検出さ
れた時刻でソートされます。ビデオフレームあたり最大50語です。

配列の各要素には、検出されたテキスト、検出されたテキストの精度に対する信頼度の比率、テキストが
検出された時間、テキストが位置する境界ボックス情報、および単語とその行の一意の識別子が含まれま
す。

返されるテキスト検出の数を制限するには、MaxResults パラメータを使用します。で指定した数を
超える結果がある場合MaxResultsとすると、の値NextTokenオペレーションレスポンスには、次の
結果セットを取得するためのページ割りトークンが含まれています。次の結果ページを取得したい場
合、GetTextDetection入力してNextTokenリクエストパラメーター。前回の呼び出しで返されたトー
クン値。GetTextDetection。

リクエストの構文
{ 
   "JobId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

JobId (p. 624)

結果を返すテキスト検出操作のJob 識別子。ジョブ識別子は、への最初の呼び出しから取得しま
す。StartTextDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須: はい
MaxResults (p. 624)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。指定できる最大値は 1000 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

必須: いいえ
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NextToken (p. 624)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得するラベルが多いため)、Amazon Rekognition Video はレス
ポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次のテキストセット
を取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "JobStatus": "string", 
   "NextToken": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "TextDetections": [  
      {  
         "TextDetection": {  
            "Confidence": number, 
            "DetectedText": "string", 
            "Geometry": {  
               "BoundingBox": {  
                  "Height": number, 
                  "Left": number, 
                  "Top": number, 
                  "Width": number
               }, 
               "Polygon": [  
                  {  
                     "X": number, 
                     "Y": number
                  } 
               ] 
            }, 
            "Id": number, 
            "ParentId": number, 
            "Type": "string" 
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "TextModelVersion": "string", 
   "VideoMetadata": {  
      "Codec": "string", 
      "ColorRange": "string", 
      "DurationMillis": number, 
      "Format": "string", 
      "FrameHeight": number, 
      "FrameRate": number, 
      "FrameWidth": number
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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JobStatus (p. 625)

テキスト検出ジョブの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED
NextToken (p. 625)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次のテキストセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
StatusMessage (p. 625)

ジョブが失敗した場合、StatusMessageは、わかりやすいエラーメッセージが表示されます。

Type: 文字列
TextDetections (p. 625)

ビデオで検出されたテキストの配列。各要素には、検出されたテキスト、テキストが検出されたビデ
オの開始からのミリ秒単位の時間、および画面上で検出された場所が含まれます。

Type: の配列TextDetectionResult (p. 817)オブジェクト
TextModelVersion (p. 625)

テキストの検出に使用されたテキスト検出モデルのバージョン番号。

Type: 文字列
VideoMetadata (p. 625)

Amazon Rekognition が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition ビデ
オオペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

型: VideoMetadata (p. 823) オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ割りトークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。
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HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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IndexFaces
入力イメージの顔を検出し、指定したコレクションに追加します。

Amazon Rekognition では、検出された実際の顔は保存されません。代わりに、基になる検出アルゴリズ
ムで、最初に入力イメージ内の顔を検出します。アルゴリズムは、顔ごとに、特徴を特徴ベクトルに抽
出し、バックエンドデータベースに保存します。Amazon Rekognition は、SearchFaces (p. 659)そし
てSearchFacesByImage (p. 662)オペレーション。

詳細については、「コレクションへの顔の追加 (p. 199)」を参照してください。

コレクション内の顔の数を取得するには、を呼び出します。DescribeCollection (p. 542)。

顔検出モデルのバージョン 1.0 を使用している場合は、IndexFaces入力イメージ内の最大の 15 のフェー
スをインデックスします。これ以降のバージョンの顔検出モデルでは、入力イメージ内の 100 の大きい顔
にインデックスを付けることができます。

バージョン 4 以降の顔モデルを使用している場合、イメージの方向情報
はOrientationCorrectionフィールド。

使用しているモデルのバージョンを確認するには、DescribeCollection (p. 542)を選択し、コレクション ID 
を指定します。また、の値からモデルバージョンを取得することもできます。FaceModelVersionからの
レスポンスの中IndexFaces

詳細については、「モデルのバージョニング (p. 10)」を参照してください。

オプションを指定した場合ExternalImageId指定した入力イメージについて、Amazon Rekognition はこ
の ID を検出したすべての顔に関連付けます。あなたが電話したときListFaces (p. 646)オペレーションの
場合、応答は外部 ID を返します。この外部イメージ ID を使用して、クライアント側のインデックスを作
成し、顔と各イメージに関連付けることができます。次に、インデックスを使用して、イメージ内のすべ
ての顔を検索できます。

を使用して、インデックスを付ける顔の最大数を指定できます。MaxFaces入力パラメータ。この機能
は、イメージ内の最も大きい顔にインデックスを付け、背景に立っている人の顔など、小さい顔にイン
デックスを付けない場合に役立ちます。

-QualityFilter入力パラメータを使用すると、必要な品質バーを満たさない検出された顔を
除外できます。品質バーは、さまざまな一般的なユースケースに基づいています。デフォルトで
は、IndexFacesは、顔にフィルタを適用するために使用する品質基準を選択します。また、明示的に品
質基準を選択することもできます。を使用するQualityFilterをクリックし、指定して品質バーを設定
します。LOW,MEDIUM, またはHIGH。検出された面をフィルタリングしない場合は、NONE。

Note

品質フィルタリングを使用するには、バージョン 3 以上の顔モデルに関連付けられているコレ
クションが必要です。コレクションに関連付けられている顔モデルのバージョンを取得するに
は、DescribeCollection (p. 542) を呼び出します。

は、インデックスが付けられていないイメージ内で検出された顔に関する情報が配列で返されま
す。UnindexedFace (p. 820)オブジェクト、UnindexedFaces。次のような理由により、顔はインデッ
クス付けされません。

• 検出された顔の数が、MaxFacesリクエストパラメータ。
• イメージサイズに比べて顔が小さすぎる。
• 顔が極端にぼやけている。
• イメージが暗すぎる。
• 顔が極端なポーズをしている。
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• 顔に、顔検索に適したディテールがない。

これに応えて、IndexFacesoperation は、検出されたすべての顔のメタデータの配列を返しま
す。FaceRecords。これには以下が含まれます。

• 境界ボックスは、BoundingBox検出された顔の。
• 信頼値、Confidenceは、境界ボックス内に顔が含まれている信頼度を示します。
• 顔ID、FaceIdは、検出されて保存される顔ごとにサービスによって割り当てられます。
• イメージ IDImageId、サービスによって入力イメージに割り当てられます。

すべての顔のアトリビュートをリクエストした場合（detectionAttributesパラメータを指定す
ると、Amazon Rekognition は、顔のランドマーク（目と口の位置）やその他の顔の属性など、詳細
な顔の属性を返します。同じイメージを指定する場合は、同じコレクションを指定し、同じ外部 ID 
をIndexFacesオペレーションでは、Amazon Rekognition は重複した顔のメタデータを保存しません。

入力イメージは、base64 でエンコードされたイメージバイトとして、または Amazon S3 バケット内のイ
メージへの参照として渡されます。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す
場合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG ファイル
としてフォーマットする必要があります。

このオペレーションには rekognition:IndexFaces アクションを実行するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "CollectionId": "string", 
   "DetectionAttributes": [ "string" ], 
   "ExternalImageId": "string", 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "MaxFaces": number, 
   "QualityFilter": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 629)

入力イメージで検出された顔を追加する既存のコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須: はい
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DetectionAttributes (p. 629)

返すフェイシャルアトリビュートの配列。これは、属性のデフォルトのリストでもすべての属性でも
かまいません。に値を指定しない場合Attributesまたは、["DEFAULT"]の場合、API は顔属性の次
のサブセットを返します。BoundingBox,Confidence,Pose,Quality, およびLandmarks。あなた
が提供した場合["ALL"]では、すべての顔のアトリビュートが返されますが、操作の完了に時間がか
かります。

両方を提供した場合、["ALL", "DEFAULT"]の場合、サービスは論理 AND 演算子を使用して、返さ
れる属性 (この場合はすべての属性) を決定します。

Type: 文字列の配列

有効な値:  DEFAULT | ALL

必須: いいえ
ExternalImageId (p. 629)

イメージで検出されたすべての顔に割り当てる ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

必須: いいえ
Image (p. 629)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 でエンコードされたイメージバイ
トを渡すことはサポートされません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

必須: はい
MaxFaces (p. 629)

インデックスを付ける顔の最大数です。の価値MaxFacesは、1 以上にする必要がありま
す。IndexFacesより大きい値を指定した場合でも、イメージ内で検出された顔は 100 個以下で返さ
れます。MaxFaces。

もしIndexFacesの値よりも多くの面を検出しますMaxFacesでは、品質が最も低いフェースが最初
にフィルタアウトされます。の値よりまだ顔が多い場合MaxFacesの場合、境界ボックスが最小であ
るフェースは、次の値を満たすのに必要な数までフィルタリングされます。MaxFaces). インデック
ス化されていない面に関する情報は、UnindexedFaces配列。

によって返される顔IndexFacesは、最大のフェースバウンディングボックスのサイズで小さいサイ
ズに降順でソートされます。

MaxFacesは、顔モデルのバージョンに関連付けられているコレクションで使用できます。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。
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必須: いいえ
QualityFilter (p. 629)

面を識別するためのフィルタ処理量を示す品質バーを指定するフィルタ。フィルタされた顔にはイン
デックスが付けられません。を指定した場合AUTOでは、Amazon Rekognition が品質バーを選択しま
す。を指定した場合LOW,MEDIUM, またはHIGHを選択すると、フィルタリングによって、選択した品質
バーを満たさないすべての面が削除されます。デフォルト値は AUTO です。品質バーは、さまざまな
一般的なユースケースに基づいています。低品質の検出は、さまざまな理由で発生する可能性があり
ます。例としては、顔と誤認される物体、ぼやけすぎた顔、または極端すぎて使用できないポーズを
持つ顔などがあります。を指定した場合NONEの場合、フィルタリングは実行されません。

品質フィルタリングを使用するには、使用するコレクションがバージョン 3 以上の顔モデルに関連付
けられている必要があります。

Type: 文字列

有効な値:  NONE | AUTO | LOW | MEDIUM | HIGH

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "FaceModelVersion": "string", 
   "FaceRecords": [  
      {  
         "Face": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "ExternalImageId": "string", 
            "FaceId": "string", 
            "ImageId": "string", 
            "IndexFacesModelVersion": "string" 
         }, 
         "FaceDetail": {  
            "AgeRange": {  
               "High": number, 
               "Low": number
            }, 
            "Beard": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "Emotions": [  
               {  
                  "Confidence": number, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Eyeglasses": {  
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               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "EyesOpen": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Gender": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": "string" 
            }, 
            "Landmarks": [  
               {  
                  "Type": "string", 
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ], 
            "MouthOpen": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Mustache": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Pose": {  
               "Pitch": number, 
               "Roll": number, 
               "Yaw": number
            }, 
            "Quality": {  
               "Brightness": number, 
               "Sharpness": number
            }, 
            "Smile": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Sunglasses": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "OrientationCorrection": "string", 
   "UnindexedFaces": [  
      {  
         "FaceDetail": {  
            "AgeRange": {  
               "High": number, 
               "Low": number
            }, 
            "Beard": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "Emotions": [  
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               {  
                  "Confidence": number, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Eyeglasses": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "EyesOpen": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Gender": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": "string" 
            }, 
            "Landmarks": [  
               {  
                  "Type": "string", 
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ], 
            "MouthOpen": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Mustache": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Pose": {  
               "Pitch": number, 
               "Roll": number, 
               "Yaw": number
            }, 
            "Quality": {  
               "Brightness": number, 
               "Sharpness": number
            }, 
            "Smile": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            }, 
            "Sunglasses": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            } 
         }, 
         "Reasons": [ "string" ] 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FaceModelVersion (p. 631)

入力コレクションに関連付けられている顔検出モデルのバージョン番号 (CollectionId).
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Type: 文字列
FaceRecords (p. 631)

検出され、コレクションに追加された顔の配列。詳細については、「コレクション内の顔の管
理 (p. 177)」を参照してください。

Type: の配列FaceRecord (p. 759)オブジェクト
OrientationCorrection (p. 631)

コレクションがバージョン 3.0 より後の顔検出モデルに関連付けられている場
合、OrientationCorrectionは常にヌルで、方向情報は返されません。

コレクションがバージョン 3.0 以前の顔検出モデルに関連付けられている場合は、以下が適用されま
す。
• 入力イメージが.jpeg 形式の場合、イメージの向きを含む交換可能なイメージファイル形式 (Exif) メ

タデータが含まれている場合があります。Amazon Rekognition は、この方向情報を使用して画像補
正を実行します。Exif メタデータの方向情報を使用して画像の向きを修正した後、バウンディング
ボックスの座標がオブジェクトの位置を表すように変換されます。.png 形式のイメージには Exif メ
タデータが含まれていません。の価値OrientationCorrectionは null です。

• 画像の Exif メタデータに方向情報が含まれていない場合、Amazon Rekognition は推定方向 
(ROTATE_0、ROTATE_90、ROTATE_180、ROTATE_270) を返します。Amazon Rekognition は画
像の画像補正を実行しません。バウンディングボックスの座標は変換されず、イメージが回転され
る前のオブジェクトの位置を表します。

バウンディングボックスの情報は、FaceRecords配列。を呼び出して、顔検出モデルのバージョンを
入手できますDescribeCollection (p. 542)。

Type: 文字列

有効な値:  ROTATE_0 | ROTATE_90 | ROTATE_180 | ROTATE_270
UnindexedFaces (p. 631)

は、イメージ内で検出されたがインデックスが付けられていない顔の配列です。品質フィルタによっ
て低品質であると識別されたため、インデックスが作成されませんでした。MaxFacesリクエストパ
ラメータはそれらをフィルタリングしました。品質フィルタを使用するには、QualityFilterリク
エストパラメータ。

Type: の配列UnindexedFace (p. 820)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)では、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えていま
す。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してくだ
さい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceQuotaExceededException

リソースのサイズが制限文字数を超えています。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラ
インとクォータ (p. 825)」を参照してください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListCollections
アカウント内のコレクション ID のリストを返します。結果が切り捨てられた場合、応答はNextToken後
続のリクエストで使用すると、次のセットのコレクション ID を取得することができます。

例については、コレクションの一覧表示 (p. 187) を参照してください。

このオペレーションには rekognition:ListCollections アクションを実行するアクセス許可が必要
です。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 636)

返されるコレクション ID の最大数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4096 です。

必須 いいえ
NextToken (p. 636)

前のレスポンスのページ分割トークン。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須 いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "CollectionIds": [ "string" ], 
   "FaceModelVersions": [ "string" ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CollectionIds (p. 636)

コレクション ID の配列。
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Type: 文字列の配列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+
FaceModelVersions (p. 636)

アレイ内のコレクションに関連付けられている顔検出モデルのバージョン番号CollectionIds。次
に例を示します。この値はFaceModelVersions[2]コレクションで使用されている顔検出モデルの
バージョン番号を指定します。CollectionId[2]。

Type: 文字列の配列
NextToken (p. 636)

結果が切り捨てられた場合、応答はNextToken後続のリクエストで使用すると、次のセットのコレク
ション ID を取得することができます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListDatasetEntries
データセット内のエントリ (イメージ) をリストします。エントリは、イメージの位置、割り当てられたラ
ベル、オブジェクトの位置のバウンディングボックスなど、単一のイメージの情報を含む JSON ラインで
す。詳細については、「」を参照してください。マニフェストファイルの作成。

レスポンスの JSON 行には、データセット内で検出された非終端エラーに関する情報が含まれます。で
ターミナル以外のエラーが報告されます。errors各 JSON 行内にリストします。Amazon Rekognition カ
スタムラベルがモデルトレーニング中に作成するトレーニングとテストの検証結果のマニフェストにも同
じ情報が報告されます。

返すラベルの選択や、特定の日付以降に作成された JSON 行を返すなど、さまざまな方法でレスポンスを
フィルタリングできます。

このオペレーションには rekognition:ListDatasetEntries アクションを実行するアクセス許可が必
要です。

リクエストの構文

{ 
   "ContainsLabels": [ "string" ], 
   "DatasetArn": "string", 
   "HasErrors": boolean, 
   "Labeled": boolean, 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "SourceRefContains": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ContainsLabels (p. 639)

応答のラベルフィルタを指定します。応答にエントリが含まれるのは、内のラベルが 1 つ以上ある場
合のみです。ContainsLabelsエントリに存在します。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: .{1,}

: 必須 いいえ
DatasetArn (p. 639)

使用するデータセット用の Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)
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: 必須 はい
HasErrors (p. 639)

レスポンスのエラーフィルタを指定します。を指定するTrueエラーがあるエントリのみを含める場
合。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ
Labeled (p. 639)

を指定するtrueイメージがラベル付けされている JSON ラインのみを取得します。を指
定するfalse画像にラベルが付いていない JSON ラインのみを取得します。指定しない場
合Labeled,ListDatasetEntriesラベル付きイメージとラベルなしイメージの JSON ラインを返し
ます。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ
MaxResults (p. 639)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。指定できる最大値は 100 です。100 より大きい値を指定
した場合、ValidationException エラーが発生します。デフォルト値は 100 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
NextToken (p. 639)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

: 必須 いいえ
SourceRefContains (p. 639)

指定した場合、ListDatasetEntriesJSON 行のみを返しま
す。SourceRefContainsは、source-refフィールド。-source-refフィールドには、イメージ
用の Amazon S3 の場所が含まれます。次を使用できます。SouceRefContains単一のイメージの 
JSON ラインの取得、特定のフォルダー内のすべてのイメージの JSON ラインの取得などのタスクに
使用します。

詳細については、「」を参照してください。マニフェストファイルの作成。

詳細については、「マニフェストファイルの作成」を参照してください。Amazon Rekognition カスタ
ムラベル開発者ガイド。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: .*\S.*
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: 必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "DatasetEntries": [ "string" ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

DatasetEntries (p. 641)

データセット内のエントリ (イメージ) のリスト。

Type: 文字列の配列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 100,000 です。

パターン: ^\{.*\}$
NextToken (p. 641)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。
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HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotReadyException

リクエストされたリソースは準備ができていません。たとえば、この例外は、を呼び出したときに発
生します。DetectCustomLabelsデプロイされていないモデルバージョンを使用します。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListDatasetLabels
データセット内のラベルを一覧表示します。Amazon Rekognition カスタムラベルは、ラベルを使用して画
像を記述します。詳細については、「」を参照してください。イメージのラベル付け。

このオペレーションには rekognition:ListDatasetLabels アクションを実行するアクセス許可が必
要です。

リクエストの構文
{ 
   "DatasetArn": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

DatasetArn (p. 643)

使用するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

必須 はい
MaxResults (p. 643)

ページ割りコールごとに返す結果の最大数。指定できる最大値は 100 です。100 より大きい値を指定
した場合、ValidationException エラーが発生します。デフォルト値は 100 です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。

必須 いいえ
NextToken (p. 643)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

必須 いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "DatasetLabelDescriptions": [  
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      {  
         "LabelName": "string", 
         "LabelStats": {  
            "BoundingBoxCount": number, 
            "EntryCount": number
         } 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

DatasetLabelDescriptions (p. 643)

データセット内のラベルのリスト。

Type: 配列のDatasetLabelDescription (p. 738)オブジェクト
NextToken (p. 643)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得する結果が多いため)、Amazon Rekognition カスタムラベル
はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の結果セッ
トを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotReadyException

リクエストされたリソースは準備ができていません。たとえば、この例外は、を呼び出したときに発
生します。DetectCustomLabelsデプロイされていないモデルバージョンを使用します。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListFaces
指定したコレクション内の顔のメタデータを返します。このメタデータには、境界ボックスの座標、信頼
度 (境界ボックス内に顔が含まれていること)、顔 ID などの情報が含まれます。例については、コレクショ
ン内の顔を一覧表示する (p. 211) を参照してください。

このオペレーションには rekognition:ListFaces アクションを実行するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "CollectionId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 646)

顔をリストするコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 はい
MaxResults (p. 646)

返される顔の最大数。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4096 です。

: 必須 いいえ
NextToken (p. 646)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得するデータが多いため)、Amazon Rekognition はレスポンス
でページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用して、次の顔のセットを取得でき
ます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

: 必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "FaceModelVersion": "string", 
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   "Faces": [  
      {  
         "BoundingBox": {  
            "Height": number, 
            "Left": number, 
            "Top": number, 
            "Width": number
         }, 
         "Confidence": number, 
         "ExternalImageId": "string", 
         "FaceId": "string", 
         "ImageId": "string", 
         "IndexFacesModelVersion": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FaceModelVersion (p. 646)

入力コレクションに関連付けられている顔検出モデルのバージョン番号 (CollectionId).

