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Amazon Transcribeおよび HIPAA の適格性

Amazon Transcribe とは?
Amazon Transcribeは、機械学習モデルを使用して音声をテキストに変換する自動音声認識サービスで
す。Amazon Transcribeスタンドアロンの文字起こしサービスとして使用することも、 speech-to-text 任意
のアプリケーションに機能を追加することもできます。

ではAmazon Transcribe、言語をカスタマイズして特定のユースケースの精度を向上させたり、コンテン
ツをフィルタリングして顧客のプライバシーや視聴者に適した言語を確保したり、マルチチャンネルオー
ディオのコンテンツを分析したり、個々の話者の音声を分割したりすることができます。

メディアをリアルタイム（ストリーミング）で転記することも、Amazon S3バケットにあるメディアファ
イルを転記する（バッチ）こともできます。各タイプの文字起こしでサポートされている言語を確認する
には、サポートされている言語および言語固有の機能 (p. 5)表を参照してください。

トピック
• Amazon Transcribeおよび HIPAA の適格性 (p. 1)
• 料金 (p. 1)
• リージョンアベイラビリティとクォータ (p. 1)

「Amazon Transcribeとは」を参照してください。 このサービスの短いビデオツアーをご覧ください。

詳細については、「Amazon Transcribe の仕組み (p. 50)」および「Amazon Transcribe の開始方
法 (p. 58)」を参照してください。

Tip

API に関する情報は Amazon TranscribeAPI リファレンスにあります。

Amazon Transcribeおよび HIPAA の適格性
Amazon Transcribeは HIPAA 資格と BAA の対象となり、BAAAWS をご利用のお客様は、保管中および転
送中のすべての PHI を使用時に暗号化する必要があります。PHIの自動識別は、Amazon Transcribe営業し
ているすべての地域で追加料金なしで利用できます。詳細については、HIPAA 資格と BAA を参照してく
ださい。

料金
Amazon Transcribeは、 pay-as-you-go サービスです。料金は、録音された音声の秒数に基づいており、
月単位で請求されます。

使用料は 1 秒ごとに課金され、10 分の料金は 1 秒ごとに課金され、10 分の料金が発生します。PIIコンテ
ンツの編集やカスタム言語モデルなどの機能には追加料金が適用されることに注意してください。

それぞれのコスト情報についてはAWS リージョン、「Amazon Transcribe価格設定」を参照してくださ
い。

リージョンアベイラビリティとクォータ
Amazon TranscribeAWS リージョンは以下でサポートされています。

1

https://youtu.be/zD8NMw4T1TI
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/Welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/hipaa-compliance/
http://aws.amazon.com/transcribe/pricing/
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リージョンアベイラビリティとクォータ

[Region] (リージョン) 文字起こしタイプ

af-south-1 (ケープタウン) バッチ

ap-east-1 (香港) バッチ

ap-northeast-1 (東京) バッチ、ストリーミング

ap-northeast-2 (ソウル) バッチ、ストリーミング

ap-south-1 (ムンバイ) バッチ

ap-southeast-1 (シンガポール) バッチ

ap-southeast-2 (シドニー) バッチ、ストリーミング

ca-central-1 (カナダ、中部) バッチ、ストリーミング

eu-central-1 (フランクフルト) バッチ、ストリーミング

eu-north-1 (ストックホルム) バッチ

eu-west-1 (アイルランド) バッチ、ストリーミング

eu-west-2 (ロンドン) バッチ、ストリーミング

eu-west-3 (パリ) バッチ

me-south-1 (バーレーン) バッチ

sa-east-1 (サンパウロ) バッチ、ストリーミング

us-east-1 (バージニア北部) バッチ、ストリーミング

us-east-2 (オハイオ) バッチ、ストリーミング

us-gov-east-1 (GovCloud、米国東部) バッチ、ストリーミング

us-gov-west-1 (GovCloud、米国西部) バッチ、ストリーミング

us-west-1 (サンフランシスコ) バッチ

us-west-2 (オレゴン) バッチ、ストリーミング

Important

、、Amazon Transcribeおよびコール分析ではAmazon Transcribe Medical (p. 318) (p. 202)、
サポートされる地域が異なります。

サポートされている各リージョンのエンドポイントを取得するには、『AWS一般リファレンス』の「サー
ビスエンドポイント」を参照してください。

文字起こしに関連するクォータのリストについては、AWS一般リファレンスのサービスクォータを参照
してください。一部のクォータは、リクエストに応じて変更することができます。「調整可能」列に「は
い」と表示されている場合は、増額をリクエストできます。これを行うには、提供されたリンクを選択し
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transcribe.html#transcribe_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transcribe.html#transcribe_region
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transcribe.html#limits-amazon-transcribe
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transcribe.html#limits-amazon-transcribe
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Amazon Transcribe の機能
Amazon Transcribeどのソリューションが自分のユースケースに最も適しているかを判断しやすくするた
めに、次の表に機能の比較を示します。

なお、「バッチ」'post-call' とは、Amazon S3バケット内のファイルを転記することと「ストリーミン
グ」'real-time' を指し、メディアをリアルタイムで文字起こしすることを指します。

機能 Amazon Transcribe Amazon Transcribe 
Medical (p. 318)1

Amazon Transcribe通話
分析 (p. 200)

設定オプション

代替トランスクリプ
ション (p. 140)

バッチ、ストリーミン
グ

バッチ、ストリーミン
グ

no

チャンネル識
別 (p. 118)

バッチ、ストリーミン
グ

バッチ、ストリーミン
グ

post-call, real-time

Job キューイン
グ (p. 100)

バッチ no post-call

言語識別 (p. 128) バッチ、ストリーミン
グ

no post-call

多言語識別 (p. 128) バッチ、ストリーミン
グ

no no

スピーカーのダイアラ
イゼーション (p. 108)

バッチ、ストリーミン
グ

バッチ、ストリーミン
グ

post-call

数字の文字起こ
し (p. 54) 2

バッチ、ストリーミン
グ

バッチ、ストリーミン
グ

post-call, real-time

会話分析

通話特性 (p. 203) no no post-call

通話要約 (p. 203) 2 no no post-call

カスタム分類 (p. 204) no no post-call

リアルタイムのカテゴ
リイベント (p. 226)

no no real-time

リアルタイムの問題検
出 (p. 226) 2

no no real-time

リアルタイムの話者セ
ンチメント (p. 227)

no no real-time

スピーカーセンチメン
ト (p. 204)

no no post-call

言語カスタマイズ

3
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機能 Amazon Transcribe Amazon Transcribe 
Medical (p. 318)1

Amazon Transcribe通話
分析 (p. 200)

カスタム言語モデ
ル (p. 161)2

バッチ、ストリーミン
グ

no post-call, real-time

カスタム語彙 (p. 146) バッチ、ストリーミン
グ

バッチ、ストリーミン
グ

post-call, real-time

リソース組織

タグ付け (p. 104) バッチ バッチ post-call

機密データ

個人の健康情報の特
定 (p. 356) 2

no バッチ、ストリーミン
グ

no

個人を特定できる情報
の特定 (p. 188) 2

ストリーミング no real-time

オーディオの編
集 (p. 204) 2

no no post-call, real-time

トランスクリプトの編
集 (p. 183) 2

バッチ、ストリーミン
グ

no post-call, real-time

語彙フィルタリン
グ (p. 172)

バッチ、ストリーミン
グ

no post-call, real-time

動画

字幕 (p. 197) バッチ no no

1Amazon Transcribe Medical は、米国英語のみで利用可能です。
2 この機能はすべての言語で使用できるわけではありません。詳細については、サポートされてい
る言語および言語固有の機能 (p. 5)表を参照してください。

4
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サポートされている言語および言語
固有の機能

Amazon Transcribeでサポートされている言語を次の表に示します。文字起こしを進める前に、使用する
機能がメディアの言語に対応していることを確認してください。

Amazon Transcribeすべての機能のリストを確認するには、機能の概要を参照してください (p. 3)。

次の表では、「バッチ」Amazon S3 はバケットにあるメディアファイルの文字起こしを指し、「スト
リーミング」はストリーミングされたメディアをリアルタイムで文字起こしすることを指します。Call 
Analytics の文字起こしでは、'post-call'Amazon S3'real-time'バケットにあるメディアファイルの文字起こ
しを指し、ストリーミングされたメディアをリアルタイムで文字起こしすることを指します。

言語 言語コード データ入
力 (p. 50)

文字起
こし番
号 (p. 54)

頭字
語 (p. 147)

カスタム
言語モデ
ル (p. 161)

リダクショ
ン (p. 183)

通話分析
* (p. 200)

アフリ
カーンス
語 (p. 10)

af-ZA バッチ no バッチ no いいえ no

アラビア
語 (p. 11)
アラビア語 
(ガルフ)

ar-AE バッチ no いいえ いいえ no post-call

アラビア
語 (p. 11)
アラビア
語 (モダン
スタンダー
ド)

ar-SA バッチ no いいえ いいえ いいえ no

中国語 
(簡体
字) (p. 13)

zh-CN バッチ、ス
トリーミン
グ

no いいえ いいえ no post-call

中国語 
(繁体
字) (p. 14)

zh-TW バッチ no いいえ いいえ いいえ no

デンマーク
語 (p. 14)

da-DK バッチ no バッチ no いいえ no

オランダ
語 (p. 15)

nl-NL バッチ no バッチ no いいえ no

英
語 (p. 17)
英語 (オー
ストラリ
ア)

en-AU バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

ストリーミ
ング

post-call, 
real-time
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド

言語 言語コード データ入
力 (p. 50)

文字起
こし番
号 (p. 54)

頭字
語 (p. 147)

カスタム
言語モデ
ル (p. 161)

リダクショ
ン (p. 183)

通話分析
* (p. 200)

英
語 (p. 17)
英語 (イギ
リス)

en-GB バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

ストリーミ
ング

post-call, 
real-time

英
語 (p. 17)
英語 (イン
ド)

en-IN バッチ バッチ バッチ no no post-call

英
語 (p. 17)
英語 (アイ
ルランド)

en-IE バッチ バッチ バッチ no no post-call

英
語 (p. 17)
英語 
(ニュー
ジーラン
ド)

en-NZ バッチ バッチ バッチ no いいえ no

英
語 (p. 17)
英語 (ス
コットラン
ド)

en-AB バッチ バッチ バッチ no no post-call

英
語 (p. 17)
英語 (南ア
フリカ)

en-ZA バッチ バッチ バッチ no いいえ no

英
語 (p. 17)
英語 (アメ
リカ)

en-US バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

post-call, 
real-time

英
語 (p. 17)
英語 
(ウェール
ズ)

en-WL バッチ バッチ バッチ no no post-call

フランス
語 (p. 19)

fr-FR バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

no no post-call, 
real-time

フランス
語 (p. 19)
フランス語 
(カナダ)

fr-CA バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

no no post-call, 
real-time

ペルシア
語 (p. 18)

fa-IR バッチ no いいえ いいえ いいえ no
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド

言語 言語コード データ入
力 (p. 50)

文字起
こし番
号 (p. 54)

頭字
語 (p. 147)

カスタム
言語モデ
ル (p. 161)

リダクショ
ン (p. 183)

通話分析
* (p. 200)

ドイツ
語 (p. 21)

de-DE バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

no post-call, 
real-time

ドイツ
語 (p. 21)
ドイツ語 
(スイス)

de-CH バッチ バッチ バッチ no no post-call

ヘブライ
語 (p. 22)

he-IL バッチ no いいえ いいえ いいえ no

ヒンディー
語 (p. 23)
英語 (イン
ド)

hi-IN バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ no post-call

インド
ネシア
語 (p. 26)

id-ID バッチ no バッチ no いいえ no

イタリア
語 (p. 27)

it-IT バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

no no post-call, 
real-time

日本
語 (p. 28)

ja-JP バッチ、ス
トリーミン
グ

no no バッチ、ス
トリーミン
グ

no post-call

韓国
語 (p. 30)

ko-KR バッチ、ス
トリーミン
グ

no いいえ いいえ no post-call

マレー
語 (p. 31)

ms-MY バッチ no バッチ no いいえ no

ポルトガル
語 (p. 32)

pt-PT バッチ no バッチ no no post-call

ポルトガル
語 (p. 32)
ポルトガル
語 (ブラジ
ル)

pt-BR バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

no no post-call, 
real-time

ロシア
語 (p. 33)

ru-RU バッチ no いいえ いいえ いいえ no

スペイン
語 (p. 35)

es-ES バッチ no バッチ no no post-call

スペイン
語 (p. 35)
英語 (アメ
リカ)

es-US バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

バッチ、ス
トリーミン
グ

no post-call, 
real-time
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
サポートされているプログラミング言語

言語 言語コード データ入
力 (p. 50)

文字起
こし番
号 (p. 54)

頭字
語 (p. 147)

カスタム
言語モデ
ル (p. 161)

リダクショ
ン (p. 183)

通話分析
* (p. 200)

スウェー
デン
語 (p. 36)

sv-SE バッチ no バッチ no いいえ no

タミル
語 (p. 37)

ta-IN バッチ no いいえ いいえ いいえ no

テルグ
語 (p. 39)

te-IN バッチ no いいえ いいえ いいえ no

タイ
語 (p. 41)

th-TH バッチ、ス
トリーミン
グ

no バッチ、ス
トリーミン
グ

no いいえ no

トルコ
語 (p. 44)

tr-TR バッチ no バッチ no いいえ no

ベトナム
語 (p. 45)

vi-VN バッチ no バッチ no いいえ no

*以下の Call Analytics インサイトは、一部の英語の方言でのみサポートされています。

• 通話の要約 (p. 203):en-*(すべて英語の方言)
• 問題検出 (p. 226):en-AU,en-GB,en-US

サポートされているプログラミング言語
Amazon Transcribe次のAWS SDK をサポートしています。

Batch 文字起こしを進める ストリーミングトランスクリプション

.NET .NET はストリーミングに対応していません。

AWSコマンドラインインターフェイス（CLI） CLI はストリーミングに対応していません。

C++ C++

Go Go

Java V2 Java V2

JavaScript JavaScript V3

PHP V3 PHP V3

パイソンボト3 Python ストリーミング SDK 用Amazon Transcribe

Ruby V3 Ruby V3

さび さび
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https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/TranscribeService/NTranscribeService.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/transcribe/index.html#cli-aws-transcribe
https://sdk.amazonaws.com/cpp/api/LATEST/namespace_aws_1_1_transcribe_service.html
https://github.com/aws/aws-sdk-cpp/tree/master/aws-cpp-sdk-transcribestreaming
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-go/api/service/transcribeservice/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-go/api/service/transcribestreamingservice/
https://sdk.amazonaws.com/java/api/latest/software/amazon/awssdk/services/transcribe/TranscribeClient.html
https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2/tree/master/services/transcribestreaming
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/TranscribeService.html
https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3/tree/master/clients/client-transcribe-streaming
https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/namespace-Aws.TranscribeService.html
https://github.com/aws/aws-sdk-php/releases/tag/3.172.4
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/transcribe.html
https://github.com/awslabs/amazon-transcribe-streaming-sdk
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-ruby/v3/api/Aws/TranscribeService.html
https://github.com/aws/aws-sdk-ruby/tree/version-3/gems/aws-sdk-transcribestreamingservice
https://crates.io/crates/aws-sdk-transcribe
https://crates.io/crates/aws-sdk-transcribestreaming


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
文字セット

で SDK を使用する方法についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいAWSSDK による文字起こ
し (p. 72)。

使用可能なすべてのAWS SDK とビルダーツールの詳細については、「ビルドするツール」を参照してく
ださいAWS。

Tip

SDK コードサンプルは、 GitHub 次のリポジトリにあります。

• AWSコード例
• Amazon Transcribe例

カスタム語彙の文字セット
Amazon Transcribeサポートされる言語ごとに、Amazon Transcribe認識できる特定の文字セットがありま
す。カスタムボキャブラリーまたはボキャブラリーフィルターを作成するときは、使用している言語の文
字セットにリストされている文字のみを使用してください。サポートされていない文字を使用すると、カ
スタムボキャブラリーまたはボキャブラリーフィルターが失敗します。

Important

カスタム語彙ファイルが、対応された Unicode コードポイントと、次の文字セット内にリスト化
されたコードポイントシーケンスのみを使用していることを必ず確認してください。

多くの Unicode 文字は、異なるコードポイントを使用していても、一般的なフォントでは同じように表示
されることがあります。このガイドに記載されているコードポイントのみに対応しています。例えば、フ
ランス語の単語 déjà は 合成済み 文字 (1 つの Unicode 値がアクセント付き文字を表す) または 分解 文字 
(2 つの Unicode 値はアクセント付き文字を表し、1 つは基本文字、もう 1 つはアクセントを表す) を使用
してレンダリングできます。

• 合成済みバージョン 0064 00E9 006A 00E0 (déjà としてレンダリングされます)。
• 分解バージョン 0064 0065 0301 006A 0061 0300 (déjà としてレンダリングされます)。

トピック
• アフリカーンス語文字セット (p. 10)
• アラビア語文字セット (p. 11)
• 中国語、北京語 (中国本土) 、簡体字の文字セット (p. 13)
• 中国語、北京語(台湾)、繁体字の文字セット (p. 14)
• デンマーク語の文字セット (p. 14)
• オランダ語の文字セット (p. 15)
• 英語の文字セット (p. 17)
• ペルシャ語の文字セット (p. 18)
• フランス語の文字セット (p. 19)
• ドイツ語の文字セット (p. 21)
• ヘブライ語の文字セット (p. 22)
• ヒンディー語の文字セット (p. 23)
• インドネシア語の文字セット (p. 26)
• イタリア語の文字セット (p. 27)
• 日本語の文字セット (p. 28)
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
アフリカーンス語

• 韓国語の文字セット (p. 30)
• マレー語の文字セット (p. 31)
• ポルトガル語の文字セット (p. 32)
• ロシア語の文字セット (p. 33)
• スペイン語の文字セット (p. 35)
• スウェーデン語の文字セット (p. 36)
• タミル語の文字セット (p. 37)
• テルグ語の文字セット (p. 39)
• タイ語の文字セット (p. 41)
• トルコ語の文字セット (p. 44)
• ベトナム語の文字セット (p. 45)

アフリカーンス語文字セット
アフリカーンス語のカスタム語彙の場合、Phrase フィールドと SoundsLike フィールドに次の文字を使
用できます。

• a～z
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

á 00E1 ï 00EF

è 00E8 ó 00F3

é 00E9 ô 00F4

ê 00EA ö 00F6

ë 00EB ú 00FA

í 00ED û 00FB

î 00EE ü 00FC

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 z 007A

b 0062 æ 00E6

c 0063 ð 00F0

d 0064 ø 00F8

e 0065 ŋ 014B
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
アラビア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ẽ 0065 0303 œ 0153

f 0066 ɐ 0250

g 0067 ɑ 0251

h 0068 ɑ̃ 0251 0303

i 0069 ɒ 0252

j 006A ɔ 0254

k 006B ɔ̃ 0254 0303

I 006C ə 0259

m 006D ɛ 025B

n 006E ɛ̃ 025B 0303

o 006F ɜ 025C

õ 006F 0303 ɪ 026A

p 0070 ɬ 026C

r 0072 ɹ 0279

s 0073 ʁ 0281

t 0074 ʃ 0283

u 0075 ʊ 028A

v 0076 ʌ 028C

w 0077 ʒ 0292

x 0078 θ 03B8

y 0079

アラビア語文字セット
アラビア語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の Unicode 
文字を使用できます。ハイフン (-) を使用して単語を区切ることもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ء 0621 س 0633

آ 0622 ش 0634

أ 0623 ص 0635

ؤ 0624 ض 0636

إ 0625 ط 0637
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
アラビア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ئ 0626 ظ 0638

ا 0627 ع 0639

ب 0628 غ 063A

ة 0629 ف 0641

ت 062A ق 0642

ث 062B ك 0643

ج 062C ل 0644

ح 062D م 0645

خ 062E ن 0646

د 062F ه 0647

ذ 0630 و 0648

ر 0631 ى 0649

ز 0632 ي 064A

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 tˤ 0074 02E4

aː 0061 02D0 u 0075

b 0062 uː 0075 02D0

d 0064 v 0076

dˤ 0064 02E4 w 0077

f 0066 x 0078

h 0068 z 007A

i 0069 zˤ 02E4 007A

iː 0069 02D0 ð 00F0

j 006A ðˤ 00F0 02E4

k 006B ħ 0127

I 006C ɣ 0263

m 006D ɪ 026A

n 006E ɫ 026B

p 0070 ʃ 0283

12



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
中国語 (簡体字)

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

q 0071 ʒ 0292

r 0072 ʔ 0294

s 0073 ʕ 0295

sˤ 0073 02E4 θ 03B8

t 0074 χ 03C7

中国語、北京語 (中国本土) 、簡体字の文字セット
中国語 (簡体字) のカスタム語彙の場合、Phraseフィールドには、次のファイルに表示されている任意の
文字が使用できます。

• zh-cn-character-set

SoundsLikeフィールドには、次のファイルに表示されているピンイン音節を含めることができます。

• pinyin-character-set

SoundsLike フィールドにピンイン音節を使用する場合、音節をハイフン (-) で区切ります。

Amazon Transcribe数字を使用して中国語 (簡体字) の 4 つの声調を表します。次の表では、「ma」という
単語に対応する声調記号を示しています。

声調 声調記号 声調番号

Tone 1 m ma1

Tone 2 マー ma2

Tone 3 m ma3

Tone 4 ママ ma4

Note

5 番目(ニュートラル)トーンの場合、トーン 1 を使用できます。ただし、「er」を除き、トーン 
2 にマッピングする必要があります。例えば、「打转儿」は「da3-zhuan4-er2」として表されま
す。

中国語 (簡体字) のカスタム語彙の場合、IPAこのフィールドを使用しませんが、カスタム語彙テーブル
にIPAヘッダーを含める必要があります。

テキスト形式の入力ファイルの例を以下に示します。この例では、スペースを使用して列を揃えていま
す。入力ファイルでは、TAB 文字を使用して列を区切る必要があります。DisplayAs 列にのみスペース
を含めます。

Phrase       SoundsLike               IPA     DisplayAs
##          kang1-jian4  
##          qian3-ze2  
####        guo2-fang2-da4-chen2  
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
中国語 (繁体字)

#####      shi4-jie4-bo2-lan3-hui4          ###

中国語、北京語(台湾)、繁体字の文字セット
中国語 (繁体字) のカスタム語彙の場合、Phraseフィールドには、次のファイルに表示されている任意の
文字が使用できます。

• zh-tw-character-set

SoundsLikeフィールドには、次のファイルに表示されているピンイン音節を含めることができます。

• zhuyin-character-set

SoundsLike フィールドにピンイン音節を使用する場合、音節をハイフン (-) で区切ります。

Amazon Transcribe数字を使用して中国語 (繁体字) の 4 つの声調を表します。次の表では、「ma」という
単語に対応する声調記号を示しています。

声調 声調記号

Tone 1 ㄇㄚ

Tone 2 ㄇㄚˊ

Tone 3 ㄇㄚˇ

Tone 4 ㄇㄚˋ

中国語 (繁体字) のカスタム語彙の場合、IPAこのフィールドを使用しませんが、カスタム語彙テーブル
にIPAヘッダーを含める必要があります。

テキスト形式の入力ファイルの例を以下に示します。この例では、スペースを使用して列を揃えていま
す。入力ファイルでは、TAB 文字を使用して列を区切る必要があります。DisplayAs 列にのみスペース
を含めます。

Phrase        SoundsLike                     IPA        DisplayAs
##          ###ˋ-##  
##          ###ˇ-##ˊ  
####       ###ˊ-##ˊ-##ˋ-##ˇ  
#####     #ˋ-###ˋ-##ˊ-##ˇ-###ˋ             ###

デンマーク語の文字セット
テルグ語のカスタム語彙の場合、Phrase フィールドと SoundsLike フィールドに次の文字を使用できま
す。

• a～z
• A～Z
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
オランダ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

Å 00C5 æ 00E6

Æ 00C6 é 00E9

Ø 00D8 ø 00F8

å 00E5

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 æ 00E6

b 0062 ð 00F0

d 0064 ø 00F8

e 0065 ŋ 014B

f 0066 œ 0153

h 0068 ɐ 0250

i 0069 ɑ 0251

j 006A ɒ 0252

kʰ 006B 02B0 ɔ 0254

I 006C ɕ 0255

m 006D ə 0259

n 006E ɛ 025B

o 006F ɡ 0261

pʰ 0070 02B0 ɪ 026A

s 0073 ʁ 0281

tˢ 0074 02E4 ʊ 028A

u 0075 ʋ 028B

w 0077 ʌ 028C

y 0079

オランダ語の文字セット
オランダ語のカスタム語彙の場合、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

• a～z
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
オランダ語

• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

à 00E0 î 00EE

á 00E1 ï 00EF

â 00E2 ñ 00F1

ä 00E4 ò 00F2

ç 00E7 ó 00F3

è 00E8 ô 00F4

é 00E9 ö 00F6

ê 00EA ù 00F9

ë 00EB ú 00FA

ì 00EC û 00FB

í 00ED ü 00FC

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a: 0061 003A ø: 00F8 003A

bː 0062 02D0 ŋ 014B

b 0062 œy 0153 0079

d 0064 œː 0153 02D0

eː 0065 02D0 ɑ 0251

f 0066 ɔ 0254

g 0067 ɔu 0254 0075

i 0069 ɔː 0254 02D0

j 006A ə 0259

k 006B ɛ 025B

I 006C ɛ: 025B 003A

m 006D ɛi 025B 0069
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
英語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

n 006E ɦ 0266

oː 006F 02D0 ɪ 026A

p 0070 ɲ 0272

s 0073 ɾ 027E

t 0074 ʃ 0283

u 0075 ʏ 028F

v 0076 ʒ 0292

w 0077 χ 03C7

y 0079 ɣ 0263

z 007A    

英語の文字セット
英語のカスタム語彙の場合、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用できま
す。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

aʊ 0061 028A w 0077

aɪ 0061 026A z 007A

b 0062 æ 00E6

d 0064 ð 00F0

eɪ 0065 026A ŋ 014B

f 0066 ɑ 0251

g 0067 ɔ 0254

h 0068 ɔɪ 0254 026A

i 0069 ə 0259

j 006A ɛ 025B
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ペルシア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

k 006B ɝ 025D

I 006C ɡ 0261

I̩ 006C 0329 ɪ 026A

m 006D ɹ 0279

n 006E ʃ 0283

n̩ 006E 0329 ʊ 028A

oʊ 006F 028A ʌ 028C

p 0070 ʍ 028D

s 0073 ʒ 0292

t 0074 ʤ 02A4

u 0075 ʧ 02A7

v 0076 θ 03B8

ペルシャ語の文字セット
ペルシャ語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使
用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ء 0621 ظ 0638

آ 0622 ع 0639

أ 0623 غ 063A

ؤ 0624 ف 0641

ئ 0626 ق 0642

ا 0627 ل 0644

ب 0628 م 0645

ت 062A ن 0646

ث 062B ه 0647

ج 062C و 0648

ح 062D َ 064E

خ 062E ُ 064F

د 062F ِ 0650

ذ 0630 ّ 0651
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
フランス語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ر 0631 پ 067E

ز 0632 چ 0686

س 0633 ژ 0698

ش 0634 ک 06A9

ص 0635 گ 06AF

ض 0636 ی 06CC

ط 0637    

IPAカスタムボキャブラリーファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

b 0062 u 0075

d 0064 v 0076

f 0066 z 007A

g 0067 æ 00E6

h 0068 ɒ 0252

i 0069 ɛ 025B

j 006A ɾ 027E

k 006B ʁ 0281

I 006C ʃ 0283

m 006D ʒ 0292

n 006E ʔ 0294

o 006F ʔ 0294

p 0070 ʤ 02A4

s 0073 ʧ 02A7

t 0074 χ 03C7

フランス語の文字セット
フランス語のカスタム語彙の場合、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
フランス語

• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

À 00C0 à 00E0

Â 00C2 â 00E2

Ç 00C7 ç 00E7

È 00C8 è 00E8

É 00C9 é 00E9

Ê 00CA ê 00EA

Ë 00CB ë 00EB

Î 00CE î 00EE

Ï 00CF ï 00EF

Ô 00D4 ô 00F4

Ö 00D6 ö 00F6

Ù 00D9 ù 00F9

Û 00DB û 00FB

Ü 00DC ü 00FC

IPAカスタムボキャブラリーファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 z 007A

b 0062 ã 00E3

d 0064 õ 00F5

e 0065 ø 00F8

f 0066 ŋ 014B

i 0069 œ 0153

j 006A œ̃ 0153 0303

k 006B ɐ 0250

I 006C ɔ 0254

m 006D ə 0259
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ドイツ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

n 006E ɛ 025B

o 006F ɡ 0261

p 0070 ɥ 0265

s 0073 ɲ 0272

t 0074 ʁ 0281

u 0075 ʃ 0283

v 0076 ʒ 0292

w 0077 ẽ 1EBD

y 0079    

ドイツ語の文字セット
ドイツ語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ä 00E4 Ä 00C4

ö 00F6 Ö 00D6

ü 00FC Ü 00DC

ß 00DF    

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 ts 0074 0073

aɪ 0061 026A uː 0075 02D0

aʊ 0061 028A v 0076
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ヘブライ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

aː 0061 02D0 x 0078

b 0062 z 007A

d 0064 yː 0079 02D0

eː 0065 02D0 ã 00E3

f 0066 ç 00E7

g 0067 øː 00F8 02D0

h 0068 ŋ 014B

iː 0069 02D0 œ 0153

j 006A ɐ̯ 0250 032F

k 006B ɔ 0254

I 006C ɔʏ 0254 028F

I̩ 006C 0329 ə 0259

m 006D ɛ 025B

m̩ 006D 0329 ɛː 025B 02D0

n 006E ɪ 026A

n̩ 006E 0329 ʁ 0281

oː 006F 02D0 ʃ 0283

p 0070 ʊ 028A

pf 0070 0066 ʏ 028F

s 0073 ʧ 02A7

t 0074    

ヘブライ語の文字セット
ヘブライ語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使
用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

- 002D ם 05DD

א 05D0 מ 05DE

ב 05D1 ן 05DF

ג 05D2 נ 05E0

ד 05D3 ס 05E1
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ヒンディー語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ה 05D4 ע 05E2

ו 05D5 ף 05E3

ז 05D6 פ 05E4

ח 05D7 ץ 05E5

ט 05D8 צ 05E6

י 05D9 ק 05E7

ך 05DA ר 05E8

כ 05DB ש 05E9

ל 05DC ת 05EA

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 p 0070

b 0062 s 0073

d 0064 t 0074

e 0065 u 0075

f 0066 v 0076

Amazon EC2 のセキュ
リティグループ

0067 w 0077

h 0068 z 007A

i 0069 ŋ 014B

j 006A ɣ 0263

k 006B ʃ 0283

I 006C ʒ 0292

m 006D ʔ 0294

n 006E χ 03C7

o 006F    

ヒンディー語の文字セット
ヒンディー語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を
使用できます。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ヒンディー語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

- 002D थ 0925

. 002E द 0926

ँ 0901 ध 0927

ं 0902 न 0928

ः 0903 प 092A

अ 0905 फ 092B

आ 0906 ब 092C

इ 0907 भ 092D

ई 0908 म 092E

उ 0909 य 092F

ऊ 090A र 0930

ऋ 090B ल 0932

ए 090F व 0935

ऐ 0910 श 0936

ऑ 0911 ष 0937

ओ 0913 स 0938

औ 0914 ह 0939

क 0915 ा 093E

ख 0916 ि 093F

ग 0917 ी 0940

घ 0918 ु 0941

ङ 0919 ू 0942

च 091A ृ 0943

छ 091B ॅ 0945

ज 091C े 0947

झ 091D ै 0948

ञ 091E ॉ 0949

ट 091F ो 094B

ठ 0920 ौ 094C

ड 0921 ् 094D

ढ 0922 ज़ 095B
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ヒンディー語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ण 0923 ड़ 095C

त 0924 ढ़ 095D

Amazon Transcribe は以下の文字をマッピングします。

[Character] (文字) マッピング先

ऩ (0929) न (0928)

ऱ (0931) र (0930)

क़ (0958) क (0915)

ख़ (0959) ख (0916)

ग़ (095A) ग (0917)

फ़ (095E) फ (092B)

य़ (095F) य (092F)

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

aː 0097 0720 ŋ 0331

b 0098 ɖ 0598

bʱ 0098 0689 ɔː 0596 0720

d 0100 ɖʱ 0598 0689

dʱ 0100 0689 ə 0601

eː 0101 0720 ɛː 0603 0720

f 0102 ɡ 0609

iː 0105 0720 ɡʱ 0609 0689

j 0106 ɦ 0614

k 0107 ɪ 0618

kʰ 0107 0688 ɲ 0626

I 0108 ɳ 0627

m 0109 ɾ 0638

n 0110 ʂ 0642

oː 0111 0720 ʃ 0643

p 0112 ʈ 0648
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
インドネシア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

pʰ 0112 0688 ʈʰ 0648 0688

r 0114 ʊ 0650

s 0115 ʋ 0651

t 0116 ʤ 0676

tʰ 0116 0688 ʤʱ 0676 0689

uː 0117 0720 ʧ 0679

z 0122 ʧʰ 0679 0688

インドネシア語の文字セット
インドネシア語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字
を使用できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 r 0072

ai 0061 0069 s 0073

au 0061 0075 t 0074

b 0062 tʃ 0074 0283

d 0064 u 0075

dʒ 0064 0292 v 0076

e 0065 w 0077

f 0066 x 0078

h 0068 y 0079

i 0069 ŋ 014B

j 006A ɔ 0254

k 006B ə 0259

I 006C ɛ 025B
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
イタリア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

m 006D ɡ 0261

n 006E ɣ 0263

o 006F ɪ 026A

oi̯ 006F 0069 032F ɲ 0272

p 0070 ʃ 0283

q 0071 ʊ 028A

イタリア語の文字セット
イタリア語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使
用できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

À 00C0 à 00E0

Ä 00C4 ä 00E4

Ç 00C7 ç 00E7

È 00C8 è 00E8

É 00C9 é 00E9

Ê 00CA ê 00EA

Ë 00CB ë 00EB

Ì 00CC ì 00EC

Ò 00D2 ò 00F2

Ù 00D9 ù 00F9

Ü 00DC ü 00FC

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
日本語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 ss 0073 0073

b 0062 t 0074

bb 0062 0062 tt 0074 0074

d 0064 u 0075

dd 0064 0064 v 0076

e 0065 vv 0076 0076

f 0066 w 0077

ff 0066 0066 z 007A

gg 0067 0067 ɔ 0254

i 0069 ɛ 025B

j 006A ɡ 0261

k 006B ɲ 0272

kk 006B 006B ɲɲ 0272 0272

I 006C ʃ 0283

ll 006C 006C ʃʃ 0283 0283

m 006D ʎ 028E

mm 006D 006D ʎʎ 028E 028E

n 006E ʣ 02A3

nn 006E 006E ʣʣ 02A3 02A3

o 006F ʤ 02A4

p 0070 ʤʤ 02A4 02A4

pp 0070 0070 ʦ 02A6

r 0072 ʦʦ 02A6 02A6

rr 0072 0072 ʧ 02A7

s 0073 ʧʧ 02A7 02A7

日本語の文字セット
日本語のカスタムボキャブラリの場合、DisplayAsこのフィールドはすべてのひらがな、カタカナ、漢
字、および全角ローマ字の大文字をサポートします。

Phraseこのフィールドは、次のファイルにリストされている文字をサポートします。

• ja-jp-character-set
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
日本語

SoundsLikeこのフィールドでは、次に示す小文字のローマ字がサポートされます。

• a～k
• m～p
• r～w
• y～z

母音を重ねて長母音を表します。

母音 表記

ā aa

ē ee

ī ii

ō oo

ū uu

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 p 0070

aː 0061 02D0 s 0073

b 0062 t 0074

d 0064 ts 0074 0073

dz 0064 007A tɕ 0074 0255

dʑ 0064 0291 w 0077

e 0065 z 007A

eː 0065 02D0 ç 00E7

g 0067 ŋ 014B

h 0068 ɕ 0255

i 0069 ɯ 026F

iː 0069 02D0 ɯː 026F 02D0

j 006A ɴ 0274

k 006B ɸ 0278

m 006D ɾ 027E

n 006E ʑ 0291

o 006F ʔ 0294
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
韓国語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

oː 006F 02D0    

Tip

SoundsLikeカスタムボキャブラリーのフィールドにひらがなまたはカタカナが含まれていて、
希望する精度が得られない場合は、これらの文字を小文字のローマ字に置き換えてみてくださ
い。

韓国語の文字セット
韓国語のカスタム語彙の場合は、ハングル音節文字のいずれも、Phrase フィールドおよび SoundsLike
フィールドで使用することができます。詳細については、Wikipedia の「ハングル音節文字」を参照して
ください。

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 s 0073

e 0065 s# 0073 0348

h 0068 t 0074

i 0069 tɕ 0074 0255

je 006A 0065 tɕʰ 0074 0255 02B0

jo 006A 006F tʰ 0074 02B0

ju 006A 0075 t# 0074 0348

jɛ 006A 025B t̚ 0074 031A

jʌ 006A 028C t#ɕ 0074 0348 0255

ja 006A 0061 u 0075

k 006B we 0077 0065

kʰ 006B 02B0 wi 0077 0069

k# 006B 0348 wɛ 0077 025B

k̚ 006B 031A wʌ 0077 028C

I 006C wa 0077 0061

m 006D ø 00F8

n 006E ŋ 0014B

o 006F ɛ 0025B

p 0070 ɯ 026F

pʰ 0070 02B0 ɯi 006F 0069
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
マレー語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

p# 0070 0348 ɾ 027E

p̚ 0070 031A ʌ 028C

マレー語の文字セット
マレー語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

F 0046 r 0072

a 0061 s 0073

ai 0061 0069 t 0074

au 0061 0075 tʃ 0074 0283

b 0062 v 0076

d 0064 w 0077

dʒ 0064 0292 x 0078

e 0065 y 0079

h 0068 ŋ 014B

i 0069 ɔ 0254

j 006A ə 0259

k 006B ɛ 025B

I 006C ɡ 0261

m 006D ɣ 0263

n 006E ɪ 026A

o 006F ɲ 0272

oi̯ 006F 0069 32F ʃ 0283

p 0070 ʊ 028A
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ポルトガル語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

q 0071 ʊi 028A 0069

ポルトガル語の文字セット
ポルトガル語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を
使用できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

À 00C0 à 00E0

Á 00C1 á 00E1

Â 00C2 â 00E2

Ã 00C3 ã 00E3

Ä 00C4 ä 00E4

Ç 00C7 ç 00E7

È 00C8 è 00E8

É 00C9 é 00E9

Ê 00CA ê 00EA

Ë 00CB ë 00EB

Í 00CD í 00ED

Ñ 00D1 ñ 00F1

Ó 00D3 ó 00F3

Ô 00D4 ô 00F4

Õ 00D5 õ 00F5

Ö 00D6 ö 00F6

Ú 00DA ú 00FA

Ü 00DC ü 00FC

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ロシア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 s 0073

b 0062 t 0074

d 0064 tʃ 0074 0283

e 0065 u 0075

ẽ 1EBD ũ 00169

f 0066 v 0076

Amazon EC2 のセキュ
リティグループ

0067 w 0077

i 0069 w̃ 0077 0303

ĩ 00129 z 007A

j 006A ɐ̃ 0250 0303

j̃ 006A 0303 ɔ 0254

k 006B ɛ 025B

I 006C ɲ 0272

m 006D ɾ 027E

n 006E ʁ 0281

o 006F ʃ 0283

õ 00F5 ʎ 028E

p 0070 ʒ 0292

r 0072 ʤ 02A4

ロシア語の文字セット
ロシア語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

' 0027 п 043F

- 002D р 0440

. 002E с 0441

а 0430 т 0442

б 0431 у 0443

в 0432 ф 0444
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ロシア語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

г 0433 х 0445

д 0434 ц 0446

е 0435 ч 0447

ж 0436 ш 0448

з 0437 щ 0449

и 0438 ъ 044A

й 0439 ы 044B

к 043A ь 044C

л 043B э 044D

м 043C ю 044E

н 043D я 044F

о 043E ё 0451

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

b 0062 t 0074

bʲ 0062 02B2 tʃ 0074 0283

d 0064 tʲ 0074 02B2

dʲ 0064 02B2 u 0075

f 0066 v 0076

fʲ 0066 02B2 vʲ 0076 02B2

g 0067 x 0078

gʲ 067 02B2 xʲ 0078 02B2

i 0069 z 007A

j 006A zʲ 007A 02B2

k 006B æ 00E6

kʲ 006B 02B2 ə 0259

I 006C ɛ 025B

lʲ 006C 02B2 ɨ 0268

m 006D ʃ 0283

mʲ 006D 02B2 ʃʲ 0283 02B2
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
スペイン語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

n 006E ʊ 028A

nʲ 006E 02B2 ʌ 028C

p 0070 ʒ 0292

pʲ 0070 02B2 ˈi 02C8 0069

r 0072 ˈo 02C8 006F

rʲ 0072 02B2 ˈv 02C8 0075

s 0073 ˈɛ 02C8 025B

sʲ 0073 02B2 ˈɨ 02C8 0268

ts 0074 0073 ˈa 02C8 0061

スペイン語の文字セット
スペインのカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

Á 00C1 á 00E1

É 00C9 é 00E9

Í 00CD í 00ED

Ó 00D3 ó 0XF3

Ú 00DA ú 00FA

Ñ 00D1 ñ 0XF1

ü 00FC    

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 r 0072
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
スウェーデン語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

b 0062 s 0073

d 0064 t 0074

e 0065 u 0075

f 0066 v 0076

Amazon EC2 のセキュ
リティグループ

0067 w 0077

h 0068 x 0078

i 0069 z 007A

j 006A ŋ 014B

k 006B ɲ 0272

I 006C ɾ 027E

m 006D ʃ 0283

n 006E ʝ 029D

o 006F ʧ 02A7

p 0070 θ 03B8

スウェーデン語の文字セット
スウェーデン語のカスタム語彙の場合、PhraseSoundsLikeおよびフィールドに次の文字を使用できま
す。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