Type: 文字列
Faces (p. 646)

Face オブジェクトの配列。

Type: の配列Face (p. 752)オブジェクト
NextToken (p. 646)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition はこのトークンを返します。このトークンを後
続のリクエストで使用して、次の顔のセットを取得できます。

Type: 文字列

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
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InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListStreamProcessors
で作成したストリームプロセッサのリストを取得します。CreateStreamProcessor (p. 525)。

リクエストの構文

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 649)

Amazon Rekognition Video でレスポンスで返すストリームプロセッサの最大数。デフォルトは 1000 
です。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

必須 いいえ
NextToken (p. 649)

前のレスポンスが不完全だった場合 (取得するストリームプロセッサが多いため)、Amazon 
Rekognition Video はレスポンスでページ割りトークンを返します。このページ割りトークンを使用し
て、次のストリームプロセッサのセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。

必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
   "StreamProcessors": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Status": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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NextToken (p. 649)

レスポンスが切り捨てられると、Amazon Rekognition Video はこのトークンを返します。このトーク
ンを後続のリクエストで使用して、次のストリームプロセッサのセットを取得できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 255 です。
StreamProcessors (p. 649)

作成したストリームプロセッサのリスト。

Type: 配列のStreamProcessor (p. 806)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidPaginationTokenException

リクエストのページ分割トークンが有効ではありません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ListTagsForResource
Amazon Rekognition コレクション、ストリームプロセッサ、またはカスタムラベルモデルのタグのリスト
を返します。

このオペレーションには rekognition:ListTagsForResource アクションを実行するアクセス許可が
必要です。

リクエストの構文

{ 
   "ResourceArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceArn (p. 652)

リストを表示するタグを含むモデル、コレクション、またはストリームプロセッサの Amazon リソー
スネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

必要:必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Tags (p. 652)

リソースに割り当てられたキーと値のタグのリスト。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 200 項目です。

キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

キーパターン: ^(?!aws:)[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$

値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。
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値のパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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RecognizeCelebrities
入力イメージで認識された有名人の配列を返します。詳細については、「有名人の認識 (p. 269)」を参照
してください。

RecognizeCelebritiesイメージ内の最大 64 のフェースを返します。認められた有名人
をCelebrityFaces配列と認識されない面UnrecognizedFaces配列。RecognizeCelebritiesは、画
像内の最大64の顔の中にない顔を持つセレブを返しません。

有名人が認められるごとに、RecognizeCelebritiesを返します。Celebrityオブジェク
ト。-Celebrityオブジェクトには、有名人の名前、ID、追加情報への URL リンク、一致の確実性、およ
びComparedFace画像上で有名人の顔を特定するために使用できるオブジェクト。

Amazon Rekognition では、有名人が認識された画像に関する情報は保持されません。この情報は、アプリ
ケーションで保存し、Celebrity有名人の一意の識別子としての ID プロパティ。有名人の名前や追加情
報を保存しない場合、によって返される URLRecognizeCelebritiesでは、への呼び出しで有名人を識
別するためのIDが必要です。GetCelebrityInfo (p. 588)オペレーション.

入力イメージは、base64 でエンコードされたイメージバイトとして、または Amazon S3 バケット内のイ
メージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場
合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG 形式ファイ
ルにする必要があります。

例については、イメージ内の有名人の認識 (p. 270) を参照してください。

このオペレーションにはアクセス許可が必要です。rekognition:RecognizeCelebritiesオペレー
ション.

リクエストの構文

{ 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Image (p. 654)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 エンコードイメージのバイトを渡
すことはサポートされていません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト
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必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "CelebrityFaces": [  
      {  
         "Face": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "Emotions": [  
               {  
                  "Confidence": number, 
                  "Type": "string" 
               } 
            ], 
            "Landmarks": [  
               {  
                  "Type": "string", 
                  "X": number, 
                  "Y": number
               } 
            ], 
            "Pose": {  
               "Pitch": number, 
               "Roll": number, 
               "Yaw": number
            }, 
            "Quality": {  
               "Brightness": number, 
               "Sharpness": number
            }, 
            "Smile": {  
               "Confidence": number, 
               "Value": boolean
            } 
         }, 
         "Id": "string", 
         "KnownGender": {  
            "Type": "string" 
         }, 
         "MatchConfidence": number, 
         "Name": "string", 
         "Urls": [ "string" ] 
      } 
   ], 
   "OrientationCorrection": "string", 
   "UnrecognizedFaces": [  
      {  
         "BoundingBox": {  
            "Height": number, 
            "Left": number, 
            "Top": number, 
            "Width": number
         }, 
         "Confidence": number, 
         "Emotions": [  
            {  
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               "Confidence": number, 
               "Type": "string" 
            } 
         ], 
         "Landmarks": [  
            {  
               "Type": "string", 
               "X": number, 
               "Y": number
            } 
         ], 
         "Pose": {  
            "Pitch": number, 
            "Roll": number, 
            "Yaw": number
         }, 
         "Quality": {  
            "Brightness": number, 
            "Sharpness": number
         }, 
         "Smile": {  
            "Confidence": number, 
            "Value": boolean
         } 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CelebrityFaces (p. 655)

画像で見つかった各有名人の詳細。Amazon Rekognition は、画像内で最大 64 人
の有名人を検出できます。各セレブオブジェクトには、次の属性が含まれていま
す。Face,Confidence,Emotions,Landmarks,Pose,Quality,Smile,Id,KnownGender,MatchConfidence,Name,Urls。

Type: 配列のCelebrity (p. 723)オブジェクト
OrientationCorrection (p. 655)

Note

[OrientationCorrection] フィールドを使用した画像の向きの推定Support は、2021 年 8 月を
もって終了しました。API レスポンスに含まれるこのフィールドの戻り値は、常に NULL に
なります。

入力イメージの向き (反時計回り)。アプリケーションでイメージが表示される場合、この
値を使用して向きを修正できます。で返される境界ボックスの座標CelebrityFacesそし
てUnrecognizedFacesイメージの向きが修正される前の顔の位置を表します。

Note

入力イメージが.jpeg形式の場合、画像の向きを含む交換可能なイメージ (Exif) メタデータが
含まれている可能性があります。その場合は、入力イメージの Exif メタデータが orientation 
フィールドに入力されます。OrientationCorrectionが null です。-CelebrityFacesそ
してUnrecognizedFaces境界ボックスの座標は、Exif メタデータを使用してイメージの向
きを修正した後の顔の位置を表します。.png 形式のイメージには Exif メタデータが含まれて
いません。
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Type: 文字列

有効な値:  ROTATE_0 | ROTATE_90 | ROTATE_180 | ROTATE_270
UnrecognizedFaces (p. 655)

画像内の認識されない各顔についての詳細。

Type: 配列のComparedFace (p. 728)オブジェクト

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話しているな
らDetectProtectiveEquipment (p. 578)では、イメージサイズまたは解像度が制限文字数を超えていま
す。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してくだ
さい。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
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ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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SearchFaces
指定された入力顔 ID に対して、顔が属するコレクション内で一致する顔を検索します。フェイス ID は、
コレクションに顔を追加すると、IndexFaces (p. 628)オペレーション. この操作では、入力面のフィーチャ
と、指定したコレクション内の面が比較されます。

Note

また、顔にインデックスを付けずに顔を検索するには、SearchFacesByImageオペレーション.

操作応答は、一致する面の配列を返します。類似度スコアが一番高い類似度スコアで順に並べられま
す。具体的には、見つかった各顔の一致のメタデータの配列です。メタデータとともに、レスポンスに
はconfidence各面の一致の値。特定の面が入力面と一致するという信頼度を示します。

例については、フェイス ID を使用して顔を検索する (p. 219) を参照してください。

このオペレーションには rekognition:SearchFaces アクションを実行するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文
{ 
   "CollectionId": "string", 
   "FaceId": "string", 
   "FaceMatchThreshold": number, 
   "MaxFaces": number
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 659)

顔が属するコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須: はい
FaceId (p. 659)

コレクション内で一致するものを見つける顔の ID。

Type: 文字列

パターン: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}

必須: はい
FaceMatchThreshold (p. 659)

返す顔の一致の最小信頼度を指定するオプションの値。たとえば、一致の信頼度が 70% 未満のマッチ
を返さないでください。デフォルト値は 80% です。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。
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必須: いいえ
MaxFaces (p. 659)

返される顔の最大数。この操作は、一致の信頼度が最も高い面の最大数を返します。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 4096 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "FaceMatches": [  
      {  
         "Face": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "ExternalImageId": "string", 
            "FaceId": "string", 
            "ImageId": "string", 
            "IndexFacesModelVersion": "string" 
         }, 
         "Similarity": number
      } 
   ], 
   "FaceModelVersion": "string", 
   "SearchedFaceId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FaceMatches (p. 660)

入力フェースとマッチの信頼度と一致したフェースの配列。

Type: の配列FaceMatch (p. 758)オブジェクト
FaceModelVersion (p. 660)

入力コレクションに関連付けられている顔検出モデルのバージョン番号 (CollectionId).

Type: 文字列
SearchedFaceId (p. 660)

コレクション内で一致を検索した顔の ID。

Type: 文字列

パターン: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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SearchFacesByImage
指定された入力イメージでは、まずイメージ内の最大の顔を検出し、指定したコレクションで一致する顔
を検索します。この操作では、入力面のフィーチャと、指定したコレクション内の面が比較されます。

Note

入力イメージ内のすべての顔を検索するには、まずIndexFaces (p. 628)操作を行い、その後の呼
び出しで返されたフェース ID を使用します。SearchFaces (p. 659)オペレーション.
または、DetectFaces操作し、レスポンスの境界ボックスを使用して顔のクロップを作成しま
す。その後、SearchFacesByImageオペレーション.

入力イメージは、base64 でエンコードされたイメージバイトとして、または Amazon S3 バケット内のイ
メージへの参照として渡します。AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場
合、イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。イメージは PNG または JPEG 形式ファイ
ルにする必要があります。

応答は、一致する面の配列を返します。類似度スコアが一番高い類似度スコアで順に並べられます。
具体的には、見つかった各顔の一致のメタデータの配列です。メタデータとともに、レスポンスに
はsimilarity面が入力面にどの程度似ているかを示します。レスポンスでは、Amazon Rekognition が
入力イメージに使用した顔の境界ボックス (および境界ボックスに顔が含まれている信頼レベル) も返しま
す。

入力イメージで顔が検出されない場合は、SearchFacesByImageを返しま
す。InvalidParameterExceptionというエラーが表示される。

例については、画像を使用して顔を検索する (p. 223) を参照してください。

-QualityFilter入力パラメータを使用すると、必要な品質バーを満たさない検出された顔を除外できま
す。品質バーは、さまざまな一般的なユースケースに基づいています。を使用するQualityFilterを指
定して、フィルタリングの品質バーを設定するにはLOW,MEDIUM, またはHIGH。検出された面をフィルタ
リングしない場合は、NONE。デフォルト値は NONE です。

Note

品質フィルタリングを使用するには、バージョン 3 以上の顔モデルに関連付けられているコレ
クションが必要です。コレクションに関連付けられている顔モデルのバージョンを取得するに
は、DescribeCollection (p. 542) を呼び出します。

このオペレーションには rekognition:SearchFacesByImage アクションを実行するアクセス許可が必
要です。

リクエストの構文

{ 
   "CollectionId": "string", 
   "FaceMatchThreshold": number, 
   "Image": {  
      "Bytes": blob, 
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }, 
   "MaxFaces": number, 
   "QualityFilter": "string"
}
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リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CollectionId (p. 662)

検索するコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 はい
FaceMatchThreshold (p. 662)

（任意）返す面一致の最小信頼度を指定します。たとえば、一致の信頼度が 70% 未満のマッチを返さ
ないでください。デフォルト値は 80% です。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Image (p. 662)

base64 でエンコードされたバイトまたは S3 オブジェクトとしての入力イメージ。AWS CLI を使用
して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、base64 でエンコードされたイメージのバ
イトを渡すことはサポートされていません。

AWS SDK を使用して Amazon Rekognition を呼び出す場合は、を使用して渡されたイメージバイト
を base64 エンコードする必要がない場合があります。Bytesフィールド。詳細については、「イ
メージの仕様 (p. 28)」を参照してください。

型: Image (p. 767) オブジェクト

: 必須 はい
MaxFaces (p. 662)

返される顔の最大数。この操作は、一致の信頼度が最も高い面の最大数を返します。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 4096 です。

: 必須 いいえ
QualityFilter (p. 662)

面を識別するためのフィルタ処理量を示す品質バーを指定するフィルタ。フィルターされた顔はコレ
クション内で検索されません。を指定した場合AUTOでは、Amazon Rekognition が品質バーを選択し
ます。を指定した場合LOW,MEDIUM, またはHIGHを選択すると、選択した品質バーを満たさないすべて
の面がフィルタリングによって削除されます。品質バーは、さまざまな一般的なユースケースに基づ
いています。品質の低い検出は、さまざまな理由で発生する可能性があります。例としては、顔と誤
認される物体、ぼやけすぎた顔、または極端すぎて使用できないポーズを持つ顔などがあります。を
指定した場合NONEの場合、フィルタリングは実行されません。デフォルト値は NONE です。

品質フィルタリングを使用するには、バージョン 3 以上の顔モデルに関連付けられているコレクショ
ンが必要です。

Type: 文字列
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有効な値:  NONE | AUTO | LOW | MEDIUM | HIGH

: 必須 いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "FaceMatches": [  
      {  
         "Face": {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            }, 
            "Confidence": number, 
            "ExternalImageId": "string", 
            "FaceId": "string", 
            "ImageId": "string", 
            "IndexFacesModelVersion": "string" 
         }, 
         "Similarity": number
      } 
   ], 
   "FaceModelVersion": "string", 
   "SearchedFaceBoundingBox": {  
      "Height": number, 
      "Left": number, 
      "Top": number, 
      "Width": number
   }, 
   "SearchedFaceConfidence": number
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FaceMatches (p. 664)

入力フェースとマッチの信頼度に一致するフェースの配列。

Type: の配列FaceMatch (p. 758)オブジェクト
FaceModelVersion (p. 664)

入力コレクションに関連付けられている顔検出モデルのバージョン番号 (CollectionId).

Type: 文字列
SearchedFaceBoundingBox (p. 664)

Amazon Rekognition が検索に使用した入力イメージの顔の周りの境界ボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト
SearchedFaceConfidence (p. 664)

という信頼度はsearchedFaceBoundingBox、顔が含まれています。
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Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ImageTooLargeException

入力イメージサイズが制限文字数を超えています。あなたが電話している場
合DetectProtectiveEquipment (p. 578)では、画像サイズまたは解像度が制限文字数を超えています。
詳細については、「Amazon Rekognition のガイドラインとクォータ (p. 825)」を参照してくださ
い。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidImageFormatException

指定されたイメージ形式はサポートされていません。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartCelebrityRecognition
保存したビデオ内の有名人の非同期認識を開始します。

Amazon Rekognition Video では、ビデオの有名人を検出するには、Amazon S3 バケットに保存されてい
る必要があります。を使用するVideo (p. 822)をクリックして動画のバケット名とファイル名を指定し
ます。StartCelebrityRecognitionジョブ識別子を返します (JobId) を使用して、解析結果を取得
できます。セレブ認識分析が完了すると、Amazon Rekognition Video は、で指定した Amazon 簡易通知
サービスのトピックに完了ステータスを公開します。NotificationChannel。有名人の認識分析の結果
を得るには、まず Amazon SNS トピックに公開されているステータス値がSUCCEEDED。もしそうなら、
電話してくださいGetCelebrityRecognition (p. 591)ジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び出しか
らStartCelebrityRecognition。

詳細については、「有名人の認識 (p. 269)」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "JobTag": "string", 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 667)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。同じトークンを複数で使用
する場合StartCelebrityRecognitionリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須: いいえ
JobTag (p. 667)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例え
ば、JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
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パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

必須: いいえ
NotificationChannel (p. 667)

Amazon Rekognition Video で有名人の認識分析の完了ステータスを公開する Amazon 
SNS トピック ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用している場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

必須: いいえ
Video (p. 667)

有名人を認識したいビデオ。ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。

型: Video (p. 822) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 668)

有名人の認識分析ジョブの識別子。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetCelebrityRecognition。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
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InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) は、同時に実行され
るジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は6時間です。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartContentModeration
保存した動画の不適切な、望ましくない、または不快なコンテンツの非同期検出を開始します。Amazon 
Rekognition のモデレーションラベルのリストについては、イメージおよびビデオのモデレーション API 
の使用。

Amazon Rekognition Video は、Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のコンテンツをモデレー
トできます。を使用するVideo (p. 822)をクリックして動画のバケット名とファイル名を指定しま
す。StartContentModerationジョブ識別子を返します (JobId) を使用して、解析結果を取得できま
す。コンテンツ分析が完了すると、Amazon Rekognition Video は、で指定した Amazon 簡易通知サービス
のトピックに完了ステータスを公開します。NotificationChannel。

コンテンツ分析の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されたステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetContentModeration (p. 596)ジョブ識別子を渡します 
(JobId) の最初の呼び出しからStartContentModeration。

詳細については、「コンテンツの節度 (p. 292)」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "JobTag": "string", 
   "MinConfidence": number, 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 671)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。同じトークンを複数で使用
する場合StartContentModerationリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 いいえ
JobTag (p. 671)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例えば、
次を使用できます。JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。
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Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

: 必須 いいえ
MinConfidence (p. 671)

モデレートコンテンツラベルを返却するために Amazon Rekognition が持つ必要がある最低限の信
頼度を指定します。信頼度とは、モデレートされたコンテンツが正しく識別されること Amazon 
Rekognition がどの程度あるかを表します。0 は最低の信頼度です。100 が最も高い信頼度で
す。Amazon Rekognition は、この指定された値よりも低い信頼レベルを持つモデレートコンテンツラ
ベルを返しません。指定しない場合MinConfidence,GetContentModerationは、信頼値が 50% 以
上のラベルを返します。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
NotificationChannel (p. 671)

Amazon Rekognition Video でコンテンツ分析の完了ステータスを公開する Amazon 
SNS トピック ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用してトピックに
アクセスしている場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

: 必須 いいえ
Video (p. 671)

不適切、望まない、または不快なコンテンツを検出する動画。ビデオは Amazon S3 バケットに保存
されている必要があります。

型: Video (p. 822) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文
{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 672)

コンテンツ分析ジョブの識別子。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetContentModeration。

Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を受け取ります。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は 6 時間です。

HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartFaceDetection
保存したビデオ内の顔の非同期検出を開始します。

Amazon Rekognition Video は、Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の顔を検出でき
ます。を使用するVideo (p. 822)をクリックして動画のバケット名とファイル名を指定しま
す。StartFaceDetectionジョブ識別子を返します (JobId) を使用すると、オペレーションの結果
を取得できます。顔検出が完了すると、Amazon Rekognition Video は、で指定した Amazon 簡易通知
サービスのトピックに完了ステータスを公開します。NotificationChannel。顔検出操作の結果を
取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されているステータス値がSUCCEEDED。もしそうな
ら、電話してくださいGetFaceDetection (p. 600)ジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び出しか
らStartFaceDetection。

詳細については、「保存したビデオ内の顔の検出 (p. 168)」を参照してください。

リクエストの構文
{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "FaceAttributes": "string", 
   "JobTag": "string", 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 675)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。複数で同じトークンを
使用する場合StartFaceDetectionリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 いいえ
FaceAttributes (p. 675)

返すフェースアトリビュート。

DEFAULT-フェイシャル属性の次のサブセットが返されます。BoundingBox、自信、ポーズ、品質、ラ
ンドマーク。

ALL-すべての顔の属性が返されます。
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Type: 文字列

有効な値:  DEFAULT | ALL

: 必須 いいえ
JobTag (p. 675)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例えば、
次を使用できます。JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

: 必須 いいえ
NotificationChannel (p. 675)

Amazon Rekognition Video で顔検出オペレーションの完了ステータスを公開する Amazon 
SNS トピックの ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用している場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

: 必須 いいえ
Video (p. 675)

顔を検出するビデオ。ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。

型: Video (p. 822) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 676)

顔検出ジョブの識別子。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetFaceDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$
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エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400)。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は 6 時間です。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartFaceSearch
保存した動画で検出された人物の顔に一致するコレクションの顔の非同期検索を開始します。

ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。を使用するVideo (p. 822)をク
リックして動画のバケット名とファイル名を指定します。StartFaceSearchジョブ識別子を返し
ます (JobId) は、検索が完了した後に検索結果の取得に使用されます。検索が完了すると、Amazon 
Rekognition Video は、「」で指定した Amazon 簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開し
ます。NotificationChannel。検索結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されてい
るステータス値がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetFaceSearch (p. 605)ジョブ識別子を
渡します (JobId) の最初の呼び出しからStartFaceSearch。詳細については、「 保存された動画の顔を
検索する (p. 228)」を参照してください。

リクエストの構文
{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "CollectionId": "string", 
   "FaceMatchThreshold": number, 
   "JobTag": "string", 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 679)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。同じトークンを複数で使用する場
合StartFaceSearchリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用するClientRequestToken同
じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 いいえ
CollectionId (p. 679)

検索する顔が含まれているコレクションの ID。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+
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: 必須 はい
FaceMatchThreshold (p. 679)

返す相手の一致に対する最低限の信頼度。たとえば、一致の信頼度が 70% 未満のマッチを返さないで
ください。デフォルト値は 80% です。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
JobTag (p. 679)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例え
ば、JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

: 必須 いいえ
NotificationChannel (p. 679)

Amazon Rekognition Video で検索の完了ステータスを公開する Amazon SNS 
トピックの ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用してトピックに
アクセスしている場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

: 必須 いいえ
Video (p. 679)

検索する動画です。ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。

型: Video (p. 822) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 680)

検索ジョブの識別子です。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetFaceSearch。
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Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を受け取ります。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
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VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は6時間です。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartLabelDetection
保存した動画内のラベルの非同期検出を開始します。

Amazon Rekognition Video では、動画内のラベルを検出できます。ラベルは、実世界のエンティティのイ
ンスタンスです。これには、花、木、テーブルなどのオブジェクト、結婚式、卒業、誕生日パーティーな
どのイベント、風景、夕方、自然などの概念、車から降りる人やスキーなどのアクティビティが含まれま
す。

ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。を使用するVideo (p. 822)をクリッ
クして動画のバケット名とファイル名を指定します。StartLabelDetectionジョブ識別子を返します 
(JobId) を使用すると、オペレーションの結果を取得できます。ラベルの検出が完了すると、Amazon 
Rekognition Video は、「」で指定した Amazon 簡易通知サービスのトピックに完了ステータスを公開し
ます。NotificationChannel。

ラベル検出操作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに発行されたステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetLabelDetection (p. 610)ジョブ識別子を渡します 
(JobId) の最初の呼び出しからStartLabelDetection。

リクエストの構文
{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "JobTag": "string", 
   "MinConfidence": number, 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 683)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。同じトークンを複数で使
用する場合StartLabelDetectionリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 いいえ
JobTag (p. 683)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例えば、
次を使用できます。JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。
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Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

: 必須 いいえ
MinConfidence (p. 683)

検出されたラベルを返すために Amazon Rekognition Video が必要とする最低限の信頼度を指定しま
す。信頼度は、ラベルが正しく識別されていることの Amazon Rekognition がどの程度あるかを表し
ます。0 は最低の信頼度です。100 が最も高い信頼度です。Amazon Rekognition Video は、この指定
された値よりも低い信頼水準のラベルを返しません。

指定しない場合MinConfidenceの場合、信頼値が 50% 以上のラベルが返されます。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
NotificationChannel (p. 683)

Amazon Rekognition Video でラベル検出操作の完了ステータスを公開する Amazon 
SNS トピック ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用している場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

: 必須 いいえ
Video (p. 683)

ラベルを検出するビデオ。ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。

型: Video (p. 822) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 684)

ラベル検出ジョブの識別子。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetLabelDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition サービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブを
同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例えば）
が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を同時に実行するジョブ
の数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition にお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は6時間です。

HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartPersonTracking
保存した動画内の人の動線の非同期トラッキングを開始します。

Amazon Rekognition Video では、Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内の人の動線の追跡が
可能です。を使用するVideo (p. 822)をクリックして動画のバケット名とファイル名を指定しま
す。StartPersonTrackingジョブ識別子を返します (JobId) を使用すると、オペレーションの結果を
取得できます。ラベルの検出が完了すると、Amazon Rekognition はで指定した Amazon 簡易通知サービ
スのトピックに完了ステータスを公開します。NotificationChannel。

ユーザー検出操作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに公開されたステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、電話してくださいGetPersonTracking (p. 614)ジョブ識別子を渡します 
(JobId) の最初の呼び出しからStartPersonTracking。

リクエストの構文
{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "JobTag": "string", 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 687)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。複数で同じトークンを使
用する場合StartPersonTrackingリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 いいえ
JobTag (p. 687)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例えば、
次を使用できます。JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+
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: 必須 いいえ
NotificationChannel (p. 687)

Amazon Rekognition Video でユーザー検出操作の完了ステータスを公開する Amazon 
SNS トピック ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用している場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

: 必須 いいえ
Video (p. 687)

人を検出したいビデオ。ビデオは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。

型: Video (p. 822) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文
{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 688)

個人検出ジョブの識別子。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetPersonTracking。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を同時に実行するジョブ
の数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は6時間です。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartProjectVersion
モデルのバージョンの実行を開始します。モデルの開始が完了するまで少し時間がかかります。モデルの
現在の状態を確認するには、DescribeProjectVersions (p. 550)。

モデルの実行後は、を呼び出して、新しいイメージのカスタムラベルを検出できま
す。DetectCustomLabels (p. 559)。

Note

モデルの実行時間に対して課金されます。モデルの実行を停止するに
は、StopProjectVersion (p. 703)。

このオペレーションには rekognition:StartProjectVersion アクションを実行するアクセス許可が
必要です。

リクエストの構文

{ 
   "MinInferenceUnits": number, 
   "ProjectVersionArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MinInferenceUnits (p. 690)

使用する推論ユニットの最小数。1 つの推論ユニットは 1 時間の処理を表し、最大 5 秒あたりのトラ
ンザクション (TPS) をサポートできます。大きい数値を使用すると、モデルの TPS スループットが
向上します。使用する推論ユニットの数に対して課金されます。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。

: 必須 はい
ProjectVersionArn (p. 690)

開始したいモデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/version\/[a-zA-Z0-9_.\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: 必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "Status": "string"
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Status (p. 690)

モデルの現在の実行ステータス。

Type: 文字列

有効な値:  TRAINING_IN_PROGRESS | TRAINING_COMPLETED | TRAINING_FAILED | 
STARTING | RUNNING | FAILED | STOPPING | STOPPED | DELETING

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）が上げるLimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400)。同時に実行される
ジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、の例外 (HTTP ステータスコー
ド:400) を受け取ります。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
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ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartSegmentDetection
保存済みビデオ内のセグメント検出の非同期検出を開始します。

Amazon Rekognition Video では、Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のセグメントを検出
できます。を使用するVideo (p. 822)をクリックして動画のバケット名とファイル名を指定しま
す。StartSegmentDetectionジョブ識別子を返します (JobId) を使用して、オペレーションの結果を
取得します。セグメントの検出が完了すると、Amazon Rekognition Video は、で指定した Amazon 簡易通
知サービスのトピックに完了ステータスを公開します。NotificationChannel。

Filters (StartSegmentDetectionFilters (p. 802)) 入力パラメータを使用して、レ
スポンスで返される最小検出信頼度を指定できます。Filters で、ShotFilter
(StartShotDetectionFilter (p. 803)) を使用して、検出されたショットをフィルタリングします。を使用す
るTechnicalCueFilter(StartTechnicalCueDetectionFilter (p. 804)) を使用して、テクニカルキューを
フィルタリングできます。

セグメント検出操作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに発行されたステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、GetSegmentDetection (p. 619)ジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の
呼び出しからStartSegmentDetection。

詳細については、「保存されたビデオ内のビデオセグメントの検出 (p. 331)」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "Filters": {  
      "ShotFilter": {  
         "MinSegmentConfidence": number
      }, 
      "TechnicalCueFilter": {  
         "BlackFrame": {  
            "MaxPixelThreshold": number, 
            "MinCoveragePercentage": number
         }, 
         "MinSegmentConfidence": number
      } 
   }, 
   "JobTag": "string", 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "SegmentTypes": [ "string" ], 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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ClientRequestToken (p. 693)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。同じトークンを複数で使
用する場合StartSegmentDetectionリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

: 必須 いいえ
Filters (p. 693)

テクニカルキューまたはショット検出用のフィルタ。

型: StartSegmentDetectionFilters (p. 802) オブジェクト

: 必須 いいえ
JobTag (p. 693)

Amazon 簡易通知サービスのトピックに公開される完了通知で返される、指定した識別子。例え
ば、JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

: 必須 いいえ
NotificationChannel (p. 693)

Amazon Rekognition Video でセグメント検出オペレーションの完了ステータスを公開する 
Amazon SNS トピックの ARN。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用してトピックに
アクセスしている場合。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

: 必須 いいえ
SegmentTypes (p. 693)

ビデオで検出するセグメントタイプの配列。有効な値は TECHNICAL_CUE および SHOT です。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小数は 1 項目です。

有効な値:  TECHNICAL_CUE | SHOT

: 必須 はい
Video (p. 693)

Amazon S3 バケットに保存されたビデオファイル。Amazon Rekognition 動画開始操
作StartLabelDetection (p. 683)つかいますVideoをクリックして解析するビデオを指定します。サポー
トされているファイル形式は、.mp4、.mov、および.avi です。
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型: Video (p. 822) オブジェクト

: 必須 はい

レスポンスの構文

{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

JobId (p. 695)

セグメント検出ジョブの一意の識別子。-JobIdから返されるStartSegmentDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
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LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を受け取ります。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は 6 時間です。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartStreamProcessor
ストリームプロセッサの処理を開始します。CreateStreamProcessor (p. 525) を呼び出すこと
で、ストリームプロセッサを作成します。伝えるためにStartStreamProcessorどのストリー
ムプロセッサを起動するかは、次の値を使用します。Nameの呼び出しで指定されたフィール
ドCreateStreamProcessor。

リクエストの構文

{ 
   "Name": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Name (p. 697)

処理を開始するストリームプロセッサの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

必須 はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StartTextDetection
保存したビデオ内のテキストの非同期検出を開始します。

Amazon Rekognition Video は、Amazon S3 バケットに保存されたビデオ内のテキストを検出で
きます。を使用するVideo (p. 822)をクリックして動画のバケット名とファイル名を指定しま
す。StartTextDetectionジョブ識別子を返します (JobId) を使用して、オペレーションの結果を取得
します。テキストの検出が完了すると、Amazon Rekognition Video は、で指定した Amazon 簡易通知サー
ビスのトピックに完了ステータスを公開します。NotificationChannel。

テキスト検出操作の結果を取得するには、まず Amazon SNS トピックに発行されたステータス値
がSUCCEEDED。もしそうなら、GetTextDetection (p. 624)ジョブ識別子を渡します (JobId) の最初の呼び
出しからStartTextDetection。

リクエストの構文

{ 
   "ClientRequestToken": "string", 
   "Filters": {  
      "RegionsOfInterest": [  
         {  
            "BoundingBox": {  
               "Height": number, 
               "Left": number, 
               "Top": number, 
               "Width": number
            } 
         } 
      ], 
      "WordFilter": {  
         "MinBoundingBoxHeight": number, 
         "MinBoundingBoxWidth": number, 
         "MinConfidence": number
      } 
   }, 
   "JobTag": "string", 
   "NotificationChannel": {  
      "RoleArn": "string", 
      "SNSTopicArn": "string" 
   }, 
   "Video": {  
      "S3Object": {  
         "Bucket": "string", 
         "Name": "string", 
         "Version": "string" 
      } 
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ClientRequestToken (p. 699)

開始リクエストを識別するために使用されるべき等トークン。同じトークンを複数で
使用する場合StartTextDetectionリクエスト、同じJobIdが返されます。を使用す
るClientRequestToken同じジョブが誤って複数回開始されないようにするためです。

Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

必須: いいえ
Filters (p. 699)

テキストが応答に含めるために満たす必要がある条件を設定できるオプションのパラメータです。

型: StartTextDetectionFilters (p. 805) オブジェクト

必須: いいえ
JobTag (p. 699)

Amazon Simple Notification Service トピックによって発行された完了ステータスで返される ID。例え
ば、JobTag関連するジョブをグループ化し、完了通知で特定します。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

必須: いいえ
NotificationChannel (p. 699)

Amazon Rekognition がビデオ分析オペレーションの完了ステータスを発行する Amazon Simple 
Notification Service トピックです。詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを
呼び出す (p. 63)」を参照してください。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要で
す。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用してトピックに
アクセスしている場合。詳細については、「」を参照してください。複数の Amazon SNS トピックへ
のアクセスを許可する。

型: NotificationChannel (p. 779) オブジェクト

必須: いいえ
Video (p. 699)

Amazon S3 バケットに保存されたビデオファイル。Amazon Rekognition 動画開始操
作StartLabelDetection (p. 683)つかいますVideoをクリックして解析するビデオを指定します。サポー
トされているファイル形式は、.mp4、.mov、および.avi です。

型: Video (p. 822) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "JobId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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JobId (p. 700)

テキスト検出ジョブ識別子。を使用するJobId以降の呼び出しでジョブを識別するに
はGetTextDetection。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IdempotentParameterMismatchException

あるClientRequestToken入力パラメータがオペレーションに再利用されましたが、他の入力パラ
メータの少なくとも 1 つが、オペレーションに対する前回の呼び出しとは異なります。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidS3ObjectException

Amazon Rekognition は、リクエストで指定された S3 オブジェクトにアクセスできません。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) を同時に実行するジョブ
の数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

701



Amazon Rekognition 開発者ガイド
StartTextDetection

HTTP ステータスコード: 500
VideoTooLargeException

指定されたメディアのファイルサイズが大きすぎるか、時間が長すぎます。最大ファイルサイズは 10 
GB です。最大期間は 6 時間です。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StopProjectVersion
実行中のモデルを停止します。オペレーションの完了までに時間がかかる場合があります。現在のステー
タスを確認するには、DescribeProjectVersions (p. 550) を呼び出します。

リクエストの構文
{ 
   "ProjectVersionArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ProjectVersionArn (p. 703)

削除するモデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

このオペレーションには rekognition:StopProjectVersion アクションを実行するアクセス許可
が必要です。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/version\/[a-zA-Z0-9_.\-]{1,255}\/[0-9]+$)

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Status (p. 703)

停止オペレーションの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  TRAINING_IN_PROGRESS | TRAINING_COMPLETED | TRAINING_FAILED | 
STARTING | RUNNING | FAILED | STOPPING | STOPPED | DELETING

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。
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HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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StopStreamProcessor
によって作成された実行中のストリームプロセッサを停止します。CreateStreamProcessor (p. 525)。

リクエストの構文

{ 
   "Name": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Name (p. 705)

によって作成されたストリームプロセッサの名前CreateStreamProcessor (p. 525)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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TagResource
Amazon Rekognition コレクション、ストリームプロセッサ、またはカスタムラベルモデルに 1 つ以上の
キーと値のタグを追加します。詳細については、「」を参照してください。AWS リソースのタグ付け。

このオペレーションには rekognition:TagResource アクションを実行するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文
{ 
   "ResourceArn": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceArn (p. 707)

タグを割り当てるモデル、コレクション、ストリームプロセッサの Amazon リソースネーム (ARN) で
す。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

: 必須 はい
Tags (p. 707)

リソースに割り当てる Key-Value タグ。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

マップエントリ: 最小項目数は 0 です。最大数は 200 項目です。

キー長の制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

キーパターン: ^(?!aws:)[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$

値の長さの制約: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

値のパターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

: 必須 はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。
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TagResource

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceQuotaExceededException

リソースサイズが制限文字数を超えています。詳細については、「Amazon Rekognition のガイドライ
ンとクォータ (p. 825)」を参照してください。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UntagResource
Amazon Rekognition コレクション、ストリームプロセッサ、カスタムラベルモデルから 1 つ以上のタグ
を削除します。

このオペレーションには rekognition:UntagResource アクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

リクエストの構文

{ 
   "ResourceArn": "string", 
   "TagKeys": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceArn (p. 709)

タグを削除するモデル、コレクション、ストリームプロセッサの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

必須: はい
TagKeys (p. 709)

削除するタグのリスト。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小項目数は 0 です。最大数は 200 項目です。

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: ^(?!aws:)[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この上限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UpdateDatasetEntries
データセット内の 1 つ以上のエントリ（イメージ）を追加または更新します。エントリは JSON ライン
で、イメージの位置、割り当てられたラベル、オブジェクトの位置境界ボックスなど、単一のイメージの
情報が含まれています。詳細については、「」を参照してください。マニフェストファイル内のイメージ
レベルのラベルそしてマニフェストファイル内のオブジェクトのローカリゼーション。

そのファイルにsource-refJSON 行のフィールドは既存の画像を参照し、データセット内の既存の画像
が更新されます。もしsource-refフィールドは既存のイメージを参照しません。イメージは新しいイ
メージとしてデータセットに追加されます。

必要な変更をChanges入力パラメータ。変更できる JSON 行数に制限はありませんが、Changes5 MB 未
満である必要があります。

UpdateDatasetEntriesはすぐに返されますが、データセットの更新が完了するまでに時間がかかる場
合があります。を使用するDescribeDataset (p. 545)現在のステータスを確認します。値がの場合、データ
セットは正常に更新されました。StatusですUPDATE_COMPLETE。

端末以外のエラーが発生したかどうかを確認するには、ListDatasetEntries (p. 639)そして、の存在を確認
しますerrorsJSON 行の一覧を示します。

端末エラーが発生した場合、データセットの更新は失敗します (Status=UPDATE_FAILED). 現
在、Amazon Rekognition カスタムラベル SDK からターミナルエラー情報にアクセスすることはできませ
ん。

このオペレーションには rekognition:UpdateDatasetEntries アクションを実行するアクセス許可
が必要です。

リクエストの構文

{ 
   "Changes": {  
      "GroundTruth": blob
   }, 
   "DatasetArn": "string"
}