Ä 00C4 ä 00E4

Å 00C5 å 00E5

Ö 00D6 ö 00F6

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
タミル語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ø 00F8 ɡ 0261

ɜ 025C h 0068

ɐ 0250 i 0069

ɵ 0275 j 006A

œ 0153 k 006B

ə 0259 I 006C

ɑ 0251 m 006D

ð 00F0 n 006E

ɛ 025B oː 006F 02D0

ɛː 025B 02D0 p 0070

æ 00E6 r 0072

ɪ 026A ɹ 0279

ŋ 014B s 0073

ɔ 0254 ɕ 0255

ɒ 0252 ʂ 0282

ʃ 0283 ɧ 0267

ʊ 028A t 0074

ʌ 028C u 0075

a 0061 ʉ 0289

b 0062 v 0076

d 0064 w 0077

ʤ 02A4 ʏ 028F

e 0065 y 0079

eː 0065 02D0 z 007A

f 0066    

タミル語の文字セット
タミル語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

அ 0B85 ர 0BB0
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
タミル語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ஆ 0B86 ல 0BB2

இ 0B87 வ 0BB5

ஈ 0B88 ழ 0BB4

உ 0B89 ள 0BB3

ஊ 0B8A ற 0BB1

எ 0B8E ன 0BA9

ஏ 0B8F ஜ 0B9C

ஐ 0B90 # 0BB6

ஒ 0B92 ஷ 0BB7

ஓ 0B93 ஸ 0BB8

ஔ 0B94 ஹ 0BB9

ஃ 0B83 ் 0BCD

க 0B95 ா 0BBE

ங 0B99 ி 0BBF

ச 0B9A ீ 0BC0

ஞ 0B9E ு 0BC1

ட 0B9F ூ 0BC2

ண 0BA3 ெ 0BC6

த 0BA4 ே 0BC7

ந 0BA8 ை 0BC8

ப 0BAA ொ 0BCA

ம 0BAE ோ 0BCB

ய 0BAF ௌ 0BCC

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 v 0076

aː 0061 02D0 w 0077

b 0062 z 007A

d 0064 æ 00E6

dʒ 0064 0292 ð 00F0
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
テルグ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

e 0065 ŋ 014B

f 0066 ɑ 0251

g 0067 ɔ 0254

h 0068 ə 0259

i 0069 ɛ 025B

iː 0069 02D0 ɡ 0261

j 006A ɪ 026A

k 006B ɭ 026D

I 006C ɲ 0272

m 006D ɳ 0273

n 006E ɹ 0279

n̪ 006E 032A ɹ 0279

o 006F ɹ̩ 0279 0329

oː 006F 02D0 ɾ 027E

p 0070 ʂ 0282

r 0072 ʃ 0283

s 0073 ʈ 0288

t 0074 ʊ 028A

t̪ 0074 032A ʋ 028B

tʃ 0074 0283 ʌ 028C

u 0075 ʒ 0292

uː 0075 02D0 θ 03B8

テルグ語の文字セット
テルグ語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

- 002D త 0C24

ఁ 0C01 థ 0C25

ం 0C02 ద 0C26

ః 0C03 ధ 0C27
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
テルグ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

అ 0C05 న 0C28

ఆ 0C06 ప 0C2A

ఇ 0C07 ఫ 0C2B

ఈ 0C08 బ 0C2C

ఉ 0C09 భ 0C2D

ఊ 0C0A మ 0C2E

ఋ 0C0B య 0C2F

ఌ 0C0C ర 0C30

ఎ 0C0E ఱ 0C31

ఏ 0C0F ల 0C32

ఐ 0C10 ళ 0C33

ఒ 0C12 వ 0C35

ఓ 0C13 శ 0C36

ఔ 0C14 ష 0C37

క 0C15 స 0C38

ఖ 0C16 హ 0C39

గ 0C17 ా 0C3E

ఘ 0C18 ి 0C3F

ఙ 0C19 ీ 0C40

చ 0C1A ు 0C41

ఛ 0C1B ూ 0C42

జ 0C1C ృ 0C43

ఝ 0C1D ౄ 0C44

ఞ 0C1E ే 0C47

ట 0C1F ై 0C48

ఠ 0C20 ొ 0C4A

డ 0C21 ో 0C4B

ఢ 0C22 ౌ 0C4C

ణ 0C23 ్ 0C4D

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
タイ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

d̪ 0064 032A ð 00F0

d̪̤ 0064 032A 0324 ŋ 014B

dʒ 0064 0292 ɑ 0251

dʒ̤ 0064 0292 0324 ɔ 0254

e 0065 ɖ 0256

eː 0065 02D0 ɖ̤ 0256 0324

f 0066 ə 0259

h 0068 ɛ 025B

i 0069 ɡ 0261

iʐ 0069 0290 ɡ̤ 0261 0324

j 006A ɪ 026A

k 006B ɭ 026D

kʰ 006B 02B0 ɲ 0272

I 006C ɳ 0273

m 006D ɹ 0279

n 006E ɹ̩ 0279 0329

o 006F ɽ 027D

oː 006F 02D0 ʂ 0282

p 0070 ʃ 0283

pʰ 0070 02B0 ʈ 0288

r 0072 ʈʰ 0288 02B0

s 0073 ʊ 028A

t 0074 ʋ 028B

t̪ 0074 032A ʌ 028C

t̪ʰ 0074 032A 02B0 ʒ 0292

t 0074 θ 03B8

tʃʰ 0074 0283 02B0    

タイ語の文字セット
タイ語のカスタム語彙の場合、Phrase フィールドと SoundsLike フィールドに次の文字を使用できま
す。
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
タイ語

• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ก 0E01 ล 0E25

ข 0E02 ฦ 0E26

ฃ 0E03 ว 0E27

ค 0E04 ศ 0E28

ฅ 0E05 ษ 0E29

ฆ 0E06 ส 0E2A

ง 0E07 ห 0E2B

จ 0E08 ฬ 0E2C

ฉ 0E09 อ 0E2D

ช 0E0A ฮ 0E2E

ซ 0E0B ฯ 0E2F

ฌ 0E0C ะ 0E30

ญ 0E0D ั 0E31

ฎ 0E0E า 0E32

ฏ 0E0F ิ 0E34

ฐ 0E10 ี 0E35

ฑ 0E11 ึ 0E36

ฒ 0E12 ื 0E37

ณ 0E13 ุ 0E38

ด 0E14 ู 0E39

ต 0E15 ฺ 0E3A

ถ 0E16 เ 0E40

ท 0E17 แ 0E41

ธ 0E18 โ 0E42

น 0E19 ใ 0E43

บ 0E1A ไ 0E44

ป 0E1B ๅ 0E45

ผ 0E1C ๆ 0E46
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
タイ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ฝ 0E1D ็ 0E47

พ 0E1E ่ 0E48

ฟ 0E1F ้ 0E49

ภ 0E20 ๊ 0E4A

ม 0E21 ๋ 0E4B

ย 0E22 ์ 0E4C

ร 0E23 ํ 0E4D

ฤ 0E24

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 pʰ 0070 02B0

aː 0061 02D0 r 0072

b 0062 s 0073

d 0064 t 0074

e 0065 tʰ 0074 02B0

eː 0065 02D0 tˉɕ 00

f 0066 tˉɕʰ 0074 0361 0255 02B0

h 0068 u 0075

i 0069 uː 0075 02D0

iː 0069 02D0 uːa 0075 02D0 0061

iːa 0069 02D0 0061 w 0077

j 006A ŋ 014B

k 006B ɔ 0254

kw 006B 0077 ɔː 0254 02D0

kʰ 006B 02B0 ɛ 025B

kʰw 006B 02B0 0077 ɛː 025B 02D0

I 006C ɤ 0264

m 006D ɤː 0264 02D0

n 006E ɯ 026F

o 006F ɯː 026F 02D0
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
トルコ語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

oː 006F 02D0 ɯːa 026F 02D0 0061

p 0070 ʔ 0294

トルコ語の文字セット
トルコ語のカスタム語彙の場合は、Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドに次の文字を使用
できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

Ç 00C7 ö 00F6

Ö 00D6 û 00FB

Ü 00DC ü 00FC

â 00E2 Ğ 011E

ä 00E4 ğ 011F

ç 00E7 İ 0130

è 00E8 ı 0131

é 00E9 Ş 015E

ê 00EA ş 015F

í 00ED š 0161

î 00EE ž 017E

ó 00F3    

入力ファイルの IPA フィールドには、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 u 0075

aː 0061 02D0 uː 0075 02D0

b 0062 v 0076
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ベトナム語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

c 0063 w 0077

d 0064 y 0079

e 0065 yː 0079 02D0

eː 0065 02D0 z 007A

f 0066 ø 00F8

g 0067 øː 00F8 02D0

h 0068 ŋ 014B

i 0069 ɟ 025F

iː 0069 02D0 ɣ 0263

j 006A ɫ 026B

k 006B ɯ 026F

I 006C ɯː 026F 02D0

m 006D ɾ 027E

n 006E ʃ 0283

オ 006F ʒ 0292

oː 006F 02D0 ʔ 0294

p 0070 ʤ 02A4

s 0073 ʧ 02A7

t 0074    

ベトナム語の文字セット
Amazon Transcribeベトナム語の6声調を数字で表します。次の表では、「ma」という単語に対応する声
調記号を示しています。

トーン名 声調記号 声調番号

ンガン ma ma1

sắc マー ma2

フユン ママ ma3

hỏi m ma4

ンガン 男 ma5

ナン m ma6
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ベトナム語

ベトナム語のカスタム語彙の場合、PhraseSoundsLikeおよびフィールドに次の文字を使用できます。

• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)
• & (アンパサンド)
• ; (セミコロン)
• _ (ローライン)

以下の Unicode 文字を Phrase フィールドおよび SoundsLike フィールドで使用することもできます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

à 00E0 À 00C0

á 00E1 Á 00C1

â 00E2 Â 00C2

ã 00E3 Ã 00C3

è 00E8 È 00C8

é 00E9 É 00C9

ê 00EA Ê 00CA

ì 00EC Ì 00CC

í 00ED Í 00CD

ò 00F2 Ò 00D2

ó 00F3 Ó 00D3

ô 00F4 Ô 00D4

õ 00F5 Õ 00D5

ù 00F9 Ù 00D9

ú 00FA Ú 00DA

意の 00 意の 00DD

ă 0103 Ă 0102

đ 0111 Đ 0110

ĩ 0129 Ĩ 0128

ũ 0169 Ũ 0168

ơ 01 Ơ 0A0

ư 01 Ư 01
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ベトナム語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ạ 1 X 1 Ạ 1 X 0

ả 1 X 3 Ả 1 X 2

ấ 1 X 5 Ấ 1 X 4

ầ 1 X 7 Ầ 1 X 6

ẩ 1 X 9 Ẩ 1 X 8

ẫ 1エバブ Ẫ 1 X

ậ 1 ヘッド Ậ 各 1

ắ 1 リーフ Ắ 1ピース

ằ 1EB1 Ằ 1EB0

ẳ 1EB3 Ẳ 1EB2

ẵ 1EB5 Ẵ 1EB4

ặ 1EB7 Ặ 1EB6

ẹ 1EB9 Ẹ 1EB8

ẻ 1EBB Ẻ 1エバ

ẽ 1EBD Ẽ 1ECC

ế 1EBF Ế 1エベ

ề 1EC Ề 1EC

ể 1EC3 Ể 1EC2

ễ 1EC5 Ễ 1EC4

ệ 1EC7 Ệ 1EC6

ỉ 1EC9 Ỉ 1EC8

ミュー 1ECB ミュー 1ECA

ọ 1ECD Ọ 1ECC

ỏ 1ECF Ỏ 1エース

ố 1ED1 Ố 1ED0

ồ 1ED3 Ồ 1ED2

ổ 1ED5 Ổ 1ED4

ỗ 1ED7 Ỗ 1ED6

ộ 1ED9 Ộ 1ED8

ớ 1EDB Ớ 1 エダ

ờ 1EDD Ờ 1EDC

47



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ベトナム語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

ở 1EDF Ở 1エード

ỡ EE1 Ỡ EE0

ợ E3 Ợ EE2

ụ E5 Ụ EE4

便 1EE7 便 EE6

ứ 1EE9 Ứ EE8

ừ EEB Ừ 1EEA

ử 1 シード Ử 1EEC

ữ 1ビーフ Ữ 1EEE

ự 1EF Ự EF0

ỳ 1EF3 Ỳ 1EF2

ỵ 1EF5 Ỵ 1EF

ỷ 1EF7 Ỷ 1EF6

ỹ 1EF9 Ỹ 1EF8

IPAカスタム語彙入力ファイルのフィールドには、次の国際音声記号を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

a 0061 u 0075

a: 0061 003A v 0076

c 0063 w 0077

e 0065 x 0078

f 0066 z 007A

h 0068 ŋ 014B

i 0069 ɓ 0253

j 006A ɔ 0254

k 006B ɗ 0257

I 006C ə 0259

m 006D ɛ 025B

n 006E ɟ 025F

o 006F ɣ 0263

p 0070 ɨ 0268
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Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ベトナム語

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

s 0073 ɲ 0272

t 0074 ɹ 0279

tɕ 0074 0255 ʂ 0282

t 0074 0282 そして: 0259 003

tʰ 0074 02B0    

49



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
データ入力との出力

Amazon Transcribe の仕組み
Amazon Transcribe機械学習モデルを使用して音声をテキストに変換する機械学習モデルを使用して音声
をテキストに変換する機械学習モデルです。

トランスクリプトには、文字起こしされたテキストに加えて、各単語または句読点の信頼スコアやタイ
ムスタンプなど、文字起こしされたコンテンツに関するデータが含まれています。出力例については、
「データの入力と出力 (p. 52)」セクションを参照してください。文字起こしに適用できる機能の一覧に
ついては、機能の概要を参照してください (p. 3)。

文字起こし、次の 2 つの主要なカテゴリに分類できます。

• Batch Transcribe:Amazon S3 バケットにアップロードされたメディアファイルを転記します。、AWS 
CLIAWS Management Console (p. 61) (p. 69)、およびさまざまな AWSSDK (p. 72) を使用して
バッチ文字起こしを行うことができます。

• ストリーミングTranscribe: メディアストリームをリアルタイムで文字起こしします。AWS 
Management Console (p. 61)、HTTP/2 (p. 88)、、およびさまざまな AWSSDK (p. 72) を使用
してWebSockets (p. 92)、文字起こしをストリーミングできます。

バッチ文字起こしとストリーミング文字変換では、機能と言語のサポートが異なることに注意してくださ
い。詳細については、Amazon Transcribe の機能 (p. 3)および「サポートされる言語 (p. 5)」を参照してく
ださい。

トピック
• データ入力との出力 (p. 50)
• 数字と句読点の文字起こし (p. 54)

開始するための API オペレーション

Batch: StartTranscriptionJob
ストリーミング:StartStreamTranscription, StartStreamTranscriptionWebSocket

データ入力との出力
Amazon TranscribeAmazon S3オーディオデータをバケットまたはメディアストリーム内のメディアファ
イルとして取得し、テキストデータに変換します。

Amazon S3バケットに保存されているメディアファイルを文字起こしする場合は、バッチ文字起こしを実
行することになります。メディアストリームを文字起こしする場合は、ストリーミング文字起こしを実行
することになります。これら 2 つのプロセスには、異なるルールと要件があります。

バッチ文字起こしでは、Job キューイング (p. 100)すべての文字起こしジョブを同時に処理する必要がな
い場合に使用できます。これによりAmazon Transcribe、トランスクリプションジョブを追跡し、スロッ
トが使用可能になったときに処理することができます。

Note

Amazon Transcribe分析モデルの品質を継続的に向上させるため、コンテンツを一時的に保存する
場合があります。詳細については、Amazon Transcribeよくある質問を参照してください。Media 
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Media コンテンツの削除をリクエストするにはAmazon Transcribe、でケースを開いてくださ
いAWS Support。

トピック
• メディア形式 (p. 51)
• オーディオチャンネル (p. 51)
• サンプルレート (p. 52)
• 出力 (p. 52)

メディア形式
サポートされるメディアタイプは、バッチトランスクリプションとストリーミングトランスクリプション
で異なりますが、どちらにもロスレスフォーマットが推奨されます。詳細については、次の表を参照して
ください。

  バッチ ストリーミング

サポートされる形式 • アーム
• FLAC
• M4A
• MP3
• MP4
• Ogg
• WebM
• WAV

• FLAC
• オッグ・オーパス
• PCM エンコード

推奨フォーマット • FLAC
• PCM 16 のいずれかを、ビッ

トエンコードと共に使用しま
す。

• FLAC
• PCM 署名付き 16 ビットリト

ルエンディアンオーディオ (こ
れには WAV は含まれないこと
に注意してください)

最良の結果を得るには、PCM 16 のいずれかを、ビットエンコードなどの可逆形式を使用します。

Note

ストリーミング文字変換は、すべての言語でサポートされているわけではありません。詳細につ
いては、サポート言語表の (p. 5)「データ入力」列を参照してください。

オーディオチャンネル
Amazon Transcribeシングルチャンネルメディアとデュアルチャンネルメディアをサポートします。現
在、3 つ以上のチャンネルを含むメディアはサポートされていません。

オーディオの 1 つのチャンネルに複数のスピーカーが含まれていて、トランスクリプション出力の各
スピーカーを分割してラベルを付ける場合は、スピーカーパーティショニング (ダイアライゼーショ
ン) (p. 108) を使用できます。

オーディオに 2 つの異なるチャンネルの音声が含まれている場合は、チャンネル識別機能を使用し
て (p. 118)、トランスクリプト内の各チャンネルを個別に文字起こしできます。

これらのオプションは両方とも 1 つのトランスクリプトファイルを生成します。
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Note

スピーカー分割またはチャンネル識別を有効にしない場合 (p. 118) (p. 108)、トランスクリプ
トテキストは 1 つの連続したセクションとして提供されます。

サンプルレート
バッチトランスクリプションジョブでは、サンプルレートを指定することもできますが、このパラメータ
はオプションです。リクエストに含める場合は、入力する値がオーディオの実際のサンプルレートと一致
することを確認してください。オーディオと一致しないサンプルレートを指定すると、ジョブが失敗する
可能性があります。

ストリーミング文字変換では、リクエストにサンプルレートを含める必要があります。バッチトランスク
リプションジョブと同様に、入力する値がオーディオの実際のサンプルレートと一致していることを確認
してください。

電話録音などの低忠実度オーディオのサンプルレートは、通常 8,000 Hz を使用します。ハイファイオー
ディオの場合、Amazon Transcribe 16,000 Hz ～ 48,000 Hz のいずれかを、ビットエンコードなどの値を
使用します。

出力
トランスクリプションの出力は JSON 形式にあります。トランスクリプトの最初の部分には、トランス
クリプト自体が段落形式で含まれ、その後に各単語と句読点に関する追加データが続きます。提供される
データは、リクエストに含める機能によって異なります。トランスクリプトには、少なくとも各単語の開
始時刻、終了時刻、および信頼スコアが含まれます。次のセクションでは (p. 52)、追加のオプションや
機能が含まれていない基本的な文字起こしリクエストの出力例を示します。

Amazon S3バッチトランスクリプトはすべてバケットに保存されます。Amazon S3トランスクリプトを
自分のバケットに保存するか、Amazon Transcribe安全なデフォルトバケットを使用するかを選択できま
す。バケットの作成と使用の詳細については、「Amazon S3バケットの使用」を参照してください。

Amazon S3自分の所有するバケットにトランスクリプトを保存したい場合は、トランスクリプションリク
エストでバケットの URI を指定します。バッチ文字起こしジョブを開始する前に、Amazon Transcribe必
ずこのバケットに書き込み権限を与えてください。独自のバケットを指定した場合、トランスクリプトは
削除するまでそのバケットに残ります。

Amazon S3バケットを指定しない場合は、Amazon Transcribe安全なサービス管理バケットを使用し、ト
ランスクリプトをダウンロードするために使用できる一時的な URI を提供します。テンポラリ URI は 15 
分間有効であることに注意してください。提供された URIAccessDenied を使用してエラーが発生した場
合は、トランスクリプト用の新しい一時的な URIGetTranscriptionJob の取得をリクエストしてくだ
さい。

デフォルトのバケットを選択した場合、ジョブの有効期限が切れると（90 日）、履歴書は削除されます。
この有効期限を過ぎてもトランスクリプトを保存したい場合は、ダウンロードする必要があります。

ストリーミングのトランスクリプトは、ストリームに使用しているのと同じ方法で返されます。
Tip

JSON 出力を Word turn-by-turn 形式のトランスクリプトに変換する場合は、GitHub この例 
(Python3 用) を参照してください。このスクリプトは、通話後の分析トランスクリプトとダイア
ライゼーションを有効にした標準バッチトランスクリプトで動作します。

出力例
トランスクリプトには、段落形式で完全な文字起こしが行われ、 word-for-word その後に分類が続き、す
べての単語と句読点のデータが表示されます。これには、開始時間、終了時間、信頼度スコア、タイプ 
(pronunciationまたはpunctuation) が含まれます。
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次の例は、追加機能が含まれていない単純なバッチトランスクリプションジョブのものです (p. 3)。文字起
こしリクエストに追加機能を適用するたびに、書き起こし出力ファイルに追加データが追加されます。

基本的なバッチトランスクリプトには、主に次の 2 つのセクションがあります。

1. transcripts: トランスクリプト全体が 1 つのテキストブロックに含まれます。
2. items:transcripts セクションの各単語と句読点に関する情報が含まれています。

文字起こしリクエストに追加機能を追加するたびに、文字起こしに追加情報が表示されます。

{ 
    "jobName": "my-first-transcription-job", 
    "accountId": "111122223333", 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "Welcome to Amazon Transcribe." 
            } 
        ], 
        "items": [ 
            { 
                "start_time": "0.64", 
                "end_time": "1.09", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Welcome" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "1.09", 
                "end_time": "1.21", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "to" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "1.21", 
                "end_time": "1.74", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Amazon" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "1.74", 
                "end_time": "2.56", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Transcribe" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
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            }, 
            { 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.0", 
                        "content": "." 
                    } 
                ], 
                "type": "punctuation" 
            } 
        ] 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
}

数字と句読点の文字起こし
Amazon Transcribeすべての言語では、文章システムで大文字小文字の区別を使用する言語に対して、適
切な単語を大文字にします。

ほとんどの言語では、数字は単語形式で文字起こしされます。ただし、メディアが英語またはドイツ語の
場合は、Amazon Transcribe数字が使用される文脈によって数字の扱いが異なります。

たとえば、話者が「」と言うとMeet me at eight-thirty AM on June first at one-hundred Main Street with 
three-dollars-and-fifty-cents and one-point-five chocolate bars、これは次のように書き起こされます。

• 英語とドイツ語の方言:Meet me at 8:30 a.m. on June 1st at 100 Main Street with $3.50 and 1.5 chocolate 
bars

• その他すべての言語:Meet me at eight thirty a m on June first at one hundred Main Street with three 
dollars and fifty cents and one point five chocolate bars

英語とドイツ語の音声番号に関連するすべてのルールを確認するには、次の表を参照してください。

ルール 英語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

ドイツ語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

10 を超える基数を数値に変換し
ます。

• "Fifty five" → 55
• "a hundred" → 100
• "One thousand and thirty one" 

→ 1031
• "One hundred twenty-three 

million four hundred fifty six 
thousand seven hundred eight 
nine" → 123,456,789

• "fünfundfünfzig" → 55
• "vier tausend sechs hundert 

einundachtzig" → 4681
• "eine Sache" → "eine Sache"

「million」または「billion」
の後に数字が続かない場合、
「million」または「billion」が後
に続く基数を、単語が後に続く
数字に変換します。

• "one hundred million" → 100 
million

• "one billion" → 1 billion
• "two point three million" → 2.3 

million

• "zehn Millionen Menschen" → 
10 Millionen Menschen

• "zehn Millionen fünf hundert 
tausend" → 10.500.000

10 を超える序数を数値に変換し
ます。

• "Forty third" → 43rd
• "twenty sixth avenue" → 26th 

avenue

• "dreiundzwanzigste" → 23
• "vierzigster" → 40
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ルール 英語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

ドイツ語の方言

(音声入力 → テキスト出力)
• "ich war Erster" → "ich war 

Erster"

分数は数値形式に変換 • "a quarter" → 1/4
• "three sixteenths" → 3/16
• "a half" → 1/2
• "a hundredth" → 1/100

分数は数値は単語形式で文字起
こしされます。

• "ein Drittel" → "ein Drittel"

1 行に複数ある場合は、10 未満
の数字を数字に変換します。

• "three four five" → 345
• "My phone number is four two 

five five five five one two one 
two" → My phone number is 
4255551212

• "eins zwei drei" → 123
• "plus vier neun zwei vier eins" 

→ +49241

「ドット」または「ポイント」
という単語は小数点として表示
されます。

• "three hundred and three dot 
five" → 303.5

• "three point twenty three" → 
3.23

• "zero point four" → 0.4
• "point three" → 0.3

小数は「,」で示します。

• "zweiundzwanzig komma drei" 
→ 22,3

数値の後の「percent」という単
語をパーセント記号 (%) に変換
します。

• "twenty three percent" → 23%
• "twenty three point four five 

percent" → 23.45%

• "fünf Prozent Hürde" → 5% 
Hürde

• "dreiundzwanzig komma vier 
Prozent" → 23,4%
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ルール 英語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

ドイツ語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

通貨の単語を記号に変換しま
す。

数字の後の「ドル」、「米
ドル」、「オーストラリア
ドル」、「AUD」、または
「USD」という単語を、数字の
前のドル記号 ($) に変換します。

• "one dollar and fifteen cents" → 
$1.15

• "twenty three USD" → $23
• "twenty three Australian 

dollars" → $23

数字の後の「pounds」、
「British pounds」、または
「GDB」という単語を、数字の
前のポンド記号 (£) に変換しま
す。

• "twenty three pounds" → £23
• "I have two thousand pounds" 

→ I have £2,000
• "five pounds thirty three pence" 

→ £5.33

数字の後の「rupees」、「Indian 
rupees」、または「INR」という
単語を、数字の前のルピー記号 
(#) に変換します。

• "twenty three rupees" → #23
• "fifty rupees thirty paise" → 

#50.30

「ユーロ」という単語をユーロ
記号に変換します。

• "ein euro" → 1 €
• "ein Euro vierzig" → 1,40 €
• "ein Euro vierzig Cent" → 1,40 

€

時刻は数字に変換 • "seven a m eastern standard 
time" → 7 a.m. eastern 
standard time

• "twelve thirty p m" → 12:30 p.m.

• "vierzehn Uhr fünfzehn" → 
14:15 Uhr

日付は数字に変換 • "May fifth twenty twelve" → May 
5th 2012

• "May five twenty twelve" → May 
5 2012

• "five May twenty twelve" → 5 
May 2012

• "dritter Dezember neunzehn 
hundert sechundfünfzig" → 3. 
Dezember 1956

複数の数字の間を「to」という単
語で区切ります。

• "twenty three to thirty seven" → 
23 to 37

該当しない
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ルール 英語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

ドイツ語の方言

(音声入力 → テキスト出力)

年は 4 桁で表されます。これは 
20 世紀、21 世紀、22 世紀の年
にのみ有効です。

• "nineteen sixty two" → 1962
• 「the year is twenty twelve」→ 

年は2012
• "twenty nineteen" → 2019
• "twenty one thirty" → 2130

該当しない

スラッシュとダッシュを表示し
ます。

• "fifty-five dash thirteen" → 
55-13

スラッシュは表示されません。

• "fifty-five slash thirteen" → 55 
slash 13

• "fünfundfünfzig Schrägstrich 
dreizehn" → 55/13

• "fünfundfünfzig Strich dreizehn" 
→ 55-13

番号の表示 番号付きの段落は、段落記号 (§)
を使用して表示されません。

• "paragraph seventeen" → 
paragraph 17

• "Paragraf siebzehn" → § 17
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にサインアップAWS アカウント

Amazon Transcribe の開始方法
文字起こしを作成する前に、いくつかの前提条件があります。

• サインアップしてAWS アカウント (p. 58)
• AWS CLIと SDK をインストールします (p. 58)（AWS Management Console文字起こしにを使用して

いる場合は、このステップを省略できます）
• IAM認証情報の設定 (p. 59)
• Amazon S3バケットを設定する (p. 59)
• IAMポリシーの作成 (p. 60)

これらの前提条件を満たしたら、文字起こしを行う準備が整います。開始するには、次のリストからお好
みの文字起こし方法を選択してください。

• AWS CLI (p. 69)
• AWS Management Console (p. 61)
• AWS SDK (p. 72)
• HTTP (p. 81)
• WebSockets (p. 81)

Tip

当社の機能を初めて使用する場合、Amazon Transcribeまたは機能を試してみたい場合は、を使用
することをお勧めしますAWS Management Console。パソコンのマイクを使ってストリーミング
を開始したい場合も、これが一番簡単な方法です。

HTTP/2 を使用したストリーミングは他の文字起こし方法よりも複雑なため WebSockets 、ストリーミン
グ文字起こしを設定する (p. 87)これらの方法を使い始める前にセクションを確認することをお勧めしま
す。なお、音声文字変換のストリーミングには SDK を使用することを強くお勧めします。

にサインアップAWS アカウント
無料利用枠アカウントまたは有料アカウントにサインアップできます。どちらのオプションでも、すべて
にアクセスできますAWS のサービス。無料利用枠には試用期間があり、AWS のサービスその間に使用状
況を確認して見積もることができます。試用期間が終了すると、有料アカウントに移行できます。 pay-
as-you-use 料金はベースで発生します。詳細については、「Amazon Transcribe料金」を参照してくださ
い。

Tip

アカウントを設定するときは、ID をメモしておいてください。AWS アカウント IDIAM はエン
ティティの作成に必要だからです。

AWS CLIと SDK のインストール
Amazon TranscribeAPI を使用するには、最初にをインストールする必要がありますAWS CLI。AWS CLI
現在のバージョンはバージョン 2 です。Linux、Mac、Windows、および Docker のインストール手順につ
いては、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドに記載されています。
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AWS CLIをインストールしたら、セキュリティ認証情報と合わせて設定する必要がありますAWS リー
ジョン。

SDKAmazon Transcribe と一緒に使用する場合は、インストール手順で希望する言語を選択してくださ
い。

• .NET
• C++
• Go
• Java V2
• JavaScript
• SDK VP VP V
• AWS SDK for Python (Boto3)(バッチ転写)
• Python (ストリーミング文字起こし)
• Ruby Vuby Vuby
• Rust (バッチトランスクリプション)
• Rust (ストリーミング文字起こし)

IAM 認証情報の設定
を作成する際はAWS アカウント、お客様のAWSアカウントのすべてのサービスやリソースに対して完全
なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この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メールアドレスとパスワードでサインイ
ンすることでアクセスされます。

日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報
を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを実行します。

ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含むユーザーに対し、ID プロバイ
ダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWSにアクセスすることを要求
します。

フェデレーティッドアイデンティティとは、ID ソースから提供された認証情報を使用して、AWSサービス
にアクセスする際は、ID ソースから提供された認証情報の使用により、サービスにアクセスすることを要
求します。フェデレーティッド ID が AWS アカウント にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは
一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。でユーザーやグループを作成できますIAM Identity Center。または、お客様の 
IDAWS アカウント ソースで一連のユーザーやグループに接続して同期することもできます。詳細につい
ては、「Amazon Transcribe 向けの Identity and Access Management (p. 283)」を参照してください。

ベストプラクティスの詳細については、の「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください
IAM。IAM

Amazon S3バケットの作成
Amazon S3は安全なオブジェクトストレージサービスです。 Amazon S3ファイル (オブジェクトと呼ばれ
る) をコンテナ (バケットと呼ばれる) に保存します。

バッチトランスクリプションを実行するには、Amazon S3まずメディアファイルをバケットにアッ
プロードする必要があります。Amazon S3トランスクリプション出力用のバケットを指定しない場
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合は、Amazon TranscribeAWSAmazon S3トランスクリプトを一時的に管理されたバケットに入れま
す。AWS-managed バケットの文字起こし出力は 90 日後に自動的に削除されます。

最初の S3 バケットを作成し、バケットにオブジェクトをアップロードする方法について説明します。

IAM ポリシーの作成
でアクセスを管理するにはAWS、ポリシーを作成し、IAM ID (ユーザー、グループ、ロール)AWS または
リソースにアタッチする必要があります。ポリシーは、アタッチされているエンティティの権限を定義し
ます。たとえば、Amazon S3ロールがバケットにあるメディアファイルにアクセスできるのは、そのロー
ルにアクセス権を付与するポリシーをそのロールにアタッチした場合のみです。そのロールをさらに制限
したい場合は、Amazon S3代わりにバケット内の特定のファイルへのアクセスを制限できます。

AWSポリシーの使用の詳細については、以下を参照してください。

• のポリシーと権限IAM
• IAMポリシーの作成
• Amazon Transcribe と IAM の連携について (p. 288)

使用できるポリシーの例についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいAmazon Transcribe アイデン
ティティベースポリシーの例 (p. 294)。カスタムポリシーを生成する場合は、AWSポリシージェネレー
ターの使用を検討してください。

、AWS Management ConsoleAWS CLI、またはAWS SDK を使用してポリシーを追加できます。手順につ
いては、「IAMID のアクセス許可の追加および削除」を参照してください。

ポリシーの形式は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "my-policy-name", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "service:action" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "amazon-resource-name" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon リソースネーム (ARN) は、AWSAmazon S3バケットなどのリソースを一意に識別します。ポ
リシーで ARN を使用して、特定のリソースを使用する特定のアクションの権限を付与できます。たとえ
ば、Amazon S3バケットとそのサブフォルダーへの読み取りアクセスを許可する場合は、Statementトラ
ストポリシーのセクションに次のコードを追加できます。

{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "s3:GetObject", 
            "s3:ListBucket" 
        ], 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
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            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
        ]
}

Amazon S3バケットとそのサブフォルダーにAmazon Transcribe read (GetObject,ListBucket) と write 
(PutObject) のアクセス権限を付与するポリシーの例を次に示します。DOC-EXAMPLE-BUCKET

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

による文字起こしAWS Management Console
AWSコンソールを使用して、文字起こしをバッチ処理およびストリーミングできます。Amazon S3バケッ
トにあるメディアファイルを文字起こしする場合は、バッチ文字起こしを実行することになります。オー
ディオデータのリアルタイムストリームをトランスクリプションする場合は、ストリーミングトランスク
リプションを実行することになります。

バッチトランスクリプションを開始する前に、Amazon S3まずメディアファイルをバケットにアップロー
ドする必要があります。を使用して文字起こしをストリーミングするにはAWS Management Console、コ
ンピューターのマイクを使用する必要があります。

サポートされているメディアフォーマットやその他のメディア要件と制約については、を参照してくださ
いデータ入力との出力 (p. 50)。

各転写方法の簡単な説明については、以下のセクションを拡張してください。

Batch 起こしのしのしのしのリング
まず、Amazon S3文字起こししたいメディアファイルがバケットにアップロードされていることを確認し
ます。方法がわからない場合は、「Amazon S3ユーザーガイド:バケットにオブジェクトをアップロードす
る」を参照してください。

1. からAWS Management Console、左側のナビゲーションペインで [文字起こしジョブ] を選択します。
これにより、トランスクリプションジョブのリストが表示されます。
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[ジョブを作成] を選択します。
2. 「ジョブの詳細を指定」ページのフィールドに入力します。

Amazon S3入力場所はバケット内のオブジェクトでなければなりません。出力場所には、Amazon S3
安全なサービス管理バケットを選択するか、Amazon S3独自のバケットを指定できます。

サービス管理バケットを選択すると、でトランスクリプトのプレビューを表示したりAWS 
Management Console、ジョブの詳細ページ（以下を参照）からトランスクリプトをダウンロードし
たりできます。

Amazon S3独自のバケットを選択した場合、にプレビューが表示されないため、Amazon S3バケット
に移動してトランスクリプトをダウンロードする必要があります。AWS Management Console
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[Next] (次へ) を選択します。
3. 「ジョブの設定」ページで任意のオプションを選択します。カスタム語彙 (p. 146)カスタム言語モデ

ル (p. 161)またはを文字起こしと一緒に使用する場合は、文字起こし作業を開始する前にこれらを作
成する必要があります。
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[ジョブを作成] を選択します。
4. これで、文字起こしジョブのページが表示されます。文字起こしジョブの新しい状態。完了したら、

文字起こしを選択します。

5. これで、文字起こしのJob 詳細ページが表示されています。ここでは、文字起こしジョブの設定時に
指定したすべてのオプションを表示できます。

トランスクリプトを表示するには、右側の列の [出力データの場所] でリンクされているファイルパス
を選択します。これにより、Amazon S3指定した出力フォルダーに移動します。.json 拡張子が付いた
出力ファイルを選択します。
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6. トランスクリプトのダウンロード方法は、Amazon S3サービス管理バケットを選択したか、Amazon 
S3独自のバケットを選択したかによって異なります。

a. サービス管理バケットを選択した場合、トランスクリプションジョブの情報ページに [トランスク
リプション] プレビューペインと [ダウンロード] ボタンが表示されます。
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[ダウンロード] を選択し、[トランスクリプトをダウンロード] を選択します。
b. Amazon S3独自のバケットを選択した場合、文字起こしジョブの情報ページの文字起こしプレ

ビューペインにテキストは表示されません。代わりに、Amazon S3選択したバケットへのリンク
が記載された青い情報ボックスが表示されます。
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トランスクリプトにアクセスするには、Job の詳細ペインの [出力データの場所] の下のリン
ク、または文字起こしプレビューペインの青い情報ボックス内の [S3 Bucket] リンクを使用し
て、Amazon S3指定したバケットに移動します。

ストリーミングトランスクリプション
1. からAWS Management Console、左側のナビゲーションペインで [リアルタイム文字起こし] を選択し

ます。これにより、メインのストリーミングページに移動し、ストリームを開始する前にオプション
を選択できます。
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2. トランスクリプション出力ボックスの下には、さまざまな言語とオーディオ設定を選択するオプショ
ンがあります。

3. 適切な設定を選択したら、ページの一番上までスクロールして [ストリーミングを開始] を選択し、コ
ンピューターのマイクに向かって話し始めます。スピーチの文字起こしをリアルタイムで見ることが
できます。
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4. 終了したら、[ストリーミングを停止] を選択します。

これで、「受講実績をすべてダウンロード」を選択して成績証明書をダウンロードできます。

による文字起こしAWS CLI
を使用して文字変換を開始すると、すべてのコマンドを CLI レベルで実行できます。AWS CLIまたは、使
用するコマンドを実行してから、リクエスト本文を含む JSONAWS リージョン ファイルの場所とを入力
することもできます。このガイドの例では、両方の方法を示していますが、このセクションでは前者の方
法に焦点を当てます。

AWS CLIはストリーミング文字変換をサポートしていません。

次に進む前に、次のことを確認してください。
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• Amazon S3メディアファイルをバケットにアップロードしました。バケットの作成方法やファイルの
アップロード方法がわからない場合は、「Amazon S3最初のバケットを作成する」と「Amazon S3バ
ケットにオブジェクトをアップロードする」を参照してください。

• をインストールしましたAWS CLI (p. 58)。

のすべてのコマンドは、「AWS CLIAWS CLIコマンドリファレンス」Amazon Transcribe に記載されてい
ます。

新しい文字起こしジョブの開始
新しい文字起こしを開始するには、start-transcription-jobコマンドを使用します。

1. のターミナルウィンドウに、以下のコマンドを入力します。

aws transcribe start-transcription-job \

次の行に>「」が表示され、次のステップで説明するように、必要なパラメータを追加し続けることが
できます。

また、'\' を省略してすべてのパラメータをスペースで区切って追加することもできます。
2. start-transcription-jobコマンドには、、、regiontranscription-job-

namemedia、language-codeおよびまたはのいずれかを含める必要がありますidentify-
language。

output-bucket-name出力場所を指定する場合はリクエストに含めてください。指定した出力バ
ケットのサブフォルダーを指定する場合は、それも含めてくださいoutput-key。

aws transcribe start-transcription-job \ 
 --region us-west-2 \ 
 --transcription-job-name my-first-transcription-job \ 
 --media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \ 
 --language-code en-US

すべてのパラメータを追加すると、このリクエストは次のようになります。

aws transcribe start-transcription-job --region us-west-2 --transcription-job-name my-
first-transcription-job --media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-
media-file.flac --language-code en-US

を使用して出力バケットを指定しない場合はoutput-bucket-name、Amazon Transcribe文字起こ
し出力をサービス管理のバケットに入れます。サービス管理バケットに保存されたトランスクリプト
は、90 日後に期限切れになります。

Amazon Transcribe次のように応答します。

{ 
    "TranscriptionJob": { 
        "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS", 
        "LanguageCode": "en-US", 
        "Media": { 
            "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
        }, 
        "StartTime": "2022-03-07T15:03:44.246000-08:00", 
        "CreationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00" 
    }
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}

TranscriptionJobStatusIN_PROGRESSからに変更すると、COMPLETED文字起こし作業は正常に完了
します。更新された内容を確認するにはTranscriptionJobStatus、次のセクションに示すようにget-
transcription-job orlist-transcription-job コマンドを使用します。

文字起こしジョブのステータスの取得
文字起こしジョブの取得には、get-transcription-job以下のコマンドを使用します。

このコマンドに必要なパラメータは、AWS リージョンジョブの場所とジョブの名前のみです。

aws transcribe get-transcription-job \ 
 --region us-west-2 \ 
 --transcription-job-name my-first-transcription-job

Amazon Transcribe次のように応答します。

{ 
    "TranscriptionJob": { 
        "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED", 
        "LanguageCode": "en-US", 
        "MediaSampleRateHertz": 48000, 
        "MediaFormat": "flac", 
        "Media": { 
            "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
        }, 
        "Transcript": { 
            "TranscriptFileUri": "https://s3.the-URI-where-your-job-is-located.json" 
        }, 
        "StartTime": "2022-03-07T15:03:44.246000-08:00", 
        "CreationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00", 
        "CompletionTime": "2022-03-07T15:04:01.158000-08:00", 
        "Settings": { 
            "ChannelIdentification": false, 
            "ShowAlternatives": false 
        } 
    }
}

Amazon S3文字起こし出力用に独自のバケットを選択した場合、このバケットにはが表示されま
すTranscriptFileUri。サービス管理バケットを選択した場合、一時的な URI が提供されます。この 
URI を使用してトランスクリプトをダウンロードしてください。

Note

Amazon S3サービス管理バケットの一時的な URI は 15 分間のみ有効です。URIAccesDenied
の使用中にエラーが発生した場合は、get-transcription-jobリクエストを再実行して新しい
一時的な URI を取得します。

文字起こしジョブの表示
特定の文字起こしジョブをすべて一覧表示するにはAWS リージョン、list-transcription-jobsコマ
ンドを使用します。

このコマンドに必要なパラメータは、文字起こしジョブが置かれている場所だけです。AWS リージョン
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aws transcribe list-transcription-jobs \ 
 --region us-west-2

Amazon Transcribe次のように応答します。

{ 
    "NextToken": "A-very-long-string", 
    "TranscriptionJobSummaries": [ 
        { 
            "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
            "CreationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00", 
            "StartTime": "2022-03-07T15:03:44.246000-08:00", 
            "CompletionTime": "2022-03-07T15:04:01.158000-08:00", 
            "LanguageCode": "en-US", 
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED", 
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET" 
        }         
    ]
}

文字起こしジョブの削除
文字起こしジョブを削除するには、delete-transcription-jobコマンドを使用します。

このコマンドに必要なパラメータは、AWS リージョンジョブの場所とジョブの名前のみです。

aws transcribe delete-transcription-job \ 
 --region us-west-2 \ 
 --transcription-job-name my-first-transcription-job

削除リクエストが成功したことを確認するには、list-transcription-jobsコマンドを実行します。
ジョブがリストにないことがわかります。

AWSSDK による文字起こし
SDK は、バッチ文字変換とストリーミング文字変換の両方に使用できます。Amazon S3バケットにあるメ
ディアファイルを文字起こしする場合は、バッチ文字起こしを実行することになります。オーディオデー
タのリアルタイムストリームをトランスクリプションする場合は、ストリーミングトランスクリプション
を実行することになります。

使用できるプログラミング言語のリストについてはAmazon Transcribe、を参照してくださいサポートさ
れているプログラミング言語 (p. 8)。AWSストリーミング文字変換はすべてのSDKでサポートされている
わけではないことに注意してください。サポートされているメディアフォーマットやその他のメディア要
件と制約については、を参照してくださいデータ入力との出力 (p. 50)。

使用可能なすべてのAWS SDK とビルダーツールの詳細については、「ビルドするツール」を参照してく
ださいAWS。

Tip

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例について
は、AWSSDK を使用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参
照してください。
SDK コードサンプルは、 GitHub 以下のリポジトリにもあります。

• AWSコード例
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• Amazon Transcribe例

Batch 文字起こし
Amazon S3バケットにあるメディアファイルの URI を使用してバッチトランスクリプションを作成できま
す。Amazon S3バケットの作成方法やファイルのアップロード方法がわからない場合は、「最初の S3 バ
ケットを作成する」と「バケットにオブジェクトをアップロードする」を参照してください。

Java

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.transcribe.TranscribeClient;
import software.amazon.awssdk.services.transcribe.model.*;
import software.amazon.awssdk.services.transcribestreaming.model.LanguageCode;

public class TranscribeDemoApp { 
    private static final Region REGION = Region.US_WEST_2; 
    private static TranscribeClient client; 

    public static void main(String args[]) { 

        client = TranscribeClient.builder() 
                .credentialsProvider(getCredentials()) 
                .region(REGION) 
                .build(); 

        String transcriptionJobName = "my-first-transcription-job"; 
        String mediaType = "flac"; // can be other types 
        Media myMedia = Media.builder() 
                .mediaFileUri("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-
file.flac") 
                .build(); 

        String outputS3BucketName = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET"; 
        // Create the transcription job request 
        StartTranscriptionJobRequest request = StartTranscriptionJobRequest.builder() 
                .transcriptionJobName(transcriptionJobName) 
                .languageCode(LanguageCode.EN_US.toString()) 
                .mediaSampleRateHertz(16000) 
                .mediaFormat(mediaType) 
                .media(myMedia) 
                .outputBucketName(outputS3BucketName) 
                .build(); 

        // send the request to start the transcription job 
        StartTranscriptionJobResponse startJobResponse = 
 client.startTranscriptionJob(request); 

        System.out.println("Created the transcription job"); 
        System.out.println(startJobResponse.transcriptionJob()); 

        // Create the get job request 
        GetTranscriptionJobRequest getJobRequest = GetTranscriptionJobRequest.builder() 
                .transcriptionJobName(transcriptionJobName) 
                .build(); 

        // send the request to get the transcription job including the job status 
        GetTranscriptionJobResponse getJobResponse = 
 client.getTranscriptionJob(getJobRequest); 

        System.out.println("Get the transcription job request"); 

73

https://github.com/aws-samples/amazon-transcribe-examples
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/uploading-an-object-bucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
AWSSDK による文字起こし

        System.out.println(getJobResponse.transcriptionJob()); 
    } 

    private static AwsCredentialsProvider getCredentials() { 
        return DefaultCredentialsProvider.create(); 
    }

}

JavaScript

const { TranscribeClient, StartTranscriptionJobCommand } = require("@aws-sdk/client-
transcribe"); // CommonJS import

const region = "us-west-2";
const credentials = { 
  "accessKeyId": "", 
  "secretAccessKey": "",
};

const input = { 
  TranscriptionJobName: "my-first-transcription-job", 
  LanguageCode: "en-US", 
  Media: { 
    MediaFileUri: "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  OutputBucketName: "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
};

async function startTranscriptionRequest() { 
  const transcribeConfig = { 
    region, 
    credentials 
  }; 
  const transcribeClient = new TranscribeClient(transcribeConfig); 
  const transcribeCommand = new StartTranscriptionJobCommand(input); 
  try { 
    const transcribeResponse = await transcribeClient.send(transcribeCommand); 
    console.log("Transcription job created, the details:"); 
    console.log(transcribeResponse.TranscriptionJob); 
  } catch(err) { 
    console.log(err); 
  }
}

startTranscriptionRequest();

Python

import time
import boto3

def transcribe_file(job_name, file_uri, transcribe_client): 
    transcribe_client.start_transcription_job( 
        TranscriptionJobName = job_name, 
        Media = { 
            'MediaFileUri': file_uri 
        }, 
        MediaFormat = 'flac', 
        LanguageCode = 'en-US' 
    ) 

    max_tries = 60
    while max_tries > 0: 
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        max_tries -= 1 
        job = transcribe_client.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
        job_status = job['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] 
        if job_status in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
            print(f"Job {job_name} is {job_status}.") 
            if job_status == 'COMPLETED': 
                print( 
                    f"Download the transcript from\n" 
                    f"\t{job['TranscriptionJob']['Transcript']['TranscriptFileUri']}.") 
            break 
        else: 
            print(f"Waiting for {job_name}. Current status is {job_status}.") 
        time.sleep(10)

def main(): 
    transcribe_client = boto3.client('transcribe', region_name = 'us-west-2') 
    file_uri = 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac' 
    transcribe_file('Example-job', file_uri, transcribe_client)

if __name__ == '__main__': 
    main()

ストリーミングトランスクリプション
ストリーミングメディアファイルまたはライブメディアストリームを使用して、ストリーミングトランス
クリプションを作成できます。

AWS SDK for Python (Boto3)Amazon Transcribeこの規格はストリーミングに対応していないことに注
意してください。Python を使用してストリーミングトランスクリプションを開始するには、この非同期 
Python SDK for を使用してくださいAmazon Transcribe。

Java

次の例は、音声ストリーミングを書き起こす Java プログラムです。

このサンプルを実行するには、次の点に注意してください。

• Java 2.x 用のAWS SDK を使用する必要があります。
• Java 2.x 用のAWS SDK と互換性を持たせるには、クライアントは Java 1.8 を使用する必要があり

ます。
• 指定するサンプルレートは、音声ストリームの実際のサンプルレートと一致する必要があります。

「Amazon Transcribeストリーミング用のクライアントの再試行 (Java SDK)」も参照してください。
このコードは、Amazon Transcribeへの接続を管理し、接続にエラーがあるとデータの送信を再試行
します。たとえば、ネットワーク上で一時的なエラーが発生した場合、このクライアントは失敗した
リクエストを再送信します。

public class TranscribeStreamingDemoApp { 
    private static final Region REGION = Region.US_WEST_2; 
    private static TranscribeStreamingAsyncClient client; 

    public static void main(String args[]) throws URISyntaxException, 
 ExecutionException, InterruptedException, LineUnavailableException { 

        client = TranscribeStreamingAsyncClient.builder() 
                .credentialsProvider(getCredentials()) 
                .region(REGION) 
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                .build(); 

        CompletableFuture<Void> result = 
 client.startStreamTranscription(getRequest(16_000), 
                new AudioStreamPublisher(getStreamFromMic()), 
                getResponseHandler()); 

        result.get(); 
        client.close(); 
    } 

    private static InputStream getStreamFromMic() throws LineUnavailableException { 

        // Signed PCM AudioFormat with 16,000 Hz, 16 bit sample size, mono 
        int sampleRate = 16000; 
        AudioFormat format = new AudioFormat(sampleRate, 16, 1, true, false); 
        DataLine.Info info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, format); 

        if (!AudioSystem.isLineSupported(info)) { 
            System.out.println("Line not supported"); 
            System.exit(0); 
        } 

        TargetDataLine line = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(info); 
        line.open(format); 
        line.start(); 

        InputStream audioStream = new AudioInputStream(line); 
        return audioStream; 
    } 

    private static AwsCredentialsProvider getCredentials() { 
        return DefaultCredentialsProvider.create(); 
    } 

    private static StartStreamTranscriptionRequest getRequest(Integer 
 mediaSampleRateHertz) { 
        return StartStreamTranscriptionRequest.builder() 
                .languageCode(LanguageCode.EN_US.toString()) 
                .mediaEncoding(MediaEncoding.PCM) 
                .mediaSampleRateHertz(mediaSampleRateHertz) 
                .build(); 
    } 

    private static StartStreamTranscriptionResponseHandler getResponseHandler() { 
        return StartStreamTranscriptionResponseHandler.builder() 
                .onResponse(r -> { 
                    System.out.println("Received Initial response"); 
                }) 
                .onError(e -> { 
                    System.out.println(e.getMessage()); 
                    StringWriter sw = new StringWriter(); 
                    e.printStackTrace(new PrintWriter(sw)); 
                    System.out.println("Error Occurred: " + sw.toString()); 
                }) 
                .onComplete(() -> { 
                    System.out.println("=== All records stream successfully ==="); 
                }) 
                .subscriber(event -> { 
                    List<Result> results = ((TranscriptEvent) 
 event).transcript().results(); 
                    if (results.size() > 0) { 
                        if (!
results.get(0).alternatives().get(0).transcript().isEmpty()) { 
                            
 System.out.println(results.get(0).alternatives().get(0).transcript()); 
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                        } 
                    } 
                }) 
                .build(); 
    } 

    private InputStream getStreamFromFile(String myMediaFileName) { 
        try { 
            File inputFile = new 
 File(getClass().getClassLoader().getResource(myMediaFileName).getFile()); 
            InputStream audioStream = new FileInputStream(inputFile); 
            return audioStream; 
        } catch (FileNotFoundException e) { 
            throw new RuntimeException(e); 
        } 
    } 

    private static class AudioStreamPublisher implements Publisher<AudioStream> { 
        private final InputStream inputStream; 
        private static Subscription currentSubscription; 

        private AudioStreamPublisher(InputStream inputStream) { 
            this.inputStream = inputStream; 
        } 

        @Override 
        public void subscribe(Subscriber<? super AudioStream> s) { 

            if (this.currentSubscription == null) { 
                this.currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream); 
            } else { 
                this.currentSubscription.cancel(); 
                this.currentSubscription = new SubscriptionImpl(s, inputStream); 
            } 
            s.onSubscribe(currentSubscription); 
        } 
    } 

    public static class SubscriptionImpl implements Subscription { 
        private static final int CHUNK_SIZE_IN_BYTES = 1024 * 1; 
        private final Subscriber<? super AudioStream> subscriber; 
        private final InputStream inputStream; 
        private ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1); 
        private AtomicLong demand = new AtomicLong(0); 

        SubscriptionImpl(Subscriber<? super AudioStream> s, InputStream inputStream) { 
            this.subscriber = s; 
            this.inputStream = inputStream; 
        } 

        @Override 
        public void request(long n) { 
            if (n <= 0) { 
                subscriber.onError(new IllegalArgumentException("Demand must be 
 positive")); 
            } 

            demand.getAndAdd(n); 

            executor.submit(() -> { 
                try { 
                    do { 
                        ByteBuffer audioBuffer = getNextEvent(); 
                        if (audioBuffer.remaining() > 0) { 
                            AudioEvent audioEvent = audioEventFromBuffer(audioBuffer); 
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                            subscriber.onNext(audioEvent); 
                        } else { 
                            subscriber.onComplete(); 
                            break; 
                        } 
                    } while (demand.decrementAndGet() > 0); 
                } catch (Exception e) { 
                    subscriber.onError(e); 
                } 
            }); 
        } 

        @Override 
        public void cancel() { 
            executor.shutdown(); 
        } 

        private ByteBuffer getNextEvent() { 
            ByteBuffer audioBuffer = null; 
            byte[] audioBytes = new byte[CHUNK_SIZE_IN_BYTES]; 

            int len = 0; 
            try { 
                len = inputStream.read(audioBytes); 

                if (len <= 0) { 
                    audioBuffer = ByteBuffer.allocate(0); 
                } else { 
                    audioBuffer = ByteBuffer.wrap(audioBytes, 0, len); 
                } 
            } catch (IOException e) { 
                throw new UncheckedIOException(e); 
            } 

            return audioBuffer; 
        } 

        private AudioEvent audioEventFromBuffer(ByteBuffer bb) { 
            return AudioEvent.builder() 
                    .audioChunk(SdkBytes.fromByteBuffer(bb)) 
                    .build(); 
        } 
    }
}

JavaScript

const { 
  TranscribeStreamingClient, 
  StartStreamTranscriptionCommand,
} = require("@aws-sdk/client-transcribe-streaming");
const { createReadStream } = require("fs");
const { join } = require("path");

const audio = createReadStream(join(__dirname, "my-media-file.flac"), { highWaterMark: 
 1024 * 16});

const LanguageCode = "en-US";
const MediaEncoding = "pcm";
const MediaSampleRateHertz = "16000";
const credentials = { 
  "accessKeyId": "", 
  "secretAccessKey": "",
};
async function startRequest() { 
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  const client = new TranscribeStreamingClient({ 
    region: "us-west-2", 
    credentials 
  }); 

  const params = { 
    LanguageCode, 
    MediaEncoding, 
    MediaSampleRateHertz, 
    AudioStream: (async function* () { 
      for await (const chunk of audio) { 
        yield {AudioEvent: {AudioChunk: chunk}}; 
      } 
    })(), 
  }; 
  const command = new StartStreamTranscriptionCommand(params); 
  // Send transcription request 
  const response = await client.send(command); 
  // Start to print response 
  try { 
    for await (const event of response.TranscriptResultStream) { 
      console.log(JSON.stringify(event)); 
    } 
  } catch(err) { 
    console.log("error") 
    console.log(err) 
  }
}
startRequest();

Python

次の例は、ストリーミングオーディオを文字起こしする Python プログラムです。

このサンプルを実行するには、次の点に注意してください。

• Python にはこの SDK を使用する必要があります。
• 指定するサンプルレートは、音声ストリームの実際のサンプルレートと一致する必要があります。

import asyncio
# This example uses aiofile for asynchronous file reads.
# It's not a dependency of the project but can be installed
# with `pip install aiofile`.
import aiofile

from amazon_transcribe.client import TranscribeStreamingClient
from amazon_transcribe.handlers import TranscriptResultStreamHandler
from amazon_transcribe.model import TranscriptEvent

"""
Here's an example of a custom event handler you can extend to
process the returned transcription results as needed. This
handler will simply print the text out to your interpreter.
"""
class MyEventHandler(TranscriptResultStreamHandler): 
    async def handle_transcript_event(self, transcript_event: TranscriptEvent): 
        # This handler can be implemented to handle transcriptions as needed. 
        # Here's an example to get started. 
        results = transcript_event.transcript.results 
        for result in results: 
            for alt in result.alternatives: 
                print(alt.transcript)
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async def basic_transcribe(): 
    # Set up our client with your chosen Region 
    client = TranscribeStreamingClient(region = "us-west-2") 

    # Start transcription to generate async stream 
    stream = await client.start_stream_transcription( 
        language_code = "en-US", 
        media_sample_rate_hz = 16000, 
        media_encoding = "pcm", 
    ) 

    async def write_chunks(): 
        # NOTE: For pre-recorded files longer than 5 minutes, the sent audio 
        # chunks should be rate limited to match the real-time bitrate of the 
        # audio stream to avoid signing issues. 
        async with aiofile.AIOFile('filepath/my-media-file.flac', 'rb') as afp: 
            reader = aiofile.Reader(afp, chunk_size = 1024 * 16) 
            async for chunk in reader: 
                await stream.input_stream.send_audio_event(audio_chunk = chunk) 
        await stream.input_stream.end_stream() 

    # Instantiate our handler and start processing events 
    handler = MyEventHandler(stream.output_stream) 
    await asyncio.gather(write_chunks(), handler.handle_events())

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(basic_transcribe())
loop.close()

C++

ストリーミング C++ SDK (p. 264) の例については、「コード例」の章を参照してください。

このサービスを AWS SDK で使用する
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 Kotlin AWS SDK for Kotlin 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

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例
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SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例

このサービスに固有の例については、「AWSSDK を使用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブの
コード例 (p. 249)」を参照してください。

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。

HTTP による文字起こしまたは WebSockets
Amazon Transcribeバッチ (HTTP/1.1) とストリーミング (HTTP/2) の両方のトランスクリプションで 
HTTP をサポートします。 WebSockets ストリーミング文字変換がサポートされています。

Amazon S3バケットにあるメディアファイルを文字起こしする場合は、バッチ文字起こしを実行すること
になります。オーディオデータのリアルタイムストリームをトランスクリプションする場合は、ストリー
ミングトランスクリプションを実行することになります。

どちらも HTTP で WebSockets 、AWS署名バージョン 4 ヘッダーを使用してリクエストを認証する必要
があります。詳細については、「AWSAPI リクエストへの署名」を参照してください。

Batch 文字起こし
次のヘッダーを使用してバッチ HTTP リクエストを作成できます。

• host
• x-amz-target
• コンテンツタイプ
• x-amz-content-sha256
• x-amz-date
• 認可

例を示しますStartTranscriptionJob。

POST /transcribe HTTP/1.1  
host: transcribe.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartTranscriptionJob 
content-type: application/x-amz-json-1.1
x-amz-content-sha256: string
x-amz-date: YYYYMMDDTHHMMSSZ
authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/YYYYMMSS/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string

{ 
    "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
    }, 
    "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
    "OutputKey": "my-output-files/"  
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}

その他の操作とパラメータは「API リファレンス」に、すべてのAWS API 操作に共通するパラメータは
「共通パラメータ」セクションに記載されています。その他の署名要素については、「AWS署名バージョ
ン 4 リクエストの要素」で詳しく説明しています。

ストリーミングトランスクリプション
HTTP/2 WebSockets を使用して文字起こしをストリーミングしますが、SDK を使用するよりも複雑で
す。最初のストリームを設定する前に、ストリーミング文字起こしを設定する (p. 87)このセクションを
確認することをお勧めします。

これらの方法の詳細については、HTTP/2 ストリームの設定 (p. 88)またはを参照してください
WebSocket Stream を設定する (p. 92)。

Note

音声文字変換のストリーミングには SDK を使用することを強くお勧めします。サポートされ
ている SDK のリストについては、を参照してくださいサポートされているプログラミング言
語 (p. 8)。
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ストリーミング音声の文字起こし
Amazon Transcribeストリーミングを使用すると、メディアコンテンツのリアルタイムの文字起こしを作
成できます。メディアファイルのアップロードを伴うバッチトランスクリプションとは異なり、Amazon 
Transcribeストリーミングメディアはリアルタイムで配信されます。 Amazon Transcribe次に、同じくリ
アルタイムでトランスクリプトを返します。

ストリーミングには、事前に録画されたメディア (映画、音楽、ポッドキャスト) とリアルタイムメディア 
(ライブニュース放送) が含まれます。Amazon Transcribe一般的なストリーミングのユースケースには、ス
ポーツイベントのライブクローズドキャプションや、コールセンターの音声のリアルタイムモニタリング
などがあります。

ストリーミングコンテンツは、一連の連続したデータパケット、つまり「チャンク」として配信さ
れ、Amazon Transcribe瞬時に文字起こしされます。バッチよりもストリーミングを使用する利点には、 
speech-to-text アプリケーションのリアルタイム機能や文字起こし時間の短縮などがあります。ただし、
この速度の向上により、場合によっては精度が制限されることがあります。

Amazon Transcribeには、ストリーミングのオプションを提供します。

• SDK (p. 72) (推奨)
• HTTP/2 (p. 88)
• WebSockets (p. 92)
• AWS Management Console

でストリーミングオーディオを文字起こしするにはAWS Management Console、コンピュータのマイクに
向かって話しかけます。

Tip

SDK のコード例については、AWSのサンプルリポジトリを参照してください GitHub。

ストリーミングトランスクリプションでサポートされているオーディオ形式は次のとおりです。

• FLAC
• Ogg コンテナ内の Opus でエンコードされたオーディオ
• PCM (符号付き 16 ビットのリトルエンディアンオーディオフォーマットのみ、WAV は含まれません)

ロスレスフォーマット (FLAC または PCM) が推奨されます。
Note

ストリーミング文字変換は、すべての言語でサポートされているわけではありません。詳細につ
いては、サポート言語表の (p. 5)「データ入力」列を参照してください。

Amazon Transcribe地域別のストリーミング文字変換の利用可否を確認するには、「Amazon Transcribeエ
ンドポイントとクォータ」を参照してください。

ベストプラクティス
次の推奨事項により、ストリーミングの文字起こしの効率が向上します。

• 可能であれば、PCM でエンコードされたオーディオを使用してください。
• ストリーミングはできる限りリアルタイムに近い配信にしてください。
• レイテンシーは、オーディオチャンクのサイズによって異なります。オーディオタイプ (PCM など) で

チャンクサイズを指定できる場合は、各チャンクを 50 ミリ秒から 200 ミリ秒に設定します。
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• 均一なチャンクサイズを使用してください。
• オーディオチャンネル数を正しく指定してください。
• シングルチャンネルの PCM オーディオでは、各サンプルは 2 バイトで構成されるため、各チャンクは

偶数のバイトで構成されている必要があります。
• デュアルチャネル PCM オーディオでは、各サンプルは 4 バイトで構成されるため、各チャンクは 4 バ

イトの倍数でなければなりません。
• オーディオストリームに音声が含まれていない場合は、同じ量の無音部分をエンコードして送信しま

す。たとえば、PCM の無音状態は 0 バイトのストリームです。
• オーディオの正しいサンプリングレートを指定してください。可能であれば、16,000 Hz のサンプリン

グレートで録音してください。これにより、品質とネットワーク経由で送信されるデータ量のバランス
が最も良くなります。ほとんどのハイエンドマイクの録音は44,100Hzまたは48,000Hzであることに注意
してください。

ストリーミングと部分結果
ストリーミングはリアルタイムで行われるため、トランスクリプトは部分的な結果として生成されます。 
Amazon Transcribe話し手の交代や音声の一時停止など、自然な音声セグメントに基づいて着信音声スト
リーミングを中断します。セグメント全体の文字起こしが行われるまで、各レスポンスにさらに多くの文
字起こしスピーチが含まれるように、文字起こしイベントのストリームとして、アプリケーションに返さ
れます。

これの概算を次のコードブロックで示します。サインインして [リアルタイム文字起こし] を選択しAWS 
Management Console、マイクに向かって話すと、このプロセスを実際に見ることができます。話しなが
ら文字起こし出力ペインを見てください。

この例では、各行はオーディオセグメントの部分的な結果です。

The       
The Amazon.
The Amazon is
The Amazon is the law.
The Amazon is the largest
The Amazon is the largest ray
The Amazon is the largest rain for
The Amazon is the largest rainforest.
The Amazon is the largest rainforest on the
The Amazon is the largest rainforest on the planet.

これらの部分的な結果は、Resultsオブジェクト内のトランスクリプション出力に表示されます。ま
た、IsPartialこのオブジェクトブロックにはフィールドがあります。このフィールドが true の場合、文字
起こしセグメントはまだ完了していません。未完了分節と完全分節の違いを以下で確認できます。

"IsPartial": true (incomplete segment)
            
"Transcript": "The Amazon is the largest rainforest."

"EndTime": 4.545,
"IsPartial": true,
"ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12",
"StartTime": 0.025

"IsPartial": false (complete segment)
            
"Transcript": "The Amazon is the largest rainforest on the planet."

"EndTime": 6.025,
"IsPartial": false,
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"ResultId": "34567e89-0fa1-2bc3-4d56-78e90123456f",
"StartTime": 0.025

分節全体に含まれる各単語には、～0 の間の値である信頼度スコアが関連付けられています1。値が大きい
ほど、その単語が正しく書き起こされる可能性が高くなります。

Tip

EndTimeオーディオセグメントのANDを使用して、トランスクリプション出力をビデオダイアロ
グと同期させることができます。StartTime

低レイテンシーを必要とするアプリケーションを実行している場合は、部分結果安定化を使用するとよい
でしょう (p. 85)。

部分的な結果の安定化
Amazon Transcribe音声のストリーミングを開始するとすぐに文字起こし結果を返し始めます。これらの
部分的な結果は、最終的に自然な音声セグメントのレベルになるまで、段階的に返されます。自然な音声
セグメントは、一時停止やスピーカーの変更を含む連続音声です。

Amazon Transcribe音声セグメントの最終的な文字起こし結果を生成するまで、部分的な結果を出力し続
けます。音声認識は文脈を把握するにつれて単語を修正する可能性があるため、ストリーミングの文字起
こしは、新しい部分的な結果が出力されるたびにわずかに変化する可能性があります。

このプロセスでは、各音声セグメントに対して 2 つのオプションを提供します。

• 終了したセグメントを待つ
• セグメントの一部の結果を使用する

部分的な結果の安定化により、Amazon Transcribe各セグメントの最終的な転写結果の生成方法が変わり
ます。有効にすると、部分結果から最後の数単語だけを変更することができます。このため、転写の精度
が影響を受ける可能性があります。ただし、成績証明書は、部分的な結果の安定化を行わない場合よりも
早く返されます。このレイテンシーの短縮は、動画に字幕やライブストリーミングのキャプションを生成
する場合に有益です。

次の例は、部分結果安定化が有効になっていない場合と有効になっている場合に、同じオーディオスト
リームがどのように処理されるかを示しています。安定度は、低、中、高に設定できることに注意してく
ださい。安定性が低いと、精度が最高になります。安定性が高いと転写速度は速くなりますが、精度はわ
ずかに低くなります。

「トランスクリプト」: "EndTime": "IsPartial":

部分結果安定化が有効になっていません

The
The       
The Amazon.
The Amazon is
The Amazon is the law.
The Amazon is the largest
The Amazon is the largest 
 ray
The Amazon is the largest 
 rain for
The Amazon is the largest 
 rainforest.
The Amazon is the largest 
 rainforest on the
The Amazon is the largest 
 rainforest on the planet.

0.545
1.045
1.545
2.045
2.545
3.045
3.545
4.045
4.545
5.045
5.545
6.025
6.025

true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
false
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「トランスクリプト」: "EndTime": "IsPartial":
The Amazon is the largest 
 rainforest on the planet.
The Amazon is the largest 
 rainforest on the planet.

部分結果安定化が可能 (安定性が高い)

The
The
The Amazon.
The Amazon is
The Amazon is the large
The Amazon is the largest
The Amazon is the largest 
 rainfall.
The Amazon is the largest 
 rain forest.
The Amazon is the largest 
 rain forest on
The Amazon is the largest 
 rain forest on the planet.
The Amazon is the largest 
 rain forest on the planet.
The Amazon is the largest 
 rain forest on the planet.
The Amazon is the largest 
 rain forest on the planet.
The Amazon is the largest 
 rain forest on the planet.

0.515
1.015
1.515
2.015
2.515
3.015
3.515
4.015
4.515
5.015
5.515
6.015
6.335
6.335

true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
true
false

部分結果安定化を有効にすると、Amazon TranscribeStableフィールドを使用して項目が安定
しているかどうかを示します。ここで、「項目」は文字起こしされた単語または句読点を指しま
す。Stabletruefalseの値はまたはです。false（安定していない）とフラグが付けられた項目は、セ
グメントが文字起こしされるにつれて変化する可能性が高くなります。逆に、true (安定版) のフラグが
付けられたアイテムは変更されません。

キャプションがスピーチと一致するように、不安定な単語をレンダリングすることもできます。文脈が追
加されるにつれてキャプションが少し変わっても、音声と一致しない場合がある定期的なテキストバース
トよりもユーザーエクスペリエンスが向上します。

また、不安定な単語を斜体などの別の形式で表示して、これらの単語が変更される可能性があることを視
聴者に示すこともできます。部分結果を表示することで、一度に表示されるテキスト量を制限することが
できます。これは、動画のキャプションのようにスペースの制約に対処する場合に重要になります。

AWSMachine Learning ブログでさらに詳しく

リアルタイムの文字起こしによる精度の向上について詳しくは、以下をご覧ください。

• Amazon Transcribe結果の一部安定化によるストリーミング文字変換エクスペリエンスの向上
• 「あれは何だった？」 Amazon Transcribe によるライブ放送の字幕精度の向上

部分結果安定化出力例
次の出力例は、不完全なセグメント ("IsPartial": true)Stable のフラグを示しています。「to」と
「Amazon」という単語は安定していないため、セグメントが確定する前に変更される可能性があること
がわかります。
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"Transcript": { 
    "Results": [ 
        { 
            "Alternatives": [ 
                { 
                    "Items": [ 
                        { 
                            "Content": "Welcome", 
                            "EndTime": 2.4225, 
                            "Stable": true, 
                            "StartTime": 1.65, 
                            "Type": "pronunciation", 
                            "VocabularyFilterMatch": false 
                        }, 
                        {  
                            "Content": "to", 
                            "EndTime": 2.8325, 
                            "Stable": false, 
                            "StartTime": 2.4225, 
                            "Type": "pronunciation", 
                            "VocabularyFilterMatch": false 
                        }, 
                        { 
                            "Content": "Amazon", 
                            "EndTime": 3.635, 
                            "Stable": false, 
                            "StartTime": 2.8325, 
                            "Type": "pronunciation", 
                            "VocabularyFilterMatch": false 
                        }, 
                        { 
                            "Content": ".", 
                            "EndTime": 3.635, 
                            "Stable": false, 
                            "StartTime": 3.635, 
                            "Type": "punctuation", 
                            "VocabularyFilterMatch": false 
                        } 
                    ], 
                    "Transcript": "Welcome to Amazon." 
                } 
            ], 
            "EndTime": 4.165, 
            "IsPartial": true, 
            "ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12", 
            "StartTime": 1.65 
        } 
    ]
}

ストリーミング文字起こしを設定する
このセクションは、メインのストリーミングセクションを拡張したものです (p. 83)。これは、ストリー
ムをAWS SDK ではなく HTTP/2 WebSockets または直接設定したいユーザーに情報を提供することを目
的としています。このセクションの情報は、独自の SDK を構築するためにも使用できます。

Important

HTTP/2 WebSockets を直接使用するのではなく、SDK を使用することを強くお勧めしま
す。SDK は、データストリームを転記するための最も簡単で信頼性の高い方法です。AWSSDK 
を使用してストリーミングを開始するには、を参照してくださいAWSSDK による文字起こ
し (p. 75)。
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HTTP/2 ストリームの設定
文字起こしリクエストをストリーミングするための HTTP/2Amazon Transcribe プロトコルの主なコン
ポーネントは次のとおりです。

• ヘッダーフレーム。これには、リクエストの HTTP/2 ヘッダーと、Amazon Transcribeデータフレーム
に署名するためのシード署名として使用される認証ヘッダー内の署名が含まれます。

• メタデータと生のオーディオバイトを含むイベントストリームエンコーディングの (p. 97) 1 つ以上
のメッセージフレーム。

• 終了フレーム。これは、本文が空のイベントストリームエンコーディングの署名付きメッセージで
す (p. 97)。

Note

Amazon TranscribeHTTP/2 セッションごとに 1 つのストリーミングしかサポートしません。複数
のストリーミングを使用しようとすると、文字起こしのリクエストは失敗します。

1. IAMリクエストを行うロールに次のポリシーをアタッチします。詳細については、「IAMポリシーの追
加」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "my-transcribe-http2-policy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "transcribe:StartStreamTranscription", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

2. セッションを開始するには、に HTTP/2Amazon Transcribe リクエストを送信してください。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: YYYYMMDDTHHMMSSZ
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/YYYYMMDD/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
transfer-encoding: chunked

その他の操作とパラメータは「API リファレンス」に、すべてのAWS API 操作に共通するパラメータ
は「共通パラメータ」セクションに記載されています。

Amazon Transcribe から次のレスポンスが送信されます。

HTTP/2.0 200
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-request-id: 8a08df7d-5998-48bf-a303-484355b4ab4e
x-amzn-transcribe-session-id: b4526fcf-5eee-4361-8192-d1cb9e9d6887
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content-type: application/json

3. オーディオデータを含むオーディオイベントを作成します。次の表で説明するヘッダーを、イベント
エンコードされたメッセージ内のオーディオバイトの塊と組み合わせます。イベントメッセージのペ
イロードを作成するには、raw バイト形式のバッファを使用します。

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

13 :content-type 7 24 application/octet-
stream

11 :event-type 7 10 AudioEvent

13 :message-type 7 5 event

このリクエストのバイナリデータは、base64 でエンコードされます。実際のリクエストでは、データ
は未加工のバイトです。

:content-type: "application/vnd.amazon.eventstream"
:event-type: "AudioEvent"
:message-type: "event"
UklGRjzxPQBXQVZFZm10IBAAAAABAAEAgD4AAAB9AAACABAAZGF0YVTwPQAAAAAAAAAAAAAAAAD//wIA/
f8EAA==

4. 音声データを含む音声メッセージを作成します。

a. オーディオメッセージデータフレームには、現在の日付とオーディオチャンクとオーディオイベ
ントの署名を含むイベントエンコーディングヘッダーが含まれています。

ヘッダー名のバ
イト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバ
イト長

値

16 :チャンク署名 6 varies 生成された署名

5 :日付 8 8 timestamp

このリクエストのバイナリデータは、base64 でエンコードされます。実際のリクエストでは、
データは未加工のバイトです。

:date: 2019-01-29T01:56:17.291Z
:chunk-signature: signature

AAAA0gAAAIKVoRFcTTcjb250ZW50LXR5cGUHABhhcHBsaWNhdGlvbi9vY3RldC1zdHJlYW0LOmV2ZW50LXR5
cGUHAApBdWRpb0V2ZW50DTptZXNzYWdlLXR5cGUHAAVldmVudAxDb256ZW50LVR5cGUHABphcHBsaWNhdGlv
bi94LWFtei1qc29uLTEuMVJJRkY88T0AV0FWRWZtdCAQAAAAAQABAIA
+AAAAfQAAAgAQAGRhdGFU8D0AAAAA
AAAAAAAAAAAA//8CAP3/BAC7QLFf

b. 署名バージョン 4 の署名文字列を作成するで説明されているように、署名文字列を作成します。
文字列は次の形式に従います。

String stringToSign =
"AWS4-HMAC-SHA256" +
"\n" +
DateTime +
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"\n" +
Keypath +
"\n" +
Hex(priorSignature) +
"\n" +
HexHash(nonSignatureHeaders) +
"\n" +
HexHash(payload);

• DateTime: 署名が作成された日付と時刻。形式は YYYYMMDDTHHMSSZ です。ここ
で、YYYYY=年、MM=月、DD=日、HH=時間、MM=分、SS=秒、「T」と「Z」は固定文字で
す。詳細については、「署名バージョン 4 における日付の処理」を参照してください。

• キーパス:フォーマット内の署名スコープdate/region/service/aws4_request。例え
ば、20220127/us-west-2/transcribe/aws4_request。

• 16進数:入力を16進数表現にエンコードする関数。
• 事前署名:前のフレームの署名。最初のデータフレームで、ヘッダーフレームの署名を使用しま

す。
• HexHash: 最初に入力の SHA-256 ハッシュを作成し、次に Hex 関数を使用してハッシュをエン

コードする関数。
• nonSignatureHeaders: DateTime 文字列としてエンコードされたヘッダー。
• payload: オーディオイベントデータを含むバイトバッファ。

c. AWSシークレットアクセスキーから署名キーを取得し、それを使用してに署名しま
すstringToSign。保護レベルを高めるために、派生キーは日付、サービス、AWS リージョン
に固有になっています。詳細については、署名バージョン 4AWS の署名を計算するをご参照くだ
さい。

GetSignatureKey署名キーを導出する関数を必ず実装してください。署名キーを取得していな
い場合は、「署名バージョン 4 の署名キーを取得する方法の例」を参照してください。

String signature = HMACSHA256(derivedSigningKey, stringToSign);

• HMACSHA256: SHA-256 ハッシュ関数を使用して署名を作成する関数。
• derivedSigningKey: 署名バージョン 4 の署名キー。
• stringToSign: データフレーム用に計算した文字列。

データフレームの署名を計算したら、日付、署名、およびオーディオイベントのペイロードを含
むバイトバッファを作成します。文字起こし用にバイト配列を Amazon Transcribe に送信しま
す。

5. 音声ストリーミングが完了したことを示すには、日付と署名のみを含む終了フレーム (空のデータフ
レーム) を送信します。このエンドフレームは、データフレームを作成するのと同じ方法で作成しま
す。

Amazon Transcribeは、アプリケーションに送信される文字起こしイベントのストリーミングで応答
します。このレスポンスはイベントストリームでエンコードされます。また、標準の prelude と以下
の ヘッダー が含まれます。

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

13 :content-type 7 16 application/json

11 :event-type 7 15 TranscriptEvent

13 :message-type 7 5 event
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イベントは、ローバイトの形式で送信されます。この例では、バイトは base64 でエンコードされて
います。

AAAAUwAAAEP1RHpYBTpkYXRlCAAAAWiXUkMLEDpjaHVuay1zaWduYXR1cmUGACCt6Zy+uymwEK2SrLp/zVBI
5eGn83jdBwCaRUBJA+eaDafqjqI=

トランスクリプション結果を表示するには、イベントストリームのエンコードを使用してローバイト
をデコードします。

:content-type: "application/vnd.amazon.eventstream"
:event-type: "TranscriptEvent"
:message-type: "event"

{ 
    "Transcript": 
        { 
            "Results": 
                [ 
                     results
                ] 
        }
}

6. ストリーミングを終了するには、空の音声イベントをに送信してくださいAmazon Transcribe。他の
音声イベントとまったく同じように音声イベントを作成します (空のペイロードは除く)。イベントに
署名し、その署名を :chunk-signature ヘッダーに含めます。以下に手順を示します。

:date: 2019-01-29T01:56:17.291Z
:chunk-signature: signature

HTTP/2 ストリーミングエラーの処理

メディアストリームの処理中にエラーが発生した場合、Amazon Transcribe例外応答を送信します。レス
ポンスはイベントストリームでエンコードされます。

レスポンスには、標準の prelude と以下のヘッダーが含まれます。

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

13 :content-type 7 16 application/json

11 :event-type 7 19 BadRequestException

13 :message-type 7 9 exception

デコードされた例外レスポンスには、以下の情報が含まれます。

:content-type: "application/vnd.amazon.eventstream"
:event-type: "BadRequestException"
:message-type: "exception" 
                 
Exception message
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WebSocket Stream を設定する
WebSocketAmazon Transcribe文字起こしリクエストをストリーミングするためのプロトコルの主なコン
ポーネントは次のとおりです。