リクエストパラメータ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Changes (p. 711)

データセットに加える変更。

型: DatasetChanges (p. 735) オブジェクト

必須: はい
DatasetArn (p. 711)

更新するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)
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必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessDeniedException

アクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError

Amazon Rekognition でサービスの問題が発生しました。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterException

入力パラメータが制約に違反しています。API オペレーションを再度呼び出す前にパラメータを検証
します。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

Amazon Rekognition のサービスの制限を超えました。たとえば、Amazon Rekognition Video ジョブ
を同時に開始しすぎると、オペレーションの開始を呼び出します (StartLabelDetection、例え
ば）は、LimitExceededExceptionの例外 (HTTP ステータスコード:400) は、同時に実行される
ジョブの数が Amazon Rekognition のサービスの制限を下回るまで、

HTTP ステータスコード: 400
ProvisionedThroughputExceededException

お客様のスループット制限を超えたリクエストの数。この制限を引き上げる場合は、Amazon 
Rekognition までお問い合わせください。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException

指定されたリソースはすでに使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

リクエストで指定されたリソースが見つかりません。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

Amazon Rekognition は一時的にリクエストを処理できませんでした。もう一度やり直してください。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

データ型
以下のデータ型がサポートされています。

• AgeRange (p. 716)
• Asset (p. 717)
• AudioMetadata (p. 718)
• Beard (p. 719)
• BlackFrame (p. 720)
• BoundingBox (p. 721)
• Celebrity (p. 723)
• CelebrityDetail (p. 725)
• CelebrityRecognition (p. 727)
• ComparedFace (p. 728)
• ComparedSourceImageFace (p. 730)
• CompareFacesMatch (p. 731)
• ContentModerationDetection (p. 732)
• CoversBodyPart (p. 733)
• CustomLabel (p. 734)
• DatasetChanges (p. 735)
• DatasetDescription (p. 736)
• DatasetLabelDescription (p. 738)
• DatasetLabelStats (p. 739)
• DatasetMetadata (p. 740)
• DatasetSource (p. 742)
• DatasetStats (p. 743)
• DetectionFilter (p. 744)
• DetectTextFilters (p. 745)
• DistributeDataset (p. 746)
• Emotion (p. 747)
• EquipmentDetection (p. 748)
• EvaluationResult (p. 749)
• Eyeglasses (p. 750)
• EyeOpen (p. 751)
• Face (p. 752)
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/UpdateDatasetEntries
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データ型

• FaceDetail (p. 754)
• FaceDetection (p. 757)
• FaceMatch (p. 758)
• FaceRecord (p. 759)
• FaceSearchSettings (p. 760)
• Gender (p. 761)
• Geometry (p. 762)
• GroundTruthManifest (p. 763)
• HumanLoopActivationOutput (p. 764)
• HumanLoopConfig (p. 765)
• HumanLoopDataAttributes (p. 766)
• Image (p. 767)
• ImageQuality (p. 768)
• Instance (p. 769)
• KinesisDataStream (p. 770)
• KinesisVideoStream (p. 771)
• KnownGender (p. 772)
• Label (p. 773)
• LabelDetection (p. 774)
• Landmark (p. 775)
• ModerationLabel (p. 776)
• MouthOpen (p. 777)
• Mustache (p. 778)
• NotificationChannel (p. 779)
• OutputConfig (p. 780)
• Parent (p. 781)
• PersonDetail (p. 782)
• PersonDetection (p. 783)
• PersonMatch (p. 784)
• Point (p. 785)
• Pose (p. 786)
• ProjectDescription (p. 787)
• ProjectVersionDescription (p. 788)
• ProtectiveEquipmentBodyPart (p. 791)
• ProtectiveEquipmentPerson (p. 792)
• ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes (p. 793)
• ProtectiveEquipmentSummary (p. 794)
• RegionOfInterest (p. 795)
• S3Object (p. 796)
• SegmentDetection (p. 797)
• SegmentTypeInfo (p. 799)
• ShotSegment (p. 800)
• Smile (p. 801)
• StartSegmentDetectionFilters (p. 802)
• StartShotDetectionFilter (p. 803)
• StartTechnicalCueDetectionFilter (p. 804)
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データ型

• StartTextDetectionFilters (p. 805)
• StreamProcessor (p. 806)
• StreamProcessorInput (p. 807)
• StreamProcessorOutput (p. 808)
• StreamProcessorSettings (p. 809)
• Summary (p. 810)
• Sunglasses (p. 811)
• TechnicalCueSegment (p. 812)
• TestingData (p. 813)
• TestingDataResult (p. 814)
• TextDetection (p. 815)
• TextDetectionResult (p. 817)
• TrainingData (p. 818)
• TrainingDataResult (p. 819)
• UnindexedFace (p. 820)
• ValidationData (p. 821)
• Video (p. 822)
• VideoMetadata (p. 823)
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AgeRange

AgeRange
顔の推定年齢範囲を年数で返す構造。

Amazon Rekognition では、入力イメージ内で検出された顔の年齢範囲を推定します。推定年齢範囲は重複
する可能性があります。5歳の顔の推定範囲は4〜6であり、6歳の顔の推定範囲は4〜8である可能性があり
ます。

目次
High

推定年齢が最も高い。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ
Low

推定最低年齢。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/AgeRange
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/AgeRange
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/AgeRange
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/AgeRange
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Asset

Asset
アセットとは、モデルバージョンのトレーニングし評価するためのイメージです。アセットには、失敗し
たモデルトレーニングのデバッグに使用する検証情報を含めることもできます。

目次
GroundTruthManifest

Amazon Sagemaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルを含む S3 バケット。

型: GroundTruthManifest (p. 763) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Asset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Asset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Asset
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Asset
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AudioMetadata

AudioMetadata
オーディオストリームに関するメタデータ情報。の配列AudioMetadata保存されたビデオで見つかった
オーディオストリームのオブジェクトは、GetSegmentDetection (p. 619)。

目次
Codec

オーディオストリームのエンコードまたはデコードに使用されるオーディオコーデック。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
DurationMillis

オーディオストリームの継続時間 (ミリ秒)。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
NumberOfChannels

セグメント内のオーディオチャネルの数。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
SampleRate

オーディオストリームのサンプルレート。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/AudioMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/AudioMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/AudioMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/AudioMetadata
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Beard

Beard
顔にひげがあるかどうか、および決定の信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Value

顔にひげがあるかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Beard
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Beard
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Beard
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Beard
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BlackFrame

BlackFrame
フレーム内のブラックピクセルのブラックレベルとピクセルカバレッジを指定して、ブラックフレームの
検出を制御できるフィルタ。ビデオは複数のソース、フォーマット、および期間から得られるため、考慮
する必要があるブラックフレームには異なる標準とさまざまなノイズレベルが含まれている場合がありま
す。詳細については、「」を参照してくださいStartSegmentDetection (p. 693)

目次
MaxPixelThreshold

黒と見なされるピクセルの最大輝度値を決定するために使用されるスレッショルド。フルカラー範囲
のビデオでは、輝度値の範囲は 0 ～ 255 です。ピクセル値 0 は純粋な黒であり、最も厳密なフィル
ターです。ブラックピクセルの最大値は、次のように計算されます。max_black_pixel_value = 最小輝
度+ maxPixelThreshold *輝度範囲。

たとえば、BlackPixelThreshold = 0.1 のフルレンジビデオの場合、max_black_pixel_value は 0 + 0.1 * 
(255-0) = 25.5 になります。

maxPixelThreshold のデフォルト値は 0.2 で、フルレンジビデオの場合、最大値の 51 にマップされま
す。このしきい値を下げて、ブラックレベルをより厳しくすることができます。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 1 です。

必須: いいえ
MinCoveragePercentage

フレームがブラックフレームと見なされるために、最大輝度を max_black_pixel_value より下回る必
要があるフレーム内のピクセルの最小パーセンテージです。輝度は BT.709 マトリックスを使用して
計算されます。

デフォルト値は 99 です。これは、フレーム内のすべてのピクセルの少なくとも 99% が黒のピクセル
であることを意味します。MaxPixelThreshold設定設定。この値を小さくすると、黒いフレームで
ノイズが増えます。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/BlackFrame
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/BlackFrame
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/BlackFrame
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/BlackFrame
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BoundingBox

BoundingBox
ラベル、面、テキスト、または個人用保護具の周りの境界ボックスを識別します。-left(X 座標) とtop(y 
座標) は、境界ボックスの上端および左端を表す座標です。イメージの左上隅は原点 (0,0) です。

-topそしてleft返される値は、イメージサイズ全体の比率です。たとえば、入力イメージが 700x200 ピ
クセルの場合、境界ボックスの左上の座標は 350x50 ピクセルの場合、API はleft0.5 (350/700) の値と 
atop0.25 (50/200) の値です。

-widthそしてheight値は、境界ボックスの寸法全体の比率としての境界ボックスのサイズを表します。
たとえば、入力イメージが 700 x 200 ピクセルで、バウンディングボックスの幅が 70 ピクセルの場合、
返される幅は 0.1 になります。

Note

バウンディングボックスの座標には負の値を指定できます。たとえば、Amazon Rekognition がイ
メージのエッジにあり、部分的にしか見えない顔を検出できる場合、サービスはイメージの境界
の外にある座標を返すことができます。また、イメージのエッジによっては、負の値、または 1 
より大きい値が得られることがあります。leftまたはtopバリュー。

目次
Height

境界ボックスの高さ。イメージ全体の高さの比率としての境界ボックスの高さ。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ
Left

Left 画像全体の幅の比率としての境界ボックスの左座標。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ
Top

境界ボックスの上端座標。イメージ全体の高さの比率としての境界ボックスの上端座標。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ
Width

Width 画像全体の幅の比率としての境界ボックスの幅。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/BoundingBox
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/BoundingBox
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BoundingBox

• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/BoundingBox
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/BoundingBox
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Celebrity

Celebrity
によって認識された有名人に関する情報を提供します。RecognizeCelebrities (p. 654)オペレーション.

目次
Face

画像上の位置など、有名人の顔に関する情報を提供します。

型: ComparedFace (p. 728) オブジェクト

: 必須 いいえ
Id

有名人の一意の識別子。

Type: 文字列

パターン: [0-9A-Za-z]*

: 必須 いいえ
KnownGender

指定された ID と一致する有名人の既知の性同一性。既知の性同一性は、男性、女性、非バイナリ、ま
たは非上場です。

型: KnownGender (p. 772) オブジェクト

: 必須 いいえ
MatchConfidence

Amazon Rekognition が認識された顔が有名人であるという自信をパーセンテージで示します。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Name

有名人の名前。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
Urls

有名人に関する追加情報を指す URL の配列。有名人に関する追加情報がない場合、このリストは空で
す。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小項目数は 0 です。最大数は 255 項目です。

: 必須 いいえ
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Celebrity

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Celebrity
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Celebrity
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Celebrity
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Celebrity
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CelebrityDetail

CelebrityDetail
認識された有名人に関する情報。

目次
BoundingBox

有名人の身体を囲むバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Confidence

Amazon Rekognition が認識された顔が有名人であるという自信をパーセンテージで示します。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Face

有名人の顔詳細。

型: FaceDetail (p. 754) オブジェクト

: 必須 いいえ
Id

有名人の一意の識別子。

Type: 文字列

パターン: [0-9A-Za-z]*

: 必須 いいえ
KnownGender

有名人の既知の性別を取得します。

型: KnownGender (p. 772) オブジェクト

: 必須 いいえ
Name

有名人の名前。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
Urls

追加の有名人情報を指す URL の配列。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最小項目数は 0 です。最大数は 255 項目です。
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CelebrityDetail

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/CelebrityDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/CelebrityDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/CelebrityDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/CelebrityDetail
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CelebrityRecognition

CelebrityRecognition
検出された有名人と、保存されたビデオで有名人が検出された時刻に関する情報。詳細については、「」
を参照してくださいGetCelebrityRecognition (p. 591)

目次
Celebrity

認識した有名人に関する情報。

型: CelebrityDetail (p. 725) オブジェクト

必須: いいえ
Timestamp

ビデオの開始時刻を始点とする、有名人が認識されたミリ秒単位の時間です。

Type: Long

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/CelebrityRecognition
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/CelebrityRecognition
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/CelebrityRecognition
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/CelebrityRecognition
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ComparedFace

ComparedFace
によって分析されるターゲットイメージフェースの顔のメタデータを提供します。CompareFacesそし
てRecognizeCelebrities。

目次
BoundingBox

顔のバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Confidence

境界ボックス内に含まれる信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Emotions

顔に表現されているように見える感情と、決定の信頼レベル。有効な値は、「ハッピー」、「悲し
い」、「怒っている」、「混乱した」、「うんざり」、「驚いた」、「冷静」、「不明」、「恐怖」
があります。

Type: 配列配列Emotion (p. 747)オブジェクト

: 必須 いいえ
Landmarks

顔の特徴の配列。

Type: 配列配列Landmark (p. 775)オブジェクト

: 必須 いいえ
Pose

ピッチ、ロール、ヨーイングによって特定される顔の表情を示します。

型: Pose (p. 786) オブジェクト

: 必須 いいえ
Quality

顔イメージの明るさとシャープネスを示します。

型: ImageQuality (p. 768) オブジェクト

: 必須 いいえ
Smile

顔が微笑んでいるかどうか、および決定の信頼度を示します。

型: Smile (p. 801) オブジェクト
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ComparedFace

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ComparedFace
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/ComparedFace
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/ComparedFace
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ComparedSourceImageFace
Amazon Rekognition がターゲット内の顔と比較するために選択した顔を説明するタイプ。選択した顔のバ
ウンディングボックスと、境界ボックス内に顔が含まれている信頼度。Amazon Rekognition は、この比較
のためにソース画像内の最大の顔を選択することに注意してください。

目次
BoundingBox

顔のバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Confidence

選択した境界ボックス内に顔が含まれている信頼度。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

730
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CompareFacesMatch
によって分析されたソースイメージの顔と一致するターゲットイメージ内の顔に関する情報を提供しま
す。CompareFaces。-Faceプロパティには、ターゲットイメージ内の顔のバウンディングボックスが含
まれます。-Similarityプロパティは、ソースイメージの顔がバウンディングボックス内の顔と一致する
という信頼度です。

目次
Face

顔メタデータ (境界ボックスと境界ボックス内に顔が含まれている信頼度) が返されます。

型: ComparedFace (p. 728) オブジェクト

:: 必須 いいえ
Similarity

顔が一致する信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

:: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

731
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/CompareFacesMatch
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ContentModerationDetection
保存された動画での不適切な、望まない、または不快なコンテンツラベル検出に関する情報。

目次
ModerationLabel

保存した動画でで検出されたコンテンツモデレーションラベル。

型: ModerationLabel (p. 776) オブジェクト

: 必須 いいえ
Timestamp

は、ビデオの先頭からのコンテンツモデレーションラベルが検出されたミリ秒単位の時間です。

Type: Long

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ContentModerationDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/ContentModerationDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/ContentModerationDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/ContentModerationDetection
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CoversBodyPart
対応するボディパーツをカバーする個人用保護具のアイテムに関する情報。詳細については、「」を参照
してくださいDetectProtectiveEquipment (p. 578)

目次
Confidence

Amazon Rekognition の価値に持っている信頼Value。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Value

PPE が対応するボディパーツをカバーする場合は true、それ以外の場合は false。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/CoversBodyPart
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/CoversBodyPart
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/CoversBodyPart


Amazon Rekognition 開発者ガイド
CustomLabel

CustomLabel
の呼び出しによってイメージ内で検出されたカスタムラベルDetectCustomLabels (p. 559)。

目次
Confidence

カスタムラベルの検出におけるモデルの信頼度。範囲は 0 ～ 100 です。値が高いほど、信頼度が高い
ことを示します。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
Geometry

カスタムラベルに対応するイメージ上の検出されたオブジェクトの位置。オブジェクトを囲む軸揃え
の粗いバウンディングボックスと、より正確な空間情報を得るための細かい粒度ポリゴンが含まれて
います。

型: Geometry (p. 762) オブジェクト

必須: いいえ
Name

カスタムラベルの名前。

Type: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/CustomLabel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/CustomLabel
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DatasetChanges
データセットの更新または追加について説明します。単一更新または追加は、単一のイメージに関する情
報を提供するエントリ (JSON 行) です。既存のエントリを更新するには、source-ref更新エントリの
フィールドにsource-ref更新するエントリが提出されました。そのファイルにsource-refフィールド
が既存のエントリと一致しない場合、エントリは新しいエントリとしてデータセットに追加されます。

目次
GroundTruth

データセットを更新するか、データセットに追加する 1 行または JSON 行を含む Base64 
でエンコードされたバイナリデータオブジェクト。データセットを変更するには、を呼
び出します。UpdateDatasetEntries (p. 711)。AWS SDK を使用してを呼び出している場
合UpdateDatasetEntriesの場合、エンコードの必要はありませんChangesSDK がデータをエン
コードします。

たとえば、JSON 行については、を参照してください。マニフェストファイル内のイメージレベルの
ラベルそしてマニフェストファイルでのオブジェクトのローカリゼーション。

Type: Base 64 エンコードのバイナリデータオブジェクト

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5242880 です。

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-create-manifest-file-classification.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-create-manifest-file-classification.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-create-manifest-file-object-detection.html
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetChanges
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetChanges
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DatasetDescription

DatasetDescription
データセットの説明。詳細については、「DescribeDataset (p. 545)」を参照してください。

ステータスフィールドStatus,StatusMessage, およびStatusMessageCodeデータセットの最後の操作
を反映します。

目次
CreationTimestamp

データセットが作成された日時の Unix タイムスタンプ。

Type: タイムスタンプ

: 必須 いいえ
DatasetStats

データセットのステータスメッセージコード。

型: DatasetStats (p. 743) オブジェクト

: 必須 いいえ
LastUpdatedTimestamp

データセットが最後に更新された日時のUnix タイムスタンプです。

Type: タイムスタンプ

: 必須 いいえ
Status

データセットのステータス。

Type: 文字列

有効な値:  CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_COMPLETE | CREATE_FAILED | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED | DELETE_IN_PROGRESS

: 必須 いいえ
StatusMessage

データセットのステータスメッセージ。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
StatusMessageCode

データセット操作のステータスメッセージコード。サービスエラーが発生した場合は、後で API 呼び
出しを再試行してください。クライアントエラーが発生した場合は、失敗したデータセット API 呼び
出しへの入力パラメータをチェックします。

Type: 文字列

有効な値:  SUCCESS | SERVICE_ERROR | CLIENT_ERROR

: 必須 いいえ
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DatasetDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DatasetDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetDescription
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DatasetLabelDescription
データセットラベルの説明を表示します。詳細については、「」を参照してくださ
いListDatasetLabels (p. 643)

目次
LabelName

ラベルの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: .{1,}

必須: いいえ
LabelStats

ラベルに関する統計情報。

型: DatasetLabelStats (p. 739) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelDescription
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DatasetLabelStats

DatasetLabelStats
データセットで使用されるラベルに関する統計情報。詳細については、「」を参照してくださ
いDatasetLabelDescription (p. 738)

目次
BoundingBoxCount

境界ボックスにラベルが割り当てられている画像の総数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ
EntryCount

ラベルを使用する画像の総数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelStats
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelStats
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelStats
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetLabelStats
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DatasetMetadata
Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットに関するサマリー情報。詳細については、「」を参照し
てくださいProjectDescription (p. 787)

目次
CreationTimestamp

データセットが作成された日時のUnix タイムスタンプ。

Type: タイムスタンプ

: 必須 いいえ
DatasetArn

データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

: 必須 いいえ
DatasetType

データセットのタイプ。

Type: 文字列

有効な値:  TRAIN | TEST

: 必須 いいえ
Status

データセットのステータス。

Type: 文字列

有効な値:  CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_COMPLETE | CREATE_FAILED | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED | DELETE_IN_PROGRESS

: 必須 いいえ
StatusMessage

データセットのステータスメッセージ。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
StatusMessageCode

データセット操作のステータスメッセージコード。サービスエラーが発生した場合は、後で API 呼び
出しを再試行してください。クライアントエラーが発生した場合は、失敗したデータセット API 呼び
出しへの入力パラメータをチェックします。

Type: 文字列
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有効な値:  SUCCESS | SERVICE_ERROR | CLIENT_ERROR

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DatasetMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DatasetMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetMetadata
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DatasetSource
Amazon Rekognition カスタムラベルがデータセットを作成するために使用するソー
ス。Amazon SageMaker 形式のマニフェストファイルを使用するには、S3 バケットの場所
をGroundTruthManifestフィールド。S3 バケットは AWS アカウントに存在している必要がありま
す。既存のデータセットのコピーを作成するには、で既存のデータセットの Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。DatasetArn。

の値を指定する必要がありますDatasetArnまたはGroundTruthManifest両方ではありません。両方の
値を指定した場合、または値を指定しない場合、InvalidParameterException 例外が発生します。

詳細については、「」を参照してくださいCreateDataset (p. 514)

目次
DatasetArn

コピーする Amazon Rekognition カスタムラベルデータセットの ARN。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

必須: いいえ
GroundTruthManifest

Amazon Sagemaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルが含まれる S3 バケット。

型: GroundTruthManifest (p. 763) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DatasetSource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DatasetSource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetSource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetSource
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DatasetStats
データセットに関する統計情報を提供します。詳細については、「」を参照してくださ
いDescribeDataset (p. 545)

目次
ErrorEntries

少なくとも 1 つのエラーを含むエントリの総数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
LabeledEntries

データセット内のラベルを持つ画像の総数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
TotalEntries

データセット内の画像の合計数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
TotalLabels

データセットで宣言されたラベルの総数。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DatasetStats
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DatasetStats
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/DatasetStats
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/DatasetStats
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DetectionFilter
返された結果から特定の結果をフィルタリングできるパラメーターのセット。

目次
MinBoundingBoxHeight

単語境界ボックスの最小高さを設定します。境界ボックスの高さがこの値より小さい単語は、結果か
ら除外されます。値はビデオフレームの高さに対する相対値です。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 1 です。

: 必須 いいえ
MinBoundingBoxWidth

単語境界ボックスの最小幅を設定します。境界ボックスの幅がこの値より小さい単語は、結果から除
外されます。値はビデオフレームの幅に対する相対値です。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 1 です。

: 必須 いいえ
MinConfidence

単語検出の信頼性を設定します。検出の信頼性がこの値より小さい単語は、結果から除外されます。
ビデオ内のテキストは 50 未満の結果を返さないため、値は 50 ～ 100 の範囲で指定してください。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/DetectionFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/DetectionFilter
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DetectTextFilters

DetectTextFilters
テキストが応答に含めるために満たす必要がある条件を設定するために使用できるオプションのパラメー
ターのセット。WordFilterは、単語の高さ、幅、および最小信頼度を調べます。RegionOfInterestイ
メージの特定領域を設定して、テキストを検索することができます。

目次
RegionsOfInterest

画像の特定の領域に焦点を当てたフィルター。を使用するを使用するBoundingBoxオブジェクトを使
用して、イメージ領域を設定します。

Type: 配列のRegionOfInterest (p. 795)オブジェクト

配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大数は 10 項目です。

: 必須 いいえ
WordFilter

返された結果から特定の結果をフィルタリングできるパラメーターのセット。

型: DetectionFilter (p. 744) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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DistributeDataset

DistributeDataset
データセット分布操作で使用されるトレーニングデータセットまたはテストデータセット。詳細について
は、「」を参照してくださいDistributeDatasetEntries (p. 586)

目次
Arn

使用するデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/dataset\/(train|test)\/[0-9]+$)

: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Emotion

Emotion
顔に表現されているように見える感情と、決定の信頼レベル。APIは人の顔の物理的な外観のみです。人
の内面的な感情状態の判断ではありません。そのような方法には使用しないでください。たとえば、悲し
い顔をしているふりをしている人が感情的には悲しくない可能性があります。

目次
Confidence

決定への信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Type

検出された感情の種類。

Type: 文字列

有効な値:  HAPPY | SAD | ANGRY | CONFUSED | DISGUSTED | SURPRISED | CALM | 
UNKNOWN | FEAR

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Emotion
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Emotion
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Emotion
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Emotion
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EquipmentDetection

EquipmentDetection
によって検出された個人用保護具 (PPE) のアイテムに関する情報DetectProtectiveEquipment (p. 578)。詳
細については、「」を参照してくださいDetectProtectiveEquipment (p. 578)

目次
BoundingBox

検出された PPE のアイテムを囲むバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

必須: いいえ
Confidence

Amazon Rekognition が境界ボックスを持っているという信頼 (BoundingBox) はPPEの項目を含む。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
CoversBodyPart

検出された PPE によってカバーされるボディパーツに関する情報。

型: CoversBodyPart (p. 733) オブジェクト

必須: いいえ
Type

検出された PPE のタイプ。

Type: 文字列

有効な値:  FACE_COVER | HAND_COVER | HEAD_COVER

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/EquipmentDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/EquipmentDetection
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EvaluationResult

EvaluationResult
モデルの学習の評価結果。

目次
F1Score

すべてのラベルの評価の F1 スコア。F1スコアメトリックは、モデルの全体的な精度とリコール性能
を単一の値として評価します。値が大きいほど、精度とリコールパフォーマンスが向上します。スコ
アが低いほど、精度、リコール、またはその両方のパフォーマンスが低下していることを示します。

Type: 浮動小数点

必須 いいえ
Summary

トレーニングサマリーを含む S3 バケット。

型: Summary (p. 810) オブジェクト

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/EvaluationResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/EvaluationResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/EvaluationResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/EvaluationResult
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Eyeglasses

Eyeglasses
顔が眼鏡をかけているかどうか、および決定の信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Value

顔が眼鏡をかけているかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Eyeglasses
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Eyeglasses
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Eyeglasses
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Eyeglasses
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EyeOpen

EyeOpen
顔の目が開いているかどうか、および決定における信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: いいえ
Value

顔の目が開いているかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/EyeOpen
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/EyeOpen
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Face

Face
境界ボックス、フェース ID、入力イメージのイメージ ID、割り当てた外部イメージ ID などの面のプロパ
ティについて説明します。

目次
BoundingBox

顔のバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Confidence

境界ボックスに (ツリーなどの別のオブジェクトではなく) 面が含まれているという信頼度です。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
ExternalImageId

入力イメージ内のすべての顔に割り当てる識別子。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-:]+

: 必須 いいえ
FaceId

Amazon Rekognition が顔に割り当てる一意の識別子。

Type: 文字列

パターン: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}

: 必須 いいえ
ImageId

Amazon Rekognition が入力イメージに割り当てる一意の識別子。

Type: 文字列

パターン: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}

: 必須 いいえ
IndexFacesModelVersion

面ベクトルのインデックス作成時に使用された顔検出および格納モデルのバージョン。

Type: 文字列

パターン: [0-9\.]+
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Face

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Face
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FaceDetail

FaceDetail
アルゴリズムが検出した顔の属性を含む構造体。

あるFaceDetailオブジェクトには、デフォルトのフェイシャルアトリビュートまたは
すべてのフェイシャルアトリビュートが含まれます。デフォルトの属性は次のとおりで
す。BoundingBox,Confidence,Landmarks,Pose, およびQuality。

GetFaceDetection (p. 600)返すことができる唯一のAmazon Rekognition Videoが保存した動画オ
ペレーションはどれかFaceDetailすべての属性を持つオブジェクト。返す属性を指定するに
は、FaceAttributesの入力パラメータStartFaceDetection (p. 675)。次の Amazon Rekognition 
Video オペレーションでは、デフォルトの属性のみが返されます。対応する Start オペレーションに
はFaceAttributes入力パラメータ。

• GetCelebrityRecognition
• GetPersonTracking
• GetFaceSearch

Amazon Rekognition イメージDetectFaces (p. 564)そしてIndexFaces (p. 628)オペレーションでは、すべ
ての顔のアトリビュートを返すことができます。返す属性を指定するには、Attributesの入力パラメー
タDetectFaces。を使用する場合IndexFacesで、DetectAttributes入力パラメータ。

目次
AgeRange

顔の推定年齢範囲 (年数)。「低」は推定年齢が最も低く、「高」は推定年齢が最も高いことを表しま
す。

型: AgeRange (p. 716) オブジェクト

: 必須 いいえ
Beard

顔にひげがあるかどうか、および決定の信頼度を示します。

型: Beard (p. 719) オブジェクト

: 必須 いいえ
BoundingBox

顔のバウンディングボックス。デフォルト属性。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Confidence

境界ボックスに (ツリーなどの別のオブジェクトではなく) 面が含まれているという信頼度です。デ
フォルト属性。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
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FaceDetail

Emotions

顔に表現されているように見える感情と、決定の信頼レベル。API は人の顔の物理的な外観のみを決
定しています。人の内面的な感情状態を決定するものではなく、そのような方法で使用しないでくだ
さい。たとえば、悲しい顔をしているふりをしている人が感情的には悲しくない可能性があります。

Type: 配列のEmotion (p. 747)オブジェクト

: 必須 いいえ
Eyeglasses

顔が眼鏡をかけているかどうか、および決定の信頼度を示します。

型: Eyeglasses (p. 750) オブジェクト

: 必須 いいえ
EyesOpen

顔の目が開いているかどうか、および決定における信頼度を示します。

型: EyeOpen (p. 751) オブジェクト

: 必須 いいえ
Gender

検出された顔の予測性別。

型: Gender (p. 761) オブジェクト

: 必須 いいえ
Landmarks

面上のランドマークの位置を示します。デフォルト属性。

Type: 配列のLandmark (p. 775)オブジェクト

: 必須 いいえ
MouthOpen

顔の口が開いているかどうか、および決定における信頼度を示します。

型: MouthOpen (p. 777) オブジェクト

: 必須 いいえ
Mustache

顔に口ひげがあるかどうか、および決定の信頼度を示します。

型: Mustache (p. 778) オブジェクト

: 必須 いいえ
Pose

ピッチ、ロール、ヨーイングによって特定される顔の表情を示します。デフォルト属性。

型: Pose (p. 786) オブジェクト

: 必須 いいえ
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FaceDetail

Quality

イメージの明るさとシャープネスを示します。デフォルト属性。

型: ImageQuality (p. 768) オブジェクト

: 必須 いいえ
Smile

顔が微笑んでいるかどうか、および決定の信頼度を示します。

型: Smile (p. 801) オブジェクト

: 必須 いいえ
Sunglasses

顔がサングラスを着用しているかどうか、および決定の信頼度を示します。

型: Sunglasses (p. 811) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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FaceDetection

FaceDetection
ビデオ分析リクエストで検出された顔と、ビデオ内で顔が検出された時間。

目次
Face

検出された顔の顔のプロパティ。

型: FaceDetail (p. 754) オブジェクト

必須: いいえ
Timestamp

ビデオの開始時刻を始点とする、顔が検出されたミリ秒単位の時間です。

Type: Long

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/FaceDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/FaceDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/FaceDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/FaceDetection
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FaceMatch

FaceMatch
顔のメタデータを提供します。さらに、このフェースと入力フェースの一致に対する信頼性も提供しま
す。

目次
Face

バウンディングボックス、フェース ID、ソースイメージのイメージ ID、割り当てた外部イメージ ID 
などの顔のプロパティについて説明します。

型: Face (p. 752) オブジェクト

必須: いいえ
Similarity

この顔が入力された顔と一致している自信があります。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/FaceMatch
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FaceRecord

FaceRecord
顔のメタデータ (バックエンドデータベースに格納されている) と、検出されたがデータベースには保存さ
れない顔属性の両方を含むオブジェクト。

目次
Face

境界ボックス、フェース ID、入力イメージのイメージ ID、割り当てた外部イメージ ID などの面のプ
ロパティについて説明します。

型: Face (p. 752) オブジェクト

: 必須 いいえ
FaceDetail

アルゴリズムが検出した顔の属性を含む構造体。

型: FaceDetail (p. 754) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/FaceRecord
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/FaceRecord
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FaceSearchSettings

FaceSearchSettings
Amazon Rekognition ストリームプロセッサの顔認識パラメーターを入力しま
す。FaceRecognitionSettingsのリクエストパラメータは以下ですCreateStreamProcessor (p. 525)。

目次
CollectionId

検索する顔が含まれているコレクションの ID です。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 255 です。

パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 いいえ
FaceMatchThreshold

認識された顔の結果を返すために満たす必要のある最低顔一致信頼スコア。デフォルトは 80 です。0 
が最低の信頼度です。100 が最も高い信頼度です。0 から 100 までの値が受け入れられ、80 より小さ
い値は 80 に設定されます。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/FaceSearchSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/FaceSearchSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/FaceSearchSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/FaceSearchSettings
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Gender

Gender
検出された顔の予測性別。

Amazon Rekognition は、特定のイメージ内の顔の物理的な外観に基づいて性別二者択一者択一者 (男性/女
性) の予測を行います。人物の性別を分類するためのものではないため、Amazon Rekognition を使用して
このような判断を下さないようにします。例えば、ある役のために長髪のかつらやイヤリングを身に着け
ている男性俳優は、女性として予測されるかもしれません。

Amazon Rekognition を使用してジェンダーバイナリー予測を作成することは、特定のユーザーを特定せず
に性別分布の集計統計を分析する必要があるユースケースに最適です。たとえば、ソーシャルメディアプ
ラットフォームの男性ユーザーと比較した女性ユーザーの割合。

性別二者択一の予測を使用して、個人の権利、プライバシー、またはサービスへのアクセスに影響する決
定を行うことはお勧めしません。

目次
Confidence

予測の信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須 いいえ
Value

予測される顔の性別。

Type: 文字列

有効な値:  Male | Female

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Gender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Gender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Gender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Gender


Amazon Rekognition 開発者ガイド
Geometry

Geometry
オブジェクトの場所に関する情報 (DetectCustomLabels (p. 559)) またはテキスト (DetectText (p. 582)) は
画像上にあります。

目次
BoundingBox

画像上の検出されたアイテムの位置の軸揃えの粗い表現。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Polygon

バウンディングボックス内では、検出されたアイテムの周りの細かいポリゴン。

Type: 配列のPoint (p. 785)オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Geometry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Geometry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Geometry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Geometry
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GroundTruthManifest

GroundTruthManifest
Amazon Sagemaker Ground Truth 形式のマニフェストファイルを含む S3 バケット。

目次
S3Object

S3 バケット名およびオブジェクト名を指定します。

S3 オブジェクトが含まれている S3 バケットのリージョンと Amazon Rekognition オペレーションで
使用するリージョンが一致している必要があります。

Amazon Rekognition が S3 オブジェクトを処理するには、S3 オブジェクトにアクセスするためのア
クセス許可がユーザーに必要です。詳細については、「Amazon Rekognition リソースベースのポリ
シー (p. 478)」を参照してください。

型: S3Object (p. 796) オブジェクト

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/GroundTruthManifest
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/GroundTruthManifest
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/GroundTruthManifest
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/GroundTruthManifest
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HumanLoopActivationOutput

HumanLoopActivationOutput
ループ評価で人間の結果を表示します。HumanLooParn がない場合、入力はヒューマンレビューをトリ
ガーしませんでした。

目次
HumanLoopActivationConditionsEvaluationResults

人間のレビューを活性化した条件を含む、状態評価の結果を表示します。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 10240 です。

必須 いいえ
HumanLoopActivationReasons

人間のレビューが必要だったかどうか、そして理由を示します。

Type: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。

必須 いいえ
HumanLoopArn

新たに作成された HumanLoop の Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 256 です。

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/HumanLoopActivationOutput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/HumanLoopActivationOutput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/HumanLoopActivationOutput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/HumanLoopActivationOutput


Amazon Rekognition 開発者ガイド
HumanLoopConfig

HumanLoopConfig
いずれかの条件が満たされた場合にイメージの送信先となるフロー定義を設定します。レビューの前に画
像の特定の属性を設定することもできます。

目次
DataAttributes

入力データの属性を設定します。

型: HumanLoopDataAttributes (p. 766) オブジェクト

必須 いいえ
FlowDefinitionArn

フロー定義の Amazon リソースネーム (ARN)。フロー定義は、Amazon SageMaker を使用して作成で
きます。CreateFlowDefinitionオペレーション.

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 256 です。

必須 はい
HumanLoopName

この画像に使用されたヒューマンレビューの名前。これは、リージョン内で一意である必要がありま
す。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。

Pattern: ^[a-z0-9](-*[a-z0-9])*

必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_CreateFlowDefinition.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/HumanLoopConfig
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/HumanLoopConfig
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/HumanLoopConfig
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/HumanLoopConfig


Amazon Rekognition 開発者ガイド
HumanLoopDataAttributes

HumanLoopDataAttributes
イメージの属性を設定できます。現在、画像を個人を特定できる情報を含まないものとして宣言できま
す。

目次
ContentClassifiers

入力画像に個人を特定できる情報を含まないかどうかを設定します。

Type: 文字列の配列

配列メンバ: 最大数は 256 項目です。

有効な値:  FreeOfPersonallyIdentifiableInformation | FreeOfAdultContent

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/HumanLoopDataAttributes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/HumanLoopDataAttributes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/HumanLoopDataAttributes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/HumanLoopDataAttributes


Amazon Rekognition 開発者ガイド
Image

Image
入力イメージをバイトまたは S3 オブジェクトとして提供します。

イメージのバイトを Amazon Rekognition API オペレーションに渡すには、Bytesプロパティ。たとえ
ば、を使用します。Bytesプロパティを使用して、ローカルファイルシステムからロードしたイメージを
渡します。を使用して渡されるイメージバイト数Bytesプロパティは、base64 でエンコードされている必
要があります。AWS SDK を使用して Amazon Rekognition API オペレーションを呼び出す場合は、コード
でイメージバイトをエンコードする必要がない場合があります。

詳細については、「ローカルファイルシステムからロードされたイメージの分析 (p. 38)」を参照してくだ
さい。

S3 バケットに保存されたイメージを Amazon Rekognition API オペレーションに渡すには、S3Objectプ
ロパティ。S3 バケットに格納されたイメージは、base64 エンコードされる必要はありません。

S3 オブジェクトが含まれている S3 バケットのリージョンと Amazon Rekognition オペレーションで使用
するリージョンが一致している必要があります。

AWS CLI を使用して Amazon Rekognition オペレーションを呼び出す場合、Bytes プロパティを使用した
イメージのバイトを渡すことはサポートされていません。最初に Amazon S3 バケットにイメージをアッ
プロードし、次に S3Object プロパティを使用してオペレーションを呼び出します。

Amazon Rekognition が S3 オブジェクトを処理するには、ユーザーが S3 オブジェクトにアクセスするた
めのアクセス許可が必要です。詳細については、「」を参照してくださいAmazon Rekognition リソース
ベースのポリシー (p. 478)

目次
Bytes

5 MB までのイメージバイトの BLOB。

Type: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 5242880 です。

: 必須 いいえ
S3Object

イメージのソースとして S3 オブジェクトを識別します。

型: S3Object (p. 796) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Image
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Image
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Image
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Image
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ImageQuality

ImageQuality
顔イメージの明るさとシャープネスを示します。

目次
Brightness

顔の明るさを表す値。0 ～ 100 (含む) の値を返します。値が高いほど、顔のイメージが明るくなるこ
とを示します。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ
Sharpness

顔のシャープネスを示す値。0 ～ 100 (含む) の値を返します。値が高いほど、顔のイメージがシャー
プであることを示します。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ImageQuality
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/ImageQuality
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/ImageQuality
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/ImageQuality
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Instance

Instance
Amazon Rekognition Image (によって返されたラベルのインスタンス)DetectLabels (p. 569)) または
Amazon Rekognition Video (GetLabelDetection (p. 610)).