• アップグレードリクエスト。これには、リクエストのクエリパラメータと、Amazon Transcribeデータ
フレームに署名するためのシード署名として使用される署名が含まれます。

• メタデータと生のオーディオバイトを含むイベントストリームエンコーディングの (p. 97) 1 つ以上
のメッセージフレーム。

• 終了フレーム。これは、本文が空のイベントストリームエンコーディングの署名付きメッセージで
す (p. 97)。

Note

Amazon Transcribe WebSocket セッションごとに 1 つのストリーミングしかサポートしません。
複数のストリーミングを使用しようとすると、文字起こしのリクエストは失敗します。

1. IAMリクエストを行うロールに次のポリシーをアタッチします。詳細については、「IAMポリシーの追
加」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "my-transcribe-websocket-policy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

2. セッションを開始するには、次の形式で署名済み URL を作成します。読みやすくするために、改行が
追加されています。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=access-key%2FYYYYMMDD%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=YYYYMMDDTHHMMSSZ
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000

Note

X-Amz-Expiresの最大値は 300 (5分) です。

その他の操作とパラメータは「API リファレンス」に、すべてのAWS API 操作に共通するパラメータ
は「共通パラメータ」セクションに記載されています。

リクエストの URL を作成し、Signature Version 4 の署名を作成するには、次の手順を参照してくださ
い。例は擬似コードです。
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a. 正規リクエストを作成します。正規リクエストは、リクエストからの情報を含む文字列を標準化
された形式で示します。これにより、AWSリクエストを受け取ると、URL に作成した署名を計算
できるようになります。詳細については、「署名バージョン 4 の正規リクエストを作成する」を
参照してください。

# HTTP verb
method = "GET"
# Service name
service = "transcribe"
# Region
region = "us-west-2"
# Amazon Transcribe streaming endpoint
endpoint = "wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443"
# Host
host = "transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443"
# Date and time of request
amz-date = YYYYMMDDTHHMMSSZ
# Date without time for credential scope
datestamp = YYYYMMDD

b. ドメインとクエリ文字列の間の URI の一部である正規 URI を作成します。

canonical_uri = "/stream-transcription-websocket"

c. 正規ヘッダーと署名付きヘッダーを作成します。正規ヘッダーの末尾の \n に注意してくださ
い。

• 小文字のヘッダー名とそれに続くコロン (:) を追加します。
• このヘッダーの値のカンマ区切りリストを追加します。複数の値を持つヘッダーの値はソート

しません。
• 改行 (\n) を追加します。

canonical_headers = "host:" + host + "\n"
signed_headers = "host"

d. アルゴリズムをハッシュアルゴリズムに一致させます。SHA-256 を使用します。

algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256"

e. 派生キーの範囲を日付、、サービスに絞るための認証情報スコープを作成します。AWS リージョ
ン例えば、20220127/us-west-2/transcribe/aws4_request。

credential_scope = datestamp + "/" + region + "/" + service + "/" + "aws4_request"

f. 正規クエリ文字列を作成します。クエリ文字列値は、URI エンコードされ、名前順にソートされ
ている必要があります。

• パラメータ名を文字コードポイントで昇順にソートします。名前が重複しているパラメータ
は、値でソートする必要があります。例えば、大文字 F で始まるパラメータ名は、小文字 b で
始まるパラメータ名より前に置きます。

• RFC 3986 が定義する非予約文字である A ~ Z、a ~ z、0 ～ 9、ハイフン (-)、アンダースコア 
( _ )、ピリオド (.)、およびチルド (~) を、URI がエンコードすることはありません。

• 他のすべての文字についても、%XY によるパーセントエンコードが必要です。X および Y に
は 16 進数文字（0～9 および大文字の A ～ F）が入ります。たとえば、スペース文字は %20 
として（一部のエンコードスキームのように '+' を使用せずに）エンコードする必要があり、拡
張 UTF-8 文字は %XY%ZA%BC 形式でエンコードする必要があります。
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• パラメータ値の等号 (=) 文字を二重エンコードします。

canonical_querystring  = "X-Amz-Algorithm=" + algorithm
canonical_querystring += "&X-Amz-Credential="+ URI-encode(access key + "/" + 
 credential_scope)
canonical_querystring += "&X-Amz-Date=" + amz_date  
canonical_querystring += "&X-Amz-Expires=300"
canonical_querystring += "&X-Amz-Security-Token=" + token
canonical_querystring += "&X-Amz-SignedHeaders=" + signed_headers
canonical_querystring += "&language-code=en-US&media-encoding=flac&sample-
rate=16000"

g. ペイロードのハッシュを作成します。GETリクエストの場合、ペイロードは空の文字列です。

payload_hash = HashSHA256(("").Encode("utf-8")).HexDigest()

h. 次の要素を組み合わせて正規リクエストを作成します。

canonical_request = method + '\n'  
   + canonical_uri + '\n'  
   + canonical_querystring + '\n'  
   + canonical_headers + '\n'  
   + signed_headers + '\n'  
   + payload_hash

3. 署名する文字列を作成します。これには、リクエストに関するメタ情報が含まれます。次のステップ
でリクエストの署名を計算するときに、文字列を使用してサインインします。詳細については、署名
バージョン 4 の署名文字列の作成を参照してください。

string_to_sign=algorithm + "\n" 
   + amz_date + "\n" 
   + credential_scope + "\n" 
   + HashSHA256(canonical_request.Encode("utf-8")).HexDigest()

4. 署名を計算します。これを行うには、AWSシークレットアクセスキーから署名キーを取得します。保
護レベルを高めるために、派生キーは日付、サービス、AWS リージョンに固有になっています。この
派生キーを使用して、リクエストに署名します。詳細については、署名バージョン 4AWS の署名を計
算するを参照してください。

GetSignatureKey署名キーを導出する関数を必ず実装してください。署名キーを取得していない場
合は、「署名バージョン 4 の署名キーを取得する方法の例」を参照してください。

#Create the signing key
signing_key = GetSignatureKey(secret_key, datestamp, region, service) 
                 
# Sign the string_to_sign using the signing key
signature = HMAC.new(signing_key, (string_to_sign).Encode("utf-8"), Sha256()).HexDigest

この関数は、結果をバイナリ形式で返す HMAC-SHA256HMAC(key, data) 関数を表しています。
5. 署名情報をリクエストに追加し、リクエスト URL を作成します。

署名を計算したら、クエリ文字列に追加します。詳細については、「リクエストへの署名の追加」を
参照してください。

まず、クエリ文字列に認証情報を追加します。

canonical_querystring += "&X-Amz-Signature=" + signature
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次に、リクエストの URL を作成します。

request_url = endpoint + canonical_uri + "?" + canonical_querystring

WebSocket ライブラリでリクエスト URL を使用して、にリクエストを行いますAmazon Transcribe。
6. Amazon Transcribe へのリクエストには、以下のヘッダーを含める必要があります。通常、 

WebSocket これらのヘッダーはクライアントライブラリによって管理されます。

Host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
Origin: URI-of-WebSocket-client
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Key: randomly-generated-string

7. Amazon Transcribe WebSocket リクエストを受け取ると、 WebSocket アップグレードレスポンスで
応答します。通常、 WebSocket ライブラリがこのレスポンスを管理し、との通信用のソケットを設
定しますAmazon Transcribe。

以下に示しているのは、Amazon Transcribe からのレスポンスです。読みやすくするために、改行が
追加されています。

HTTP/1.1 101 WebSocket Protocol Handshake

Connection: upgrade
Upgrade: websocket
websocket-origin: wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443
websocket-location: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-
transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe
%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&language-code=en-US
&session-id=String
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
x-amzn-RequestId: RequestId
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
sec-websocket-accept: hash-of-the-Sec-WebSocket-Key-header

8. WebSocket ストリーミングリクエストを行います。

WebSocket 接続が確立されると、クライアントは、それぞれがイベントストリームエンコーディ
ングを使用してエンコードされたオーディオフレームのシーケンスを送信し始めることができま
す (p. 97)。

各データフレームには、3 つのヘッダーと 1 つの未処理のオーディオバイトが含まれています。次の
表では、これらのヘッダーについて説明します。

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

13 :content-type 7 24 application/octet-
stream

95



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ストリーミング文字起こしを設定する

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

11 :event-type 7 10 AudioEvent

13 :message-type 7 5 event

9. データストリームを終了するには、イベントストリームでエンコードされたメッセージに空のオー
ディオチャンクを送信します。

レスポンスには、イベントストリームでエンコードされた raw バイトがペイロードに含まれていま
す。また、標準の prelude と以下の ヘッダー が含まれます。

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

13 :content-type 7 16 application/json

11 :event-type 7 15 TranscriptEvent

13 :message-type 7 5 event

バイナリ応答をデコードすると、トランスクリプション結果を含む JSON 構造になります。

WebSocket ストリーミングエラーの処理

リクエストの処理中に例外が発生した場合、Amazon Transcribe WebSocket イベントストリームでエン
コードされたレスポンスを含むターミナルフレームで応答します。この応答には、次の表で説明するヘッ
ダーが含まれます。応答の本文には、説明的なエラーメッセージが含まれています。例外のレスポンスを
送信すると、Amazon Transcribe は終了フレームを送信します。

ヘッダー名のバイ
ト長

ヘッダー名 (文字
列)

ヘッダー値の型 値の文字列のバイ
ト長

値の文字列 
(UTF-8)

13 :content-type 7 16 application/json

15 :exception-type 7 varies varies、以下を参
照してください

13 :message-type 7 9 exception

exception-type ヘッダーには、次のいずれかの値が含まれます。

• BadRequestException: ストリームの作成時にクライアントエラーが発生したか、データのストリー
ミング中にエラーが発生しました。クライアントでデータの受け入れ準備ができていることを確認し、
リクエストを再試行してください。

• InternalFailureException:Amazon Transcribe クライアントとのハンドシェイク中に問題が発生
しました。リクエストを再試行してください。

• LimitExceededException: クライアントで同時ストリーミングの制限を超えました。詳細について
は、[Amazon Transcribe 制限] を参照してください。文字起こしするストリームの数を減らしてくださ
い。

• UnrecognizedClientException: WebSocket アップグレードリクエストが不正なアクセスキーまた
はシークレットキーで署名されました。アクセスキーを正しく作成していることを確認して、リクエス
トを再実行してください。
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Amazon Transcribe一般的なサービスエラーを返すこともできます。リストについては、「共通エラー」
を参照してください。

イベントストリームエンコード
Amazon Transcribeは、ストリーミングトランスクリプションにイベントストリームエンコーディングと
呼ばれる形式を使用します。

イベントストリームエンコーディングは、クライアントとサーバー間の双方向通信を可能にしま
す。Amazon Transcribe ストリーミングサービスに送信されるデータフレームは、この形式でエンコード
されます。Amazon Transcribe からのレスポンスでも、このエンコードが使用されます。

各メッセージは、prelude と data の 2 つのセクションで構成されています。prelude の構成要素は以下の
とおりです。

1. メッセージの合計バイト長
2. すべてのヘッダーの合計バイト長

データセクションの構成要素は以下のとおりです。

1. ヘッダー
2. Payload

各セクションは、4 バイトのビッグエンディアン整数の巡回冗長検査 (CRC) チェックサムで終わります。
メッセージ CRC チェックサムは、プレリュードセクションとデータセクションの両方を対象としていま
す。Amazon Transcribe は、CRC32 (GZIP CRC32 とも呼ばれます) を使用して、両方の CRC を計算しま
す。CRC32 の詳細については、「GZIP ファイル形式仕様バージョン 4.3」を参照してください。

合計メッセージオーバーヘッド (prelude と両方のチェックサムを含む) は 16 バイトです。

次の図は、メッセージとヘッダーを構成するコンポーネントを示します。 メッセージごとに複数のヘッ
ダーがあります。

各メッセージには、以下のコンポーネントが含まれます。

• プレリュード:2 つの 4 バイトフィールドで構成され、合計は 8 バイトに固定されます。
• 最初の 4 バイト:この 4 バイト長のフィールドを含むメッセージ全体のビッグエンディアン整数のバイ

ト長。
• 2 番目の 4 バイト:メッセージの「headers」部分のビッグエンディアン整数バイト長。'headers' 長

フィールド自体は含まれません。
• Prelude CRC: メッセージの prelude 部分の 4 バイト CRC チェックサム (CRC 自体を除く)。プレリュー

ドにはメッセージ CRC とは別の CRC があります。これによりAmazon Transcribe、破損したバイト長
の情報を即時に検出できるようになります。
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• ヘッダー:メッセージに注釈を付けるメタデータ (メッセージタイプやコンテンツタイプなど)。メッセー
ジには、キーと値のペアである複数のヘッダーがあり、キーは UTF-8 文字列です。ヘッダーはメッセー
ジの「ヘッダー」部分に任意の順序で表示でき、各ヘッダーは一度しか表示できません。

• ペイロード: 書き起こされた音声コンテンツ。
• メッセージ CRC: メッセージの先頭からチェックサムの先頭までの 4 バイトの CRC チェックサム。つ

まり、CRC を除き、メッセージ内のすべてのものです。

ヘッダーフレームは、ストリーミングの文字起こしのための認可フレームです。 Amazon Transcribeは、
リクエスト内のデータフレームに対して認可ヘッダーのチェーンを生成するためのシードとして、認可
ヘッダーの値を使用します。

各ヘッダーには次のコンポーネントが含まれます。フレームごとに複数のヘッダーがあります。

• ヘッダー名のバイト長: ヘッダー名のバイトの長さ。
• ヘッダー名:ヘッダータイプを示すヘッダーの名前。有効な値については、次のフレームの説明を参照し

てください。
• ヘッダー値のタイプ:ヘッダー値を示す数値。次のリストは、ヘッダーに指定できる値と、ヘッダーが示

す値を示しています。
• 0 - TRUE
• 1 - FALSE
• 2 - BYTE
• 3 - SHORT
• 4 - INTEGER
• 5 - LONG
• 6 - BYTE ARRAY
• 7 – STRING
• 8 - TIMESTAMP
• 9 - UUID

• 値文字列のバイト長:ヘッダー値文字列のバイト長。
• ヘッダー値: ヘッダー文字列の値。このフィールドの有効な値は、ヘッダーのタイプによって異なりま

す。詳細については WebSocket Stream を設定する (p. 92)、HTTP/2 ストリームの設定 (p. 88)ま
たはを参照してください。

データフレーム
各ストリーミングリクエストには、1 つ以上のデータフレームが含まれます。データフレームを作成する
には 2 つのステップがあります。

1. 生のオーディオデータとメタデータを組み合わせて、リクエストのペイロードを作成します。
2. ペイロードを署名と組み合わせて、Amazon Transcribe に送信されるイベントメッセージを形成しま

す。

この 仕組み を以下に示します。
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Job キューイング
ジョブキューイングを使用すると、同時に処理できる数よりも多くの文字起こしジョブのリクエストを送
信できます。ジョブキューを使用しない場合、同時リクエストの許容数に達したら、1 つ以上のリクエス
トが完了するまで待ってから、新しいリクエストを送信する必要があります。

転記ジョブリクエストでは、ジョJob キューイングはオプションです。コール後の分析リクエストでは、
ジョブキューイングが自動的に有効になります。

ジョブキューを有効にすると、Amazon Transcribe制限を超えるすべてのリクエストを含むキューが作成
されます。リクエストが完了するとすぐに、新しいリクエストがキューから取り出されて処理されます。
キューに入っているリクエストは、FIFO (先入れ先出し) の順序で処理されます。

キューには最大 10,000 ジョブを追加できます。この制限を超えた場
合、LimitExceededConcurrentJobExceptionエラーが表示されます。最適なパフォーマンスを維持
するために、キューに入っているジョブの処理にはクォータの最大 90% (帯域幅比 0.9)Amazon Transcribe 
しか使用しません。これらはデフォルト値で、リクエストに応じて引き上げることができます。

Tip

Amazon Transcribeリソースのデフォルトの制限とクォータのリストは、「AWS一般リファレン
ス」にあります。これらのデフォルトの一部は、リクエストに応じて引き上げることができま
す。

ジョブキューを有効にしても、同時リクエストのクォータを超えない場合、すべてのリクエストが同時に
処理されます。

ジョブキューの有効化
、AWS Management Console、AWS CLIまたは AWSSDK を使用してジョブキューを有効にできます。例
については以下を参照してください。例については以下を参照してください。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成ジョブの作成ジョブの作成ジョブの(

右上) を選択します。これにより、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。
3. Job 設定ボックスには、追加設定パネルがあります。このパネルを展開すると、「ジョブキューに追

加」ボックスを選択してジョブキューを有効にできます。
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4. [ジョブの詳細の指定] ページに含めたい他のフィールドを入力し、[次へ] を選択します。これによ
り、ジョブの設定 : オプション ページ へ移動します。

5. ジョブの作成を選択後、変換ジョブを選択します。

AWS CLI
この例では、start-transcription-jobjob-execution-settingsAllowDeferredExecutionコマンドと
パラメーターをサブパラメーターと共に使用しています。AllowDeferredExecutionリクエストに含め
る場合は、必ず含める必要があることに注意してくださいDataAccessRoleArn。

詳細については、「StartTranscriptionJob」および「JobExecutionSettings」を参照してくださ
い。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
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--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--job-execution-settings 
 AllowDeferredExecution=true,DataAccessRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole

次に、start-transcription-jobコマンドと、キューイングを有効にするリクエスト本文を使用する別の例を示
します。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-queueing-request.json

ファイル my-first-queueing-request.json には次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "JobExecutionSettings": { 
        "AllowDeferredExecution": true, 
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole" 
  }
}

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して start_transcription_jobAllowDeferredExecution
メソッドの引数を使用してジョブキューイングを有効にします。AllowDeferredExecutionリクエスト
に含める場合は、必ず含める必要があることに注意してくださいDataAccessRoleArn。詳細について
は、「StartTranscriptionJob」および「JobExecutionSettings」を参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-queueing-request"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    JobExecutionSettings = { 
        'AllowDeferredExecution': True, 
        'DataAccessRoleArn': 'arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole' 
   }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
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    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

キューに入っているジョブの進行状況は、AWS Management ConsoleGetTranscriptionJobま
たはリクエストを送信して確認できます。ジョブがキューに登録されている場合、Statusはで
すQUEUED。ステータスは、IN_PROGRESSジョブの処理が開始されるとに変わり、FAILED処理が終了す
ると、COMPLETEDまたはに変わります。
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リソースのタグ付け
タグは、リソースに追加して識別、整理、検索を容易にするための、カスタムなメタデータラベルです。
各タグは、2 つの部分 (タグキーとタグ値) で構成されます。これは、キーと値のペアと呼ばれます。

通常、タグキー はカテゴリの大枠を表し、タグ値 はそのカテゴリのサブセットを表します。例えば、タグ
キー = Color そしてタグ値 = Blueとすると、キーと値のペアとしては Color:Blue が構成されます。タグ
の値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null には設定できないことに注意してくださ
い。タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。

Tip

AWS Billing and Cost Management では、、請求書を動的なカテゴリで分割するためにタグ
を利用できます。例えば、会社内のさまざまな部門を表すタグ (Department:Sales または
Department:Legal など) を追加することで、AWS が部門ごとのコスト配分を提供できるよう
になります。

Amazon Transcribe では、以下のリソースにタグを付けることができます。

• 変換ジョブ
• 医学会話変換ジョブ
• 通話分析通話後の文字起こし求人
• カスタム語彙
• カスタムな医療ボキャブラリー
• カスタム語彙フィルター
• カスタム言語モデル

タグキーには最大 128 文字、タグ値には最大 256 文字を使用でき、どちらも大文字と小文字が区別され
ます。 Amazon Transcribeリソースごとに最大 50 個のタグがサポートされます。リソースごとに、各タ
グキーは一意である必要があり、1 つの値のみを与えることができます。注意 : ユーザーは、タグを aws:
で始めることはできません。このプレフィックスは、AWS によりシステム生成タグ用に予約されていま
す。タグを追加、変更、削除することはできません。aws:*このタグは、 tags-per-resource 上限タグの数
のためのカウントに含まれません。

リソースのタグ付けに固有の API オペレーション

ListTagsForResource, TagResource, UntagResource
タグ付け API を使用するには、Amazon リソースネーム (ARN) をリクエストに含める必
要があります。ARN は arn:partition:service:region:account-id:resource-
type/resource-id という形式です。たとえば、変換ジョブに関連付けられた ARN 
は arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:transcription-job/my-
transcription-job-name のようになります。

タグ付けのベストプラクティスに関するその他情報については、「AWS リソースのタグ付け」 を参照し
てください。

タグベースのアクセスコントロール
タグを使用して、内部のアクセスを制御することができますAWS アカウント。タグベースのアクセス制御
に対して、IAMポリシーの条件要素でタグ情報を提供します。次に、タグおよび関連付けられたタグ条件
キーを使用して、以下へのアクセスを制御できます。

104

https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_UntagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
Amazon Transcribeリソースにタグを追加する

• リソース:リソースへのアクセスは、Amazon Transcribeリソースに割り当てたタグに基づいて制御しま
す。
• aws:ResourceTag/key-name 条件キーを使用して、リソースにアタッチする必要があるタグキー

の値のペアを指定します。
• リクエスト: リクエストで渡すことができるタグを制御します。

• aws:RequestTag/key-name条件キーを使用して、IAMユーザーまたはロールで追加、変更、または
削除できるタグを指定します。

• 認証プロセス: 認証プロセスのどの部分でも、タグベースのアクセスを制御できます。
• aws:TagKeys/ 条件キーを使用して、リソースまたはリクエストで、またはプリンシパルによって特

定のタグキーを使用できるかどうかを制御します。この場合、キーバリューは重要ではありません。

タグベースのアクセスコントロールポリシーの例については、「」を参照してくださいタグに基づく字起
こしジョブの表示 (p. 299)。

タグベースのアクセス制御の詳細については、「タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御」 を
参照してください。

Amazon Transcribeリソースにタグを追加する
Amazon Transcribeジョブの実行前または実行後にタグを追加できます。既存の Create* および Start* API 
を使用して、文字起こしリクエストにタグを追加できます。

、、または AWSSDK を使用してタグを追加AWS Management Console、変更AWS CLI、または削除でき
ます。例については、以下を参照してください。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成 (右上) を選択します。これによ

り、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。
3. [ジョブ詳細の指定] ページの一番下までスクロールして [タグ-オプション] ボックスを見つけ、[新しい

タグを追加] を選択します。

4. キー フィールドと、オプションで 値 フィールドに情報を入力します。

105

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_tags.html
https://console.aws.amazon.com/transcribe/


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
Amazon Transcribeリソースにタグを追加する

5. ジョブの詳細を指定ページで追加したい他のフィールドに入力後、次を選択します。これによ
り、ジョブの設定 : オプション ページ へ移動します。

ジョブの作成を選択して、変換ジョブを実行します。
6. 変換ジョブ ページに移動して変換ジョブに関連付けられたタグを表示できますので、変換ジョブを選

択し、そのジョブの情報ページの一番下までスクロールします。タグを編集したい場合は、タグの管
理を選択すると編集できます。

AWS CLI
この例では、start-transcription-jobTagsコマンドとパラメータを使用しています。詳細について
は、StartTranscriptionJobおよびTagを参照してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--tags Key=color,Value=blue Key=shape,Value=square

別の例として、start-transcription-jobコマンド、およびそのジョブにタグを追加するリクエスト本文を使用
します。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-tagging-job.json

ファイル my-first-tagging-job.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
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  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Tags": [  
        { 
           "Key": "color", 
           "Value": "blue" 
        }, 
        { 
           "Key": "shape", 
           "Value": "square" 
        } 
  ]
}

AWS SDK for Python (Boto3)
次の例では、transstart_transcription_job メソッドの AWS SDK for Python (Boto3) 引数で、Tags を使用し
てタグを追加します。詳細については、StartTranscriptionJobおよびTagを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Tags = [ 
        { 
            'Key':'color',  
            'Value':'blue' 
        } 
    ]
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)
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パーティショニングスピーカー (ダイ
アライゼーション)

話者ダイアライゼーションを使用すると、文字起こし出力に含まれるさまざまな話者を区別できま
す。 Amazon Transcribe最大 10 人のユニークな話者を区別し、それぞれの話者のテキストに一意の値 
(spk_0～spk_9) のラベルを付けることができます。

スピーカーパーティショニングを有効にしたリクエストには、標準のトランスクリプトセクション (p. 52)
(transcriptsとitems) の他に 1speaker_labels つのセクションが含まれます。このセクションは話
者別にグループ化されており、話者のラベルやタイムスタンプなど、各発話に関する情報が含まれていま
す。

"speaker_labels": { 
    "channel_label": "ch_0", 
    "speakers": 2, 
    "segments": [ 
         { 
            "start_time": "4.87", 
            "speaker_label": "spk_0", 
            "end_time": "6.88", 
            "items": [                                                  
                { 
                    "start_time": "4.87", 
                    "speaker_label": "spk_0", 
                    "end_time": "5.02" 
                }, 
         ...
        { 
            "start_time": "8.49", 
            "speaker_label": "spk_1", 
            "end_time": "9.24", 
            "items": [ 
                { 
                    "start_time": "8.49", 
                    "speaker_label": "spk_1", 
                    "end_time": "8.88" 
                },

スピーカーパーティショニング（2 人のスピーカ用）を含むトランスクリプトの全文を確認するには、を
参照してくださいダイアライゼーション出力例 (バッチ) (p. 113)。

バッチトランスクリプションでのスピーカーの分割
バッチトランスクリプションでスピーカーを分割するには、次の例を参照してください。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成を選択します (右上)。これによ

り、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。
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3. [ジョブの詳細の指定] ページに含めるフィールドを入力し、[次へ] を選択します。これにより、ジョ
ブの設定 : オプション ページ へ移動します。

オーディオ設定パネルで、スピーカーパーティショニング（「オーディオ識別タイプ」の見出しの
下）を選択します。オプションで、分割するスピーカー数を最大 10 単位で指定できます。
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4. ジョブの作成を選択して、変換ジョブを実行します。

AWS CLI
この例では start-transcription-job を使用します。詳細については、「StartTranscriptionJob」を参照
してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--show-speaker-labels TRUE \     
--max-speaker-labels 3

別の例として、start-transcription-jobおよびそのジョブでスピーカーパーティショニングを有効にするため
のリクエストボディを使用します。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-transcription-job.json

ファイル my-first-transcription-job.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
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  "ShowSpeakerLabels": 'TRUE',     
  "MaxSpeakerLabels": 3
 }

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して start_transcription_job メソッドを使用してチャンネ
ルを識別しています。詳細については、を参照してくださいStartTranscriptionJob。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    ShowSpeakerLabels: 'TRUE',     
    MaxSpeakerLabels: 3
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

ストリーミング文字起こしでスピーカーを分割する
ストリーミングトランスクリプションでスピーカーを分割するには、次の例を参照してください。

ストリーミングトランスクリプション
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。オーディオ設定にスクロールし

て、最小化されている場合はこのフィールドを展開します。
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3. スピーカーパーティショニングをオンに切り替えます。

4. これで、ストリームを書き起こす準備ができました。[ストリーミングを開始] を選択し、話し始めま
す。ディクテーションを終了するには、「ストリーミングを停止」を選択します。

HTTP/2 ストリーミング
この例では、変換出力のスピーカーを分割する HTTP/2 リクエストを作成します。で HTTP/2 ストリー
ミングを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 ストリームの
設定 (p. 88)。に固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いStartStreamTranscription。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
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Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000             
x-amzn-transcribe-show-speaker-label: true
transfer-encoding: chunked

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket ストリーム
この例では、トランスクリプション出力の発話者を区切る署名付き URL を作成します。読みやすく
するために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用の詳細についてはAmazon 
Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細については、
「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&specialty=PRIMARYCARE
&type=DICTATION
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000        
&show-speaker-label=true

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

ダイアライゼーション出力例 (バッチ)
以下は、ダイアライゼーションを有効にしたバッチトランスクリプションの出力例です。

{ 
    "jobName": "my-first-transcription-job", 
    "accountId": "111122223333", 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "I've been on hold for an hour. Sorry about that." 
            } 
        ], 
        "speaker_labels": { 
            "channel_label": "ch_0", 
            "speakers": 2, 
            "segments": [ 
                { 
                    "start_time": "4.87", 
                    "speaker_label": "spk_0", 
                    "end_time": "6.88", 
                    "items": [                                                  
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                        { 
                            "start_time": "4.87", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "5.02" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "5.02", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "5.17" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "5.17", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "5.29" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "5.29", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "5.64" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "5.64", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "5.84" 
                        },                      
                        { 
                            "start_time": "6.11", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "6.26" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "6.26", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "6.88" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "start_time": "8.49", 
                    "speaker_label": "spk_1", 
                    "end_time": "9.24", 
                    "items": [ 
                        { 
                            "start_time": "8.49", 
                            "speaker_label": "spk_1", 
                            "end_time": "8.88" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "8.88", 
                            "speaker_label": "spk_1", 
                            "end_time": "9.05" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "9.05", 
                            "speaker_label": "spk_1", 
                            "end_time": "9.24" 
                        }                                            
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        "items": [             
            { 
                "start_time": "4.87", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "5.02", 
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                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "I've" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.02", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "5.17", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "been" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.17", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "5.29", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "on" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.29", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "5.64", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "hold" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.64", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "5.84", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "for" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            },       
            { 
                "start_time": "6.11", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "6.26", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "an" 
                    } 
                ], 
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                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "6.26", 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "end_time": "6.88", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "hour" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "speaker_label": "spk_0", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.0", 
                        "content": "." 
                    } 
                ], 
                "type": "punctuation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "8.49", 
                "speaker_label": "spk_1", 
                "end_time": "8.88", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Sorry" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "8.88", 
                "speaker_label": "spk_1", 
                "end_time": "9.05", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.902", 
                        "content": "about" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "9.05", 
                "speaker_label": "spk_1", 
                "end_time": "9.24", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "that" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "speaker_label": "spk_1", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.0", 
                        "content": "." 
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                    } 
                ], 
                "type": "punctuation" 
            }            
          ] 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
}

117



Amazon Transcribe デベロッパーガイド

マルチチャネルの音声文字起こし
オーディオに2つのチャネルがある場合は、チャネル識別で各チャンネルの音声を文字起こしすることがで
きます。 Amazon Transcribe現在、3 チャンネル以上のオーディオはサポートされていません。

トランスクリプトでは、ch_0チャンネルにはラベルとが割り当てられますch_1。

標準のトランスクリプトセクション (p. 52)（transcriptsとitems）に加えて、channel_labelsチャ
ネル識別が有効になっているリクエストにはセクションが含まれます。このセクションには、チャンネル
ごとにグループ化された各発話または句読点、および関連するチャンネルラベル、タイムスタンプ、およ
び信頼スコアが含まれています。

"channel_labels": { 
    "channels": [ 
        { 
            "channel_label": "ch_0", 
            "items": [                                       
                { 
                    "channel_label": "ch_0", 
                    "start_time": "4.86", 
                    "end_time": "5.01", 
                    "alternatives": [ 
                        { 
                            "confidence": "1.0", 
                            "content": "I've" 
                        } 
                    ], 
                    "type": "pronunciation" 
                }, 
                 ...               
            "channel_label": "ch_1", 
            "items": [ 
                { 
                    "channel_label": "ch_1", 
                    "start_time": "8.5", 
                    "end_time": "8.89", 
                    "alternatives": [ 
                        { 
                            "confidence": "1.0", 
                            "content": "Sorry" 
                        } 
                    ], 
                    "type": "pronunciation" 
                }, 
                 ...
            "number_of_channels": 2 
        },

あるチャンネルの人が別のチャンネルで話しかけると、各チャンネルの人が重なり、個人が互いに話しか
け合っています。

チャンネル識別を含む詳細なトランスクリプト例については、を参照してくださいチャンネル識別出力の
例 (バッチ) (p. 122)。
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バッチトランスクリプションでのチャンネル識別の
使用

バッチトランスクリプション内のチャンネルを識別するには、AWS Management ConsoleAWS CLI、また
は AWSSDK を使用できます。例については、以下を参照してください。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成 (右上) を選択します。これによ

り、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。

3. [ジョブの詳細の指定] ページに含めるフィールドを入力し、[次へ] を選択します。これにより、ジョ
ブの設定 : オプション ページ へ移動します。

オーディオ設定パネルで、チャンネル識別を選択します（「オーディオ識別タイプ」の見出しの
下）。
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4. ジョブの作成を選択して、変換ジョブを実行します。

AWS CLI
この例では start-transcription-job を使用します。詳細については、「StartTranscriptionJob」を参照
してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--settings ChannelIdentification=true

別の例として、start-transcription-jobコマンド、およびそのジョブでチャネルを識別できるようにするリク
エスト本文を使用します。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-transcription-job.json

ファイル my-first-transcription-job.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
    "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
    "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
    "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
    "OutputKey": "my-output-files/",  
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Settings": { 
        "ChannelIdentification": true 
    }
}
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AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して start_transcription_job メソッドを使用してチャンネ
ルを識別しています。詳細については、を参照してくださいStartTranscriptionJob。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Settings = { 
        'ChannelIdentification':True 
    }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

ストリーミングトランスクリプションでのチャンネ
ル識別の使用

ストリーミング文字変換のチャンネルを識別するには、HTTP/2 またはを使用できますWebSockets。例と
して以下を参照してください。

HTTP/2 ストリーミング
この例では、音声文字起こし出力のチャネルを分けると、音声文字起こし出力の文字起こし出力のチャネ
ルを分離します。で HTTP/2 ストリーミングを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照
してくださいHTTP/2 ストリームの設定 (p. 88)。に固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon 
Transcribe、を参照してくださいStartStreamTranscription。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000      
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x-amzn-channel-identification: TRUE
transfer-encoding: chunked

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket ストリーム
この例では、文字起こし出力のチャンネルを区切る署名付き URL を作成します。読みやすくする
ために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用の詳細についてはAmazon 
Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細については、
「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&specialty=PRIMARYCARE
&type=DICTATION
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000    
&channel-identification=TRUE

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

チャンネル識別出力の例 (バッチ)
チャンネル識別を有効にしたバッチ文字起こしの出力例を次に示します。

{ 
    "jobName": "my-first-transcription-job", 
    "accountId": "111122223333", 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "I've been on hold for an hour. Sorry about that." 
            } 
        ], 
        "channel_labels": { 
            "channels": [ 
                { 
                    "channel_label": "ch_0", 
                    "items": [                                       
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "4.86", 
                            "end_time": "5.01", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "I've" 
                                } 
                            ], 
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                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "5.01", 
                            "end_time": "5.16", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "been" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "5.16", 
                            "end_time": "5.28", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "on" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "5.28", 
                            "end_time": "5.62", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "hold" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "5.62", 
                            "end_time": "5.83", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "for" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        },               
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "6.1", 
                            "end_time": "6.25", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "an" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "start_time": "6.25", 
                            "end_time": "6.87", 
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                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "hour" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        },                       
                        { 
                            "channel_label": "ch_0", 
                            "language_code": "en-US", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "0.0", 
                                    "content": "." 
                                } 
                            ], 
                            "type": "punctuation" 
                        }                       
                    ] 
                }, 
                {                 
                "channel_label": "ch_1", 
                    "items": [ 
                        { 
                            "channel_label": "ch_1", 
                            "start_time": "8.5", 
                            "end_time": "8.89", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "Sorry" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_1", 
                            "start_time": "8.89", 
                            "end_time": "9.06", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "0.9176", 
                                    "content": "about" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_1", 
                            "start_time": "9.06", 
                            "end_time": "9.25", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "1.0", 
                                    "content": "that" 
                                } 
                            ], 
                            "type": "pronunciation" 
                        }, 
                        { 
                            "channel_label": "ch_1", 
                            "alternatives": [ 
                                { 
                                    "confidence": "0.0", 
                                    "content": "." 

124



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
出力例

                                } 
                            ], 
                            "type": "punctuation" 
                        }                      
                    ] 
                } 
            ], 
            "number_of_channels": 2 
        }, 
        "items": [             
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "4.86", 
                "end_time": "5.01", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "I've" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "5.01", 
                "end_time": "5.16", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "been" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "5.16", 
                "end_time": "5.28", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "on" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "5.28", 
                "end_time": "5.62", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "hold" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "5.62", 
                "end_time": "5.83", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "for" 
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                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            },             
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "6.1", 
                "end_time": "6.25", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "an" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "start_time": "6.25", 
                "end_time": "6.87", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "hour" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_0", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.0", 
                        "content": "." 
                    } 
                ], 
                "type": "punctuation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_1", 
                "start_time": "8.5", 
                "end_time": "8.89", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Sorry" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_1", 
                "start_time": "8.89", 
                "end_time": "9.06", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9176", 
                        "content": "about" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_1", 
                "start_time": "9.06", 
                "end_time": "9.25", 
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                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "that" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "channel_label": "ch_1", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.0", 
                        "content": "." 
                    } 
                ], 
                "type": "punctuation" 
            }        
        ] 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
}
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メディア内の主要な言語を特定する
Amazon Transcribe言語コードを指定しなくても、メディアで話される言語を自動的に識別できます。

言語Batch 識別では (p. 128)、メディアファイル内で話されている主要言語を識別できます。また、メ
ディアに複数の言語が含まれている場合は、話されているすべての言語を識別できます。言語識別の精度
を向上させるために、含まれていると思われる言語のリストを提供できます。

ストリーミング言語識別では (p. 135)、チャネルごとに 1 つの言語を識別できます (最大 2 つのチャネル
がサポートされます)。ストリーミングリクエストには、リクエストに最低 2 つの言語オプションが含まれ
ている必要があります。言語オプションを提供すると、言語をすばやく識別できます。言語識別の精度を
向上させるために、データ損失による変化が少なくなります。Amazon Transcribe

Important

Batch とストリーミングの文字起こしは、さまざまな言語をサポートしています。詳細について
は、サポート言語表のデータ入力列を参照してください (p. 5)。スウェーデン語とベトナム語は現
在、言語識別をサポートしていないことに注意してください。

言語識別によるモニタリングとイベントの詳細については、言語識別イベント (p. 310) を参照してくだ
さい。

バッチ文字起こしジョブを使用した言語の識別
バッチ言語識別を使用すると、メディアファイル内の 1 つまたは複数の言語を自動的に識別できます。

メディアに1つの言語しか含まれていない場合は、単一言語による識別を有効にできます。これにより、メ
ディアファイルで話されている主要言語が識別され、その言語のみを使用してトランスクリプトが作成さ
れます。

メディアに複数の言語が含まれている場合は、多言語識別を有効にできます。これにより、メディアファ
イルで話されているすべての言語が識別され、識別された各言語を使用してトランスクリプトが作成され
ます。多言語のトランスクリプトが作成されることに注意してください。Amazon Translateなど他のサー
ビスを使用して、文字起こしを翻訳できます。

サポートされている言語と関連する言語コードの詳細なリストについては (p. 5)、サポートされる言語の表
を参照してください。ベトナム語とスウェーデン語は現在、言語識別をサポートしていないことに注意し
てください。

最良の結果を得るには、メディアファイルに少なくとも 30 秒の音声が入っていることを確認します。

AWS Management Console、AWS CLIおよびAWS Python SDK の使用例については、を参照してくださ
いバッチ文字起こしを使用した言語識別 (p. 130)。

多言語オーディオ内の言語の識別
多言語識別は、多言語のメディアファイルを対象としており、メディアで話されているサポートされてい
るすべての言語を反映したトランスクリプトを提供します (p. 5)。つまり、話者が会話の途中で言語を変更
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したり、各参加者が異なる言語を話したりしても、文字起こし出力は各言語を正しく検出して文字起こし
します。たとえば、メディアに米国英語 (en-US) とヒンディー語 () を交互に話すバイリンガルの話者がい
る場合、多言語識別により、en-US話されている米国英語と話すヒンディー語を区別して書き起こすこと
ができますhi-IN。hi-IN

これは、トランスクリプトの作成に主要言語を1つだけ使用する単一言語による識別とは異なります。この
場合、主要言語ではない話し言葉は誤って書き起こされます。

Note

現在、リダクションとカスタム言語モデルは多言語識別ではサポートされていません。

多言語トランスクリプトには、検出された言語の概要と、各言語がメディアで話された合計時間が表示さ
れます。例を示します。

"results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "welcome to Amazon transcribe. ## ## ###### ### #### #### ## 
 #### ### ###################" 
            } 
        ], 
     
     ...
    