目次
BoundingBox

イメージ上のラベルインスタンスの位置。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

必須: いいえ
Confidence

Amazon Rekognition が境界ボックスの精度に対する信頼度とです。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Instance
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Instance
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Instance
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Instance
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KinesisDataStream

KinesisDataStream
Amazon Rekognition ストリームプロセッサの分析結果がストリーミングされる Kinesis データストリーム 
Amazon Rekognition。詳細については、「」を参照してくださいCreateStreamProcessor (p. 525)

目次
Arn

出力 Amazon Kinesis Data Streams の ARN。

Type: 文字列

パターン: (^arn:([a-z\d-]+):kinesis:([a-z\d-]+):\d{12}:.+$)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/KinesisDataStream
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/KinesisDataStream
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/KinesisDataStream
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/KinesisDataStream
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KinesisVideoStream

KinesisVideoStream
Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサのソースストリーミングビデオを提供する Kinesis ビデ
オストリームストリーム。詳細については、「」を参照してくださいCreateStreamProcessor (p. 525)

目次
Arn

ソースビデオをストリーミングする Kinesis ビデオストリームの ARN。

Type: 文字列

パターン: (^arn:([a-z\d-]+):kinesisvideo:([a-z\d-]+):\d{12}:.+$)

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/KinesisVideoStream
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/KinesisVideoStream
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/KinesisVideoStream
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/KinesisVideoStream
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KnownGender

KnownGender
指定された ID と一致する有名人の既知の性同一性。既知の性同一性には、男性、女性、非バイナリ、非上
場などがあります。

目次
Type

有名人に関する既知の性別情報の文字列値。

Type: 文字列

有効な値:  Male | Female | Nonbinary | Unlisted

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/KnownGender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/KnownGender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/KnownGender
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/KnownGender
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Label

Label
名前、検出されたインスタンス、親ラベル、信頼度など、検出されたラベルの詳細を含む構造体。

目次
Confidence

信頼のレベル。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Instances

もしLabelオブジェクトを表し、Instances検出されたオブジェクトの各インスタンスのバウンディ
ングボックスが含まれます。は、人、車、家具、アパレル、ペットなどの一般的なオブジェクトラベ
ルの境界ボックスを返すことができます。

Type: 配列のInstance (p. 769)オブジェクト

: 必須 いいえ
Name

オブジェクトまたはシーンの名前 (ラベル)。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
Parents

ラベルの親ラベル。レスポンスには、すべての祖先ラベルが含まれます。

Type: 配列のParent (p. 781)オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Label
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Label
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Label
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Label
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LabelDetection

LabelDetection
ビデオ分析リクエストで検出されたラベルと、ビデオでラベルが検出された時刻に関する情報。

目次
Label

検出されたラベルの詳細。

型: Label (p. 773) オブジェクト

: 必須 いいえ
Timestamp

は、ビデオの先頭からのラベルが検出されたミリ秒単位の時間 (ミリ秒単位) です。

Type: Long

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/LabelDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/LabelDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/LabelDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/LabelDetection
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Landmark

Landmark
顔上のランドマークの位置を示します。

目次
Type

ランドマークのタイプ。

Type: 文字列

有効な値:  eyeLeft | eyeRight | nose | mouthLeft | mouthRight | 
leftEyeBrowLeft | leftEyeBrowRight | leftEyeBrowUp | rightEyeBrowLeft | 
rightEyeBrowRight | rightEyeBrowUp | leftEyeLeft | leftEyeRight | leftEyeUp 
| leftEyeDown | rightEyeLeft | rightEyeRight | rightEyeUp | rightEyeDown 
| noseLeft | noseRight | mouthUp | mouthDown | leftPupil | rightPupil 
| upperJawlineLeft | midJawlineLeft | chinBottom | midJawlineRight | 
upperJawlineRight

必須: いいえ
X

ランドマークの X 座標は、イメージの幅の比率で表されます。X 座標は、イメージの左側から測定さ
れます。たとえば、画像の幅が 700 ピクセルで、ランドマークの X 座標が 350 ピクセルの場合、こ
の値は 0.5 になります。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ
Y

ランドマークの Y 座標は、イメージの高さの比率で表されます。Y 座標は画像の上部から測定されま
す。たとえば、イメージの高さが 200 ピクセルで、ランドマークの Y 座標が 50 ピクセルの場合、こ
の値は 0.25 になります。

Type: 浮動小数点

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Landmark
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Landmark
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Landmark
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Landmark
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ModerationLabel
画像や動画で見つかった、不適切な、望ましい、または攻撃的なコンテンツに関する情報を提供します。
モデレートコンテンツの各タイプには、階層的なタクソノミ内にラベルがあります。Amazon Rekognition 
のモデレーションラベルのリストについては、イメージおよびビデオのモデレーション API の使用。詳細
については、「」を参照してくださいコンテンツの節度 (p. 292)

目次
Confidence

ラベルが正しく識別された Amazon Rekognition の信頼度を指定します。

を指定しなかった場合MinConfidenceの呼び出しのパラメータDetectModerationLabelsの場
合、信頼値が 50% 以上のラベルが返されます。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Name

イメージ内で検出された安全でないコンテンツのタイプのラベル名。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
ParentName

親ラベルの名前。階層の最上位レベルのラベルには、親ラベルがあります。""。

Type: 文字列

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/moderation.html#moderation-api
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ModerationLabel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/ModerationLabel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/ModerationLabel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/ModerationLabel
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MouthOpen
顔の口が開いているかどうか、および決定における信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Value

顔の口が開いているかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/MouthOpen
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/MouthOpen
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/MouthOpen
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/MouthOpen
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Mustache
顔に口ひげがあるかどうか、および決定の信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Value

顔に口ひげがあるかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Mustache
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Mustache
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Mustache
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Mustache
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NotificationChannel
Amazon Rekognition がビデオ分析オペレーションの完了ステータスを発行する Amazon 簡易通知サー
ビス。詳細については、「Amazon Rekognition Video オペレーションを呼び出す (p. 63)」を参照し
てください。Amazon SNS トピックには、で始まるトピック名が必要であることに注意してくださ
い。AmazonRekognitionAmazonRekognitionServiceRole アクセス権限ポリシーを使用してトピックにアク
セスしている場合。詳細については、「」を参照してください。複数の Amazon SNS トピックへのアクセ
スを許可する。

目次
RoleArn

Amazon Rekognition が Amazon SNS トピックに発行するアクセス権限をに付与する IAM ロールの 
ARN。

Type: 文字列

パターン: arn:aws:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+

: 必須 はい
SNSTopicArn

Amazon Rekognition が完了ステータスを投稿する Amazon SNS トピック。

Type: 文字列

パターン: (^arn:aws:sns:.*:\w{12}:.+$)

: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/api-video-roles.html#api-video-roles-all-topics
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/api-video-roles.html#api-video-roles-all-topics
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/NotificationChannel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/NotificationChannel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/NotificationChannel
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/NotificationChannel
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OutputConfig
トレーニング出力が配置される S3 バケットとフォルダーの場所。

目次
S3Bucket

トレーニングアウトプットが配置されている S3 バケット。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 3 です。最大長は 255 です。

パターン: [0-9A-Za-z\.\-_]*

: 必須 いいえ
S3KeyPrefix

トレーニング出力ファイルに適用されるプレフィックス。

Type: 文字列

長さの制約: 最大長は 1,024 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/OutputConfig
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/OutputConfig
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/OutputConfig
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/OutputConfig
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Parent
ラベルの親ラベル。ラベルには 0、1、またはそれ以上の親を持つことができます。

目次
Name

親ラベルの名前。

Type: 文字列

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Parent
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Parent
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Parent
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Parent
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PersonDetail
ビデオ分析リクエストで検出された人物の詳細。

目次
BoundingBox

検出された人の周囲のバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Face

検出された人の顔の詳細。

型: FaceDetail (p. 754) オブジェクト

: 必須 いいえ
Index

動画内で検出された人物の識別子。ビデオ全体で人物を追跡するためにお使いください。この識別子
は Amazon Rekognition によって保存されません。

Type: Long

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/PersonDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/PersonDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/PersonDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/PersonDetail
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PersonDetection
動画で人のパスが追跡される一回の詳細とパストラッキング情報。人々のパスを追跡する Amazon 
Rekognition オペレーションは、次の配列を返します。PersonDetection人のパスがビデオで追跡される
たびに、要素を持つオブジェクト。

詳細については、「」を参照してくださいGetPersonTracking (p. 614)

目次
Person

動画でパスが追跡された人物についての詳細。

型: PersonDetail (p. 782) オブジェクト

: 必須 いいえ
Timestamp

は、ビデオの先頭からのパスが追跡されたミリ秒単位の時間 (ミリ秒単位) です。

Type: Long

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/PersonDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/PersonDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/PersonDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/PersonDetection
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PersonMatch
Amazon Rekognition コレクション内の顔と顔が一致する人物に関する情報。Amazon Rekognition 
コレクション内の顔に関する情報が含まれています。FaceMatch (p. 758))、人物に関する情報
（PersonDetail (p. 782))、ビデオ内で人物が検出されたときのタイムスタンプ。の配列PersonMatchオブ
ジェクトはによって返されます。GetFaceSearch (p. 605)。

目次
FaceMatches

ビデオ内の人物の顔と一致する入力コレクション内の顔に関する情報です。

Type: の配列FaceMatch (p. 758)オブジェクト

必須 いいえ
Person

一致した人物に関する情報。

型: PersonDetail (p. 782) オブジェクト

必須 いいえ
Timestamp

ビデオの開始時刻を始点とする、ビデオ内で人物が一致した時間 (ミリ秒単位) です。

Type: Long

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/PersonMatch
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/PersonMatch
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/PersonMatch
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/PersonMatch
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Point
イメージ上の点の X 座標、Y 座標。X および Y 値は、イメージサイズ全体の比率です。たとえば、入力イ
メージが 700x200 で、X=0.5 と Y = 0.25 を返す場合、点はイメージ上の (350,50) ピクセル座標になりま
す。

の配列Pointオブジェクト、Polygonは ReleTuleRDetectText (p. 582)とによっ
てDetectCustomLabels (p. 559)。Polygonは、検出されたアイテムの周りの細かいポリゴンを表します。
詳細については、「」を参照してくださいGeometry (p. 762)

目次
X

上の点の X 座標の値。Polygon。

Type: 浮動小数点

: 必須 いいえ
Y

上の点の Y 座標の値。Polygon。

Type: 浮動小数点

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Point
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Point
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Point
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Point
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Pose
ピッチ、ロール、ヨーイングによって特定される顔の表情を示します。

目次
Pitch

ピッチ軸上の面の回転を表す値。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は -180 です。最大値は 180 です。

: 必須 いいえ
Roll

ロール軸上の面の回転を表す値。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は -180 です。最大値は 180 です。

: 必須 いいえ
Yaw

ヨー軸上の面の回転を表す値。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は -180 です。最大値は 180 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Pose
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Pose
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Pose
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Pose
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ProjectDescription

ProjectDescription
Amazon Rekognition カスタムラベルプロジェクトの説明。詳細については、「」を参照してくださ
いDescribeProjects (p. 547)

目次
CreationTimestamp

プロジェクトが作成された日時のUnix タイムスタンプ。

Type: タイムスタンプ

: 必須 いいえ
Datasets

プロジェクト内のトレーニングデータセットとテストデータセットに関する情報。

Type: 配列のDatasetMetadata (p. 740)オブジェクト

: 必須 いいえ
ProjectArn

プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: 必須 いいえ
Status

プロジェクトの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  CREATING | CREATED | DELETING

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ProjectDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/ProjectDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/ProjectDescription
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/ProjectDescription
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ProjectVersionDescription

ProjectVersionDescription
Amazon Rekognition カスタムラベルモデルのバージョンについて説明します。

目次
BillableTrainingTimeInSeconds

モデルバージョンのトレーニングの成功に対して請求された期間（秒）。この値は、モデルのバー
ジョンが正常にトレーニングされた場合にのみ返されます。

Type: Long

有効範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
CreationTimestamp

トレーニングが開始された日時の Unix の日時。

Type: タイムスタンプ

: 必須 いいえ
EvaluationResult

トレーニングの結果。EvaluationResultは、トレーニングが成功した場合にのみ返されます。

型: EvaluationResult (p. 749) オブジェクト

: 必須 いいえ
KmsKeyId

トレーニング中にモデルの暗号化に使用される AWS Key Management Service Key (AWS KMS Key) 
の識別子。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9:_/+=,@.-]{0,2048}$

: 必須 いいえ
ManifestSummary

サマリーマニフェストの場所。サマリーマニフェストは、トレーニングデータセットとテストデータ
セットの集計データ検証結果を提供します。

型: GroundTruthManifest (p. 763) オブジェクト

: 必須 いいえ
MinInferenceUnits

モデルで使用される推論ユニットの最小数。詳細については、「StartProjectVersion (p. 690)」を参照
してください。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 1 です。
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: 必須 いいえ
OutputConfig

トレーニング結果が保存される場所。

型: OutputConfig (p. 780) オブジェクト

: 必須 いいえ
ProjectVersionArn

モデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。

パターン: (^arn:[a-z\d-]+:rekognition:[a-z\d-]+:\d{12}:project\/[a-zA-Z0-9_.
\-]{1,255}\/version\/[a-zA-Z0-9_.\-]{1,255}\/[0-9]+$)

: 必須 いいえ
Status

モデルバージョンの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  TRAINING_IN_PROGRESS | TRAINING_COMPLETED | TRAINING_FAILED | 
STARTING | RUNNING | FAILED | STOPPING | STOPPED | DELETING

: 必須 いいえ
StatusMessage

発生したエラーまたは警告を説明するメッセージ。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
TestingDataResult

テスト結果に関する情報が含まれています。

型: TestingDataResult (p. 814) オブジェクト

: 必須 いいえ
TrainingDataResult

トレーニング結果に関する情報が含まれています。

型: TrainingDataResult (p. 819) オブジェクト

: 必須 いいえ
TrainingEndTimestamp

モデルのトレーニングが終了した Unix の日時。

Type: タイムスタンプ

: 必須 いいえ
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ProjectVersionDescription
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ProtectiveEquipmentBodyPart

ProtectiveEquipmentBodyPart
によって検出されたボディパーツに関する情報DetectProtectiveEquipment (p. 578)PPEが含まれている。
の配列ProtectiveEquipmentBodyPartオブジェクトが、によって検出された各人に対して返されま
す。DetectProtectiveEquipment。

目次
Confidence

Amazon Rekognition が検出された身体部分の検出精度に持っている信頼度。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
EquipmentDetections

身体部分の周囲で検出された個人用保護具の配列。

Type: 配列のEquipmentDetection (p. 748)オブジェクト

: 必須 いいえ
Name

検出されたボディパーツ。

Type: 文字列

有効な値:  FACE | HEAD | LEFT_HAND | RIGHT_HAND

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ProtectiveEquipmentPerson

ProtectiveEquipmentPerson
への通話で検出された人DetectProtectiveEquipment (p. 578)。API は、入力イメージで検出されたすべて
の人を次の配列で返します。ProtectiveEquipmentPersonオブジェクト。

目次
BodyParts

人の身体で検出された身体部分の配列（PPE のない身体部分を含む）。

Type: の配列ProtectiveEquipmentBodyPart (p. 791)オブジェクト

: 必須 いいえ
BoundingBox

検出された人の周囲のバウンディングボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ
Confidence

Amazon Rekognition は、境界ボックス内に人物が含まれている信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Id

検出された人の識別子。識別子は、への 1 回の呼び出しに対してのみ一意で
す。DetectProtectiveEquipment。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

792

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/ProtectiveEquipmentPerson
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/ProtectiveEquipmentPerson
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/ProtectiveEquipmentPerson
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/ProtectiveEquipmentPerson


Amazon Rekognition 開発者ガイド
ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes

ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes
呼び出しから返すサマリー属性を指定します。DetectProtectiveEquipment (p. 578)。要約
する PPE のタイプを指定できます。検出の最小信頼値を指定することもできます。サマ
リー情報は、Summary(ProtectiveEquipmentSummary (p. 794)) からの応答のフィール
ドDetectProtectiveEquipment。要約には、画像内のどの人物が要求されたタイプの人
物保護具（PPE）を着用して検出されたか、PPEを着用していないと検出された人物、および
決定を下すことができなかった人物が含まれます。詳細については、「」を参照してくださ
いProtectiveEquipmentSummary (p. 794)

目次
MinConfidence

サマリー情報が必要な最小信頼水準。信頼レベルは、人の検出、身体部分の検出、機器の検出、およ
び身体部分のカバレッジに適用されます。Amazon Rekognition は、この指定された値よりも自信を
持ってサマリー情報を返しません。デフォルト値はありません。

を指定します。MinConfidence50-100% の間にある値DetectProtectiveEquipmentは、検出の
信頼度が 50% ～ 100% の間の場合のみ予測を返します。50% 未満の値を指定すると、50% の値を指
定した結果は同じになります。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須 はい
RequiredEquipmentTypes

サマリー情報が必要な一連の個人用保護具タイプ。必要な機器タイプを着用している人が検
出された場合、その人のIDは、PersonsWithRequiredEquipmentで返された配列フィール
ドProtectiveEquipmentSummary (p. 794)によってDetectProtectiveEquipment。

Type: 文字列の配列

有効な値:  FACE_COVER | HAND_COVER | HEAD_COVER

: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ProtectiveEquipmentSummary

ProtectiveEquipmentSummary
への電話によって人に検出された個人用保護具（PPE）の必須項目の
概要情報DetectProtectiveEquipment (p. 578)。必要なタイプの PPE 
は、SummarizationAttributes(ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes (p. 793)) 
入力パラメータ 要約には、必要な個人用保護具を着用して検出された人物が含まれます
（PersonsWithRequiredEquipment)。必要なPPEを着用していないと検出された人物はどれ
ですか (PersonsWithoutRequiredEquipment）、および決定を下すことができなかった人物
（PersonsIndeterminate).

各カテゴリの合計を取得するには、フィールド配列のサイズを使用します。たとえば、指定されたPPEを
着用しているとして検出された人の数を調べるには、PersonsWithRequiredEquipment配列。場所な
ど、人の詳細を調べたい場合 (BoundingBox (p. 721)) 画像上の人の、各配列要素で人 ID を使用します。各
ユーザー ID は、の ID フィールドと一致します。ProtectiveEquipmentPerson (p. 792)で返されたオブジェ
クトPersons配列複数DetectProtectiveEquipment。

目次
PersonsIndeterminate

個人用保護具を着用しているかどうかを判断できなかった人物の ID の配列。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ
PersonsWithoutRequiredEquipment

で指定されたすべてのタイプの PPE を着用していないユーザーの ID の配
列。RequiredEquipmentTypes検出された個人用保護具の分野。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ
PersonsWithRequiredEquipment

検出された個人用保護具を着用している人の ID の配列。

Type: 整数

値の範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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RegionOfInterest

RegionOfInterest
Rekognition がテキストをチェックするフレーム内の位置を指定します。を使用するを使用す
るBoundingBoxオブジェクトを使用して、画面の領域を設定します。

その地域で半分以上ある場合は、その単語が地域に含まれます。複数のリージョンがある場合、その単語
は画面のすべての領域と比較されます。リージョン内の半分以上の単語は、結果に保持されます。

目次
BoundingBox

画面上の関心領域を表すボックス。

型: BoundingBox (p. 721) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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S3Object

S3Object
S3 バケット名およびオブジェクト名を指定します。

S3 オブジェクトが含まれている S3 バケットのリージョンと Amazon Rekognition オペレーションで使用
するリージョンが一致している必要があります。

Amazon Rekognition が S3 オブジェクトを処理するには、ユーザーが S3 オブジェクトにアクセスするた
めのアクセス許可が必要です。詳細については、「」を参照してくださいAmazon Rekognition リソース
ベースのポリシー (p. 478)

目次
Bucket

S3 バケットの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 3 です。最大長は 255 です。

パターン: [0-9A-Za-z\.\-_]*

: 必須 いいえ
Name

S3 オブジェクトキー名。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。

: 必須 いいえ
Version

バケットがバージョニングに対応している場合は、オブジェクトのバージョンを指定できます。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 1,024 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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SegmentDetection

SegmentDetection
ビデオ内で検出されたテクニカルキューまたはショット検出セグメント。の配列SegmentDetection保存
されたビデオで検出されたすべてのセグメントを含むオブジェクトは、GetSegmentDetection (p. 619)。

目次
DurationFrames

ビデオセグメントの継続時間。フレーム単位で表されます。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
DurationMillis

検出されたセグメントの時間 (ミリ秒)。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
DurationSMPTE

検出されたセグメントのタイムコードの継続時間 (SMPTE 形式)。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
EndFrameNumber

ビデオセグメントの末尾にあるフレーム番号。0 で始まるフレームインデックスを使用します。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
EndTimecodeSMPTE

検出されたセグメントの最後の、ビデオの先頭から、フレーム正確な SMPTE タイムコー
ド。EndTimecodeは入っていますhh: mm: SS: fr形式 (と); frドロップフレームレートの場合）。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
EndTimestampMillis

ビデオの開始からの検出されたセグメントの終了時間 (ミリ秒単位)。この値は切り捨てられます。

Type: Long

: 必須 いいえ
ShotSegment

セグメントがショット検出の場合、ショット検出に関する情報が含まれます。
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SegmentDetection

型: ShotSegment (p. 800) オブジェクト

: 必須 いいえ
StartFrameNumber

ビデオセグメントの開始のフレーム番号。0 で始まるフレームインデックスを使用します。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
StartTimecodeSMPTE

検出されたセグメントの開始時のフレーム正確な SMPTE タイムコード（ビデオの先頭か
ら）。StartTimecodeは入っていますhh: mm: SS: fr形式 (と); frドロップフレームレートの場合）。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
StartTimestampMillis

ビデオの開始からの検出されたセグメントの開始時間 (ミリ秒)。この値は切り捨てられます。たとえ
ば、実際のタイムスタンプが 100.6667 ミリ秒の場合、Amazon Rekognition Video は 100 ミリという
値を返します。

Type: Long

: 必須 いいえ
TechnicalCueSegment

セグメントがテクニカルキューの場合、テクニカルキューに関する情報が含まれます。

型: TechnicalCueSegment (p. 812) オブジェクト

: 必須 いいえ
Type

セグメントのタイプ。有効な値は、TECHNICAL_CUE および SHOT です。

Type: 文字列

有効な値:  TECHNICAL_CUE | SHOT

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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SegmentTypeInfo

SegmentTypeInfo
への呼び出しで要求されたセグメントのタイプに関する情報StartSegmentDetection (p. 693)。の配
列SegmentTypeInfoオブジェクトは、からの応答によって返されます。GetSegmentDetection (p. 619)。

目次
ModelVersion

セグメント検出に使用されたモデルのバージョンバージョンです。

Type: 文字列

必須: いいえ
Type

セグメントのタイプ (テクニカルキューまたはショット検出)。

Type: 文字列

有効な値:  TECHNICAL_CUE | SHOT

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ShotSegment

ShotSegment
ビデオ内で検出されたショット検出セグメントに関する情報。詳細については、「」を参照してくださ
いSegmentDetection (p. 797)

目次
Confidence

検出されたセグメントの精度を示す Amazon Rekognition Video を示すの信頼性。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 50 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
Index

ビデオ内で検出されたショット検出セグメントの識別子。

Type: Long

有効範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Smile

Smile
顔が微笑んでいるかどうか、および決定の信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須 いいえ
Value

顔が微笑んでいるかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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StartSegmentDetectionFilters

StartSegmentDetectionFilters
テクニカルキューまたはショット検出セグメントに適用されるフィルタ。詳細については、「」を参照し
てくださいStartSegmentDetection (p. 693)

目次
ShotFilter

ショット検出に固有のフィルタ。

型: StartShotDetectionFilter (p. 803) オブジェクト

: 必須 いいえ
TechnicalCueFilter

テクニカルキューに固有のフィルタ。

型: StartTechnicalCueDetectionFilter (p. 804) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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StartShotDetectionFilter

StartShotDetectionFilter
によって返されるショット検出セグメントのフィルタGetSegmentDetection。詳細については、「」を
参照してくださいStartSegmentDetectionFilters (p. 802)

目次
MinSegmentConfidence

検出されたセグメントを返すために Amazon Rekognition Video が必要とする最小信頼度を指定しま
す。信頼度は、セグメントが正しく識別されていることの Amazon Rekognition がどの程度あるかを
表します。0 は最低の信頼度です。100 が最も高い信頼度です。Amazon Rekognition Video は、この
指定された値よりも低い信頼水準を持つセグメントを返しません。

を指定しない場合MinSegmentConfidenceとすると、GetSegmentDetectionは、信頼値が 50% 
以上のセグメントを返します。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 50 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StartShotDetectionFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StartShotDetectionFilter
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StartTechnicalCueDetectionFilter

StartTechnicalCueDetectionFilter
によって返された技術セグメントのフィルタGetSegmentDetection (p. 619)。詳細については、「」を参照
してくださいStartSegmentDetectionFilters (p. 802)

目次
BlackFrame

フレーム内のブラックピクセルのブラックレベルとピクセルカバレッジを指定して、ブラックフレー
ムの検出を制御できるフィルタ。ビデオは複数のソース、フォーマット、および期間から提供され、
考慮する必要があるブラックフレームの基準とさまざまなノイズレベルがあります。

型: BlackFrame (p. 720) オブジェクト

必須: いいえ
MinSegmentConfidence

検出されたセグメントを返すために Amazon Rekognition Video が必要とする最小信頼度を指定しま
す。信頼度は、セグメントが正しく識別されていることの Amazon Rekognition がどの程度あるかを
表します。0 は最低の信頼度です。100 が最も高い信頼度です。Amazon Rekognition Video は、この
指定された値よりも低い信頼水準を持つセグメントを返しません。

を指定しない場合MinSegmentConfidence,GetSegmentDetectionは、信頼値が 50% 以上のセグ
メントを返します。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 50 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/StartTechnicalCueDetectionFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/StartTechnicalCueDetectionFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StartTechnicalCueDetectionFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StartTechnicalCueDetectionFilter
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StartTextDetectionFilters

StartTextDetectionFilters
テキストが応答に含めるために満たす必要がある条件を設定できるオプションのパラメーターのセッ
ト。WordFilter単語の高さ、幅、最小信頼度を調べます。RegionOfInterestテキストを検索する画面
の特定の領域を設定できます。

目次
RegionsOfInterest

フレームの特定の領域に焦点を当てたフィルタ。を使用するを使用するBoundingBoxオブジェクトを
使用して、画面の領域を設定します。

Type: 配列配列RegionOfInterest (p. 795)オブジェクト

配列メンバ: 最小項目数は 0 です。最大数は 10 項目です。

必須 いいえ
WordFilter

信頼度やサイズなど、テキストの品質に焦点を当てたフィルタです。

型: DetectionFilter (p. 744) オブジェクト

必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/StartTextDetectionFilters
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/StartTextDetectionFilters
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StartTextDetectionFilters
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StartTextDetectionFilters
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StreamProcessor

StreamProcessor
ストリーミングビデオ内の顔を認識するオブジェクト。Amazon Rekognition ストリームプロセッサ
は、CreateStreamProcessor (p. 525)。のリクエストパラメータです。CreateStreamProcessorスト
リーミングビデオの Kinesis ビデオストリームソース、顔認識パラメータ、および解析結果をストリーミ
ングする場所について説明してください。

目次
Name

Amazon Rekognition ストリームプロセッサの名前。

Type: 文字列

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。

Pattern: [a-zA-Z0-9_.\-]+

: 必須 いいえ
Status

Amazon Rekognition ストリームプロセッサの現在のステータス。

Type: 文字列

有効な値:  STOPPED | STARTING | RUNNING | FAILED | STOPPING

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/StreamProcessor
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/StreamProcessor
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StreamProcessor
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StreamProcessor
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StreamProcessorInput

StreamProcessorInput
ソースストリーミングビデオに関する情報。

目次
KinesisVideoStream

ソースストリーミングビデオの Kinesis ビデオストリーム入力ストリーム。

型: KinesisVideoStream (p. 771) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorInput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorInput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorInput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorInput
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StreamProcessorOutput

StreamProcessorOutput
Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサがビデオ分析の結果をストリーミングする Amazon 
Kinesis データストリームストリームに関する情報です。詳細については、「」を参照してくださ
いCreateStreamProcessor (p. 525)

目次
KinesisDataStream

Amazon Rekognition ストリームプロセッサが分析結果をストリーミングする Amazon Kinesis データ
ストリームストリーム。

型: KinesisDataStream (p. 770) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorOutput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorOutput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorOutput
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorOutput
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StreamProcessorSettings

StreamProcessorSettings
Amazon Rekognition ストリームプロセッサによって分析されたストリーミングビデオ内の顔を認識するた
めに使用される入力パラメータ。

目次
FaceSearch

ストリーミングビデオで使用する顔検索設定。

型: FaceSearchSettings (p. 760) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/StreamProcessorSettings
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Summary

Summary
トレーニングサマリーを含む S3 バケット。トレーニングサマリーには、テストデータセット全体の集計
評価指標と、個々のラベルのメトリックが含まれます。

トレーニングサマリー S3 バケットの場所を取得するには、を呼び出しま
す。DescribeProjectVersions (p. 550)。

目次
S3Object

S3 バケット名およびオブジェクト名を指定します。

S3 オブジェクトが含まれている S3 バケットのリージョンと Amazon Rekognition オペレーションで
使用するリージョンが一致している必要があります。

Amazon Rekognition が S3 オブジェクトを処理するには、ユーザーが S3 オブジェクトにアクセスす
るためのアクセス許可が必要です。詳細については、「Amazon Rekognition リソースベースのポリ
シー (p. 478)」を参照してください。

型: S3Object (p. 796) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Summary
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Summary
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Summary
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Summary
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Sunglasses

Sunglasses
顔がサングラスを着用しているかどうか、および決定の信頼度を示します。

目次
Confidence

決定の信頼度。

Type: 浮動小数点

値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

: 必須: いいえ
Value

顔がサングラスを着用しているかどうかを示すブール値。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/Sunglasses
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/Sunglasses
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/Sunglasses
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/Sunglasses
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TechnicalCueSegment

TechnicalCueSegment
テクニカルキューセグメントに関する情報。詳細については、「」を参照してくださ
いSegmentDetection (p. 797)

目次
Confidence

検出されたセグメントの精度を示す Amazon Rekognition Video の信頼度とです。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 50 です。最大値は 100 です。

: 必須 いいえ
Type

テクニカルキューのタイプ。

Type: 文字列

有効な値:  ColorBars | EndCredits | BlackFrames | OpeningCredits | StudioLogo 
| Slate | Content

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

812

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TechnicalCueSegment
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TechnicalCueSegment
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/TechnicalCueSegment
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/TechnicalCueSegment
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TestingData

TestingData
テストに使用されるデータセット。オプションで、AutoCreateが設定されている場合、Amazon 
Rekognition カスタムラベルはトレーニングデータセットを使用して、トレーニングデータセットの一時分
割を含むテストデータセットを作成します。

目次
Assets

テストに使用されるアセット。

Type: 配列のAsset (p. 717)オブジェクト

: 必須 いいえ
AutoCreate

指定すると、Amazon Rekognition カスタムラベルはトレーニングデータセット（80%）を一時的に分
割して、トレーニングジョブのテストデータセット（20%）を作成します。トレーニングが完了する
と、テストデータセットは保存されず、トレーニングデータセットは以前のサイズに戻ります。

Type: [Boolean] (ブール値)

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TestingData
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TestingData
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/TestingData
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/TestingData
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TestingDataResult

TestingDataResult
SageMaker Groundtruth は、テスト中に使用および作成される入力、出力、および検証データセットのマ
ニフェストファイルをフォーマットします。

目次
Input

トレーニング用に提供されたテストデータセット。

型: TestingData (p. 813) オブジェクト

: 必須 いいえ
Output

実際にテストされたデータセットのサブセット。ファイルのフォーマットやその他の問題により、一
部の画像（アセット）がテストされない場合があります。

型: TestingData (p. 813) オブジェクト

: 必須 いいえ
Validation

データ検証マニフェストの場所。データ検証マニフェストは、モデルトレーニング中にテストデータ
セット用に作成されます。

型: ValidationData (p. 821) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TestingDataResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TestingDataResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/TestingDataResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/TestingDataResult
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TextDetection

TextDetection
によって検出された単語またはテキスト行に関する情報DetectText (p. 582)。

-DetectedTextフィールドには、Amazon Rekognition が画像内で検出したテキストが含まれます。

すべての単語と行には識別子があります (Id). 各単語は一行に属し、親識別子 (ParentId) は、単語が表
示されるテキスト行を識別します。その単語Idは、単語行内の単語のインデックスでもあります。

詳細については、「」を参照してくださいテキストの検出 (p. 309)

目次
Confidence

検出されたテキストの精度を示す Amazon Rekognition の信頼度と検出されたテキストの周囲のジオ
メトリポイントの精度を示します。

Type: 浮動小数点

有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
DetectedText

Amazon Rekognition で認識される単語またはテキスト行。

Type: 文字列

必須: いいえ
Geometry

イメージ上で検出されたテキストの位置。テキストを囲む軸揃えの粗い境界ボックスと、より正確な
空間情報を得るための細かい粒度ポリゴンが含まれています。

型: Geometry (p. 762) オブジェクト

必須: いいえ
Id

検出されたテキストの識別子。識別子は 1 回の呼び出しに対してのみ一意です。DetectText。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ
ParentId

の値で識別される検出されたテキストの親識別子ID。検出されたテキストのタイプがLINEとすると、
の値ParentIdですNull。

Type: 整数

有効範囲: 最小値は 0 です。

必須: いいえ
Type

検出されたテキストのタイプ。
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TextDetection

Type: 文字列

有効な値:  LINE | WORD

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TextDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TextDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/TextDetection
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/TextDetection
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TextDetectionResult

TextDetectionResult
動画内で検出されたテキストに関する情報。検出されたテキスト、テキストが検出されたビデオの開始か
らのミリ秒単位の時間、および画面上で検出された場所が含まれます。

目次
TextDetection

動画内で検出されたテキストの詳細。

型: TextDetection (p. 815) オブジェクト

必須: いいえ
Timestamp

ビデオの開始時刻を始点とする、テキストが検出されたミリ秒単位の時間です。

Type: Long

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TextDetectionResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TextDetectionResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/TextDetectionResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/TextDetectionResult
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TrainingData

TrainingData
トレーニングに使用されるデータセット。

目次
Assets

トレーニングイメージ (アセット) を含む SageMaker GroundTruth マニフェストファイル。

Type: 配列のAsset (p. 717)オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TrainingData
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TrainingData
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/rekognition-2016-06-27/TrainingData
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/rekognition-2016-06-27/TrainingData
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TrainingDataResult

TrainingDataResult
SageMaker Groundtruth は、テスト中に使用および作成される入力、出力、および検証データセットのマ
ニフェストファイルをフォーマットします。

目次
Input

トレーニング用に指定したトレーニング資産。

型: TrainingData (p. 818) オブジェクト

: 必須 いいえ
Output

Amazon Rekognition カスタムラベルによって実際にトレーニングされた画像 (アセット)。

型: TrainingData (p. 818) オブジェクト

: 必須 いいえ
Validation

データ検証マニフェストの場所。データ検証マニフェストは、モデルトレーニング中にトレーニング
データセット用に作成されます。

型: ValidationData (p. 821) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/rekognition-2016-06-27/TrainingDataResult
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/rekognition-2016-06-27/TrainingDataResult
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UnindexedFace
という顔IndexFaces (p. 628)検出されましたが、インデックス化されませんでした。を使用す
るReasonsレスポンス属性で、顔がインデックス化されなかった理由を特定します。

目次
FaceDetail

顔の属性を含む構造。IndexFaces検出されましたが、インデックス化されませんでした。

型: FaceDetail (p. 754) オブジェクト

: 必須 いいえ
Reasons

顔がインデックス化されなかった理由を指定する理由の配列。
• EXTREME_POSE-顔は検出できないポーズにあります。たとえば、ヘッドがカメラから遠すぎると

します。
• EXCEEDS_MAX_FACES-検出された面の数は、MaxFacesの入力パラメータIndexFaces。
• LOW_BRIGHTNESS-イメージが暗すぎる。
• LOW_SHARPNESS-画像がぼやけている。
• LOW_CONFISTEND-顔は低い信頼度で検出されました。
• SMALL_BOUNDING_BOX-面の周囲の境界ボックスが小さすぎます。

Type: 文字列の配列

有効な値:  EXCEEDS_MAX_FACES | EXTREME_POSE | LOW_BRIGHTNESS | LOW_SHARPNESS | 
LOW_CONFIDENCE | SMALL_BOUNDING_BOX | LOW_FACE_QUALITY

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ValidationData
モデルトレーニングジョブの検証データの Amazon S3 バケットがある場所が含まれます。

検証データには、データセット内の個々の JSON 行のエラー情報が含まれます。詳細については、「」を
参照してください。失敗したモデルトレーニングのデバッグ。

次の情報が返されます。ValidationDataトレーニングデータセットのオブジェクト 
(TrainingDataResult (p. 819)) とテストデータセット (TestingDataResult (p. 814)) を呼び出し
てDescribeProjectVersions (p. 550)。

assets 配列には 1 つが含まれます。Asset (p. 717)オブジェクト。-GroundTruthManifest (p. 763)Asset オ
ブジェクトのフィールドには、検証データの S3 バケットの場所が含まれます。

目次
Assets

検証データを構成するアセット。

Type: 配列複数Asset (p. 717)オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Video
Amazon S3 バケットに格納されているビデオファイル。Amazon Rekognition 動画開始操
作StartLabelDetection (p. 683)つかいますVideoをクリックして解析するビデオを指定します。サポートさ
れているファイル形式は、.mp4、.mov、および.avi です。

目次
S3Object

動画の Amazon S3 バケット名とファイル名。

型: S3Object (p. 796) オブジェクト

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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VideoMetadata
Amazon Rekognition が分析した動画に関する情報。Videometadataは、Amazon Rekognition ビデオオ
ペレーションからページ分割されたレスポンスの各ページに返されます。

目次
Codec

解析されたビデオで使用される圧縮のタイプ。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
ColorRange

ビデオ内の輝度値の範囲の説明。LIMITED（16 ～ 235）または FULL（0 ～ 255）。

Type: 文字列

有効な値:  FULL | LIMITED

: 必須 いいえ
DurationMillis

ビデオの長さ (ミリ秒) です。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
Format

分析されたビデオのフォーマット。可能な値は MP4、MOV、および AVI です。

Type: 文字列

: 必須 いいえ
FrameHeight

ビデオの垂直ピクセル寸法。

Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ
FrameRate

ビデオの 1 秒あたりのフレーム数。

Type: 浮動小数点

: 必須 いいえ
FrameWidth

ビデオの水平ピクセル寸法。
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Type: Long

値の範囲: 最小値は 0 です。

: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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サポートされているリージョン