        "language_codes": [ 
            { 
                "language_code": "en-US", 
                "duration_in_seconds": 2.45 
            }, 
            { 
                "language_code": "hi-IN", 
                "duration_in_seconds": 5.325 
            }, 
            { 
                "language_code": "ja-JP", 
                "duration_in_seconds": 4.15 
            } 
        ]
}

言語識別精度の向上
言語識別を使用すると、メディアに登場する可能性が高い言語のリストを含めることができます。言語オ
プション (LanguageOptions) を含めると、Amazon Transcribeオーディオを正しい言語に一致させると
きに指定した言語のみを使用するように制限されます。これにより、言語識別が速くなり、正しい言語の
方言を割り当てる際の精度が向上します。

言語コードを含める場合は、少なくとも 2 つの言語コードを含める必要があります。含められる言語コー
ドの数に制限はありませんが、効率と精度を最適化するために 2 ～ 5 つの言語コードを使用することをお
勧めします。

Note

リクエストに言語コードを含めたが、提供した言語コードのどれも音声で特定された言語と一致
しない場合、Amazon Transcribe指定された言語コードから最も近い言語を選択します。次に、
その言語でトランスクリプトを作成します。例えば、メディアが米国英語 (en-US) で言語コー
ド、、を提供した場合zh-CNfr-FR、メディアをドイツ語 (de-DE)Amazon TranscribeAmazon 
Transcribe 合わせでドイツ語の文字起こしを製作する可能性が高いです。de-DE言語コードと話
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し言葉が一致しないと、文字起こしが不正確になる可能性があるため、言語コードを含める場合
は注意が必要です。

Amazon Transcribe言語識別と他の機能の組み合わせ
バッチ言語識別は、Amazon Transcribe他の機能と組み合わせて使用できます。言語識別を他の機能と組
み合わせる場合、それらの機能でサポートされている言語に制限されます。たとえば、コンテンツ編集で
言語識別を使用する場合、編集に使用できる言語は米国英語 (en-US) のみに制限されます。サポートされ
ている言語および言語固有の機能 (p. 5)詳細については、を参照してください。

Important

コンテンツの編集を有効にして自動言語識別を使用していて、オーディオに米国英語 (en-US) 以
外の言語が含まれている場合、文字起こしは米国英語のコンテンツのみが編集されます。他の言
語は編集されず、警告やジョブ失敗のお知らせは表示されません。

カスタム言語モデル、カスタムボキャブラリ、カスタムボキャブラリフィルター

言語識別リクエストに 1 つ以上のカスタム言語モデル、カスタムボキャブラリ、またはカスタムボキャ
ブラリフィルターを追加する場合は、LanguageIdSettingsパラメーターを含める必要があります。次
に、対応するカスタム言語モデル、カスタム語彙、およびカスタム語彙フィルターを使用して言語コード
を指定できます。多言語識別はカスタム言語モデルをサポートしていないことに注意してください。

LanguageOptions使用するときには、正しい言語の方言が識別されるよう
に、LanguageIdSettings含めることをお勧めします。たとえば、en-USカスタムボキャブラリーを指
定しても、Amazon Transcribeメディアで話されている言語がそれであると判断した場合en-AU、カスタ
ムボキャブラリーはトランスクリプションには適用されません。LanguageOptionsen-US英語の方言の
みを含めて指定した場合、カスタムボキャブラリーが文字起こしに適用されます。

LanguageIdSettingsリクエスト内の例については、バッチ文字起こしを使用した言語識別 (p. 130)セ
クションの「オプション 2」AWS CLIおよび「AWSSDK」ドロップダウンパネルを参照してください。

バッチ文字起こしを使用した言語識別
、、または AWSSDK を使用すると、バッチ文字起こしジョブで自動言語識別を使用できます。例につい
ては、以下を参照してください。AWS Management ConsoleAWS CLI

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成を選択します (右上)。これによ

り、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。
3. Job 設定パネルで「言語設定」セクションを探し、「自動言語識別」または「自動複数言語識別」を

選択します。

オーディオファイルに含まれる言語がわかっている場合は、([言語を選択] ドロップダウンボックスか
ら) 複数の言語オプションを選択できます。言語オプションを提供すると精度を向上させることがで
きますが、必須ではありません。
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4. ジョブの詳細を指定ページで追加したい他のフィールドに入力後、次へを選択します。これによ
り、ジョブの設定 : オプション ページ へ移動します。
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5. ジョブの作成を選択して、変換ジョブを実行します。

AWS CLI

この例では、start-transcription-jobIdentifyLanguageコマンドとパラメータを使用しています。詳細に
ついては、StartTranscriptionJobおよびLanguageIdSettingsを参照してください。

オプション 1：language-id-settings パラメータを使用しない場合。リクエストにカスタム言語モ
デル、カスタムボキャブラリー、またはカスタムボキャブラリーフィルターを含めない場合は、このオプ
ションを使用してください。 language-optionsはオプションですが推奨されます。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \     
--identify-language \  (or --identify-multiple-languages) \
--language-options "en-US" "hi-IN"
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オプション 1：language-id-settings パラメータを使用する場合。リクエストにカスタム言語モデ
ル、カスタムボキャブラリー、またはカスタムボキャブラリーフィルターを含める場合は、このオプショ
ンを使用してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--identify-language \  (or --identify-multiple-languages)
--language-options "en-US" "hi-IN" \
--language-id-settings en-US=VocabularyName=my-en-US-vocabulary,en-
US=VocabularyFilterName=my-en-US-vocabulary-filter,en-US=LanguageModelName=my-en-US-
language-model,hi-IN=VocabularyName=my-hi-IN-vocabulary,hi-IN=VocabularyFilterName=my-hi-
IN-vocabulary-filter

次に、start-transcription-jobコマンドと、言語を識別するリクエストボディを使用した別の例を示します。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-language-id-job.json 

ファイル my-first-language-id-job.json に次のリクエストボディが入ります。

オプション 1：LanguageIdSettings パラメータを使用しない場合。リクエストにカスタム言語モデ
ル、カスタムボキャブラリー、またはカスタムボキャブラリーフィルターを含めない場合は、このオプ
ションを使用してください。 LanguageOptionsはオプションですが推奨されます。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",   
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
   }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "IdentifyLanguage": true,  (or "IdentifyMultipleLanguages": true), 
  "LanguageOptions": [ 
        "en-US", "hi-IN"   
  ]
}

オプション 1：LanguageIdSettings パラメータを使用する場合。リクエストにカスタム言語モデ
ル、カスタムボキャブラリー、またはカスタムボキャブラリーフィルターを含める場合は、このオプショ
ンを使用してください。

{ 
   "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",   
   "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
   }, 
   "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
   "OutputKey": "my-output-files/",  
   "IdentifyLanguage": true,  (or "IdentifyMultipleLanguages": true) 
   "LanguageOptions": [ 
        "en-US", "hi-IN"   
   ], 
   "LanguageIdSettings": {  
         "en-US" : {  
            "LanguageModelName": "my-en-US-language-model", 
            "VocabularyFilterName": "my-en-US-vocabulary-filter", 
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            "VocabularyName": "my-en-US-vocabulary" 
         }, 
         "hi-IN": { 
             "VocabularyName": "my-hi-IN-vocabulary", 
             "VocabularyFilterName": "my-hi-IN-vocabulary-filter" 
         } 
    }
}

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、transstart_transcription_job メソッドの AWS SDK for Python (Boto3) 引
数で、IdentifyLanguage を使用してファイルの言語を識別します。詳細について
は、StartTranscriptionJobおよびLanguageIdSettingsを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

オプション 1：LanguageIdSettings パラメータを使用しない場合。リクエストにカスタム言語モデ
ル、カスタムボキャブラリー、またはカスタムボキャブラリーフィルターを含めない場合は、このオプ
ションを使用してください。 LanguageOptionsはオプションですが推奨されます。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/', 
    MediaFormat = 'flac', 
    IdentifyLanguage = True,  (or IdentifyMultipleLanguages = True), 
    LanguageOptions = [ 
        'en-US', 'hi-IN' 
    ]
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

オプション 1：LanguageIdSettings パラメータを使用する場合。リクエストにカスタム言語モデ
ル、カスタムボキャブラリー、またはカスタムボキャブラリーフィルターを含める場合は、このオプショ
ンを使用してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 

134

https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/transcribe.html#TranscribeService.Client.start_transcription_job
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_StartTranscriptionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_LanguageIdSettings.html


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
ストリーミング言語識別識別自動識別

    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    MediaFormat='flac', 
    IdentifyLanguage=True,  (or IdentifyMultipleLanguages=True) 
    LanguageOptions = [ 
        'en-US', 'hi-IN' 
    ], 
    LanguageIdSettings={ 
        'en-US': { 
            'VocabularyName': 'my-en-US-vocabulary', 
            'VocabularyFilterName': 'my-en-US-vocabulary-filter', 
            'LanguageModelName': 'my-en-US-language-model' 
        }, 
        'hi-IN': { 
            'VocabularyName': 'my-hi-IN-vocabulary', 
            'VocabularyFilterName': 'my-hi-IN-vocabulary-filter' 
        }    
    }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

ストリーミング文字起こしによる言語識別
ストリーミング言語識別により、メディアストリーミングで話されている主要な言語を識別できます。 
Amazon Transcribe言語識別には最低 3 秒の音声が必要です。

ストリーミング言語識別を使用する言語コードを 2 つ以上指定する必要があり、ストリームごとに選択で
きる言語識別できる言語識別ル 1 つの言語コードを指定する必要があり、ストリームごとに選択できる言
語識別ル 1 つの言語コードを指定する必要があり、ストリームごとに選択できる言語識別ル 1 つの言語
コードを指定する必要があり つまり、en-US と en-AU を同じ文字起こしの言語オプションとして選択す
ることはできません。

また、指定した言語コードの一覧から優先言語を選択するオプションもあります。優先言語を追加する
と、言語識別処理が速くなるため、短いオーディオクリップに役立ちます。

Important

入力した言語コードのいずれも、オーディオで識別された言語と一致しない場合、Amazon 
Transcribe指定された言語コードから最も近い言語を選択します。次に、その言語でトランスク
リプトを作成します。例えば、メディアが米国英語 (en-US) で、言語コードを提供した場合zh-
CNfr-FR、メディアをドイツ語 (de-DE)Amazon TranscribeAmazon Transcribe 合わせでドイツ
語の文字起こしを製作する可能性が高いです。de-DE言語コードと話し言葉が一致しないと、文
字起こしが不正確になる可能性があるため、言語コードを含める際には注意が必要です。

メディアに 2 つのチャンネルがある場合は、Amazon Transcribe各チャンネルで話されている主要な言
語を識別できます。この場合は、ChannelIdentification パラメータを true に設定することで各
チャンネルが別々に文字起こしされます。このパラメータのデフォルトはであることに注意してくださ
いfalse。それを変えなければ、最初のチャンネルだけが文字起こしされます。
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ストリーミング言語識別をカスタム言語モデルやリダクションと組み合わせることはできません。言語識
別を他の言語と組み合わせる場合、ストリーミング文字起こしの言語識別でサポートされる言語に制限さ
れます。「サポートされる言語 (p. 5)」を参照してください。

Note

PCM と FLAC は、ストリーミング言語識別でサポートされる唯一のオーディオ形式です。

ストリーミングメディアでの言語識別を使用する
ストリーミングトランスクリプションでは、HTTP/2 AWS Management Console、またはを使用して自動
言語識別を使用できますWebSockets。例については、以下を参照してください。

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。言語設定 にスクロールして、最

小化されている場合はこのフィールドを展開します。

3. 言語の自動識別 を選択します。
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4. 文字起こしの言語コードを 2 つ以上指定してください。言語ごとに 1 つの言語識別しか提供できない
ことに注意してください。例えば、en-US と en-AU を同じ文字起こしの言語オプションとして選択
することはできません。

5. （オプション）前の手順で選択した言語のサブセットから、文字起こしの優先言語を選択できます。
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6. これで、ストリームを書き起こす準備ができました。[ストリーミングを開始] を選択し、話し始めま
す。ディクテーションを終了するには、「ストリーミングを停止」を選択します。

HTTP/2 ストリーミング

この例では、言語識別を有効にした状態で HTTP/2 リクエストを作成します。で HTTP/2 ストリーミ
ングを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 ストリームの設
定 (p. 88)。に固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いStartStreamTranscription。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000    
x-amzn-transcribe-identify-language: true
x-amzn-transcribe-language-options: en-US,de-DE
x-amzn-transcribe-preferred-language: en-US
transfer-encoding: chunked

identify-languageリクエストに使用する場合は、必ず含める必要がありますlanguage-
options。language-codeidentify-language同じリクエストでとの両方を使用することはできませ
ん。

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。
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WebSocket ストリーム

この例では、 WebSocket ストリームで言語識別を使用する署名付き URL を作成します。読みやすくす
るために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用方法の詳細についてはAmazon 
Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細については、
「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&identify-language=true
&language-options=en-US,de-DE
&preferred-language=en-US

identify-languageリクエストに使用する場合は、必ず含める必要がありますlanguage-
options。language-codeidentify-language同じリクエストでとの両方を使用することはできませ
ん。

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。
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代替文字起こし
Amazon Transcribeオーディオを文字起こしすると、同じトランスクリプトの異なるバージョンが作成さ
れ、各バージョンに信頼スコアが割り当てられます。一般的な文字起こしでは、信頼度スコアが最も高い
バージョンのみが表示されます。

代替文字起こしを有効にすると、Amazon Transcribe信頼度の低い他のバージョンの文字起こしが返され
ます。代替文字起こは、最大 10 個選択できます。Amazon Transcribe指定されている数よりも多くの選択
肢を指定した場合、実際の選択肢の数だけが返されます。

すべての代替案は同じトランスクリプション出力ファイル内にあり、セグメントレベルで表示されます。
セグメントは、話し手の交代や音声の一時停止など、話し手の交代や音声の一時停止など、話し手の交代
や音声の一時停止です。

代替文字起こは、バッチ文字起こでのみ使用できます。

トランスクリプションの出力は以下のように構成されています。楕円 (... コード例の) は、簡潔にするた
めにコンテンツが削除された場所を示しています。

1. 特定のセグメントの完全な最終文字起こし。

"results": { 
    "language_code": "en-US", 
    "transcripts": [ 
        { 
            "transcript": "The amazon is the largest rainforest on the planet." 
        } 
    ],

2. transcript前のセクションの各単語の信頼度スコア。

"items": [ 
    { 
        "start_time": "1.15", 
        "end_time": "1.35", 
        "alternatives": [ 
            { 
                "confidence": "1.0", 
                "content": "The" 
            } 
        ], 
        "type": "pronunciation" 
    }, 
    { 
        "start_time": "1.35", 
        "end_time": "2.05", 
        "alternatives": [ 
            { 
                "confidence": "1.0", 
                "content": "amazon" 
            } 
        ], 
        "type": "pronunciation" 
    },
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3. 代替文字起こしは、segments文字起こし出力の一部にあります。各セグメントの選択肢は、信頼スコ
アが高い順に並べられています。

"segments": [ 
            { 
                "start_time": "1.04", 
                "end_time": "5.065", 
                "alternatives": [ 
                    {     
                 ...
                        "transcript": "The amazon is the largest rain forest on the 
 planet.", 
                        "items": [ 
                            { 
                             "start_time": "1.15", 
                                "confidence": "1.0", 
                                "end_time": "1.35", 
                                "type": "pronunciation", 
                                "content": "The" 
                            }, 
                             ...
                            { 
                                "start_time": "3.06", 
                                "confidence": "0.0037", 
                                "end_time": "3.38", 
                                "type": "pronunciation", 
                                "content": "rain" 
                            }, 
                            { 
                                "start_time": "3.38", 
                                "confidence": "0.0037", 
                                "end_time": "3.96", 
                                "type": "pronunciation", 
                                "content": "forest" 
                            },

4. 文字起こし出力の最後にあるステータス。

"status": "COMPLETED"
}

代替文字起こ成
、、または AWSSDK AWS Management Consoleを使用して代替文字変換をリクエストできます。例につ
いては、以下を参照してください。AWS CLI

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペイン

で、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、これにより、ジョ
ブの詳細を指定 ページが開きます。
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3. [ジョブの詳細の指定] ページに含めるフィールドを入力し、[次へ] を選択します。これにより、ジョ
ブの設定 : オプション ページ へ移動します。

「代替結果」を選択し、トランスクリプトに含める代替トランスクリプション結果の最大数を指定し
ます。
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4. ジョブの作成を選択して、、、、、、、、、、、、、、、、、

AWS CLI
この例では、start-transcription-jobShowAlternativesコマンドとパラメータを使用しています。詳細に
ついては、「StartTranscriptionJob」および「ShowAlternatives」を参照してください。

ShowAlternatives=trueリクエストに含める場合は、必ず含める必要があることに注意してくださ
いMaxAlternatives。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--settings ShowAlternatives=true,MaxAlternatives=4

ここでは、start-transcription-jobコマンドを使用した別の例として、代替文字起こします。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-alt-transcription-job.json 

ファイル my-first-alt-transcription-job .json には、次のリクエストボディが含まれます。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job",   
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
   }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Settings": { 
        "ShowAlternatives": true, 
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        "MaxAlternatives": 4
   }
}

AWS SDK for Python (Boto3)
次の例では、transstart_transcription_jobShowAlternatives メソッドの引数で、Tstart_transcription_job
メソッドの引数で、代替文字起こです。AWS SDK for Python (Boto3)詳細については、
「StartTranscriptionJob」および「ShowAlternatives」を参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

'ShowAlternatives':Trueリクエストに含める場合は、必ず含める必要があることに注意してくださ
いMaxAlternatives。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Settings = { 
        'ShowAlternatives':True,  
        'MaxAlternatives':4
    }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)
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カスタム語彙をカスタム言語モデル
による文字起こしの精度の向上

メディアにブランド名、略語、専門用語、専門用語、専門用語など、ドメイン固有または非標準の用語が
含まれていると、Amazon Transcribeそれらの用語が文字起こし出力に正しく取り込まれない可能性があ
ります。

文字起こしの誤りを修正し、特定のユースケースに合わせて出力をカスタマイズするには、カスタム語
彙 (p. 146)とを作成しますカスタム言語モデル (p. 161)。

• カスタム語彙 (p. 146)あらゆる文脈で特定の単語の認識とフォーマットの両方を調整し、強化するよう
に設計されています。これには、単語と、Amazon Transcribeオプションで発音と表示形式を入力する
ことが含まれます。

トランスクリプトで特定の用語が正しく表示されない場合はAmazon Transcribe、Amazon Transcribeこ
れらの用語の表示方法を示すカスタムボキャブラリファイルを作成できます。この単語固有のアプロー
チは、ブランド名や頭字語などの用語の修正に最も適しています。

• カスタム言語モデル (p. 161)用語に関連する文脈を捉えるように設計されています。これに
は、Amazon Transcribeドメイン固有のテキストデータを大量に提供することが含まれます。

専門用語が正しく表示されていない場合や、トランスクリプトに間違った同音異義語を使用している場
合はAmazon Transcribe、Amazon Transcribeドメイン固有の言語を教えるカスタム言語モデルを作成で
きます。たとえば、カスタム言語モデルでは、「フロー」(アイスフロー) と「フロー」(リニアフロー) 
のどちらを使用するかを学習できます。

このコンテキスト認識アプローチは、ドメイン固有の音声を大量に文字起こしする場合に最も適してい
ます。カスタム語彙を単独で達成するよりも精度が大幅に向上する可能性があります。バッチトランス
クリプションを使用する場合、リクエストにカスタム言語モデルとカスタムボキャブラリーの両方を含
めることができます。

Tip

最高の文字起こしの精度を達成するには、カスタム語彙をカスタム言語モデルと組み合わせて使
用します。

を使用してカスタムボキャブラリーを作成する方法のビデオデモについてはAWS Management Console、
「カスタムボキャブラリーの使用」を参照してください。

カスタム言語モデルを作成して使用する方法に関するビデオデモについては、「カスタム言語モデル 
(CLM) を使用して文字起こしの精度を高める」を参照してください。

AWSMachine Learning ブログでさらに詳しく

カスタム語彙をカスタム語彙を設定

• を使用したF1レースのライブトランスクリプションAmazon Transcribe

カスタム言語モデル:
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• speech-to-text パフォーマンスを向上させるためのカスタム言語モデルの構築Amazon 
Transcribe

• カスタム言語モデルにより、授業の講義の文字起こしの精度を高めましょうAmazon Transcribe

カスタム語彙
カスタム語彙を使用すると、1 つまたは複数の特定の単語の文字起こし精度を向上させます。これらは通
常、ブランド名や頭字語、固有名詞、Amazon Transcribe正しく表現されない単語など、ドメイン固有の
用語です。

カスタムボキャブラリは、サポートされているすべての言語で使用できます。カスタムボキャブラリーで
使用できるのは、使用している言語の文字セットに記載されている文字だけであることに注意してくださ
い (p. 9)。

Important

を使用する場合、お客様はご自身のデータの完全性について責任を負うものとしますAmazon 
Transcribe。機密情報、個人情報 (PII)、または保護対象の医療情報 (PHI) をカスタム語彙に入力
しないでください。

カスタム語彙を作成するときの考慮事項

• 1 つ最大 100 個の語彙を持つことができますAWS アカウント
• カスタム語彙のサイズは 50 KB に制限されます。
• 各エントリは 256 文字を超えることはできません
• 語彙は、表形式またはリスト形式のいずれかで、表形式を強く推奨します。
• カスタムボキャブラリーの作成方法は、使用した形式によって異なります。Using a custom 

vocabulary (p. 156)例については、を参照してください
• 表形式:Amazon S3最初にカスタム語彙ファイルをバケットにアップロードし、次に語彙ファイルの

Amazon S3 URI をリクエストに含めます
• リスト形式:を使用する場合はAWS Management Console、カスタムボキャブラリファイルをローカル

に保存してから、リクエストにカスタムボキャブラリファイルへのパスを含める必要があります。コ
マンドライン (AWS CLIまたはAWS SDK) を使用する場合は、リクエストにリストをカンマ区切りの
単語として含める必要があります。

Tip

を使用してカスタムボキャブラリーをテストできますAWS Management Console。カスタムボ
キャブラリーを使用する準備ができたら、にログインして [リアルタイム文字起こし] を選択し、
[カスタマイズ] までスクロールして [カスタムボキャブラリー] に切り替え、ドロップダウンリス
トからカスタムボキャブラリーを選択します。AWS Management Console次に、[ストリーミング
を開始] を選択します。カスタムボキャブラリーのいくつかの単語をマイクに向かって話して、正
しく表示されるかどうかを確認します。

カスタムボキャブラリーテーブルとリスト
テーブルの使用が強く推奨されます。

表を使用すると、カスタム語彙内の単語の入出力に対するオプションがより多くなり、より多くなり、よ
り多くなり、より多くなり、より多くなり、より多くなり、より多くなり、より多くなり、より多くなり 
テーブルでは、出力を微調整できるように、複数のカテゴリ (フレーズ、IPA、および DisplayAs) を指定す
る必要があります。 SoundsLike
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リストには追加のオプションがないため、入力できるのはトランスクリプトに表示したいとおりのエント
リのみで、スペースはすべてハイフンに置き換えてください。CreateMedicalVocabularyこの操作で
は、カスタムボキャブラリリストはサポートされていません。

AWS Management Console、AWS CLI、AWS SDK はすべて同じ方法でカスタム語彙テーブルを使用しま
す。表は各手法で使用方法が異なるため、手法間で正常に使用するには、追加の書式設定が必要になる場
合があります。

詳細については、テーブルを使用してカスタム語彙を作成する (p. 147)およびリストを使用してカスタム
語彙を作成する (p. 152)を参照してください。

Amazon Augmented AI をカスタムボキャブラリで使用する方法についてもう少し詳しく学ぶには、「人間
によるレビューの作成を始める」を参照してください。Amazon Transcribe

カスタム語彙に固有の API オペレーション

CreateVocabulary, DeleteVocabulary, GetVocabulary, ListVocabularies,
UpdateVocabulary

テーブルを使用してカスタム語彙を作成する
表形式を使用することは、カスタムボキャブラリーを作成する最も確実な方法です。語彙表は4つの列で構
成されている必要があり、どの順序でも含めることができます。

フレーズ SoundsLike IPA DisplayAs

必須。テーブルのすべ
ての行には、この列に
エントリが含まれてい
る必要があります。

この列にはスペースを
使用しないでくださ
い。

複数の単語を入力した
場合、各単語をハイフ
ンンフンンンンンンン
ンンンンンンンンンン
ンンンンンンンンン 例
えば、Andorra-la-
Vella、Los-Angeles
などです。

頭字語の場合、発音す
る文字はすべてピリ
オドで区切る必要が
あります。頭字語が
複数形の場合は、頭
字語と「s」の間にハ
イフンを使用する必
要があります。たとえ
ば、「CLI」C.L.I.
はで、「ABCs」はで
すA.B.C.-s。

オプション。この列の
行は空白のままにでき
ます。

この列にはスペースを
使用しないでくださ
い。

入力内容は、ハイフン
で区切られた音節で、
単語の発音を模倣し
て含めてください。
発音表現よりも、小さ
くて一般的な単語を使
用する方がよいでしょ
う。たとえば、「ロサ
ンゼルス」の場合は、
「loss-ann-gel-
es」よりも「lahs-
ahn-jul-ees」の方が
適しています。

SoundsLikeIPA両方
のエントリを同じ行に
含めることはできませ
ん。

カスタムボキャブ
ラリーの用語の正し
い発音が不明な場合
は、SoundsLikeその

オプション。この列の
行は空白のままにでき
ます。

すべての IPA 文字 (1 バ
イト) または有効な IPA 
文字ペア (2 バイト) の
間に 1 つのスペースを
追加する必要がありま
す。

この列は、国際音声ア
ルファベット (IPA) の文
字のみを使用する発音
スペルを対象としてい
ます。たとえば、「ロ
サンゼルス」l # s æ 
n # ə l ə s はで、
「CLI」はですs i # l 
a#。

IPASoundsLike両方
のエントリを同じ行に
含めることはできませ
ん。

オプション。この列の
行は空白のままにでき
ます。

この列にはスペースを
使用できます。

トランスクリプショ
ン出力でのエント
リの表示方法を定
義します。たとえ
ば、Andorra-la-
VellaPhraseAndorra 
la 
VellaDisplayAs列に
は列があります。

この列の行が空
の場合、Amazon 
TranscribePhrase列の
内容を使用して出力を
決定します。

この列には数字 (0-9) 
を含めることができま
す。
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フレーズ SoundsLike IPA DisplayAs
フレーズが単語と頭字
語の両方で構成されて
いる場合は、これら 
2 つのコンポーネント
をハイフンで区切る必
要があります。たとえ
ば、「DynamoDB」は
ですDynamo-D.B.。

この列には数字を含め
ないでください。数字
はスペルアウトする必
要があります。たとえ
ば、「VX02Q」はで
すV.X.-zero-two-
Q.。

用語のエントリを含め
ないでください。

テーブルを作成する際の注意点:

• テーブルには 4 つの列 (Phrase、 SoundsLike、IPA、および DisplayAs) すべてが含まれている必要があ
りますが、Phrase各行にエントリを含める必要があるのはその列だけです。他の列はすべて空白のまま
にできます。

• 特定の行では、IPASoundsLikeとフィールドの両方に複数のエントリを含めることはできません。ど
ちらか一方を選択するか、両方を空白のままにしてください。

• DisplayAsこの列は記号と特殊文字 (C++ など) をサポートします。他のすべての列は、使用している
言語の文字セットページに記載されている文字をサポートしています (p. 9)。

• Phrase列に数字を含める場合は、数字を綴る必要があります。数字 (0-9)DisplayAs は列でのみサ
ポートされます。

• IPADisplayAsスペースはおよび列内でのみ使用できます。列を区切るにはスペースを使用しないでく
ださい。列はタブで区切る必要があります。

• テーブルはプレーンテキスト (*.txt)LF ファイルとして保存する必要があります。他の形式など、他の形
式など、他の形式など、他の形式など、他の形式などCRLF、他の形式など、他の形式など、他の形式な
ど、他の形式などした場合、

• Amazon S3カスタムボキャブラリーファイルをバケットにアップロードし、CreateVocabularyを使
用して処理してから、文字起こしリクエストに含める必要があります。手順については、「カスタム語
彙テーブルの作成 (p. 149)」を参照してください。

Note

頭字語など、文字を個別に発音する必要がある単語を、ピリオド (A.B.C.) で区切って 1 文
字で入力します。「ABCs」などの頭字語を複数形入力するには、頭字語と「s」をハイフン 
(A.B.C.-s) で区切ります。頭字語の入力には、大文字と小文字のどちらでも使用できます。頭
字語はすべての言語には対応していません。サポートされている言語および言語固有の機能 (p. 5)
を参照してください。

以下はカスタムボキャブラリテーブルのサンプルです ([TAB]ここは、タブ文字を表します)。

Phrase[TAB]SoundsLike[TAB]IPA[TAB]DisplayAs
Los-Angeles[TAB][TAB]l # s æ n # ə l ə s[TAB]Los Angeles
Eva-Maria[TAB]ay-va-ma-ree-ah[TAB][TAB]
A.B.C.-s[TAB]ay-bee-sees[TAB][TAB]ABCs
Amazon-dot-com[TAB][TAB][TAB]Amazon.com
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C.L.I.[TAB][TAB]s i # l a#[TAB]CLI
Andorra-la-Vella[TAB]ann-do-rah-la-bay-ah[TAB][TAB]Andorra la Vella
Dynamo-D.B.[TAB][TAB][TAB]DynamoDB
V.X.-zero-two[TAB][TAB][TAB]VX02
V.X.-zero-two-Q.[TAB][TAB][TAB]VX02Q

見やすくするために、同じ表を列に並べたものを次に示します。カスタムボキャブラリーテーブルで
は、列間にスペースを入れないでください。前の例のようにテーブルがずれて見えるはずです。

Phrase           [TAB]SoundsLike           [TAB]IPA                 [TAB]DisplayAs   
Los-Angeles      [TAB]                    [TAB]l # s æ n # ə l ə s[TAB]Los Angeles    
Eva-Maria        [TAB]ay-va-ma-ree-ah      [TAB]                   [TAB]
A.B.C.-s         [TAB]ay-bee-sees          [TAB]                   [TAB]ABCs   
amazon-dot-com   [TAB]                    [TAB]                   [TAB]amazon.com
C.L.I.           [TAB]                    [TAB]s i # l a#          [TAB]CLI    
Andorra-la-Vella[TAB]ann-do-rah-la-bay-ah[TAB]                   [TAB]Andorra la Vella
Dynamo-D.B.      [TAB]                    [TAB]                   [TAB]DynamoDB
V.X.-zero-two    [TAB]                    [TAB]                   [TAB]VX02
V.X.-zero-two-Q.[TAB]                    [TAB]                   [TAB]VX02Q

カスタム語彙テーブルの作成
で使用するカスタムボキャブラリテーブルを処理するにはAmazon Transcribe、以下の例を参照してくだ
さい。

AWS Management Console

続行する前に、カスタムボキャブラリーをテキスト (*.txt) ファイルとして保存し、Amazon S3バケットに
アップロードします。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、カスタム語彙のカスタム語彙のカスタム語彙の順に選択します。カスタム

語彙のページが開き、既存の語彙の表示、新しい語彙の作成ができます。
3. [語彙を作成] を選択します。

これにより、「語彙の作成」ページが表示されます。新しい語彙に新規語彙の名前を入力します。

「語彙入力ソース」で「S3 ロケーション」オプションを選択します。次に、Amazon S3パスを手動
で入力するか、[Browse S3] を選択してカスタムボキャブラリーを探します。
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4. 必要に応じて、カスタム語彙にカスタム語彙の追加 すべてのフィールドを完了したら、ページの下部
にある [語彙を作成する] を選択します。カスタムボキャブラリーのページに戻り、カスタムボキャブ
ラリーのステータスを確認できます。ステータスが「保留中」から「準備完了」に変わると、カスタ
ムボキャブラリーが文字起こしに使えます。

5. ステータスが「失敗」に変わったら、カスタムボキャブラリーの名前を選択して情報ページに移動し
ます。

このページの上部に、カスタムボキャブラリーが失敗した理由に関する情報が記載された失敗理由バ
ナーがあります。テキストファイルのエラーを修正して、もう一度試してください。
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AWS CLI

この例では、create-vocabulary コマンドをテーブル形式のボキャブラリファイルで使用します。詳細につ
いては、「CreateVocabulary」を参照してください。

既存のカスタムボキャブラリをトランスクリプションジョブで使用するに
は、SettingsStartTranscriptionJobオペレーションを呼び出すときにフィールドにを設定
するかAWS Management Console、ドロップダウンリストからカスタムボキャブラリを選択しま
す。VocabularyName

aws transcribe create-vocabulary \  
--vocabulary-name my-first-vocabulary \  
--vocabulary-file-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabularies/my-vocabulary-file.txt \
--language-code en-US

ここでは、create-language language language languase language language language language language 
language language language languase create-language language language language language langu

aws transcribe create-vocabulary \
--cli-input-json file://filepath/my-first-vocab-table.json

ファイル my-first-vocab-table.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "VocabularyName": "my-first-vocabulary", 
  "VocabularyFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabularies/my-vocabulary-table.txt", 
  "LanguageCode": "en-US"
}

VocabularyStatePENDINGからに変更するとREADY、カスタムボキャブラリーが文字起こしで使えるよ
うになります。カスタム語彙の現在の語彙の現在の語彙の現在の語彙の現在の語彙の現在の語彙は、

aws transcribe get-vocabulary \
--vocabulary-name my-first-vocabulary

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して create_vocabulary メソッドを使用してテーブルか
らカスタムボキャブラリを作成します。詳細については、「CreateVocabulary」を参照してください。
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既存のカスタムボキャブラリをトランスクリプションジョブで使用するに
は、SettingsStartTranscriptionJobオペレーションを呼び出すときにフィールドにを設定
するかAWS Management Console、ドロップダウンリストからカスタムボキャブラリを選択しま
す。VocabularyName

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary"
response = transcribe.create_vocabulary( 
    LanguageCode = 'en-US', 
    VocabularyName = vocab_name, 
    VocabularyFileUri = 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabularies/my-vocabulary-table.txt'
)

while True: 
    status = transcribe.get_vocabulary(VocabularyName = vocab_name) 
    if status['VocabularyState'] in ['READY', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

Note

Amazon S3カスタムボキャブラリーファイル用に新しいバケットを作成する場合
は、IAMCreateVocabularyリクエストを行うロールにこのバケットにアクセスする権限が
あることを確認してください。ロールに正しいアクセス許可がないと、リクエストは失敗しま
す。DataAccessRoleArnパラメータを含めることで、IAMリクエスト内のロールを任意で指
定できます。IAMのロールとポリシーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いAmazon Transcribe アイデンティティベースポリシーの例 (p. 294)。

リストを使用してカスタム語彙を作成する
、、またはAWS SDK を使用してAWS Management ConsoleAWS CLI、リストからカスタムボキャブラリ
を作成できます。

• AWS Management Console: カスタムボキャブラリを含むテキストファイルを作成してアップロード
する必要があります。行区切りまたはカンマ区切りのエントリを使用できます。リストはテキスト 
(*.txt)LF ファイルとして保存する必要があることに注意してください。他の形式を使用した場合CRLF、
カスタム語彙は受け入れられませんAmazon Transcribe。

• AWS CLIおよび AWSSDK: Phrasesフラグを使用して API 呼び出しにカスタムボキャブラリをカンマ
区切りのエントリとして含める必要があります。

エントリに複数の単語が含まれている場合は、各単語にハイフネーションを付ける必要があります。たと
えば、「ロサンゼルス」をとして、「Los-Angelesアンドララベリャ」をとして含めますAndorra-la-
Vella。

次の 2 つの有効なリスト形式の例を示します。カスタム語彙リストの作成 (p. 153)メソッド固有の例に
ついては、を参照してください。

• カンマで区切られたエントリ:

Los-Angeles,CLI,Eva-Maria,ABCs,Andorra-la-Vella
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• 行区切りのエントリ:

Los-Angeles
CLI
Eva-Maria
ABCs
Andorra-la-Vella

Important

使用している言語でサポートされている文字のみを使用できます。詳細については、使用する言
語の文字セットを参照してください (p. 9)。

CreateMedicalVocabularyこの操作では、カスタムボキャブラリリストはサポートされていません。
カスタム医学用語を作成する場合は、表形式を使用する必要があります。テーブルを使用してカスタム語
彙を作成する (p. 147)手順については、を参照してください。

カスタム語彙リストの作成
で使用するカスタムボキャブラリリストを処理するにはAmazon Transcribe、以下の例を参照してくださ
い。

AWS Management Console

続行する前に、カスタムボキャブラリをテキスト (*.txt) ファイルとして保存してください。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[カスタム語彙のカスタマイズ] を選択します。カスタム語彙のページが開

き、既存の語彙の表示、または新しい語彙の作成を行うことができます。
3. [語彙を作成] を選択します。

これにより、「語彙の作成」ページが表示されます。新しいカスタム語彙の名前を入力します。

「語彙入力ソース」で「ファイルアップロード」オプションを選択します。次に、[ファイルを選択] 
を選択してカスタムボキャブラリーをアップロードします。
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4. 必要に応じて、カスタム語彙にタグを追加します。すべてのフィールドを完了したら、[語彙を作成す
る] を選択します。カスタムボキャブラリーのページに戻り、カスタムボキャブラリーのステータスを
確認できます。ステータスが「保留中」から「準備完了」に変わると、カスタムボキャブラリーが文
字起こしに使えます。

5. ステータスが「失敗」に変わったら、カスタムボキャブラリーの名前を選択して情報ページに移動し
ます。

このページの上部に、カスタムボキャブラリーが失敗した理由に関する情報が記載された失敗理由バ
ナーがあります。テキストファイルのエラーを修正して、もう一度試してください。
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AWS CLI

この例では、create-vocabulary コマンドをリスト形式のカスタムボキャブラリーファイルで使用します。
詳細については、「CreateVocabulary」を参照してください。

aws transcribe create-vocabulary \  
--vocabulary-name my-first-vocabulary \  
--language-code en-US \  
--phrases {CLI,Eva-Maria,ABCs}

ここでは、create-語彙コマンドと、カスタム語彙を作成するリクエストボディを使用した別の例を示しま
す。

aws transcribe create-vocabulary \
--cli-input-json file://filepath/my-first-vocab-list.json

ファイル my-first-vocab-list.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "VocabularyName": "my-first-vocabulary", 
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Phrases": [ 
        "CLI","Eva-Maria","ABCs" 
  ]
}

VocabularyStatePENDINGからに変更するとREADY、カスタムボキャブラリーが文字起こしで使えるよ
うになります。カスタム語彙の現在のステータスを表示します。

aws transcribe get-vocabulary \
--vocabulary-name my-first-vocabulary

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して create_vocabulary メソッドを使用してリストから
カスタムボキャブラリを作成します。詳細については、「CreateVocabulary」を参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。
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from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary"
response = transcribe.create_vocabulary( 
    LanguageCode = 'en-US', 
    VocabularyName = vocab_name, 
    Phrases = [ 
        'CLI','Eva-Maria','ABCs' 
    ]
)

while True: 
    status = transcribe.get_vocabulary(VocabularyName = vocab_name) 
    if status['VocabularyState'] in ['READY', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

Note

Amazon S3カスタムボキャブラリーファイル用に新しいバケットを作成する場合
は、IAMCreateVocabularyリクエストを行うロールにこのバケットにアクセスする権限が
あることを確認してください。ロールに正しいアクセス許可がないと、リクエストは失敗しま
す。DataAccessRoleArnパラメータを含めることで、IAMリクエスト内のロールを任意で指
定できます。IAMのロールとポリシーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いAmazon Transcribe アイデンティティベースポリシーの例 (p. 294)。

Using a custom vocabulary
カスタムボキャブラリーを作成したら、それを文字起こしリクエストに含めることができます。例につい
ては、次のセクションを参照してください。

リクエストに含めるカスタムボキャブラリーの言語は、メディアに指定する言語コードと一致する必要が
あります。言語が一致しない場合、カスタムボキャブラリーは文字起こしに適用されず、警告やエラーも
ありません。

バッチトランスクリプションでのカスタムボキャブラリーの使用
バッチトランスクリプションでカスタムボキャブラリーを使用するには、次の例を参照してください。

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブ、ジョブの表示 これにより、ジョブの詳細を指定 ページが開き

ます。
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ジョブに名前を付け、入力メディアを指定します。オプションで他のフィールドを追加して、[次へ] 
を選択します。

3. ジョブ設定ページの下部にあるカスタマイズパネルで、カスタムボキャブラリーをオンに切り替えま
す。
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4. Select your custom vocabulary from the dropdown menu.

ジョブの表示

AWS CLI

この例では、start-transcription-jobSettingsVocabularyNameコマンドとパラメーターをサブパラメー
ターと共に使用しています。詳細については、StartTranscriptionJobおよびSettingsを参照してく
ださい。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
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--language-code en-US \
--settings VocabularyName=my-first-vocabulary

start-transcription-jobコマンドと、そのジョブのカスタム語

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-vocabulary-job.json

my-first-vocabulary-job.json ファイルには、次のリクエストボディボディボディが入ります。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Settings": { 
        "VocabularyName": "my-first-vocabulary" 
   }
}

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、AWS SDK for Python (Boto3) transstart_transcription_job メソッドのSettings引数で、カス
タム語 詳細については、StartTranscriptionJobおよびSettingsを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Settings = { 
        'VocabularyName': 'my-first-vocabulary'  
   }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)
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ストリーミング文字起こしでのカスタムボキャブラリーの使用
ストリーミング文字起こしでカスタムボキャブラリーを使用するには、以下の例を参照してください。

AWS Management Console

1. AWS Management Console にサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。カスタムフィールドフィールド

フィールドフィールドフィールドフィールドが最小化されている場合はこのフィールドを展開

3. カスタムボキャブラリーをオンにして、ドロップダウンメニューからカスタムボキャブラリーを選択
します。

ストリームに適用するその他の設定を行います。
4. これで、ストリームを書き起こす準備ができました。[ストリーミングを開始] を選択し、話し始めま

す。ディクテーションを終了するには、「ストリーミングを停止」を選択します。

HTTP/2 ストリーミング

この例では、カスタム語 HTTP/2 ストリーミングでHTTP/2 ストリーミングを使用する際の詳
細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 ストリームの設定 (p. 88)。特
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定のパラメータとヘッダーヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いStartStreamTranscription。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000      
x-amzn-transcribe-vocabulary-name: my-first-vocabulary
transfer-encoding: chunked

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket ストリーム

この例では、 WebSocketカスタムボキャブラリーをストリームに適用する署名付き URL を作成します。
読みやすくするために、改行が追加されています。 WebSocketでのストリームの使用の詳細については
Amazon Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細につ
いては、「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000    
&vocabulary-name=my-first-vocabulary

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

カスタム言語モデル
カスタム言語モデルは、ドメイン固有の音声の文字起こしの精度を向上させるためにユーザーです これ
には、通常の日常会話で聞く内容以外の内容も含まれます。たとえば、科学会議の議事録を書き起こす場
合、標準的な文字起こしでは、プレゼンターが使用する科学用語の多くが認識される可能性は低いです。
この場合、自分の専門分野で使用される専門用語を認識するようにカスタム言語モデルをトレーニングで
きます。

ヒント (発音など) を提供することで単語の認識を高めるカスタムボキャブラリとは異なり、カスタム言語
モデルは特定の単語に関連する文脈を学習します。これには、単語がいつどのように使用されるか、およ
び単語と他の単語との関係が含まれます。たとえば、気候科学の研究論文を使ってモデルをトレーニング
すると、「アイス・フロー」は「アイス・フロー」よりも「アイス・フロー」の方が単語ペアである可能
性が高いことをモデルが学習する可能性があります。
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カスタム言語モデルでサポートされる言語を確認するには、を参照してくださいサポートされている言語
および言語固有の機能 (p. 5)。リクエストにカスタム言語モデルを含めると、言語識別を有効にできないこ
とに注意してください (言語コードを指定する必要があります)。

カスタム言語モデル固有の API オペレーション

CreateLanguageModel, DeleteLanguageModel, DescribeLanguageModel,
ListLanguageModels

データソース
モデルのトレーニングには、任意のタイプのテキストデータを使用できます。ただし、テキストコンテン
ツがオーディオコンテンツに近いほど、モデルはより正確になります。そのため、オーディオと同じ文脈
で同じ用語を使用するテキストデータを選択することが重要です。

モデルのトレーニングに最適なデータは、正確なトランスクリプトです。これはドメイン内データと見な
されます。ドメイン内のテキストデータには、文字起こししたいオーディオとまったく同じ用語、使用
法、文脈があります。

正確なトランスクリプトがない場合は、ジャーナル記事、テクニカルレポート、ホワイトペーパー、会議
議事録、取扱説明書、ニュース記事、ウェブサイトのコンテンツ、およびオーディオと同様の文脈で使用
されている目的の用語を含むその他のテキストを使用してください。これはドメイン関連データと見なさ
れます。

堅牢なカスタム言語モデルを作成するには、大量のテキストデータが必要になる場合があり、そのデー
タには音声で話されている用語が含まれている必要があります。モデルをトレーニングするために最大 2 
GBAmazon Transcribe のテキストデータを指定できます。これはトレーニングデータと呼ばれます。オプ
ションで、ドメイン内のトランスクリプトがない (または少ない) 場合は、最大 200 MBAmazon Transcribe 
のテキストデータを提供してモデルを調整できます。これはチューニングデータと呼ばれます。

トレーニングとチューニングのデータ
トレーニングデータの目的は、Amazon Transcribe新しい用語の認識方法を教え、それらの用語がどのよ
うな文脈で使われているかを学ぶことです。堅牢なモデルを作成するには、Amazon Transcribe大量の関
連テキストデータが必要になる場合があります。2 GB の制限まで、できるだけ多くのトレーニングデータ
を提供することを強くお勧めします。

データをチューニングする目的は、トレーニングデータから学んだ文脈上の関係を洗練し、最適化するこ
とです。チューニングデータは、カスタム言語モデルの作成にはユーザーです。

トレーニングデータ、および必要に応じてチューニングデータを選択します。それぞれのケースは異な
り、所有するデータの種類と量によって異なります。ドメイン内のトレーニングデータが不足している場
合は、データのチューニングが推奨されます。

両方のデータ型を含める場合は、トレーニングデータとチューニングデータを重複させないでください。
トレーニングデータとチューニングデータは一意でなければなりません。データが重複すると、カスタム
言語モデルに偏りや歪みが生じ、精度に影響する可能性があります。

一般的な指針として、可能な限り正確なドメイン内のテキストをトレーニングデータとして使用すること
をお勧めします。一般的なシナリオを、ユーザーです。

• ドメイン内の正確なトランスクリプトテキストが 10,000 語以上ある場合は、それをトレーニングデー
タとして使用してください。この場合、チューニングデータを含める必要はありません。これは、カス
タム言語モデルのトレーニングに最適なユーザーです。

• ドメイン内の正確なトランスクリプトテキストが10,000語未満で、期待した結果が得られない場合は、
テクニカルレポートなどのドメイン関連のテキストでトレーニングデータを補うことを検討してくださ
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い。この場合、ドメイン内のトランスクリプトデータのごく一部（10～ 25%）をチューニングデータと
して使用するように予約してください。

• ドメイン内のトランスクリプトテキストがない場合は、ドメイン関連のテキストをすべてトレーニング
データとしてアップロードします。この場合、書かれたテキストよりもトランスクリプトスタイルの
テキストが望ましいです。これは、カスタム言語モデルのトレーニングには最も効果の低いシナリオで
す。

モデルを作成する準備ができたらカスタム言語モデルの作成 (p. 163)、

カスタム言語モデルの作成
カスタム言語モデルを作成したい場合、次のことを行う必要があります。

• データを準備する。データはプレーンテキスト形式で保存する必要があり、特殊文字を含めることはで
きません。

• Amazon S3データをバケットにアップロードします。トレーニングデータとチューニングデータ用に
別々のフォルダーを作成することをお勧めします。

• Amazon S3バケットにアクセスできることを確認してくださいAmazon Transcribe。データを使用する
には、IAMアクセス権限を持つロールを指定する必要があります。

データを準備する
すべてのデータを 1 つのファイルにまとめることも、複数のファイルとして保存することもできます。
チューニングデータを含める場合は、トレーニングデータとは別のファイルに保存する必要があることに
注意してください。

トレーニングやチューニングデータに使用するテキストファイルの数は関係ありません。100,000 ワード
のファイルを 1 つアップロードすると、10,000 ワードのファイルを 10 個アップロードしたときと同じ結
果になります。都合の良い方法でテキストデータを準備してください。

すべてのデータファイルが次の基準を満たしていることを確認します。

• これらはすべて、作成したいモデルと同じ言語であるか。例えば、米国英語 (en-US) の音声を書き起こ
すカスタム言語モデルを作成したい場合、テキストデータはすべて米国英語である必要があります。

• UTF-8 エンコードのプレーンテキスト形式です。
• HTML タグなどの特殊文字や書式は含まれません。
• これらを合わせた最大サイズは、トレーニングデータ用で 2 GB、チューニングデータ用で 200 MB にな

ります。

これらの基準のいずれかが満たされない場合、モデルは失敗します。

データをアップロードする
データをアップロードする前に、トレーニングデータ用の新しいフォルダーを作成します。チューニング
データを使用する場合は、別のフォルダーを作成します。

バケットの URI は次のようになります。

• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-model-training-data/
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-model-tuning-data/

トレーニングとチューニングのデータを適切なバケットにアップロードします。
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後日、これらのバケットにさらにデータを追加できます。ただし、その場合は、新しいデータを使用して
モデルを再作成する必要があります。既存のモデルを新しいデータで更新することはできません。

データへのアクセスを許可する
カスタム言語モデルを作成するには、IAMAmazon S3バケットにアクセスするアクセス許可を持つロール
を指定する必要があります。Amazon S3トレーニングデータを保存したバケットにアクセスできるロー
ルをまだ持っていない場合は、ロールを作成してください。ロールを作成した後、ポリシーをアタッチし
て、ロールにアクセス許可を付与できます。ポリシーをユーザーにアタッチしないでください。

エンドポイントポリシーの例については、「Amazon Transcribe アイデンティティベースポリシーの
例 (p. 294)」を参照してください。

新しいIAM ID を作成する方法については、「IAMID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照して
ください。

ポリシーの詳細については、次の情報を参照してください。

• のポリシーと権限IAM
• IAMポリシーの作成
• AWS リソースのアクセス管理

カスタム言語モデルの作成
カスタム言語モデルを作成するときは、基本モデルを選択する必要があります。2 つのベースモデルのオ
プションがあります。

• NarrowBand: サンプルレートが 16,000 Hz 未満の音声にこのオプションを使用します。このモデルタ
イプは、通常 8,000 Hz で録音された電話での会話に使用されます。

• WideBand: サンプルレートが 16,000 Hz 以上の音声にこのオプションを使用します。

、AWS Management ConsoleAWS CLI、またはAWS SDK を使用してカスタム言語モデルを作成できま
す。次の例を参照してください。

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで [カスタム言語モデル] を選択します。カスタム言語モデルのページが開き、

既存のカスタム言語モデルを表示したり、新しいカスタム言語モデルをトレーニングしたりできま
す。

3. 新しいモデルをトレーニングするには、モデルのトレーニングを選択します。

これにより、鉄道モデルのページが表示されます。名前を追加し、言語を指定し、モデルに必要な
ベースモデルを選択します。次に、トレーニングへのパスを追加し、オプションでチューニングデー
タを追加します。IAMデータにアクセスする権限を持つロールを含める必要があります。
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4. すべてのフィールドを完了したら、モデルのトレーニングを選択します。

AWS CLI

create-language-modelこの例ではコマンドを使用しています。詳細については、
「CreateLanguageModel」および「LanguageModel」を参照してください。

aws transcribe create-language-model \  
--base-model-name NarrowBand \  
--model-name my-first-language-model \  
--input-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-clm-training-
data/,TuningDataS3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-clm-tuning-
data/,DataAccessRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole \
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--language-code en-US

create-language-modelコマンドと、カスタム言語モデルを作成するリクエストボディを使用した別の例を
示します。

aws transcribe create-language-model \
--cli-input-json file://filepath/my-first-language-model.json

ファイル my-first-language-model.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "BaseModelName": "NarrowBand", 
  "ModelName": "my-first-language-model", 
  "InputDataConfig": { 
         "S3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-clm-training-data/", 
         "TuningDataS3Uri"="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-clm-tuning-data/", 
         "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole" 
    }, 
  "LanguageCode": "en-US"   
}

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して create_language_model メソッドで CLM を作成し
ます。詳細については、「CreateLanguageModel」および「LanguageModel」を参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
model_name = 'my-first-language-model',
transcribe.create_language_model( 
    LanguageCode = 'en-US',  
    BaseModelName = 'NarrowBand', 
    ModelName = model_name, 
    InputDataConfig = { 
        'S3Uri':'s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-clm-training-data/', 
        'TuningDataS3Uri':'s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-clm-tuning-data/', 
        'DataAccessRoleArn':'arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole' 
    }
)

while True: 
    status = transcribe.get_language_model(ModelName = model_name) 
    if status['LanguageModel']['ModelStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

カスタム言語モデルの更新
Amazon Transcribeカスタム言語モデルに使用できるベースモデルを継続的に更新します。

カスタム言語モデルが最新の基本モデルを使用しているかどうかを確認するには、AWS CLIまたはAWS 
SDK DescribeLanguageModelを使用してリクエストを実行し、UpgradeAvailabilityレスポンス内
のフィールドを探します。
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もしそうならUpgradeAvailabilitytrue、モデルで最新バージョンのベースモデルが実行されていな
いことになります。カスタム言語モデルで最新のベースモデルを使用するには、カスタム言語モデルを新
規に作成する必要があります。カスタム言語モデルはアップグレードできません。

カスタム言語モデルの併用
カスタム言語モデルを作成したら、それを文字起こしリクエストに含めることができます。例について
は、次のセクションを参照してください。

リクエストに含めるモデルの言語は、メディアに指定する言語コードと一致する必要があります。言語が
一致しない場合、カスタム言語モデルは文字起こしに適用されず、警告やエラーも発生しません。

バッチ変換でカスタム言語モデルを使用する
バッチ変換でカスタム言語モデルを使用するには、次の例を参照してください。

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成を選択します (右上) を選択します。こ

れにより、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。
3. [ジョブ設定] パネルの [モデルタイプ] で、[カスタム言語モデル] ボックスを選択します。

また、ドロップダウンメニューから入力言語を選択する必要があります。
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4. カスタムモデルの選択で、ドロップダウンメニューから既存のカスタム言語モデルを選択するか、新
しいカスタム言語モデルを作成します。

Amazon S3入力ファイルの場所を入力データパネルに追加します。
5. 次へを選択すると追加の設定オプションが表示されます。

ジョブの作成を選択して、変換ジョブを実行します。

AWS CLI

この例では、start-transcription-jobModelSettingsVocabularyNameコマンドとパラメーターをサブパラ
メーターと共に使用しています。詳細については、StartTranscriptionJobおよびModelSettingsを
参照してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--model-settings LanguageModelName=my-first-language-model

別の例として、start-transcription-jobそのジョブでカスタム言語モデルを含むリクエストボディを使用しま
す。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
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--cli-input-json file://my-first-model-job.json

ファイル my-first-model-job.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "ModelSettings": { 
        "LanguageModelName": "my-first-language-model" 
   }
}

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、AWS SDK for Python (Boto3) transstart_transcription_job メソッドのModelSettings引
数で、カスタム言語モデルをインクルードします。詳細については、StartTranscriptionJobおよ
びModelSettingsを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    ModelSettings = { 
        'LanguageModelName': 'my-first-language-model'  
   }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

ストリーミング変換でカスタム言語モデルを使用する
ストリーミングトランスクリプションでカスタム言語モデルを使用するには、次の例を参照してくださ
い。

AWS Management Console

1. AWS Management Console にサインインします。
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2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。カスタマイズにスクロールし
て、最小化されている場合はこのフィールドを展開します。

3. カスタム言語モデルをオンに切り替え、ドロップダウンメニューからモデルを選択します。

ストリーミングに適用するその他の設定を追加します。
4. これで、ストリームを書き起こす準備ができました。[ストリーミングを開始] を選択し、話し始めま

す。ディクテーションを終了するには、「ストリーミングを停止」を選択します。

HTTP/2 ストリーミング

この例では、カスタム言語モデルを含む HTTP/2 リクエストを作成します。でHTTP/2 ストリーミン
グを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 ストリームの設
定 (p. 88)。に固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いStartStreamTranscription。

POST /stream-transcription HTTP/2
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host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000      
x-amzn-transcribe-language-model-name: my-first-language-model
transfer-encoding: chunked

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket ストリーム

この例では、 WebSocket カスタム言語モデルをストリームに適用する署名付き URL を作成します。読
みやすくするために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用の詳細については
Amazon Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細につ
いては、「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000    
&language-model-name=my-first-language-model

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。
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カスタムボキャブラリーフィルター
を使用して単語を削除、マスク、ま
たはフラグを付ける

カスタムボキャブラリーフィルターは、文字起こし出力で変更したい個々の単語のカスタムリストを含む
テキストファイルです。

一般的な使用例としては、攻撃的または冒涜的な用語を削除することがありますが、カスタムボキャブラ
リーフィルターは完全にカスタム化されているため、好きな単語を選択できます。たとえば、発売予定の
新製品がある場合、会議の議事録に製品名を隠すことができます。この場合、 up-to-date 製品名は発売ま
で秘密にしておきながら、関係者を保護することになります。

語彙フィルタリングにはmask、、remove、の 3 つの表示方法がありますtag。次の例を参照して、それ
ぞれの仕組みを確認してください。

• マスク:指定された単語を 3 つのアスタリスク (***) に置き換えます

"transcript": "You can specify a list of *** or *** words, and *** *** removes them from 
 transcripts automatically."

• 削除:指定した単語を削除し、その場所には何も残しません。

"transcript": "You can specify a list of or words, and removes them from transcripts 
 automatically."

• タグ:指定された各単語にタグ ("vocabularyFilterMatch": true) を追加しますが、単語自体は変
更しません。タグ付けにより、トランスクリプトの置換や編集を迅速に行うことができます。

"transcript": "You can specify a list of profane or offensive words, and amazon 
 transcribe removes them from transcripts automatically."
...
    "alternatives": [ 
        { 
            "confidence": "1.0", 
            "content": "profane" 
        } 
    ], 
    "type": "pronunciation", 
    "vocabularyFilterMatch": true

文字起こしリクエストを送信するときに、カスタムボキャブラリーフィルターと適用するフィルター方法
を指定できます。 Amazon Transcribe次に、指定したフィルター方法に従って、文字起こしに完全に一致
する単語がトランスクリプトに表示されたときに修正されます。

カスタムボキャブラリーフィルターは、バッチおよびストリーミングの文字起こしリクエストに適用でき
ます。カスタム語彙フィルタを作成する方法については、「」を参照してください語彙フィルターを作成
する (p. 173)。カスタムボキャブラリフィルタを適用する方法については、を参照してくださいカスタム
使い彙彙彙彙彙彙彙彙彙 (p. 176)。

Note

Amazon Transcribe人種差別に敏感な用語は自動的にマスクされますが、AWSテクニカルSupport
に連絡してこのデフォルトフィルターをオプトアウトできます。
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ボキャブラリーフィルターのビデオチュートリアルについては、「ボキャブラリーフィルターの使用」を
参照してください。

ボキャブラリーフィルタリングに固有の API 操作

CreateVocabularyFilter, DeleteVocabularyFilter, GetVocabularyFilter,
ListVocabularyFilters, UpdateVocabularyFilter

語彙フィルターを作成する
カスタムボキャブラリーフィルターを作成するには、次の 2 つのオプションがあります。

1. 行で区切られた単語のリストを UTF-8 エンコーディングのプレーンテキストファイルとして保存しま
す。
• この方法はAWS Management Console、AWS CLI、またはAWS SDK で使用できます。
• を使用する場合AWS Management Console、カスタムボキャブラリファイルのローカルパスまたは

Amazon S3 URI を指定できます。
• AWS CLIまたはAWS SDK を使用する場合は、Amazon S3カスタムボキャブラリファイルをバケット

にアップロードし、リクエストにAmazon S3 URI を含める必要があります。
2. API リクエストに、カンマ区切りの単語のリストを直接追加します。

• この方法は、AWS CLIまたはAWS SDK Wordsでパラメータを使用して使用できます。

各方法の例については、を参照してください。カスタム語彙フィルターを作成する (p. 173)

カスタムボキャブラリーフィルターを作成する際の注意点:

• 単語は、大文字と小文字が区別されません。たとえば、「呪い」と「呪い」は同じように扱われます。
• 完全に一致する単語のみがフィルタリングされます。例えば、フィルターに「swear」が含まれていて

も、メディアに「swears」が含まれていても「swears」が含まれていても、フィルタリングされませ
ん。「swear」のインスタンスのみがフィルタリングされます。そのため、フィルターしたい単語のバ
リエーションをすべて含める必要があります。

• フィルターは、他の単語に含まれる単語には適用されません。例えば、カスタム語彙フィルターに
「marine」が含まれていても「submarine」が含まれていない場合、トランスクリプトの「submarine」
をフィルタリングしません。

• 各エントリに含めることができる単語は 1 つだけです (スペースは不可)。
• カスタムボキャブラリフィルターをテキストファイルとして保存する場合は、UTF-8 エンコーディング

のプレーンテキスト形式にする必要があります。
• 1AWS アカウント つあたり最大 100 個のカスタムボキャブラリフィルターを使用でき、それぞれのサイ

ズは 50 KB までです。
• 使用している言語でサポートされている文字のみを使用できます。詳細については、使用する言語の文

字セットを参照してください (p. 9)。

カスタム語彙フィルターを作成する
で使用するカスタムボキャブラリフィルターを処理するにはAmazon Transcribe、以下の例を参照してく
ださい。

AWS Management Console

続行する前に、カスタムボキャブラリーフィルターをテキスト (*.txt) ファイルとして保存してくださ
い。Amazon S3オプションでファイルをバケットにアップロードできます。

173

https://youtu.be/TcpSqbr0FnI
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_CreateVocabularyFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_DeleteVocabularyFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_GetVocabularyFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_ListVocabularyFilters.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_UpdateVocabularyFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_CreateVocabularyFilter.html#transcribe-CreateVocabularyFilter-request-Words


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
カスタム語彙フィルターを作成する

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[語彙フィルタリング] を選択します。これにより、「語彙フィルター」

ページが開き、既存のカスタム語彙フィルターを表示したり、新しい語彙フィルターを作成したりで
きます。

3. [語彙フィルターを作成] を選択します。

これにより、「語彙フィルタの作成」ページが表示されます。新しいカスタム語彙フィルターの名前
を入力します。

[語彙入力ソース] で [ファイルのアップロード] または [S3 の場所] オプションを選択します。次に、カ
スタム語彙ファイルの場所を指定します。

4. オプションで、カスタムボキャブラリーフィルターにタグを追加します。すべてのフィールドを完了
したら、ページ下部の「語彙フィルターを作成する」を選択します。ファイルの処理中にエラーがな
ければ、「語彙フィルター」ページに戻ります。

カスタム語彙フィルターを使用する準備ができました。
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AWS CLI

この例では、create-vocabulary-filterコマンドを使用して単語リストを使用可能なカスタムボキャブラリ
フィルターに処理します。詳細については、「CreateVocabularyFilter」を参照してください。

オプション 1:words パラメータを使用して、リクエストに単語のリストを含めることができます。

aws transcribe create-vocabulary-filter \  
--vocabulary-filter-name my-first-vocabulary-filter \  
--language-code en-US \  
--words profane,offensive,Amazon,Transcribe

オプション 2:Amazon S3 単語のリストをテキストファイルとして保存してバケットにアップロード
し、vocabulary-filter-file-uriパラメータを使用してリクエストにファイルの URI を含めること
ができます。

aws transcribe create-vocabulary-filter \  
--vocabulary-filter-name my-first-vocabulary-filter \  
--language-code en-US \  
--vocabulary-filter-file-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabulary-filters/my-vocabulary-
filter.txt

次に、create-vocabulary-filterコマンドと、カスタム語彙フィルターを作成するリクエストボディを使用し
た別の例を示します。

aws transcribe create-vocabulary-filter \
--cli-input-json file://filepath/my-first-vocab-filter.json

ファイル my-first-vocab-filter.json に次のリクエストボディが入ります。

オプション 1:Words パラメータを使用して、リクエストに単語のリストを含めることができます。

{ 
  "VocabularyFilterName": "my-first-vocabulary-filter", 
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Words": [ 
        "profane","offensive","Amazon","Transcribe" 
  ]
}

オプション 2:Amazon S3 単語のリストをテキストファイルとして保存してバケットにアップロード
し、VocabularyFilterFileUriパラメータを使用してリクエストにファイルの URI を含めることがで
きます。

{ 
  "VocabularyFilterName": "my-first-vocabulary-filter", 
  "LanguageCode": "en-US", 
  "VocabularyFilterFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabulary-filters/my-vocabulary-
filter.txt"
}

Note

VocabularyFilterFileUriリクエストに含めると、使用できませんWords。どちらか一方を
選択する必要があります。
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AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して create_vocabulary ary_filter メソッドを使用してカ
スタムボキャブラリフィルターを作成しています。詳細については、「CreateVocabularyFilter」を
参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

オプション 1:Words パラメータを使用して、リクエストに単語のリストを含めることができます。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary-filter"
response = transcribe.create_vocabulary_filter( 
    LanguageCode = 'en-US', 
    VocabularyFilterName = vocab_name, 
    Words = [         
        'profane','offensive','Amazon','Transcribe' 
    ]
)

オプション 2:Amazon S3 単語のリストをテキストファイルとして保存してバケットにアップロード
し、VocabularyFilterFileUriパラメータを使用してリクエストにファイルの URI を含めることがで
きます。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary-filter"
response = transcribe.create_vocabulary_filter( 
    LanguageCode = 'en-US', 
    VocabularyFilterName = vocab_name, 
    VocabularyFilterFileUri = 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabulary-filters/my-vocabulary-
filter.txt'
)

Note

VocabularyFilterFileUriリクエストに含めると、使用できませんWords。どちらか一方を
選択する必要があります。
Note

Amazon S3カスタムボキャブラリーフィルターファイル用に新しいバケットを作成する場合
は、IAMCreateVocabularyFilterリクエストを行うロールにこのバケットにアクセスする権
限があることを確認してください。ロールに正しいアクセス許可が含まれていない場合、リクエ
ストは失敗します。DataAccessRoleArnパラメータを含めることで、IAMリクエスト内のロー
ルを任意で指定できます。IAMのロールとポリシーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照
してくださいAmazon Transcribe アイデンティティベースポリシーの例 (p. 294)。

カスタム使い彙彙彙彙彙彙彙彙彙
カスタムボキャブラリーフィルターを作成したら、それを文字起こしリクエストに含めることができま
す。例については、次のセクションを参照してください。
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リクエストに含めるカスタムボキャブラリーフィルターの言語は、メディアに指定する言語コードと一致
する必要があります。言語識別を使用して複数の言語オプションを指定する場合、指定した言語ごとに 1 
つのカスタム語彙フィルターを含めることができます。カスタムボキャブラリーフィルターの言語がオー
ディオで指定された言語と一致しない場合、フィルターはトランスクリプションに適用されず、警告やエ
ラーもありません。

バッチトランスクリプションでのカスタムボキャブラ
リーフィルターの使用
バッチトランスクリプションでカスタムボキャブラリーフィルターを使用するには、次の例を参照してく
ださい。

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、次にジョブの作成を選択します。ジョブの作成（右上）を選択します。こ

れにより、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。

ジョブに名前を付け、入力メディアを指定します。オプションで他のフィールドを追加して、[次へ] 
を選択します。

3. [ジョブの設定] ページのコンテンツ削除パネルで、[語彙フィルター] をオンに切り替えます。
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4. ドロップダウンメニューからカスタムボキャブラリーフィルターを選択し、フィルター方法を指定し
ます。
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5. ジョブの作成を選択し、書き起こします。

AWS CLI

この例では、start-transcription-jobSettingsVocabularyFilterNameVocabularyFilterMethodコ
マンドとパラメーターをおよびサブパラメーターと共に使用しています。詳細について
は、StartTranscriptionJobおよびSettingsを参照してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--settings VocabularyFilterName=my-first-vocabulary-filter,VocabularyFilterMethod=mask

別の例彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙
start-transcription-job

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-vocabulary-filter-job.json

ファイル my-first-vocabulary-filter-job.json には次のリクエストボディが含まれます。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Settings": { 
        "VocabularyFilterName": "my-first-vocabulary-filter", 
        "VocabularyFilterMethod": "mask" 
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   }
}

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、AWS SDK for Python (Boto3) transstart_transcription_job メソッドのSettings引数で、使用
します。詳細については、StartTranscriptionJobおよびSettingsを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Settings = { 
        'VocabularyFilterName': 'my-first-vocabulary-filter', 
        'VocabularyFilterMethod': 'mask'  
   }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

ストリーミングトランスクリプションでのカスタムボ
キャブラリーフィルターの使用
ストリーミング文字起こしでカスタムボキャブラリーフィルターを使用するには、次の例を参照してくだ
さい。

AWS Management Console

1. AWS Management Console にサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。コンテンツ削除設定にスクロー

ルして、最小化されている場合はこのフィールドを展開します。
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3. 語彙フィルタリングをオンに切り替えます。ドロップダウンメニューからカスタムボキャブラリフィ
ルターを選択し、フィルター方法を指定します。

ストリームに適用するその他の設定を含めます。
4. これで、ストリームを書き起こす準備ができました。[ストリーミングを開始] を選択し、話し始めま

す。ディクテーションを終了するには、「ストリーミングを停止」を選択します。

HTTP/2 ストリーミング

この例では、カスタム語彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙彙 
HTTP/2 ストリーミングを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 
ストリームの設定 (p. 88)。固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照し
てくださいStartStreamTranscription。
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POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000      
x-amzn-transcribe-vocabulary-filter-name: my-first-vocabulary-filter
x-amzn-transcribe-vocabulary-filter-method: mask
transfer-encoding: chunked

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket ストリーム

この例では、 WebSocket カスタムボキャブラリフィルターをストリームに適用する署名付き URL を作成
します。読みやすくするために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用の詳細に
ついてはAmazon Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの
詳細については、「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000    
&vocabulary-filter-name=my-first-vocabulary-filter
&vocabulary-filter-method=mask

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。
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個人を特定できる情報の編集または
特定

リダクションは、トランスクリプトから個人を特定できる情報 (PII) という形で、機密性の高いコンテンツ
をマスキングまたは消去するために使用されます。Amazon Transcribeリダクションできる PII の種類は、
バッチ文字起こしとストリーミング文字起こしによって異なります。各トランスクリプション方法の PII 
リストを確認するには、「」バッチジョブで PII を編集する (p. 183) と「」を参照してくださいリアル
タイムストリーミングの PII の編集または識別 (p. 188)。ストリーミングトランスクリプションを使用す
れば、PII を編集せずにフラグを立てるオプションもあります。PII 識別の出力例 (p. 195)出力例について
は、を参照してください:。

リダクションが有効になっている場合、編集済みのトランスクリプトのみを生成するか、または編集済み
のトランスクリプトと未編集のトランスクリプトの両方を生成するオプションがあります。編集したトラ
ンスクリプトのみを生成することを選択した場合は、会話全体の保存先がメディアだけであることに注意
してください。元のメディアを削除した場合は、未編集の PII の記録は残りません。このため、編集され
たトランスクリプトに加えて、未編集のトランスクリプトを生成することが賢明な場合があります。

バッチトランスクリプションによる PII リダクションの詳細については、以下を参照してください:バッチ
ジョブで PII を編集する (p. 183)。

ストリーミングトランスクリプションによる PII リダクションまたは識別の詳細については、以下を参照
してください:リアルタイムストリーミングの PII の編集または識別 (p. 188)。

Important

秘匿化機能は、機密データを識別して削除するように設計されています。ただし、Amazon 
Transcribe機械学習が持つ予測的な性質の関係上、トランスクリプト内の機密データの存在を、
すべて特定して削除することはできません。出力が要求通りに秘匿化されていることを、自分自
身で再確認することを強くお勧めします。
秘匿化機能は、1996 年に米国で制定された、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 
(HIPAA) 等の医療プライバシー法に基づく匿名性の要件を満たすものではありません。

Amazon Transcribeの編集機能のビデオチュートリアルについては、「コンテンツ編集による個人識別情
報の特定と編集」 を参照してください。

バッチジョブで PII を編集する
バッチ変換ジョブ中にトランスクリプトから個人を特定できる情報 (PII) を編集する場合、[PII]お客様の
トランスクリプトに、特定された PII の各インスタンスを、Amazon Transcribeに置き換えます。また、 
word-for-word 文字起こし出力の一部で編集された PII の種類を確認することもできます。出力サンプルに
ついては、「編集後の出力例 (バッチ) (p. 192)」を参照してください。

バッチ文字起こしによるリダクションは、米国英語 (en-US) で利用できます。リダクションは言語識別と
互換性がありません (p. 128)。

編集済みのトランスクリプトと未編集のトランスクリプトの両方が、Amazon S3同じ出力バケットに保存
されます。 Amazon TranscribeAmazon S3指定したバケットかサービスが管理するデフォルトバケットに
保存します。
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Amazon Transcribeバッチ文字起こしで認識できるPIIの種類

PII タイプ 説明

ADDRESS 実際の住所 (米国エニータウンのメインストリート 
100 番地、 123 号館のスイート #12 など)。住所
には、通り、建物、場所、市、州、国、郡、郵便
番号、地区、近隣地域などを含めることができま
す。

ALL この表に記載されているすべての PII の種類を編集
または特定します。

BANK_ACCOUNT_NUMBER 米国の銀行口座番号。通常 10 ～ 12 桁ですが、銀
行口座番号が最後の 4Amazon Transcribe 桁しかな
い場合でも認識されます。

BANK_ROUTING 米国の銀行口座ルーティング番号。これらは通常 9 
桁ですが、最後の 4Amazon Transcribe 桁しかない
ルーティング番号も認識します。

CREDIT_DEBIT_CVV VISA、Discoverのクレジットカードやデビット
カードに記載されている3桁のカード認証コード 
(CVV)。 MasterCardAmerican Expressのクレジッ
トカードまたはデビットカードでは、4桁の数字
コードです。

CREDIT_DEBIT_EXPIRY クレジットカードまたはデビットカードの有効期
限。この数値は通常 4 桁で、月/年または MM/YY 
としてフォーマットされます。たとえば、有効期
限が 21 日、2021 年 1 月 1 日、2021 年 1Amazon 
Transcribe 月などの有効期限を認識できます。

CREDIT_DEBIT_NUMBER クレジットカードまたはデビットカードの番号。
これらの番号は 13 桁から 16 桁までさまざまです
が、クレジットカードやデビットカードの番号が
最後の 4Amazon Transcribe 桁しかない場合でも認
識されます。

EMAIL efua.owusu@email.com などの電子メールアドレ
ス。

NAME 個人の名前。このエンティティタイプには役職は
含まれません。たとえば、Mr.、Mrs.、Miss、Dr. 
は、Amazon Transcribe組織または住所の一部で
ある名前にはこのエンティティタイプを適用しま
せん。たとえば、はジョン・ドウ・オーガニゼー
ションを組織として、Amazon Transcribeジェーン
ドゥ・ストリートを住所として認識します。

PHONE 電話番号 このエンティティタイプには、ファック
ス番号とポケットベル番号も含まれます。

PIN 誰かが自分の銀行口座情報にアクセスできるよう
にする 4 桁の個人識別番号 (PIN)。

SSN 社会保障番号（SSN）は、米国市民、永住者、
および一時就労者に発行される9桁の番号です。 
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PII タイプ 説明
Amazon Transcribeまた、社会保障番号が最後の 4 
桁しかない場合にも認識されます。

、、またはAWS SDK を使用してAWS Management ConsoleAWS CLI、バッチ文字起こしジョブを開始す
ることができます。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブを選択後、ジョブの作成 (右上) を選択します。これによ

り、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。
3. [ジョブの詳細の指定] ページで必要なフィールドを入力したら、[次へ] を選択して [ジョブの設定-オプ

ション] ページに移動します。ここには、PII編集切り替え機能付きのコンテンツ削除パネルがありま
す。

4. PIIの編集を選択すると、編集したいすべてのPIIタイプを選択できるようになります。[未編集のトラ
ンスクリプトをジョブ出力ボックスに含める] を選択すると、未編集のトランスクリプトを含めること
もできます。
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5. ジョブの作成を選択後、変換ジョブを実行します。

AWS CLI
この例では、start-transcription-jobcontent-redactionコマンドとパラメータを使用しています。詳細に
ついては、「StartTranscriptionJob」および「ContentRedaction」を参照してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--content-redaction  
 RedactionType=PII,RedactionOutput=redacted,PiiEntityTypes=NAME,ADDRESS,BANK_ACCOUNT_NUMBER 

以下はstart-transcription-jobメソッドを使用した別の例で、リクエスト本文はそのジョブの PII を編集しま
す。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-first-redaction-job.json

ファイル my-first-redaction-job.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
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  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
      "MediaFileUri":  "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "ContentRedaction": { 
      "RedactionOutput":"redacted", 
      "RedactionType":"PII", 
      "PiiEntityTypes": [ 
           "NAME", 
           "ADDRESS", 
           "BANK_ACCOUNT_NUMBER"  
      ] 
  }
}

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、transstart_transcription_job メソッドの AWS SDK for Python (Boto3) 引
数で、ContentRedaction を使用してコンテンツを編集します。詳細については、
「StartTranscriptionJob」および「ContentRedaction」を参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    ContentRedaction = {  
        'RedactionOutput':'redacted', 
        'RedactionType':'PII',  
        'PiiEntityTypes': [ 
            'NAME','ADDRESS','BANK_ACCOUNT_NUMBER' 
        ] 
    }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

Note

バッチジョブの PII 編集がサポートされるのは、アジアパシフィック (香港)、アジアパシフィッ
ク (ムンバイ)、アジアパシフィック (ソウル)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシ
フィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、 GovCloud (米国西部)、カナダ (中部)、欧州 
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(フランクフルト)、欧州 (アイルランド)、欧州 (ロンドン)、欧州 (パリ)、中東 (バーレーン)、南米 
(サンパウロ) o)、米国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン)、米国西
部 (北カリフォルニア)。AWS リージョン

リアルタイムストリーミングの PII の編集または識
別

ストリーミングトランスクリプションから個人を特定できる情報 (PII) を編集する場合、[PII]お客様のト
ランスクリプトに、特定された PII の各インスタンスをAmazon Transcribeに置き換えます。

文字起こしに利用できる追加オプションとして、PII 識別があります。PII 識別を有効にすると、文字起こ
し結果の PII をAmazon TranscribeEntitiesオブジェクトの下にラベル付けします。出力サンプルについ
ては、「編集済みストリーミング出力の例 (p. 194)」と「PII 識別の出力例 (p. 195)」を参照してくださ
い。

ストリーミング文字起こしによる個人情報の編集と識別は、オーストラリア (en-AU)、英国 ()、米国 (en-
GBen-US) の英語方言で可能です。

ストリーミングジョブの PII 識別とリダクションは、オーディオセグメントの完全な文字起こし時にのみ
実行されます。

Amazon Transcribeストリーミング文字変換で認識できるPIIの種類

PII タイプ 説明

ADDRESS 実際の住所 (米国エニータウンのメインストリー
ト 100 番地、 123 号館のスイート #12 など) 住所
には、通り、建物、場所、市、州、国、郡、郵便
番号、地区、近隣地域などを含めることができま
す。

ALL この表に記載されているすべての PII の種類を編集
または特定します。

BANK_ACCOUNT_NUMBER 米国の銀行口座番号。通常 10 ～ 12 桁ですが、銀
行口座番号が最後の 4Amazon Transcribe 桁しかな
い場合でも認識されます。

BANK_ROUTING 米国の銀行口座ルーティング番号。これらは通常 9 
桁ですが、最後の 4Amazon Transcribe 桁しかない
ルーティング番号も認識します。

CREDIT_DEBIT_CVV VISA、Discoverのクレジットカードおよびデビッ
トカードに記載されている3桁のカード認証コード
（CVV）。 MasterCardAmerican Expressのクレ
ジットカードまたはデビットカードでは、4桁の数
字コードです。

CREDIT_DEBIT_EXPIRY クレジットカードまたはデビットカードの有効期
限。この数値は通常 4 桁で、月/年または MM/YY 
としてフォーマットされます。たとえば、有効期
限が 21 日、2021 年 1 月 1 日、2021 年 1Amazon 
Transcribe 月などの有効期限を認識できます。

CREDIT_DEBIT_NUMBER クレジットカードまたはデビットカードの番号。
これらの番号は 13 桁から 16 桁までさまざまです
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PII タイプ 説明
が、クレジットカード番号やデビットカード番号
が最後の 4Amazon Transcribe 桁しかない場合でも
認識されます。

EMAIL メールアドレス (efua.owusu@email.com など)。

NAME 個人の名前。このエンティティタイプには役職は
含まれません。たとえば、Mr.、Mrs.、Miss、Dr. 
は、Amazon Transcribe組織または住所の一部で
ある名前にはこのエンティティタイプを適用しま
せん。たとえば、はジョン・ドウ・オーガニゼー
ションを組織として、Amazon Transcribeジェーン
ドゥ・ストリートを住所として認識します。

PHONE 電話番号 このエンティティタイプには、ファック
ス番号とポケットベル番号も含まれます。

PIN 誰かが自分の銀行口座情報にアクセスできるよう
にする 4 桁の個人識別番号 (PIN)。

SSN 社会保障番号（SSN）は、米国市民、永住者、
および一時就労者に発行される9桁の番号です。 
Amazon Transcribeまた、社会保障番号が最後の 4 
桁しかない場合にも認識されます。

、、HTTP/2AWS Management Console でストリーミングの文字起こしを開始できます。 WebSocket

AWS Management Console
1. AWS Management Console にサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。コンテンツ削除設定にスクロー

ルして、最小化されている場合はこのフィールドを展開します。
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3. PII の識別と編集をオンに切り替えます。

4. 「識別のみ」または「識別と編集」を選択し、トランスクリプトで識別または編集したいPIIエンティ
ティタイプを選択します。
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5. これで、ストリームを書き起こす準備ができました。[ストリーミングを開始] を選択し、話し始めま
す。ディクテーションを終了するには、「ストリーミングを停止」を選択します。

WebSocket ストリーム
この例では、 WebSocket ストリーム内で PII 編集 (または PII 識別) を使用する署名付き URL を作成しま
す。読みやすくするために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用の詳細につい
てはAmazon Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細
については、「StartStreamTranscription」を参照してください。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/stream-transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000    
&pii-entity-types=NAME,ADDRESS
&content-redaction-type=PII (or &content-identification-type=PII)

content-identification-typecontent-redaction-type同じリクエストでとの両方を使用するこ
とはできません。

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。
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HTTP/2 ストリーミング
この例では、PII 識別または PII 編集を有効にした状態で HTTP/2 リクエストを作成します。で HTTP/2 ス
トリーミングを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 ストリーム
の設定 (p. 88)。に固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いStartStreamTranscription。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000      
x-amzn-transcribe-content-identification-type: PII (or x-amzn-transcribe-content-redaction-
type: PII)
x-amzn-transcribe-pii-entity-types: NAME,ADDRESS
transfer-encoding: chunked

content-identification-typecontent-redaction-type同じリクエストでとの両方を使用するこ
とはできません。

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

Note

ストリーミングのAWS リージョン PII 編集は、アジアパシフィック (ソウル)、アジアパシフィッ
ク (東京)、カナダ (中部)、欧州 (フランクフルト)、欧州 (アイルランド)、欧州 (ロンドン)、米国
東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン) でのみサポートされていま
す。

PII リダクションと識別の出力例
次の例は、バッチジョブおよびストリーミングジョブからの編集された出力、およびストリーミングジョ
ブからの PII 識別を示しています。