Amazon Rekognition のガイドライン
とクォータ

以下のセクションでは、Amazon Rekognition を使用する際のガイドラインとクォータについて説明しま
す。クォータは 2 種類あります。クォータの設定などの最大画像サイズを変更することはできません。デ
フォルトのクォータにリストされているAWSサービスクォータページを変更するには、で説明されている
手順に従います。デフォルトのクォータ (p. 826)セクション。

トピック
• サポートされているリージョン (p. 825)
• クォータの設定 (p. 825)
• デフォルトのクォータ (p. 826)

サポートされているリージョン
のリストについてはAWSAmazon Rekognition が利用可能なリージョンについては、「」を参照してくだ
さい。AWS リージョンとエンドポイントのAmazon Web Services 全般リファレンス。

クォータの設定
以下は、変更できないAmazon Rekognition の制限の一覧です。トランザクション/秒 (TPS) の制限など、
変更できる制限については、「」を参照してください。デフォルトのクォータ (p. 826)。

Amazon Rekognition カスタムラベルの制限については、「」を参照してください。Amazon Rekognition 
カスタムラベルのガイドラインとクォータ。

Amazon Rekognition Image
• Amazon S3 オブジェクトとして保存できるイメージのサイズは 15 MB までに制限されています。
• 高さと幅の最小画像サイズはどちらも 80 ピクセルです。の最小イメージ寸

法DetectProtectiveEquipmentは、高さと幅のどちらも 64 ピクセルです。
• の画像の最大サイズDetectProtectiveEquipmentは、幅と高さの両方で 4096 ピクセルです。
• によって検出されるDetectProtectiveEquipmentでは、800x1300 のイメージでは、人は 100x100 

ピクセル以下でなければなりません。サイズが 800 x 1300 ピクセルを超える場合は、比例してより大き
めの最小サイズが必要です。

• 1920x1080 ピクセルのイメージでは、顔が 40x40 ピクセル以上でないと検出できません。寸法が 
1920X1080 ピクセルよりも大きいイメージでは、必要な最小顔サイズも比例してより大きくなります。

• API にパラメータとして渡すイメージの最大サイズ (raw バイト) は 5 MB です。制限は 4 
MBDetectProtectiveEquipmentアピ。

• Amazon Rekognition は、PNG および JPEG イメージ形式をサポートしています。さまざまな API オペ
レーション (DetectLabels や IndexFaces など) に入力として渡すイメージは、サポートされている
形式であることが必要です。

• 1 つの顔コレクションに保存できる顔の最大数は 2,000 万です。
• 検索 API から返される一致する顔の最大数は 4096 です。
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• DetectText はイメージ内の最大 100 個の単語を検出できます。
• DetectProtectiveEquipment15人までの個人用保護具を検出できます。

イメージと顔の比較に関するベストプラクティスについては、「センサー、入力画像、ビデオのベストプ
ラクティス (p. 128)」を参照してください。

Amazon Rekognition Video 保存済みビデオ
• Amazon Rekognition Video では、サイズが 10 GB までの保存済みビデオを分析できます。
• Amazon Rekognition Video では、長さが 6 時間までの保存済みビデオを分析できます。
• Amazon Rekognition Video では、アカウントあたり最大 20 の同時ジョブをサポートしています。
• 保存されたビデオは、H.264 コーデックを使用してエンコードする必要があります。サポートされてい

るファイル形式は MPEG-4 および MOV です。
• オーディオデータを分析する Amazon Rekognition Video API は、ACC オーディオコーデックのみをサ

ポートします。
• ページ分割トークンの有効期限 (TTL) は 24 時間です。ページ分割トークンは、GetLabeldetection

など、Get オペレーションで返される NextToken フィールド内にあります。

Amazon Rekognition Video ストリーミングビデオ
• Kinesis ビデオ入力ストリームは、最大 1 つの Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサと関連

付けることができます。
• Kinesis データ出力ストリームは、最大 1 つの Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサと関連

付けることができます。
• Amazon Rekognition Video ストリームプロセッサに関連付けられた Kinesis ビデオ入力ストリームや 

Kinesis データ出力ストリームを複数のプロセッサで共有することはできません。
• オーディオデータを分析する Amazon Rekognition Video API は、ACC オーディオコーデックのみをサ

ポートします。

デフォルトのクォータ
デフォルトのクォータの一覧はにあります。AWSサービスクォータ。これらの制限はデフォルトで、変更
できます。制限の引き上げをリクエストするには、ケースを作成します。現在のクォータ制限 (適用され
たクォータ値) を確認するには、を参照してください。Amazon Rekognition Service Quotas。の TPS 使
用率履歴を表示するにはAmazon Rekognition Image API「」を参照してください。Amazon Rekognition 
Service Quotas ページを選択し、特定の API オペレーションを選択して、その操作の履歴を表示します。

トピック
• TPS クォータの変更を計算する (p. 826)
• TPS クォータのベストプラクティス (p. 827)
• TPS クォータを変更するケースを作成する (p. 827)

TPS クォータの変更を計算する
あなたが要求している新しい制限は何ですか？ 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) は、予想される
ワークロードのピーク時に最も関連性があります。ワークロードのピーク時およびレスポンスの時間（5 
～ 15 秒）の最大同時API呼び出しを理解することが重要です。5秒が最小になるはずですのでご注意くだ
さい。以下は、以下の 2 つの例です。
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• 例 1: 最も忙しい時間の開始時に予想される最大同時顔認証 (CompareFaces API) ユーザー数は 
1000 です。これらの応答は 10 秒間にわたって広がります。したがって、関連するリージョンの 
CompareFaces API に必要なTPS は 100 (1000/10) です。

• 例 2: 最も忙しい時間の初めに予想される最大同時オブジェクト検出 (detectLabels API) 呼び出しは 250 
です。これらの応答は 5 秒間にわたって広がります。したがって、該当リージョンの detectLabels API 
に必要な TPS は 50 (250/5) です。

TPS クォータのベストプラクティス
Transactions Per Second（TPS）の推奨されるベストプラクティスには、スパイクトラフィックのスムー
ズ化、再試行の設定、指数バックオフとジッタの設定などがあります。

1. 滑らかなスパイクなトラフィック。スパイキートラフィックはスループットに影響します。割り当
てられたトランザクション/秒（TPS）の最大スループットを得るには、キューイングサーバーレス
アーキテクチャまたは別のメカニズムを使用してトラフィックを「スムーズ」し、一貫性を保ちま
す。Rekognition を使用したサーバーレス大規模イメージおよびビデオ処理のコードサンプルおよびリ
ファレンスについては、Amazon Rekognition による大規模な画像や動画処理。

2. 再試行を設定します。ガイドラインに従うthe section called “エラー処理” (p. 119)をクリックして、エ
ラーを許可するエラーの再試行を構成します。

3. 指数バックオフとジッタを設定します。リトライを設定するときに指数バックオフとジッタを設定する
と、達成可能なスループットを向上させることができます。「」を参照してください。でのエラー再試
行とエクスポネンシャルバックオフAWS。

TPS クォータを変更するケースを作成する
ケースを作成するには、「」を参照してください。ケースの作成以下の質問に答えます。

• あなたは実装しましたかthe section called “TPS クォータのベストプラクティス” (p. 827)トラフィック
のスパイクをスムーズにし、再試行、指数バックオフ、ジッタを設定するために？

• 必要な TPS クォータの変更を計算しましたか？ そうでない場合は、「」を参照してください。the 
section called “TPS クォータの変更を計算する” (p. 826)。

• TPSの使用履歴を確認して、将来のニーズをより正確に予測しましたか？ TPS の使用履歴を表示するに
は、Amazon Rekognition Service Quotas ページ。

• ユースケースは何ですか?
• どのAPIを使用するかを選択します。
• これらの API をどのリージョンで使うかを選択します。
• 負荷を複数のリージョンに分散させることはできますか？
• 毎日何枚の画像を処理していますか？
• このボリュームを維持する期間はどれくらいですか（1回限りのスパイクですか、それとも進行中です

か）？
• デフォルトの制限でどのようにブロックされていますか？ 次の例外表を参照して、発生したシナリオを

確認します。

エラーコード Exception メッセージ これはどういう意
味ですか?

再試行できます
か？

HTTP ステータス
コード 400

ProvisionedThroughputExceededExceptionプロビジョンド
レートを超過しま
した

スロットリングを
示します。制限の
引き上げリクエス
トを再試行または
評価できます。

はい
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エラーコード Exception メッセージ これはどういう意
味ですか?

再試行できます
か？

HTTP ステータス
コード 400

ThrottlingException スローダウン; リ
クエストのレート
が急激に増加しま
した。

スパイクなトラ
フィックを送信
し、スロットリ
ングに遭遇してい
る可能性がありま
す。トラフィック
を形作って、より
スムーズで一貫性
のあるものにする
必要があります。
次に、追加の再試
行を設定します。
ベストプラクティ
スを参照してくだ
さい。

はい

HTTP ステータス
コード 5xx

ThrottlingException 
(HTTP 500)

Service 
Unavailable

バックエンドがア
クションをサポー
トするためにス
ケールアップ中で
あることを示しま
す。リクエストを
再実行する必要が
あります。

はい

エラーコードの詳細については、「」を参照してください。the section called “エラー処理” (p. 119)。

Note

これらの制限は、お住まいの地域によって異なります。制限を変更するケースは、リクエストし
たリージョンで、リクエストした API オペレーションに影響します。その他の API オペレーショ
ンおよびリージョンは影響を受けません。
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Amazon Rekognition のドキュメント
履歴

次の表に、『』の各リリースにおける重要な変更点を示します。Amazon Rekognition デベロッパーガイ
ド。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。

• ドキュメント最新更新日: 2021 年 5 月 21 日

update-history-change update-history-description update-history-date

コンテンツウィンドウの新しい
ノードには、GitHub でホストさ
れている Amazon Rekognition の
例が表示されます。 (p. 829)

のコード例を更新しまし
た。AWSコード例リポジトリが 
Amazon Rekognition 開発者ガイ
ドの別のノードに表示されるよ
うになり、簡単にアクセスできま
す。

2021 年 10 月 22 日

Amazon Rekognition は、ビ
デオセグメント内のブラック
フレームとプライマリプログ
ラムコンテンツを検出できま
す。 (p. 829)

Amazon Rekognition は、ビデ
オ内の黒いフレーム、カラー
バー、オープニングクレジッ
ト、エンドクレジット、スタ
ジオロゴ、およびプライマリ
プログラムコンテンツをテクニ
カルキューとして識別できま
す。StartSegmentDetectionそ
してGetSegmentDetectionオ
ペレーション.

2021 年 6 月 7 日

Amazon Rekognition DetectText 
はイメージ内の最大 100 個の単
語を検出できます。 (p. 829)

Amazon Rekognitionを使え
よDetectTextイメージ内の最大 
100 個の単語を検出するオペレー
ション

2021 年 5 月 21 日

Amazon Rekognition がタグ付け
をサポートしました (p. 829)

タグを使用して、Amazon 
Rekognition コレクション、スト
リームプロセッサ、カスタムラベ
ルモデルを識別、整理、検索、お
よびフィルタリングできるように
なりました。

2021 年 3 月 25 日

Amazon Rekognition が個人用保
護機器を検出できるようになり
ました (p. 829)

Amazon Rekognition は、画像内
の人物のハンドカバー、フェイス
カバー、ヘッドカバーを検出でき
るようになりました。

2020 年 10 月 15 日

Amazon Rekognition に新しいコ
ンテンツモデレートカテゴリが
追加されました (p. 829)

Amazon Rekognition コンテンツ
モデレーションカテゴリには、6 
つの新しいカテゴリが追加され
ました。ドラッグ、タバコ、アル
コール、ギャンブル、失礼なジェ
スチャー、ヘイトシンボル。

2020 年 10 月 12 日
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Kinesis Video Streams から 
Amazon Rekognition Video の結
果をローカルに表示するための
新しいチュートリアル (p. 829)

ローカルビデオフィードの 
Kinesis Video Streams 内のスト
リーミングビデオからの Amazon 
Rekognition ビデオの出力を表示
できます。

2020 年 7 月 20 日

Gstreamer を使用するための新
しい Amazon Rekognition チュー
トリアル (p. 829)

Gstreamer を使用する
と、Kinesis ビデオストリームを
通じて、デバイスカメラソースか
ら Amazon Rekognition Video に
ライブストリームビデオを取り込
むことができます。

2020 年 7 月 17 日

Amazon Rekognition で保存され
たビデオのセグメンテーション
がサポートされるようになりま
した。 (p. 829)

Amazon Rekognition Video セグ
メンテーション API を使用する
と、保存されたビデオのブラック
フレーム、カラーバー、エンドク
レジット、およびショットを検出
できます。

2020 年 6 月 22 日

Amazon Rekognition が Amazon 
VPC エンドポイントポリシー
をサポートするようになりまし
た。 (p. 829)

ポリシーを指定すること
で、Amazon Rekognition 
Amazon VPC エンドポイントへ
のアクセスを制限できます。

2020 年 3 月 3 日

Amazon Rekognition は、保存
された動画のテキストの検出
をサポートするようになりまし
た。 (p. 829)

Amazon Rekognition Video API 
を使用して、保存された動画の
テキストを非同期的に検出できま
す。

2020 年 2 月 17 日

Amazon Rekognition 
は、Augmented AI (プレビュー) 
および Amazon Rekognition カス
タムラベルをサポートするよう
になりました。 (p. 829)

Amazon Rekognition カスタム
ラベルを使用すると、独自の
機械学習モデルを作成すること
で、イメージ内の専用オブジェ
クト、シーン、概念を検出でき
ます。DetectModerationLabels 
は Amazon Augmented AI (プレ
ビュー) をサポートするようにな
りました。

2019 年 12 月 3 日

Amazon Rekognition が AWS 
PrivateLink をサポートするよう
になりました (p. 829)

AWS PrivateLink を使用する
と、VPC と Amazon Rekognition 
とのプライベート接続を確立でき
ます。

2019 年 9 月 12 日

Amazon Rekognition の顔フィル
タリング (p. 829)

Amazon Rekognition では、
は、IndexFaces API オペレー
ションに強化された顔フィ
ルタリングのサポートを追加
し、CompareFaces および 
SearchFacesByImage API オペ
レーションで顔フィルタリングを
導入します。

2019 年 9 月 12 日
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Amazon Rekognition Video の例
を更新しました (p. 829)

Amazon Rekognition Video サン
プルコード例を更新。Amazon 
SNS トピックと Amazon SQS 
キューを作成して設定するのコー
ド例を更新。

2019 年 9 月 5 日

Ruby と Node.js の例の追
加 (p. 829)

同期ラベルおよび顔検出用の 
Amazon Rekognition イメージ 
Ruby および Node.js の例が追加
されました。

2019 年 8 月 19 日

安全でないコンテンツの検出の
更新 (p. 829)

Amazon Rekognition の安全でな
いコンテンツの検出により、暴力
的なコンテンツを検出できるよう
になりました。

2019 年 8 月 9 日

GetContentModeration オペレー
ションの更新 (p. 829)

GetContentModeration は、安全
でないコンテンツを検出するため
に使用されるモデレーション検出
のバージョンを返すようになりま
した。

2019 年 2 月 13 日

GetLabelDetection および 
DetectModerationLabels オ
ペレーションが更新されまし
た (p. 829)

GetLabelDetection が、一般的な
オブジェクトの境界ボックス情
報と、検出されたラベルの階層
分類を返すようになりました。
ラベル検出に使用されたモデル
のバージョンを返すようになり
ました。DetectModerationLabels 
が、安全でないコンテンツの検出
に使用されたモデルのバージョン
を返すようになりました。

2019 年 1 月 17 日

更新された 
DetectFaces、IndexFaces オペ
レーション (p. 829)

このリリースでは、DetectFaces 
および IndexFaces オペレー
ションが更新されていま
す。Attributes 入力パラメー
タが ALL に設定されてい
る場合、顔の位置のランド
マークに 5 つの新しいラン
ドマークが含まれています: 
upperJawlineLeft、midJawlineLeft、chinBottom、midJawlineRight、upperJawlineRight。

2018 年 11 月 19 日

更新された DetectLabels オペ
レーション (p. 829)

特定の被写体に対して境界ボック
スが返されるようになりました。
階層的分類がラベルに使用できる
ようになりました。検出に使用さ
れた検出モデルのバージョンを入
手できるようになりました。

2018 年 11 月 1 日

IndexFaces オペレーションの更
新 (p. 829)

IndexFaces では、QualityFilter 
入力パラメーターを使用して低品
質で検出された顔を除外できるよ
うになりました。MaxFaces 入力
パラメーターを使用し、顔検出の
品質と検出された顔のサイズに基
づいて返される顔の数を減らすこ
ともできます。

2018 年 9 月 18 日
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DescribeCollection オペレーショ
ンが追加されました。 (p. 829)

DescribeCollection オペレーショ
ンを呼び出すことで、既存のコレ
クションに関する情報を取得でき
るようになりました。

2018 年 8 月 22 日

Python の新しい例 (p. 829) Python の例が Amazon 
Rekognition Video コンテンツに
追加され、一部のコンテンツが再
編成されました。

2018 年 6 月 26 日

コンテンツのレイアウトの更
新 (p. 829)

Amazon Rekognition イメージの
コンテンツが再構成され、新しい 
Python および C# の例が追加さ
れました。

2018 年 5 月 29 日

Amazon Rekognition が
サポートしていますAWS 
CloudTrail (p. 829)

Amazon Rekognition はAWS 
CloudTrailでは、ユーザー、
ロール、またはAWSAmazon 
Rekognition のサービスで
す。詳細については、「AWS 
CloudTrail を使用した Amazon 
Rekognition API コールのログ記
録」を参照してください。

2018 年 4 月 6 日

保存済みビデオとストリーミン
グビデオを分析します。新しい
目次 (p. 829)

保存したビデオの分析の詳細に
ついては、「保存したビデオの
使用」を参照してください。ス
トリーミングビデオの分析の詳
細については、「ストリーミング
ビデオの使用」を参照してくださ
い。Amazon Rekognition ドキュ
メントの目次は、イメージとビデ
オのオペレーションを反映して再
編されています。

2017 年 11 月 29 日

画像および顔検出モデルのテキ
スト (p. 829)

Amazon Rekognition でイメージ
内のテキストを検出できるよう
になりました。詳細については、
「」を参照してください。テキス
トの検出。Amazon Rekognition 
では、顔検出のディープラーニ
ングモデルのバージョニングが導
入されました。詳細については、
「モデルのバージョニング」を参
照してください。

2017 年 11 月 21 日

有名人の認識 (p. 829) Amazon Rekognition で有名人の
イメージを分析できるようになり
ました。詳細については、「有名
人の認識」を参照してください。

2017 年 6 月 8 日

イメージモデレーショ
ン (p. 829)

Amazon Rekognition では、イ
メージに明示的または暗示的なア
ダルトコンテンツが含まれている
かどうかを判定できるようになり
ました。詳細については、「安全
でないコンテンツの検出」を参照
してください。

2017 年 4 月 19 日
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検出された顔の年齢範
囲。Rekognition の集計メトリク
スペイン (p. 829)

Amazon Rekognition で
は、Rekognition API で検出され
た顔の推定年齢範囲を年数で返
すようになりました。詳細につい
ては、「AgeRange」を参照して
ください。Rekognition コンソー
ルのメトリクスペインに、指定
した期間にわたる Rekognition の 
Amazon CloudWatch メトリクス
の集計がアクティビティグラフ
として表示されるようになりまし
た。詳細については、「」を参照
してください。演習 4: 集計メト
リクスを確認する (コンソール)。

2017 年 2 月 9 日

新しいサービスとガイ
ド (p. 829)

これはイメージ分析サービス
であるAmazon Rekognition の
初回リリースであり、Amazon 
Rekognition デベロッパーガイ
ド。

2016 年 11 月 30 日
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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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