コンテンツのマスキングを使用する文字起こしジョブでは、2 種類の confidence 値を生成します。自
動音声認識 (ASR) 信頼度は、type が pronunciation または punctuation である項目が特定の発話
であることを示します。次の文字起こしの出力では、単語 Good の confidence が 1.0 です。この信頼
度の値は、この文字起こしで発話された単語が「Good」であることを 100% 確信していることを示しま
す。Amazon Transcribe[PII] タグの confidence 値は、マスキングのフラグを付けた発話が真に PII 
であるという信頼度を示します。次の文字起こしの出力では、confidenceconfidence の 0.99%Amazon 
Transcribe は、文字起こしのマスキングしたエンティティが PII であることを 99.99%0.9999 確信してい
ることを示します。

編集後の出力例 (バッチ)
{ 
    "jobName": "my-first-transcription-job", 
    "accountId": "111122223333", 
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    "isRedacted": true, 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "Good morning, everybody. My name is [PII], and today I feel 
 like 
                sharing a whole lot of personal information with you. Let's start with my 
 Social  
                Security number [PII]. My credit card number is [PII] and my C V V code is 
 [PII]. 
                I hope that Amazon Transcribe is doing a good job at redacting that 
 personal  
                information away. Let's check." 
            } 
        ], 
        "items": [ 
            { 
                "start_time": "2.86", 
                "end_time": "3.35", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Good" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
             Items removed for brevity
            { 
                "start_time": "5.56", 
                "end_time": "6.25", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "content": "[PII]", 
                        "redactions": [ 
                            { 
                                "confidence": "0.9999", 
                                "type": "NAME", 
                                "category": "PII" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
             Items removed for brevity
        ], 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
}

比較のための未編集のトランスクリプトは次のとおりです。

{ 
    "jobName": "job id", 
    "accountId": "111122223333", 
    "isRedacted": false, 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "Good morning, everybody. My name is Mike, and today I feel 
 like 
                sharing a whole lot of personal information with you. Let's start with my 
 Social  
                Security number 000000000. My credit card number is 5555555555555555  
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                and my C V V code is 000. I hope that Amazon Transcribe is doing a good 
 job  
                at redacting that personal information away. Let's check." 
            } 
        ], 
        "items": [ 
            { 
                "start_time": "2.86", 
                "end_time": "3.35", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "Good" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
             Items removed for brevity
            { 
                "start_time": "5.56", 
                "end_time": "6.25", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9999", 
                        "content": "Mike", 
                     {                         
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
             Items removed for brevity
        ], 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
}

編集済みストリーミング出力の例
{ 
    "TranscriptResultStream": { 
        "TranscriptEvent": { 
            "Transcript": { 
                "Results": [ 
                    { 
                        "Alternatives": [ 
                            { 
                                "Transcript": "my name is [NAME]", 
                                "Items": [ 
                                    { 
                                        "Content": "my", 
                                        "EndTime": 0.3799375, 
                                        "StartTime": 0.0299375, 
                                        "Type": "pronunciation" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Content": "name", 
                                        "EndTime": 0.5899375, 
                                        "StartTime": 0.3899375, 
                                        "Type": "pronunciation" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Content": "is", 
                                        "EndTime": 0.7899375, 
                                        "StartTime": 0.5999375, 
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                                        "Type": "pronunciation" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Content": "[NAME]", 
                                        "EndTime": 1.0199375, 
                                        "StartTime": 0.7999375, 
                                        "Type": "pronunciation" 
                                    } 
                                ], 
                                "Entities": [ 
                                    { 
                                        "Content": "[NAME]", 
                                        "Category": "PII", 
                                        "Type": "NAME", 
                                        "StartTime" : 0.7999375, 
                                        "EndTime" : 1.0199375, 
                                        "Confidence": 0.9989 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "EndTime": 1.02, 
                        "IsPartial": false, 
                        "ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12", 
                        "StartTime": 0.0199375 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

PII 識別の出力例
PII 識別は、ストリーミングトランスクリプションジョブで使用できる追加機能です。特定されたPII
は、Entities各セグメントのセクションに記載されています。

{ 
    "TranscriptResultStream": { 
        "TranscriptEvent": { 
            "Transcript": { 
                "Results": [ 
                    { 
                        "Alternatives": [ 
                            { 
                                "Transcript": "my name is mike", 
                                "Items": [ 
                                    { 
                                        "Content": "my", 
                                        "EndTime": 0.3799375, 
                                        "StartTime": 0.0299375, 
                                        "Type": "pronunciation" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Content": "name", 
                                        "EndTime": 0.5899375, 
                                        "StartTime": 0.3899375, 
                                        "Type": "pronunciation" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Content": "is", 
                                        "EndTime": 0.7899375, 
                                        "StartTime": 0.5999375, 
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                                        "Type": "pronunciation" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Content": "mike", 
                                        "EndTime": 0.9199375, 
                                        "StartTime": 0.7999375, 
                                        "Type": "pronunciation"                             
         
                                    } 
                                ], 
                                "Entities": [ 
                                    { 
                                        "Content": "mike", 
                                        "Category": "PII", 
                                        "Type": "NAME", 
                                        "StartTime" : 0.7999375, 
                                        "EndTime" : 1.0199375, 
                                        "Confidence": 0.9989 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "EndTime": 1.02, 
                        "IsPartial": false, 
                        "ResultId": "12345a67-8bc9-0de1-2f34-a5b678c90d12", 
                        "StartTime": 0.0199375 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}
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ビデオ字幕の作成
Amazon TranscribeWebVTT (*.vtt) および SubRip (*.srt) 出力でビデオ字幕として使用。バッチビデオ文字
起こしジョブを設定するときに、1 つまたは両方のファイルタイプを選択できます。字幕機能を使用する
と、選択した文字起こしファイルと通常の文字起こしファイル (追加情報を含む) が生成されます。字幕と
文字起こしファイルは、同じ出力先に出力されます。

字幕は、テキストが話されると同時に表示され、自然な一時停止があるか、スピーカーが話しかけるまで
表示され続けます。

Important

Amazon Transcribe0は字幕出力のデフォルトの開始インデックスですが、これは広く使われてい
るの値とは異なります1。の開始インデックスが必要な場合は1、APIAWS Management Console
OutputStartIndexリクエストのまたはでパラメータを使用してこれを指定できます。

間違った開始インデックスを使用すると、他のサービスとの互換性エラーが発生する可能性があるため、
字幕を作成する前に、必要な開始インデックスを必ず確認してください。どの値を使うべきかわからない
場合は、1選択することをおすすめします。Subtitles詳細については、を参照してください。

字幕でサポートされる機能 :

• コンテンツの墨消し — 編集されたコンテンツは、字幕と通常の文字起こし出力ファイルでPII '' として
反映されます。音声は変更されません。

• ボキャブラリーフィルター：字幕ファイルは文字起こしファイルから生成されるため、標準の文字起こ
し出力でフィルタリングした単語も字幕でフィルタリングされます。フィルタされたコンテンツは文字
起こしと字幕ファイルに空白 または *** として表示されます。音声は変更されません。

• スピーカー文字起こし—特定の字幕セグメントに複数のスピーカーがある場合、ダッシュを使用して各
スピーカーを区別します。これは WebVTT SubRip と形式の両方に適用されます。
• — 人によって話されるテキスト 1
• — 人によって話されるテキスト 2

字幕ファイルは、Amazon S3文字起こし出力と同じ場所に保存されます。

字幕作成のビデオチュートリアルについては、「Amazon Transcribe Video Snacks: コードを書かずに動画
字幕を作成する」を参照してください。

字幕ファイルの生成
、AWS Management Console、AWS CLIまたは AWSSDK を使用して字幕ファイルを作成できます。次の
例を参照してください。

AWS Management Console
1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、変換ジョブジョブ これにより、ジョブの詳細を指定 ページが開きます。字

幕オプションは、出力データ パネルにあります。
3. 字幕ファイルに必要な形式を選択し、開始インデックスの値を選択します。Amazon Transcribe1デ

フォルトはですが0、より広く使用されていることに注意してください。どの値を使うべきかわからな
い場合は、他のサービスとの互換性が向上する可能性があるため1、選択することをおすすめします。
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4. [ジョブの詳細の指定] ページに含めたい他のフィールドを入力し、[次へ] を選択します。これによ
り、ジョブの設定 : オプション ページ へ移動します。

5. ジョブの作成変換ジョブ

AWS CLI
この例では、start-transcription-jobSubtitlesコマンドとパラメータを使用しています。詳細について
は、「StartTranscriptionJob」および「Subtitles」を参照してください。

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--transcription-job-name my-first-transcription-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--output-key my-output-files/ \
--language-code en-US \
--subtitles Formats=vtt,srt,OutputStartIndex=1

別の例として、変換ジョブ start-transcription-job

aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://my-first-subtitle-job.json

my-first-subtitle-job.json ファイルには、次のリクエスト本文が入ります。

{ 
  "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
  "Media": { 
        "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
  }, 
  "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
  "OutputKey": "my-output-files/",  
  "LanguageCode": "en-US", 
  "Subtitles": { 
        "Formats": [ 
            "vtt","srt" 
        ],              
        "OutputStartIndex": 1
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   }
}

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、transstart_transcription_job メソッドの AWS SDK for Python (Boto3) 引数で、Subtitles を
使用して字幕を追加します。詳細については、「StartTranscriptionJob」および「Subtitles」を
参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_transcription_job( 
    TranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US',  
    Subtitles = { 
        'Formats': [ 
            'vtt','srt' 
        ], 
        'OutputStartIndex': 1 
   }
)

while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(TranscriptionJobName = job_name) 
    if status['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

199

https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/transcribe.html#TranscribeService.Client.start_transcription_job
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_StartTranscriptionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/APIReference/API_Subtitles.html


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
一般的なユースケース

コールアナリティクスによるコール
センターの音声の分析

Amazon Transcribeコール分析を使用して、顧客とエージェントのやり取りに関するインサイトを取得し
ます。Call Analyticsはコールセンターの音声専用に設計されており、各通話と各参加者に関する貴重な
データを自動的に提供します。また、通話中の特定の時点でデータに注目することもできます。たとえ
ば、電話の最初の数秒間の顧客感情と電話の最後の四半期の顧客感情を比較して、エージェントが好意的
な体験を提供したかどうかを確認できます。その他のユースケースの例は、次のセクションに記載されて
います (p. 200)。

Call Analyticsは、通話後およびリアルタイムの文字起こしに使用できます。Amazon S3バケット内の
ファイルを文字起こしする場合は、通話後の文字起こしを実行することになります。オーディオスト
リームを文字起こしする場合は、リアルタイムで文字起こしを行っています。これら 2 つの文字起こし
方法では、Call Analytics のインサイトや機能が異なります。各方法の詳細については、「」通話後分
析 (p. 202) と「」を参照してくださいリアルタイムコール分析 (p. 225)。

通話分析の文字起こしをリアルタイムで行うと、通話後の分析をリクエストに含めることもできま
す (p. 233)。通話後の分析記録は、Amazon S3リクエストで指定したバケットに保存されます。リアル
タイムの文字起こしによる通話後の分析 (p. 233)詳細については、を参照してください。

コール分析特有の API オペレーション

ポストコール:CreateCallAnalyticsCategory,
DeleteCallAnalyticsCategoryDeleteCallAnalyticsJob,
GetCallAnalyticsCategory, GetCallAnalyticsJob, ListCallAnalyticsCategories,
ListCallAnalyticsJobs, StartCallAnalyticsJob, UpdateCallAnalyticsCategory
リアルタイム:StartCallAnalyticsStreamTranscription, 
StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket

一般的なユースケース
通話後の文字起こし:

• 問題の頻度を経時的に監視する:通話内容を分類して (p. 204)、会話履歴から繰り返し出てくるキー
ワードを特定します。

• 顧客サービス体験に関する洞察を得る:通話の特性 (p. 203)（通話時間以外の時間、通話時間、中断、
声の大きさ、通話速度）とセンチメント分析を使用して、通話中に顧客の問題が適切に解決されている
かどうかを判断します。

• 法令順守や企業ポリシーの順守を確保:会社固有のあいさつ文や免責事項にキーワードやフレーズを設定
して (p. 204)、エージェントが規制要件を満たしていることを確認します。

• 顧客の個人データの取り扱いを改善:顧客のプライバシーを保護するために、文字起こし出力や音声ファ
イルには PII リダクションを使用してください (p. 204)。

• スタッフトレーニングの向上:顧客との好意的なやり取りやネガティブなやりとりの例として使えるよう
に、基準（センチメント、話さない時間、中断、通話速度）を定めます。

• ポジティブな顧客体験の創出におけるスタッフの効率性の測定:センチメント分析を使用し
て (p. 204)、エージェントが電話の進行に合わせて否定的な顧客感情を肯定的な感情に変えることがで
きるかどうかを測定します。

• データ整理の改善:カスタムカテゴリ (p. 204) (キーワードやフレーズ、センチメント、通話時間、通話
の中断など) に基づいて通話にラベルを付けたり、並べ替えたりできます。
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• 電話の重要な点をまとめる:自動通話要約機能を使用すると (p. 203)、特定の電話で特定されたすべて
の問題、アクションアイテム、結果を簡潔にまとめることができます。

リアルタイムの文字起こし:

• エスカレーションをリアルタイムで軽減:重要なフレーズ（顧客が「マネージャーと話して」と言うな
ど）にリアルタイムでアラートを設定して (p. 243)、エスカレーションが始まると報告します。リアル
タイムのカテゴリマッチを使用してリアルタイムアラートを作成できます。

• 顧客データの取り扱いを改善:顧客のプライバシーを保護するために、文字起こしの出力には個人識別ま
たは個人情報編集を使用してください (p. 227) (p. 227)。

• カスタムキーワードやフレーズを特定:カスタムカテゴリを使用して (p. 226)、通話中に特定のキー
ワードにフラグを付けます。

• 問題を自動的に特定:自動問題検出機能を使用すると (p. 226)、通話中に特定されたすべての問題を簡
潔にまとめることができます。

• ポジティブな顧客体験の創出におけるスタッフの効率性の測定:センチメント分析を使用し
て (p. 227)、エージェントが電話の進行に合わせて否定的な顧客感情を肯定的な感情に変えることがで
きるかどうかを測定します。

• エージェントアシストの設定:選択したインサイトを活用して、エージェントが顧客からの電話を解決す
るための積極的な支援を提供します。詳細については、「Amazon 言語の AI サービスによるコンタクト
センターのライブコール分析とエージェントアシスト」を参照してください。

CallAmazon TranscribeAmazon Transcribe Analyticsで利用できる機能をおよび医療向けの機能と比較する
には、機能表を参照してください (p. 3)。

はじめに、通話後の通話後の分析のトランスクリプションの開始 (p. 213)とを参照してください通話
分析のリアルタイム文字起こしを開始する (p. 238)。コール分析出力は、標準の文字起こしジョブの
出力に似ていますが、追加の分析データが含まれています。サンプル出力を表示するには、通話後の出
力 (p. 218)とを参照してくださいリアルタイムコール分析出力 (p. 244)。

考慮事項と追加情報
コール分析を使用する前に、次の点に注意してください。

• Call Analyticsは、エージェントが1つのチャネルにいて、顧客が別のチャネルに存在する2チャネルの音
声のみをサポートします。

• Job キューイング (p. 100)コール後の分析ジョブでは常に有効になっているため、同時に実行できる
コール分析ジョブは 100 件に制限されています。クォータの引き上げをリクエストする場合は、AWS
サービスクォータを参照してください。

• コール後の分析ジョブの入力ファイルは、500 MB を超えてはならず、4 時間未満である必要がありま
す。

• カテゴリを使用する場合は、Call Analytics の文字起こしを開始する前に、必要なカテゴリをすべて作
成する必要があります。新しいカテゴリは、既存の文字起こしには適用できません。新しいカテゴリを
作成する方法については、「」通話後の通話後のトランスクリプションのカテゴリの作成 (p. 205) と
「」を参照してくださいリアルタイム文字起こし用のカテゴリの作成 (p. 227)。

• Call Analytics のクォータの中には、とAmazon Transcribe MedicalAmazon Transcribe と異なるものもあ
ります。詳細については、AWS一般リファレンスを参照してください。

AWSMachine Learning ブログでさらに詳しく

コール分析オプションの詳細については、次を参照してください。
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• Amazon 言語の AI サービスによるコンタクトセンターのポストコール分析
• Amazon 言語の AI サービスによるコンタクトセンターのライブコール分析とエージェントアシ

スト

Call Analytics の出力と機能のサンプルを確認するには、GitHubデモをご覧ください。また、 easy-to-read 
トランスクリプトをフォーマットに変換するための JSON to Word ドキュメントアプリケーションも提供
しています。

リージョンの可用性とクォータ
AWS リージョンコール分析は以下でサポートされています。

[Region] (リージョン) 文字起こしタイプ

ap-northeast-1 (東京) post-call, real-time

ap-northeast-2 (ソウル) post-call, real-time

ap-south-1 (ムンバイ) post-call

ap-southeast-1 (シンガポール) post-call

ap-southeast-2 (シドニー) post-call, real-time

ca-central-1 (カナダ、中部) post-call, real-time

eu-central-1 (フランクフルト) post-call, real-time

eu-west-2 (ロンドン) post-call, real-time

us-east-1 (バージニア北部) post-call, real-time

us-west-2 (オレゴン) post-call, real-time

、、Amazon Transcribe (p. 1)およびコール分析ではAmazon Transcribe Medical (p. 318)、サポートされ
る地域が異なることに注意してください。

サポートされている各リージョンのエンドポイントを取得するには、『AWS一般リファレンス』の「サー
ビスエンドポイント」を参照してください。

文字起こしに関連するクォータの一覧については、『AWS一般リファレンス』の「サービスクォータ」を
参照してください。一部のクォータは、リクエストに応じて変更することができます。「調整可能」列に
「はい」と表示されている場合は、増額をリクエストできます。これを行うには、提供されているリンク
を選択します。

通話後分析
Call Analyticsは、顧客サービスの傾向を監視するのに役立つ通話後の分析を提供します。

通話後の文字起こしにより、次の洞察が得られます。

• 通話時間、非通話時間、話し手の大きさ、割り込み、通話速度などの通話特性 (p. 203)
• 問題、アクションアイテム、結果を検出する通話の要約 (p. 203)
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• 特定のキーワードや条件に焦点を当てるために使用できるルール付きのカスタム分類 (p. 204)
• テキストトランスクリプトとオーディオファイルのPII編集 (p. 204)
• 通話中のさまざまな場面での各発信者の発言者のセンチメント (p. 204)

通話後の洞察
このセクションでは、通話後の分析の文字起こしで得られる洞察について詳しく説明します。

コール特性
コール特性機能は、次の基準を使用してエージェントとカスタマーの対話の品質を測定します。

• [割り込み]: 一方の参加者がもう一方の参加者の発言を途中で中断したかどうかと、そのタイミングを測
定します。頻繁な割り込みは無礼または怒りと関連している可能性があり、一方または両方の参加者の
否定的なセンチメントと関連していることもあります。

• [ラウドネス]: 各参加者が話している音量を測定します。このメトリクスを使用して、通話者またはエー
ジェントが大声で話している、または怒鳴っているかどうかを確認します。多くの場合、怒っているこ
とを示します。このメトリクスは、0 から 100 の範囲で正規化された値 (特定のセグメントにおける音
声の1秒あたりの音声レベル) として表され、値が大きいほど音声が大きいことを示します。

• [非通話時間]: 音声が含まれていない時間を測定します。このメトリクスを使用して、エージェントが顧
客を過度に長い時間保留しているなど、長い無音時間があるかどうかを確認します。

• [通話速度]: 両方の参加者が話している速度を測定します。1 人の参加者が話すのが速すぎると理解度に
影響が出ることがあります。このメトリクスは 1 分あたりの単語数で測定されます。

• [通話時間]: 通話中に各参加者が通話した時間 (ミリ秒単位) を測定します。このメトリクスを使って、1 
人の参加者が通話を独占しているかどうか、または会話のバランスがとれているかどうかを識別しま
す。

これが出力例です (p. 218)。

呼び出しの要約
通話の要約では、各参加者の問題、アクションアイテム、結果など、エージェントと顧客との通話の重要
な要素が簡潔にまとめられています。

通話要約を使用すると、次のことができます。

• 通話中や通話後に手動でメモを取る必要がなくなります
• エージェントの効率を高めて、顧客により迅速に対応できるようにする
• 通話の概要はトランスクリプト全体よりもずっと早く理解できるため、上司のレビューを効率化できま

す。

通話の要約は、あらゆる業界やビジネスセクターで機能し、コンテキストベースです。

Note

通話の要約は、オーストラリア (en-AU)、イギリス ()、インド語 ()、アイルランド語 (en-GBen-
IN)、ニュージーランド (en-IE)、スコットランド語 (en-NZ)、南アフリカ語 (en-AB)、米国 
(en-ZA)、およびウェールズ語 (en-US) の英語方言でサポートされています。en-WL

out-of-the-box コールサマリゼーションは機能するため、モデルトレーニングやカスタムカテゴリなどのカ
スタマイズには対応していません。
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これが出力例です (p. 220)。

カスタム分類
通話分類を使用して、通話中のキーワード、フレーズ、センチメント、アクションにフラグを付けます。
分類オプションを使用すると、中断の多いネガティブなセンチメントコールなどのエスカレーションをト
リアージしたり、コールを企業の部署などの特別なカテゴリに整理するのに役立ちます。

カテゴリに追加できる基準には、次のものがあります。

• [非通話時間]: カスタマーとエージェントのどちらも通話していない時間。
• [中断]: カスタマーまたはエージェントが他の人の邪魔をしているとき。
• [カスタマーまたはエージェントのセンチメント]: 指定された期間におけるカスタマーまたはエージェン

トがどのように感じているか。指定された期間内の会話の 50% 以上（2 back-and-forth 人のスピーカー
の間の）が、指定されたセンチメントに一致する場合、Amazon Transcribeそのセンチメントは一致し
たと見なします。

• [キーワードまたはフレーズ]: 正確なフレーズに基づいてトランスクリプションの一部と一致させ
ます。例えば、「マネージャーと話したい」というフレーズにフィルターを設定すると、Amazon 
Transcribeそのフレーズをフィルターします。

また、前述の基準と逆のもの（通話時間、中断なし、感情がこもっていない、特定のフレーズがないな
ど）にフラグを付けることもできます。

これが出力例です (p. 218)。

カテゴリの詳細や新しいカテゴリの作成方法については、を参照してください通話後の通話後のトランス
クリプションのカテゴリの作成 (p. 205)。

機密データリダクション
機密データの編集では、テキストトランスクリプトおよびオーディオファイル内の個人を特定できる情
報 (PII) が置き換えられます。編集されたトランスクリプトは、元のテキストを [PII] に置き換え、音声
ファイルを編集すると、話された個人情報が無音に置き換えられます。このパラメータは、顧客情報を保
護するのに役立ちます。

Note

コール後の PII 編集は、米国英語 (en-US) でサポートされます。

この機能を使用して編集された PII のリストの表示、または編集の詳細についてはAmazon Transcribe、を
参照してください個人を特定できる情報の編集または特定 (p. 183)。

これが出力例です (p. 222)。

センチメント分析
センチメント分析では、コール全体を通してカスタマーとエージェントがどのように感じているかを
推定します。この指標は、量的値 (～5 までの範囲-5) と質的値 (positive、、neutralmixed、また
はnegative) の両方として表されます。定量値は四半期およびコールごとに提供され、定性値はターンご
とに提供されます

このメトリクスは、コールが終了するまでに、エージェントが怒っているカスタマーを喜ばすことができ
るかどうかを識別するのに役立ちます。

out-of-the-box センチメント分析は機能するため、モデルトレーニングやカスタムカテゴリなどのカスタマ
イズには対応していません。
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これが出力例です (p. 220)。

通話後の通話後のトランスクリプションのカテゴリの
作成
通話後分析はカスタムカテゴリの作成をサポートしているため、特定のビジネスニーズに合わせてトラン
スクリプト分析をカスタマイズできます。

さまざまなシナリオに対応するカテゴリをいくつでも作成できます。作成するカテゴリごとに、1 から 20 
のルールを作成する必要があります。各ルールは、割り込み、キーワード、非通話時間、感情という4つの
基準のいずれかに基づいています。CreateCallAnalyticsCategory操作でこれらの基準を使用する方
法の詳細については、通話後の通話後の通話後の分析カテゴリのルール基準 (p. 211)セクションを参照し
てください。

メディア内のコンテンツが、特定のカテゴリで指定したすべてのルールに一致する場合、Amazon 
Transcribeそのカテゴリで出力にラベル付けを行います。JSON 出力でのカテゴリマッチの例について
は、コール分類出力を参照してください (p. 218)。

カスタムカテゴリを使用してできるその他の例をご覧ください。

• 否定的な顧客感情で終わる電話など、特定の特徴を持つ電話を切り分けます。
• 特定のキーワードにフラグを付けて追跡することで、顧客の問題の傾向を特定します
• 通話の最初の数秒間にエージェントが特定のフレーズを話す（または省略した）場合など、コンプライ

アンスを監視します
• エージェントの割り込みが多く、顧客からの否定的な感情がこもった通話にフラグを付けることで、カ

スタマーエクスペリエンスに関する洞察を得られます
• 複数のカテゴリを比較して相関関係を測定します。たとえば、ウェルカムフレーズを使用しているエー

ジェントが好意的な顧客感情と相関しているかどうかの分析など

ポストコールとリアルタイムカテゴリ

新しいカテゴリを作成する場合、それを通話後の分析カテゴリ () として作成するか、リアルタイムの通
話分析カテゴリ (POST_CALLREAL_TIME) として作成するかを指定できます。オプションを指定しない場
合、カテゴリはデフォルトでコール後カテゴリとして作成されます。通話後分析の文字起こしが完了する
と、通話後の分析カテゴリの一致が出力に表示されます。

通話後分析用の新しいカテゴリを作成するには、AWS Management ConsoleAWS CLI、または AWSSDK
を使用できます。例については、以下を参照してください。

AWS Management Console

1. ナビゲーションペインの、でAmazon Transcribe、[Amazon Transcribeコール分析] を選択します。
2. [コール分析カテゴリ] を選択すると、[コール分析カテゴリ] ページに移動します。[カテゴリを作成] を

選択します。

3. [カテゴリの作成ページ] が表示されます。カテゴリの名前を入力し、カテゴリタイプドロップダウン
メニューで [Batch 通話分析] を選択します。
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4. テンプレートを選択してカテゴリを作成することも、最初から作成することもできます。

テンプレートを使用する場合:[テンプレートを使用する (推奨)] を選択し、必要なテンプレートを選択
して、[カテゴリを作成] を選択します。

5. カスタムカテゴリを作成する場合:「最初から作成」を選択します。
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6. ドロップダウンメニューを使用して、ルールをカテゴリに追加します。カテゴリごとに最大 20 ルー
ルを追加できます。

7. 次に、2 つのルールがあるカテゴリの例を示します。1 つは、エージェントが通話中に 15 秒以上顧客
を割り込む場合と、通話の最後の 2 分間に顧客またはエージェントが感じた否定的な感情です。
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8. カテゴリにルールを追加し終わったら、[カテゴリを作成] を選択します。

AWS CLI

create-call-analytics-categoryこの例ではコマンドを使用しています。詳細について
は、CreateCallAnalyticsCategory、CategoryProperties、およびRuleを参照してください。

次の例では、ルールを含むカテゴリを作成します。

• カスタマーは最初の 60 秒間は中断されました。これらの中断の持続時間は少なくとも10,000ミリ秒続
きました。

• コールへの 80% の通話から 10% の間に、少なくとも20,000ミリ秒の間では沈黙時間が続きました。
• エージェントは、コール中のある時点でネガティブなセンチメントを抱いていました。
• 「ようこそ」や「こんにちは」という単語は、コールの最初の 10 秒間で使用されませんでした。

この例では、create-call-analytics-categoryコマンドと、カテゴリに複数のルールを追加するリクエストボ
ディを使用します。

aws transcribe create-call-analytics-category \
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--cli-input-json file://filepath/my-first-analytics-category.json

ファイル my-first-analytics-category.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "CategoryName": "my-new-category", 
  "InputType": "POST_CALL", 
  "Rules": [ 
        { 
            "InterruptionFilter": { 
                "AbsoluteTimeRange": { 
                    "First": 60000
                }, 
                "Negate": false, 
                "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
                "Threshold": 10000
            } 
        }, 
        { 
            "NonTalkTimeFilter": { 
                "Negate": false, 
                "RelativeTimeRange": { 
                    "EndPercentage": 80, 
                    "StartPercentage": 10
                }, 
                "Threshold": 20000
            } 
        }, 
        { 
            "SentimentFilter": { 
                "ParticipantRole": "AGENT", 
                "Sentiments": [ 
                    "NEGATIVE"                     
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            "TranscriptFilter": { 
                "Negate": true, 
                "AbsoluteTimeRange": { 
                    "First": 10000
                }, 
                "Targets": [ 
                    "welcome", 
                    "hello" 
                ], 
                "TranscriptFilterType": "EXACT" 
            } 
        } 
    ]
}

AWS SDK for Python (Boto3)

この例では、[create_call_analytics_category]メソッドの AWS SDK for Python (Boto3) 
と CategoryName の引数を使用して Rules でカテゴリを作成します。詳細について
は、CreateCallAnalyticsCategory、CategoryProperties、およびRuleを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

次の例では、ルールを含むカテゴリを作成します。
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• カスタマーは最初の 60 秒間は中断されました。これらの中断の持続時間は少なくとも10,000ミリ秒続
きました。

• コールへの 80% の通話から 10% の間に、少なくとも20,000ミリ秒の間では沈黙時間が続きました。
• エージェントは、コール中のある時点でネガティブなセンチメントを抱いていました。
• 「ようこそ」や「こんにちは」という単語は、コールの最初の 10 秒間で使用されませんでした。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
category_name = "my-new-category"
transcribe.create_call_analytics_category( 
    CategoryName = category_name, 
    InputType = POST_CALL, 
    Rules = [ 
        { 
            'InterruptionFilter': { 
                'AbsoluteTimeRange': { 
                    'First': 60000
                }, 
                'Negate': False, 
                'ParticipantRole': 'CUSTOMER', 
                'Threshold': 10000
            } 
        }, 
        { 
            'NonTalkTimeFilter': { 
                'Negate': False, 
                'RelativeTimeRange': { 
                    'EndPercentage': 80, 
                    'StartPercentage': 10
                }, 
                'Threshold': 20000
            } 
        }, 
        { 
            'SentimentFilter': { 
                'ParticipantRole': 'AGENT', 
                'Sentiments': [ 
                    'NEGATIVE'                     
                ] 
            } 
        }, 
        { 
            'TranscriptFilter': { 
                'Negate': True, 
                'AbsoluteTimeRange': { 
                    'First': 10000
                }, 
                'Targets': [ 
                    'welcome', 
                    'hello' 
                ], 
                'TranscriptFilterType': 'EXACT' 
            } 
        } 
    ] 
     
)

result = transcribe.get_call_analytics_category(CategoryName = category_name)     
print(result)
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通話後の通話後の通話後の分析カテゴリのルール基準
このセクションでは、CreateCallAnalyticsCategoryAPIPOST_CALL オペレーションを使用して作成
できるカスタムルールのタイプについて説明します。

割り込みマッチ

割り込み (InterruptionFilterデータタイプ) を使用するルールは、以下に合わせて設計されていま
す。

• エージェントが顧客の邪魔をするインスタンス
• 顧客がエージェントを中断したインスタンス
• 参加者が他の参加者を妨害する場合
• 中断の欠如

以下で使用できるパラメーターの例を示しますInterruptionFilter。

"InterruptionFilter": {  
    "AbsoluteTimeRange": {  
        Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
    }, 
    "RelativeTimeRange": {  
        Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
    }, 
    "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of interruptions, 
    "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or 
 both,     
    "Threshold": Specify a threshold for the amount of time, in seconds, interruptions 
 occurred during the call
},

CreateCallAnalyticsCategoryInterruptionFilterこれらのパラメータとそれぞれに関連する有
効な値の詳細については、およびを参照してください。

キーワードマッチ

キーワード (TranscriptFilterデータ型) を使用するルールは、次の条件を満たすように設計されてい
ます。

• エージェント、顧客、またはその両方が話すカスタム単語またはフレーズ
• エージェント、顧客、またはその両方が話さないカスタム単語またはフレーズ
• 特定の期間に出現するカスタム単語またはフレーズ

以下で使用できるパラメーターの例を示しますTranscriptFilter。

"TranscriptFilter": {  
    "AbsoluteTimeRange": {  
        Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
    }, 
    "RelativeTimeRange": {  
        Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
    }, 
    "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of your custom keywords, 
    "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or 
 both, 
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    "Targets": [ The custom words and phrases you want to match ], 
    "TranscriptFilterType": Use this parameter to specify an exact match for the specified 
 targets
}

CreateCallAnalyticsCategoryTranscriptFilterこれらのパラメータとそれぞれに関連する有効
な値の詳細については、およびを参照してください。

非通話時間のマッチ

非通話時間（NonTalkTimeFilterデータタイプ）を使用するルールは、以下に合わせて設計されていま
す。

• 通話中の特定の時間帯に無音状態が続いていること
• 通話中の特定の時間帯における発言の有無

以下で使用できるパラメーターの例を示しますNonTalkTimeFilter。

"NonTalkTimeFilter": {  
    "AbsoluteTimeRange": {  
  Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
 }, 
    "RelativeTimeRange": {  
  Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
 }, 
    "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of speech,       
    "Threshold": Specify a threshold for the amount of time, in seconds, silence (or 
 speech) occurred during the call
},

CreateCallAnalyticsCategoryNonTalkTimeFilterこれらのパラメータとそれぞれに関連する有効
な値の詳細については、およびを参照してください。

センチメントマッチ

センチメント (SentimentFilterデータ型) を使用するルールは、以下に合わせて設計されています。

• 電話の特定の時点で、顧客、エージェント、またはその両方が肯定的な感情を表したかどうか
• 電話の特定の時点で、顧客、エージェント、またはその両方が否定的な感情を表明したかどうか
• 電話の特定の時点で、顧客、エージェント、またはその両方が表明した中立的な感情の有無
• 電話の特定の時点で、顧客、エージェント、またはその両方がさまざまな感情を表明したかどうか

以下で使用できるパラメーターの例を示しますSentimentFilter。

"SentimentFilter": {  
    "AbsoluteTimeRange": {  
     Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
    }, 
    "RelativeTimeRange": {  
     Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
    }, 
    "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of your chosen 
 sentiment, 
    "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or 
 both,     
    "Sentiments": [ The sentiments you want to match ]
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},

CreateCallAnalyticsCategorySentimentFilterこれらのパラメータとそれぞれに関連する有効な
値の詳細については、およびを参照してください。

通話後の通話後の分析のトランスクリプションの開始
コール後の分析トランスクリプションを開始する前に、Amazon Transcribeオーディオで一致させるすべ
ての [カテゴリ (p. 205)] を作成する必要があります。

Note

Call Analytics の記録を新しいカテゴリにさかのぼって照合することはできません。コール分析文
字起こしを開始する [前] に作成したカテゴリのみ、その文字起こし出力に適用することができま
す。

1 つ以上のカテゴリを作成し、オーディオが少なくとも 1 つのカテゴリですべてのルールに一致する場
合、Amazon Transcribe一致するカテゴリで出力にフラグ付けを行います。カテゴリを使用しないことを
選択した場合、またはオーディオがカテゴリで指定したルールに一致しない場合、トランスクリプトにフ
ラグ付けは行われません。

通話後のアナリティクスの文字起こしを開始するには、AWS Management Console、AWS CLI、または
AWSSDK を使用できます。例については、以下を参照してください。

AWS Management Console

通話後の通話後の通話後の後の Analytics ジョブをスタートするには、次の手順を実行します。カテゴリで
定義されたすべての特性に一致するコールは、該当するカテゴリでラベル付けされます。

1. ナビゲーションペインの [Amazon Transcribeコール分析] を選択します。
2. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。

3. [ジョブ詳細の指定] ページで、入力データの場所など、コール分析ジョブに関する情報を提供しま
す。
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Amazon S3IAM出力データの希望する場所と使用するロールを指定します。
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4. [Next] (次へ) を選択します。
5. [ジョブの設定] で、コール分析ジョブに含めたいオプション機能をオンにします。以前にカテゴリを

作成した場合、そのカテゴリはカテゴリパネルに表示され、Call Analytics ジョブに自動的に適用され
ます。
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6. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。

AWS CLI

この例では、start-call-analytics-jobchannel-definitionsコマンドとパラメータを使用しています。詳
細については、StartCallAnalyticsJobおよびChannelDefinitionを参照してください。

aws transcribe start-call-analytics-job \
--region us-west-2 \
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--call-analytics-job-name my-first-call-analytics-job \
--media MediaFileUri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac \
--output-location s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/ \
--data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole \
--channel-definitions ChannelId=0,ParticipantRole=AGENT
 ChannelId=1,ParticipantRole=CUSTOMER

次に、start-call-analytics-jobコマンドと、そのジョブの Call [Analytics] を有効にするリクエストボディを
使用した別の例を示します。

aws transcribe start-call-analytics-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://filepath/my-call-analytics-job.json    

ファイル my-call-analytics-job.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
      "CallAnalyticsJobName": "my-first-call-analytics-job", 
      "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole", 
      "Media": { 
          "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac" 
      }, 
      "OutputLocation": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/", 
      "ChannelDefinitions": [ 
          { 
              "ChannelId": 0, 
              "ParticipantRole": "AGENT" 
          }, 
          { 
              "ChannelId": 1, 
              "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
          } 
      ]
}

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して、[start_call_analytics_job] メソッドを使
用してコール分析ジョブをスタートします。詳細については、StartCallAnalyticsJobおよ
びChannelDefinitionを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-call-analytics-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
output_location = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/"
data_access_role = "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
transcribe.start_call_analytics_job( 
     CallAnalyticsJobName = job_name, 
     Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
     }, 
     DataAccessRoleArn = data_access_role, 
     OutputLocation = output_location, 
     ChannelDefinitions = [ 
        { 
            'ChannelId': 0,  
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            'ParticipantRole': 'AGENT' 
        }, 
        { 
            'ChannelId': 1,  
            'ParticipantRole': 'CUSTOMER' 
        } 
     ]
) 
     
 while True: 
   status = transcribe.get_call_analytics_job(CallAnalyticsJobName = job_name) 
   if status['CallAnalyticsJob']['CallAnalyticsJobStatus'] in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
     break 
   print("Not ready yet...") 
   time.sleep(5) 
 print(status)

通話後の出力
コール後の分析のトランスクリプトは、 turn-by-turn セグメントごとの形式で表示されます。これらに
は、通話の分類、通話特性（ラウドネススコア、中断、非通話時間、通話速度）、通話の要約（問題、結
果、アクションアイテム）、編集、センチメントが含まれます。さらに、会話の特徴の概要は、トランス
クリプトの最後に記載されています。

精度を高め、業界固有の用語など、ユースケースに合わせてトランスクリプトをさらにカスタマイ
ズするには、コール分析リクエストにカスタムボキャブラリまたはカスタム言語モデルを追加しま
す (p. 161) (p. 146)。冒涜的な言葉など、文字起こし結果に表示したくない言葉をマスキング、削除、また
はタグ付けするには、語彙フィルタリング (p. 172)を追加します。

以下のセクションでは、インサイトレベルでの JSON 出力の例を示します。コンパイルされた出力につい
ては、を参照してください通話後のコンパイル分析出力のコンパイル (p. 222)。

コールの分類
カテゴリの一致は、次のようにトランスクリプション出力で表示されます。この例は、40040ミリ秒のタ
イムスタンプから42460ミリ秒のタイムスタンプまでのオーディオが「正解像度」カテゴリに一致するこ
とを示しています。この場合、カスタムの「ポジティブな解像度」カテゴリでは、スピーチの最後の数秒
でポジティブな感情を表現する必要がありました。

"Categories": { 
    "MatchedDetails": { 
        "positive-resolution": { 
            "PointsOfInterest": [ 
                { 
                    "BeginOffsetMillis":   40040, 
                    "EndOffsetMillis":   42460
                } 
            ] 
        } 
    }, 
    "MatchedCategories": [ 
        " positive-resolution" 
    ]
},

コール特性
トランスクリプション出力では、コール特性は次のように表示されます。ラウドネススコアは会話のター
ンごとに表示され、その他の特性はすべてトランスクリプトの最後に表示されることに注意してくださ
い。
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"LoudnessScores": [ 
     87.54, 
     88.74, 
     90.16, 
     86.36, 
     85.56, 
     85.52, 
     81.79, 
     87.74, 
     89.82
], 
   
...  
    
"ConversationCharacteristics": { 
    "NonTalkTime": { 
        "Instances": [], 
        "TotalTimeMillis": 0
    }, 
    "Interruptions": { 
        "TotalCount": 2, 
        "TotalTimeMillis": 10700, 
        "InterruptionsByInterrupter": { 
            "AGENT": [ 
                { 
                    "BeginOffsetMillis": 26040, 
                    "DurationMillis": 5510, 
                    "EndOffsetMillis": 31550
                } 
            ], 
            "CUSTOMER": [ 
                { 
                    "BeginOffsetMillis": 770, 
                    "DurationMillis": 5190, 
                    "EndOffsetMillis": 5960
                } 
            ] 
        } 
    }, 
    "TotalConversationDurationMillis": 42460, 
   
     ...
    
    "TalkSpeed": { 
        "DetailsByParticipant": { 
            "AGENT": { 
                "AverageWordsPerMinute": 150
            }, 
            "CUSTOMER": { 
                "AverageWordsPerMinute": 167
            } 
        } 
    }, 
    "TalkTime": { 
        "DetailsByParticipant": { 
            "AGENT": { 
                "TotalTimeMillis": 32750
            }, 
            "CUSTOMER": { 
                "TotalTimeMillis": 18010
            } 
        }, 
        "TotalTimeMillis": 50760
    }
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},

呼び出しの要約
トランスクリプション出力では、コール要約は次のように表示されます。

• 次の例では、「レシピの購読をキャンセルしたい」というテキストのこのセクションを参照して、問題
は7文字で始まり、51文字で終わると特定されています。

"Content": "Well, I would like to cancel my recipe subscription.", 
     
"IssuesDetected": [ 
    { 
        "CharacterOffsets": { 
            "Begin": 7, 
            "End": 51
        } 
    }
],

• 次の例では、結果は12文字で始まり、78文字で終わることがわかります。これは、「アカウントにすべ
ての変更を加えたので、このdiscount が適用されました」というテキストのこのセクションを指してい
ます。

"Content": "Wonderful. I made all changes to your account and now this discount is 
 applied, please check.",

"OutcomesDetected": [ 
    { 
        "CharacterOffsets": { 
            "Begin": 12, 
            "End": 78
        } 
    }
],

• 次の例では、アクションアイテムは 0 文字で始まり 103 文字で終わるものとして識別されます。これ
は、「今日、すべての詳細を記載したメールを送信します。フォローアップのため、来週また電話しま
す」というテキストのこのセクションを指します。

"Content": "I will send an email with all the details to you today, and I will call you 
 back next week to follow up. Have a wonderful evening.", 
     
"ActionItemsDetected": [ 
    { 
        "CharacterOffsets": { 
            "Begin": 0, 
            "End": 103
        } 
    }
],

センチメント分析
トランスクリプション出力では、センチメント分析は次のように表示されます。

• turn-by-turn 質的センチメント値:
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"Content": "That's very sad to hear. Can I offer you a 50% discount to have you stay with 
 us?", 
     
...
    
"BeginOffsetMillis": 12180,
"EndOffsetMillis": 16960,
"Sentiment": "NEGATIVE",
"ParticipantRole": "AGENT" 
             
...
            
"Content": "That is a very generous offer. And I accept.",

...

"BeginOffsetMillis": 17140,
"EndOffsetMillis": 19860,
"Sentiment": "POSITIVE",
"ParticipantRole": "CUSTOMER"

• コール全体の定量的センチメント値:

"Sentiment": { 
    "OverallSentiment": { 
        "AGENT": 2.5, 
        "CUSTOMER": 2.1
    },

• 参加者一人当たりおよびコール四半期ごとの定量的センチメント値

"SentimentByPeriod": { 
    "QUARTER": { 
        "AGENT": [ 
            { 
                "Score": 0.0, 
                "BeginOffsetMillis": 0, 
                "EndOffsetMillis": 9862
            }, 
            { 
                "Score": -5.0, 
                "BeginOffsetMillis": 9862, 
                "EndOffsetMillis": 19725
            }, 
            { 
                "Score": 5.0, 
                "BeginOffsetMillis": 19725, 
                "EndOffsetMillis": 29587
            }, 
            { 
                "Score": 5.0, 
                "BeginOffsetMillis": 29587, 
                "EndOffsetMillis": 39450
            } 
        ], 
        "CUSTOMER": [ 
            { 
                "Score": -2.5, 
                "BeginOffsetMillis": 0, 
                "EndOffsetMillis": 10615
            }, 
            { 
                "Score": 5.0, 
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                "BeginOffsetMillis": 10615, 
                "EndOffsetMillis": 21230
            }, 
            { 
                "Score": 2.5, 
                "BeginOffsetMillis": 21230, 
                "EndOffsetMillis": 31845
            }, 
            { 
                "Score": 5.0, 
                "BeginOffsetMillis": 31845, 
                "EndOffsetMillis": 42460
            } 
        ] 
    }
}

PIIリダクション
トランスクリプション出力では、PII編集は次のように表示されます。

"Content": "[PII], my name is [PII], how can I help?",

通話後のコンパイル分析出力のコンパイル
簡潔にするために、次の文字起こし出力では一部のコンテンツが省略記号に置き換えられています。

{ 
    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "Transcript": [ 
        { 
            "LoudnessScores": [ 
                78.63, 
                78.37, 
                77.98, 
                74.18 
            ], 
            "Content": "[PII], my name is [PII], how can I help?", 
             
             ...
     
             "Content": "Well, I would like to cancel my recipe subscription.", 
             "IssuesDetected": [ 
                 { 
                     "CharacterOffsets": { 
                         "Begin": 7, 
                         "End": 51 
                     } 
                 } 
             ], 
             
             ...
     
            "Content": "That's very sad to hear. Can I offer you a 50% discount to have you 
 stay with us?", 
            "Items": [ 
             ...
             ], 
            "Id": "649afe93-1e59-4ae9-a3ba-a0a613868f5d", 
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            "BeginOffsetMillis": 12180, 
            "EndOffsetMillis": 16960, 
            "Sentiment": "NEGATIVE", 
            "ParticipantRole": "AGENT" 
        }, 
        {      
            "LoudnessScores": [ 
                    80.22, 
                    79.48, 
                    82.81 
            ], 
            "Content": "That is a very generous offer. And I accept.", 
            "Items": [ 
             ...
            ], 
            "Id": "f9266cba-34df-4ca8-9cea-4f62a52a7981", 
            "BeginOffsetMillis": 17140, 
            "EndOffsetMillis": 19860, 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
        }, 
        { 
      
      ...
     
            "Content": "Wonderful. I made all changes to your account and now this discount 
 is applied, please check.", 
            "OutcomesDetected": [ 
                { 
                    "CharacterOffsets": { 
                        "Begin": 12, 
                        "End": 78 
                    } 
                } 
            ], 
             
             ...
            
            "Content": "I will send an email with all the details to you today, and I will 
 call you back next week to follow up. Have a wonderful evening.", 
            "Items": [ 
             ...   
            ], 
            "Id": "78cd0923-cafd-44a5-a66e-09515796572f", 
            "BeginOffsetMillis": 31800, 
            "EndOffsetMillis": 39450, 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "ParticipantRole": "AGENT" 
        }, 
        { 
           "LoudnessScores": [ 
               78.54, 
               68.76, 
               67.76 
           ], 
           "Content": "Thank you very much, sir. Goodbye.", 
           "Items": [ 
            ...     
           ], 
           "Id": "5c5e6be0-8349-4767-8447-986f995af7c3", 
           "BeginOffsetMillis": 40040, 
           "EndOffsetMillis": 42460, 
           "Sentiment": "POSITIVE", 
           "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
       } 
   ], 
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   ...
     
   "Categories": { 
        "MatchedDetails": { 
            "positive-resolution": { 
                "PointsOfInterest": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 40040, 
                        "EndOffsetMillis": 42460 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "MatchedCategories": [ 
            "positive-resolution" 
        ] 
    },   
  
     ...
    
    "ConversationCharacteristics": { 
        "NonTalkTime": { 
            "Instances": [], 
            "TotalTimeMillis": 0 
        }, 
        "Interruptions": { 
            "TotalCount": 2, 
            "TotalTimeMillis": 10700, 
            "InterruptionsByInterrupter": { 
                "AGENT": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 26040, 
                        "DurationMillis": 5510, 
                        "EndOffsetMillis": 31550 
                    } 
                ], 
                "CUSTOMER": [ 
                    { 
                        "BeginOffsetMillis": 770, 
                        "DurationMillis": 5190, 
                        "EndOffsetMillis": 5960 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "TotalConversationDurationMillis": 42460, 
        "Sentiment": { 
            "OverallSentiment": { 
                "AGENT": 2.5, 
                "CUSTOMER": 2.1 
            }, 
            "SentimentByPeriod": { 
                "QUARTER": { 
                    "AGENT": [ 
                        { 
                            "Score": 0.0, 
                            "BeginOffsetMillis": 0, 
                            "EndOffsetMillis": 9862 
                        }, 
                        { 
                            "Score": -5.0, 
                            "BeginOffsetMillis": 9862, 
                            "EndOffsetMillis": 19725 
                        }, 
                        { 
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                            "Score": 5.0, 
                            "BeginOffsetMillis": 19725, 
                            "EndOffsetMillis": 29587 
                        }, 
                        { 
                            "Score": 5.0, 
                            "BeginOffsetMillis": 29587, 
                            "EndOffsetMillis": 39450 
                        } 
                    ], 
                    "CUSTOMER": [ 
                        { 
                            "Score": -2.5, 
                            "BeginOffsetMillis": 0, 
                            "EndOffsetMillis": 10615 
                        }, 
                        { 
                            "Score": 5.0, 
                            "BeginOffsetMillis": 10615, 
                            "EndOffsetMillis": 21230 
                        }, 
                        { 
                            "Score": 2.5, 
                            "BeginOffsetMillis": 21230, 
                            "EndOffsetMillis": 31845 
                        }, 
                        { 
                            "Score": 5.0, 
                            "BeginOffsetMillis": 31845, 
                            "EndOffsetMillis": 42460 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "TalkSpeed": { 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 150 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 167 
                } 
            } 
        }, 
        "TalkTime": { 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "TotalTimeMillis": 32750 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "TotalTimeMillis": 18010 
                } 
            }, 
            "TotalTimeMillis": 50760 
        } 
    },

リアルタイムコール分析
リアルタイム通話分析は、問題への対処や発生時のエスカレーションの軽減に役立つリアルタイムの洞察
を提供します。
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リアルタイムの通話分析では、次の洞察が得られます。

• ルールを使用して特定のキーワードやフレーズにフラグを付けるカテゴリイベント。カテゴリイベント
を使用してリアルタイムのアラートを作成できます (p. 243) (p. 226)

• 問題検出機能により (p. 226)、各オーディオセグメント内で話されている問題を特定できます
• テキストトランスクリプト内のPII（機密データ）識別 (p. 227)
• テキストトランスクリプトのPII（機密データ） (p. 227)編集
• 各スピーチセグメントの感情分析 (p. 227)

リアルタイムの通話分析に加えて、Amazon Transcribeメディアストリームで通話後の分析を行うことも
できます (p. 233)。PostCallAnalyticsSettingsパラメータを使用して、リアルタイムの通話分析リ
クエストに通話後の分析を含めることができます。

リアルタイムインサイト
このセクションでは、Call Analyticsのリアルタイム文字起こしで得られる洞察について詳しく説明しま
す。

カテゴリイベント
カテゴリイベントを使用すると、正確なキーワードまたはフレーズに基づいて文字起こしを照合で
きます。例えば、「マネージャーと話したい」というフレーズにフィルターを設定すると、Amazon 
Transcribeそのフレーズをフィルターします。

これが出力例です (p. 244)。

リアルタイムコール分析カテゴリの作成の詳細については、を参照してくださいリアルタイム文字起こし
用のカテゴリの作成 (p. 227)。

Tip

カテゴリイベントでは、リアルタイムのアラートを設定できます。カテゴリマッチのリアルタイ
ムアラートの作成 (p. 243)詳細については、を参照してください。

問題検出
問題検出では、各オーディオセグメント内で検出された問題を簡潔にまとめて表示します。問題検出機能
を使用すると、次のことができます。

• 通話中や通話後に手動でメモを取る必要がなくなります
• エージェントの効率性を向上させ、顧客への迅速な対応を可能にする

Note

問題検出は、オーストラリア (en-AU)、英国 ()、米国 (en-GBen-US) の英語方言でサポートされ
ています。

問題検出機能はあらゆる業界とビジネスセクターで機能し、コンテキストベースです。機能するため out-
of-the-box 、モデルトレーニングやカスタムカテゴリなどのカスタマイズには対応していません。

リアルタイムのコール分析による問題検出は、オーディオセグメント全体に対して実行されます。

これが出力例です (p. 244)。
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PII (機密データ) の識別
機密データ識別には、テキストトランスクリプト内の個人識別情報 (PII) にラベル付けを行います。このパ
ラメータは、顧客情報を保護するのに役立ちます。

Note

リアルタイムの個人情報識別は、オーストラリア (en-AU)、英国 ()、米国 (en-US) の英語方言で
サポートされています。en-GB

リアルタイムの通話分析による個人情報識別は、オーディオセグメント全体に対して実行されます。

この機能を使用して特定された PII のリストの表示、または PII の識別の詳細についてはAmazon 
Transcribe、を参照してください個人を特定できる情報の編集または特定 (p. 183)。

これが出力例です (p. 245)。

PII (機密データ) 編集
機密データの編集では、テキストトランスクリプト内の個人を特定できる情報 (PII) が PII として（たとえ
ば[NAME]）置き換えられます。このパラメータは、顧客情報を保護するのに役立ちます。

Note

リアルタイムのPII編集は、オーストラリア (en-AU)、英国 ()、米国 (en-US) の英語方言でサポー
トされています。en-GB

リアルタイムの通話分析によるPII編集は、オーディオセグメント全体に対して実行されます。

この機能を使用して編集された PII のリストの表示、または編集の詳細についてはAmazon Transcribe、を
参照してください個人を特定できる情報の編集または特定 (p. 183)。

これが出力例です (p. 245)。

センチメント分析
センチメント分析では、コール全体を通してカスタマーとエージェントがどのように感
じているかを推定します。この指標はすべての音声セグメントについて提供され、定性値
（positive、、neutralmixed、またはnegative）として表されます。

このパラメータを使用すると、各コール参加者の全体的なセンチメントと、各スピーチセグメントにおけ
る各参加者のセンチメントを定性的に評価できます。このメトリクスは、コールが終了するまでに、エー
ジェントが怒っているカスタマーを喜ばすことができるかどうかを識別するのに役立ちます。

リアルタイムの通話分析によるセンチメント分析は、オーディオセグメント全体に対して実行されます。

out-of-the-box センチメント分析は機能するため、モデルトレーニングやカスタムカテゴリなどのカスタマ
イズには対応していません。

これが出力例です (p. 245)。

リアルタイム文字起こし用のカテゴリの作成
Real-Time Call Analyticsはカスタムカテゴリの作成をサポートしており、これを使用してトランスクリプ
ト分析を特定のビジネスニーズに合わせて調整できます。
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さまざまなシナリオに対応するカテゴリをいくつでも作成できます。作成するカテゴリごとに、1 から 20 
のルールを作成する必要があります。リアルタイム通話分析の文字起こしは、TranscriptFilter(キー
ワード一致) を使用するルールのみをサポートします。CreateCallAnalyticsCategory操作でルール
を使用する方法の詳細については、リアルタイムコール分析カテゴリのルール基準 (p. 232)セクションを
参照してください。

メディア内のコンテンツが特定のカテゴリで指定したすべてのルールに一致する場合、Amazon 
Transcribeそのカテゴリで出力にラベル付けを行います。JSON 出力形式のカテゴリマッチの例について
は、カテゴリイベント出力を参照してください (p. 244)。

カスタムカテゴリを使用してできるその他の例をご覧ください。

• 特定のキーワードにフラグを付けて追跡することで、早急に対処すべき問題を特定します。
• エージェントが特定のフレーズを話している（または省略している）など、コンプライアンスを監視し

ます
• 特定の単語やフレーズにリアルタイムでフラグを付けます。その後、カテゴリーマッチを設定して即時

にアラートを設定できます。たとえば、「マネージャーと話して」と言う顧客向けにリアルタイムの通
話分析カテゴリを作成した場合、このリアルタイムのカテゴリマッチについて、勤務中のマネージャー
に通知するイベントアラートを設定できます (p. 243)。

ポストコールとリアルタイムカテゴリ

新しいカテゴリを作成する場合、コール後のカテゴリ () として作成するか、リアルタイムカテゴリ 
(POST_CALLREAL_TIME) として作成するかを指定できます。オプションを指定しない場合、カテゴリは
デフォルトでコール後カテゴリとして作成されます。リアルタイムのカテゴリマッチを使用して、リア
ルタイムのアラートを作成できます。詳細については、「カテゴリマッチのリアルタイムアラートの作
成 (p. 243)」を参照してください。

リアルタイム通話分析用の新しいカテゴリを作成するには、AWS Management ConsoleAWS CLI、または
AWSSDK を使用できます。例として以下を参照してください。

AWS Management Console

1. ナビゲーションペインの、でAmazon Transcribe、[Amazon Transcribeコール分析] を選択します。
2. [コール分析カテゴリ] を選択すると、[コール分析カテゴリ] ページに移動します。[カテゴリを作成] ボ

タンを選択します。

3. [カテゴリの作成ページ] が表示されます。カテゴリの名前を入力し、カテゴリタイプドロップダウン
メニューで [リアルタイム通話分析] を選択します。
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4. テンプレートを選択してカテゴリを作成することも、最初から作成することもできます。

テンプレートを使用する場合:[テンプレートを使用する (推奨)] を選択し、必要なテンプレートを選択
して、[カテゴリを作成] を選択します。

5. カスタムカテゴリを作成する場合:「最初から作成」を選択します。

229



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
カテゴリを作成する

6. ドロップダウンメニューを使用して、ルールをカテゴリに追加します。カテゴリごとに最大 20 ルー
ルを追加できます。Call Analytics のリアルタイム文字起こしでは、会話記録の内容が一致するルール
のみ含めることができます。マッチした場合はリアルタイムでフラグが付けられます。

7. ルールが 1 つあるカテゴリの例を次に示します。顧客は、電話のどの時点でも「マネージャーと話し
て」と言います。
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8. カテゴリにルールを追加し終わったら、[カテゴリを作成] を選択します。

AWS CLI
create-call-analytics-categoryこの例ではコマンドを使用しています。詳細について
は、CreateCallAnalyticsCategory、CategoryProperties、およびRuleを参照してください。

次の例では、ルールを含むカテゴリを作成します。

• 顧客は、通話中に表示されます。

この例では、create-call-analytics-categoryコマンドと、カテゴリにルールを追加するリクエストボディを
使用します。

aws transcribe create-call-analytics-category \
--cli-input-json file://filepath/my-first-analytics-category.json

ファイル my-first-analytics-category.json に次のリクエストボディが入ります。

{ 
  "CategoryName": "my-new-real-time-category", 
  "InputType": "REAL_TIME", 
  "Rules": [ 
        { 
            "TranscriptFilter": { 
                "Negate": false, 
                "Targets": [ 
                    "speak to the manager" 
                ], 
                "TranscriptFilterType": "EXACT" 
            } 
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        } 
    ]
}

AWS SDK for Python (Boto3)
この例では、[create_call_analytics_category]メソッドの AWS SDK for Python (Boto3) 
と CategoryName の引数を使用して Rules でカテゴリを作成します。詳細について
は、CreateCallAnalyticsCategory、CategoryProperties、およびRuleを参照してください。

機能固有、シナリオ、サービス間の例など、AWS SDK を使用するその他の例については、AWSSDK を使
用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのコード例 (p. 249)この章を参照してください。

次の例では、ルールを含むカテゴリを作成します。

• 顧客は、通話中に表示されます。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
category_name = "my-new-real-time-category"
transcribe.create_call_analytics_category( 
    CategoryName = category_name, 
    InputType = "REAL_TIME", 
    Rules = [ 
        { 
            'TranscriptFilter': { 
                'Negate': False, 
                'Targets': [ 
                    'speak to the manager'                     
                ], 
                'TranscriptFilterType': 'EXACT' 
            } 
        } 
    ]
)

result = transcribe.get_call_analytics_category(CategoryName = category_name)     
print(result)

リアルタイムコール分析カテゴリのルール基準
このセクションでは、CreateCallAnalyticsCategoryAPIREAL_TIME オペレーションを使用して作成
できるカスタムルールのタイプについて説明します。

問題の検出は自動的に行われるため、問題にフラグを立てるためのルールやカテゴリを作成する必要はあ
りません。

Call Analytics のリアルタイム文字起こしでは、キーワードの一致のみがサポートされていることに注意し
てください。割り込み、沈黙、感情を含むカテゴリを作成する場合は、を参照してください通話後の通話
後の通話後の分析カテゴリのルール基準 (p. 211)。

キーワードマッチ
キーワード (TranscriptFilterデータ型) を使用するルールは、次の条件を満たすように設計されてい
ます。

• エージェント、顧客、またはその両方が話すカスタム単語またはフレーズ
• エージェント、顧客、またはその両方が話さないカスタム単語またはフレーズ
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• 特定の期間に出現するカスタム単語またはフレーズ

以下で使用できるパラメーターの例を示しますTranscriptFilter。

"TranscriptFilter": {  
    "AbsoluteTimeRange": {  
        Specify the time frame, in milliseconds, when the match should occur
    }, 
    "RelativeTimeRange": {  
        Specify the time frame, in percentage, when the match should occur
    }, 
    "Negate": Specify if you want to match the presence or absence of your custom keywords, 
    "ParticipantRole": Specify if you want to match speech from the agent, the customer, or 
 both, 
    "Targets": [ The custom words and phrases you want to match ], 
    "TranscriptFilterType": Use this parameter to specify an exact match for the specified 
 targets
}

CreateCallAnalyticsCategoryTranscriptFilterこれらのパラメータとそれぞれに関連する有効
な値の詳細については、およびを参照してください。

リアルタイムの文字起こしによる通話後の分析
通話後分析は、リアルタイムの通話分析文字起こしで利用できるオプション機能です。通話後分析で
は、標準的なリアルタイム分析情報に加えて (p. 226)、次のことが可能になります。

• アクションアイテム:コールで特定されたすべてのアクションアイテムを一覧表示します
• [割り込み]: 一方の参加者がもう一方の参加者の発言を途中で中断したかどうかと、そのタイミングを測

定します。
• 問題:電話会議で特定された問題を提供します
• [ラウドネス]: 各参加者が話している音量を測定します
• [非通話時間]: 音声が含まれていない時間を測定します。
• 結果:通話で特定された結果または解決策を提供します
• [通話速度]: 両方の参加者が話している速度を測定します。
• [通話時間]: 通話中に各参加者が通話した時間 (ミリ秒単位) を測定します

有効にすると、オーディオストリームからの通話後分析は、音声ファイルから通話後の分析と同様のトラ
ンスクリプトを生成し (p. 202)、Amazon S3OutputLocationで指定されたバケットに保存します。さ
らに、通話後の分析では、オーディオストリームが記録され、Amazon S3同じバケットにオーディオファ
イル（WAV形式）として保存されます。編集を有効にすると、Amazon S3編集されたトランスクリプトと
編集されたオーディオファイルも指定されたバケットに保存されます。オーディオストリームで通話後分
析を有効にすると、次の説明のように 2 ～ 4 つのファイルが生成されます。

• 編集が有効になっていない場合、出力ファイルは次のようになります。
1. 秘匿化済みトランスクリプト
2. 秘匿化済み音声ファイル

• 未編集オプション (redacted) を指定せずに編集を有効にすると、出力ファイルは次のようになりま
す。
1. 秘匿化済みトランスクリプト
2. 秘匿化済み音声ファイル

• 未編集オプション (redacted_and_unredacted) で編集が有効になっている場合、出力ファイルは次
のようになります。
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1. 秘匿化済みトランスクリプト
2. 秘匿化済み音声ファイル
3. 秘匿化済みトランスクリプト
4. 秘匿化済み音声ファイル

リクエストでコール後分析 (PostCallAnalyticsSettings) を有効にしていて、FLACOPUS-OGGまたは
メディアを使用している場合、loudnessScoreトランスクリプトは取得されず、ストリームのオーディ
オ録音は作成されないことに注意してください。

オーディオストリームの通話後分析で得られる洞察の詳細については、「通話後分析の洞察 (p. 203)」セ
クションを参照してください。

Tip

リアルタイムの通話分析リクエストで通話後分析を有効にすると、POST_CALLREAL-TIMEすべ
てのユーザーとカテゴリが通話後分析の文字起こしに適用されます。

通話後の後の有効化
通話後の分析を有効にするには、PostCallAnalyticsSettingsリアルタイム通話分析リクエストにパ
ラメータを含める必要があります。PostCallAnalyticsSettingsが有効な場合は、次のパラメータを
含める必要があります。

• OutputLocation:Amazon S3 通話後のトランスクリプトを保存するバケット。
• DataAccessRoleArn:Amazon S3Amazon S3 指定されたバケットにアクセスする権限を持つロールの 

Amazon リソースネーム (ARN)。リアルタイム分析には信頼ポリシーも使用する必要があることに注意
してください (p. 295)。

トランスクリプトの編集版が必要な場合は、ContentRedactionOutputContentRedactionTypeリ
クエストにまたはを含めることができます。これらのパラメータの詳細については、API
StartCallAnalyticsStreamTranscriptionリファレンスのを参照してください。

通話後分析を有効にした状態で通話分析のリアルタイム文字起こしを開始するには、AWS Management 
Console(デモのみ)、HTTP/2、またはを使用できますWebSockets。例については、「通話分析のリアルタ
イム文字起こしを開始する (p. 238)」を参照してください。

Important

現在、は、AWS Management Consoleオーディオサンプルがプリロードされたリアルタイム
通話分析のデモのみを提供しています。独自のオーディオを使用する場合は、API (HTTP/2 
WebSockets、または SDK) を使用する必要があります。

通話後の通話後の分析出力の例
コール後のトランスクリプトは、 turn-by-turn セグメントごとに表示されます。これらには、通話特性、
センチメント、通話要約、問題検出、および（オプションで）PII 編集が含まれます。通話後のカテゴリの
いずれかがオーディオコンテンツと一致する場合、それらも出力に表示されます。

精度を高め、業界固有の用語など、ユースケースに合わせてトランスクリプトをさらにカスタマイ
ズするには、コール分析リクエストにカスタムボキャブラリまたはカスタム言語モデルを追加しま
す (p. 161) (p. 146)。冒涜的な言葉など、文字起こし結果に表示したくない言葉をマスキング、削除、また
はタグ付けするには、語彙フィルタリング (p. 172)を追加します。

コール後の分析結果をまとめた出力例を次に示します。

{ 
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    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "LanguageCode": "en-US", 
    "AccountId": "1234567890", 
    "Channel": "VOICE", 
    "Participants": [{ 
        "ParticipantRole": "AGENT" 
    },  
    { 
        "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
    }], 
    "SessionId": "12a3b45c-de6f-78g9-0123-45h6ab78c901", 
    "ContentMetadata": { 
        "Output": "Raw" 
    } 
    "Transcript": [{ 
        "LoudnessScores": [ 
            78.63, 
            78.37, 
            77.98, 
            74.18 
        ], 
        "Content": "[PII], my name is [PII], how can I help?", 

            ... 

        "Content": "Well, I would like to cancel my recipe subscription.", 
            "IssuesDetected": [{ 
                "CharacterOffsets": { 
                    "Begin": 7, 
                    "End": 51 
                } 
            }], 

            ... 

        "Content": "That's very sad to hear. Can I offer you a 50% discount to have you 
 stay with us?", 
        "Id": "649afe93-1e59-4ae9-a3ba-a0a613868f5d", 
        "BeginOffsetMillis": 12180, 
        "EndOffsetMillis": 16960, 
        "Sentiment": "NEGATIVE", 
        "ParticipantRole": "AGENT" 
    }, 
    { 
        "LoudnessScores": [ 
            80.22, 
            79.48, 
            82.81 
        ], 
        "Content": "That is a very generous offer. And I accept.", 
        "Id": "f9266cba-34df-4ca8-9cea-4f62a52a7981", 
        "BeginOffsetMillis": 17140, 
        "EndOffsetMillis": 19860, 
        "Sentiment": "POSITIVE", 
        "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
    }, 
            ... 

        "Content": "Wonderful. I made all changes to your account and now this discount is 
 applied, please check.", 
        "OutcomesDetected": [{ 
        "CharacterOffsets": { 
            "Begin": 12, 
            "End": 78 
        } 
        }], 
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            ... 

        "Content": "I will send an email with all the details to you today, and I will call 
 you back next week to follow up. Have a wonderful evening.", 
        "Id": "78cd0923-cafd-44a5-a66e-09515796572f", 
        "BeginOffsetMillis": 31800, 
        "EndOffsetMillis": 39450, 
        "Sentiment": "POSITIVE", 
        "ParticipantRole": "AGENT" 
    }, 
    { 
        "LoudnessScores": [ 
            78.54, 
            68.76, 
            67.76 
        ], 
        "Content": "Thank you very much, sir. Goodbye.", 
        "Id": "5c5e6be0-8349-4767-8447-986f995af7c3", 
        "BeginOffsetMillis": 40040, 
        "EndOffsetMillis": 42460, 
        "Sentiment": "POSITIVE", 
        "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
    } 
    ], 

    ... 

    "Categories": { 
        "MatchedDetails": { 
            "positive-resolution": { 
                "PointsOfInterest": [{ 
                    "BeginOffsetMillis": 40040, 
                    "EndOffsetMillis": 42460 
                }] 
            } 
        }, 
        "MatchedCategories": [ 
            "positive-resolution" 
        ] 
    }, 

    ... 

    "ConversationCharacteristics": { 
        "NonTalkTime": { 
            "Instances": [], 
            "TotalTimeMillis": 0 
        }, 
        "Interruptions": { 
            "TotalCount": 2, 
            "TotalTimeMillis": 10700, 
            "InterruptionsByInterrupter": { 
                "AGENT": [{ 
                    "BeginOffsetMillis": 26040, 
                    "DurationMillis": 5510, 
                    "EndOffsetMillis": 31550 
                }], 
                "CUSTOMER": [{ 
                    "BeginOffsetMillis": 770, 
                    "DurationMillis": 5190, 
                    "EndOffsetMillis": 5960 
                }] 
            } 
        }, 
        "TotalConversationDurationMillis": 42460, 
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        "Sentiment": { 
            "OverallSentiment": { 
                "AGENT": 2.5, 
                "CUSTOMER": 2.1 
            }, 
            "SentimentByPeriod": { 
                "QUARTER": { 
                    "AGENT": [{ 
                        "Score": 0.0, 
                        "BeginOffsetMillis": 0, 
                        "EndOffsetMillis": 9862 
                    }, 
                    { 
                        "Score": -5.0, 
                        "BeginOffsetMillis": 9862, 
                        "EndOffsetMillis": 19725 
                    }, 
                    { 
                        "Score": 5.0, 
                        "BeginOffsetMillis": 19725, 
                        "EndOffsetMillis": 29587 
                    }, 
                    { 
                       "Score": 5.0, 
                        "BeginOffsetMillis": 29587, 
                        "EndOffsetMillis": 39450 
                    } 
                    ], 
                    "CUSTOMER": [{ 
                        "Score": -2.5, 
                        "BeginOffsetMillis": 0, 
                        "EndOffsetMillis": 10615 
                    }, 
                    { 
                        "Score": 5.0, 
                        "BeginOffsetMillis": 10615, 
                        "EndOffsetMillis": 21230 
                    }, 
                    { 
                        "Score": 2.5, 
                        "BeginOffsetMillis": 21230, 
                        "EndOffsetMillis": 31845 
                    }, 
                    { 
                        "Score": 5.0, 
                        "BeginOffsetMillis": 31845, 
                        "EndOffsetMillis": 42460 
                    } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "TalkSpeed": { 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 150 
                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "AverageWordsPerMinute": 167 
                } 
            } 
        }, 
        "TalkTime": { 
            "DetailsByParticipant": { 
                "AGENT": { 
                    "TotalTimeMillis": 32750 
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                }, 
                "CUSTOMER": { 
                    "TotalTimeMillis": 18010 
                } 
            }, 
            "TotalTimeMillis": 50760 
        } 
    },

通話分析のリアルタイム文字起こしを開始する
コール分析トランスクリプションをリアルタイムで開始する前に、Amazon Transcribeコールで一致させ
るすべての [カテゴリ (p. 227)] を作成する必要があります。

Note

Call Analytics の記録を新しいカテゴリにさかのぼって照合することはできません。コール分析文
字起こしを開始する [前] に作成したカテゴリのみ、その文字起こし出力に適用することができま
す。

1 つ以上のカテゴリを作成し、オーディオが少なくとも 1 つのカテゴリですべてのルールに一致する場
合、Amazon Transcribe一致するカテゴリで出力にフラグ付けを行います。カテゴリを使用しないことを
選択した場合、またはオーディオがカテゴリで指定したルールに一致しない場合、トランスクリプトにフ
ラグ付けは行われません。

通話後の分析をリアルタイムの通話分析の文字起こしに含めるには、Amazon S3OutputLocationパラ
メーターを使用してリクエストにバケットを指定する必要があります。また、指定されたバケットへの書
き込み権限を持つも含める必要があります。DataAccessRoleArnリアルタイムのCall Analyticsストリー
ミングセッションが完了すると、別のトランスクリプトが作成され、指定されたバケットに保存されま
す。

リアルタイムの通話分析では、リアルタイムのカテゴリアラートを作成することもできます。カテゴリ
マッチのリアルタイムアラートの作成 (p. 243)手順については、を参照してください。

Call Analytics のリアルタイム文字起こしを開始するにはAWS Management Console、、、HTTP/2、また
はを使用できますWebSockets。例については、以下を参照してください。

Important

現在、は、AWS Management Consoleオーディオサンプルがプリロードされたリアルタイム
通話分析のデモのみを提供しています。独自のオーディオを使用する場合は、API (HTTP/2 
WebSockets、または SDK) を使用する必要があります。

AWS Management Console

コール分析リクエストを開始するには、次の手順を実行します。カテゴリで定義されたすべての特性に一
致するコールは、該当するカテゴリでラベル付けされます。

Note

で利用できるのはデモのみですAWS Management Console。カスタムのリアルタイム分析トラン
スクリプションを開始するには、API を使用する必要があります。

1. ナビゲーションペインの [Amazon Transcribeコール分析] を選択します。
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2. ステップ 1: 入力オーディオを指定するには、ドロップダウンメニューからデモテストファイルを選択
します。

3. 「ステップ 2: 通話カテゴリの確認」では、以前に作成したリアルタイムの通話分析カテゴリを確認す
ることができます。リアルタイム通話分析のすべてのカテゴリが文字起こしに適用されます。

[カテゴリを表示] を選択すると、既存のリアルタイム通話分析カテゴリを表示する新しいペインが開
き、新しいカテゴリを作成するためのリンクが表示されます。
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4. ステップ 3: 入出力の設定では、追加の設定を適用できます。

[詳細設定の構成] を選択すると、コンテンツ編集設定を指定できる新しいペインが開きます。

すべての選択が完了したら、[保存] を選択してメインページに戻ります。
5. その他の分析を適用するには、「通話後分析」をオンに切り替えます。これにより、通話中断、音

量、非通話時間、通話速度、通話時間、問題、アクションアイテム、結果など、通話後のアナリティ
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クスの文字起こしと同じ分析が可能になります。通話後の分析出力は、リアルタイムの通話分析記録
とは別のファイルに保存されます。

通話後分析を適用する場合は、Amazon S3IAM出力ファイルの宛先と役割を指定する必要がありま
す。オプションとして出力の暗号化を選択できます。

6. [Start streaming] (ストリーミングの開始) を選択します。

HTTP/2 ストリーミング
この例では、コール分析を有効にした状態で HTTP/2 リクエストを作成します。で HTTP/2 ストリー
ミングを使用する際の詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいHTTP/2 ストリームの
設定 (p. 88)。に固有のパラメータとヘッダーの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださ
いStartCallAnalyticsStreamTranscription。

この例には、通話後の分析が含まれています (p. 233)。通話後の分析が不要な場合
は、PostCallAnalyticsSettingsリクエストからセクションを削除してください。

次の例に示す設定イベントは、ストリームの最初のイベントとして渡す必要があることに注意してくださ
い。

POST /stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
X-Amz-Target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartCallAnalyticsStreamTranscription
Content-Type: application/vnd.amazon.eventstream
X-Amz-Content-Sha256: string
X-Amz-Date: 20220208T235959Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=access-key/20220208/us-west-2/transcribe/
aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
target;x-amz-security-token, Signature=string
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000  
transfer-encoding: chunked 
     
{ 
    "AudioStream": {  
        "AudioEvent": {  
            "AudioChunk": blob 
        }, 
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        "ConfigurationEvent": { 
            "ChannelDefinitions": [ 
                { 
                    "ChannelId": 0, 
                    "ParticipantRole": "AGENT" 
                }, 
                { 
                     "ChannelId": 1, 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
                } 
            ], 
            "PostCallAnalyticsSettings": { 
                "OutputLocation": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/", 
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole" 
            } 
        } 
    }
}

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket ストリーム

この例では、 WebSocket ストリームでコール分析を使用する署名済み URL を作成します。読みやすくす
るために、改行が追加されています。 WebSocket でのストリームの使用方法の詳細についてはAmazon 
Transcribe、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。パラメータの詳細については、
「StartCallAnalyticsStreamTranscription」を参照してください。

この例には、通話後の分析が含まれています (p. 233)。通話後の分析が不要な場合
は、PostCallAnalyticsSettingsリクエストからセクションを削除してください。

次の例に示す設定イベントは、ストリームの最初のイベントとして渡す必要があることに注意してくださ
い。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/call-analytics-stream-
transcription-websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=string
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Bx-amz-date
&language-code=en-US
&media-encoding=flac    
&sample-rate=16000

{ 
    "AudioStream": {  
        "AudioEvent": {  
            "AudioChunk": blob 
        }, 
        "ConfigurationEvent": { 
            "ChannelDefinitions": [ 
                { 
                    "ChannelId": 0, 
                    "ParticipantRole": "AGENT" 
                }, 
                { 
                     "ChannelId": 1, 
                    "ParticipantRole": "CUSTOMER" 
                } 
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            ], 
            "PostCallAnalyticsSettings": { 
                "OutputLocation": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/", 
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole" 
            } 
        } 
    }
}

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

Tip

上記の HTTP/2 WebSocket と例には、コール後の分析が含まれます。通話後の分析が不要な場合
は、PostCallAnalyticsSettingsリクエストからセクションを削除してください。
有効にする場合はPostCallAnalyticsSettings、最初のイベントとして設定イベントを送信
する必要があります。設定イベントにはPostStreamAnalyticsSettings、前の例で示したよ
うに、ChannelDenifitionsおよびの設定が含まれます。
content-type application/octet-streamバイナリデータはのバイナリメッセージとして
渡され、content-type application/json設定イベントはとのテキストメッセージとして渡
されます。
詳細については、「ストリーミング文字起こしを設定する (p. 87)」を参照してください。

カテゴリマッチのリアルタイムアラートの作成
リアルタイムアラートを設定するには、TranscriptFilterTypeREAL_TIMEまずフラグ付きのカテゴリ
を作成する必要があります。このフラグを使用すると、カテゴリをリアルタイムの Call Analytics 文字起こ
しに適用できます。

新しいカテゴリの作成手順については、「」を参照してくださいリアルタイム文字起こし用のカテゴリの
作成 (p. 227)。

Call Analyticsのリアルタイム文字起こしを開始すると、REAL_TIMEフラグが付いているすべてのカテゴリ
が、セグメントレベルで文字起こし出力に自動的に適用されます。TranscriptFilterType一致した場
合は、CategoryEvent成績証明書のセクションの下に表示されます。その後、このパラメータとそのサ
ブパラメータ、MatchedCategoriesおよびを使用してMatchedDetails、カスタムのリアルタイムア
ラートを設定できます。

CategoryEvent試合に関するリアルタイムのコール分析トランスクリプション出力の例を次に示しま
す。

"CategoryEvent": {  
    "MatchedCategories": [ "shipping-complaint" ], 
    "MatchedDetails": {  
        "my package never arrived" : {  
            "TimestampRanges": [     
                {  
                    "BeginOffsetMillis": 19010, 
                    "EndOffsetMillis": 22690
                } 
            ] 
        } 
    }
},

前述の例は、「荷物が届きませんでした」という表現と完全に一致するテキストを表しており、これは
「配送に関する苦情」カテゴリのルールを表しています。
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リアルタイムアラートを設定して、リストされているパラメータを任意に組み合わせることができます。
たとえば、一致したフレーズのみ (MatchedDetails) またはカテゴリ名 (MatchedCategories) のみを
含むようにアラートを設定できます。または、すべてのパラメータを含むようにアラートを設定すること
もできます。

リアルタイムアラートの設定方法は、組織のインターフェースと希望するアラートタイプによって異なり
ます。たとえば、CategoryEventマッチングを設定して、ポップアップ通知、電子メール、テキスト、
またはシステムが受け付けることができるその他のアラートを送信できます。

リアルタイムコール分析出力
リアルタイム通話分析のトランスクリプトは、 turn-by-turn セグメントごとの形式で表示されます。カ
テゴリイベント、問題検出、センチメント、個人識別情報の特定と編集などが含まれます。カテゴリ
イベントでは、リアルタイムのアラートを設定できます。カテゴリマッチのリアルタイムアラートの作
成 (p. 243)詳細については、を参照してください。

精度を高め、業界固有の用語など、ユースケースに合わせてトランスクリプトをさらにカスタマイ
ズするには、コール分析リクエストにカスタムボキャブラリまたはカスタム言語モデルを追加しま
す (p. 161) (p. 146)。冒涜的な言葉など、文字起こし結果に表示したくない言葉をマスキング、削除、また
はタグ付けするには、語彙フィルタリング (p. 172)を追加します。

次のセクションでは、コール分析のリアルタイム文字起こし用の JSON 出力の例を示します。

カテゴリイベント
カテゴリの一致は、次のようにトランスクリプション出力で表示されます。この例は、19010 ミリ秒のタ
イムスタンプから 22690 ミリ秒のタイムスタンプまでのオーディオが「network-complaint」カテゴリに一
致することを示しています。この場合、カスタムの「ネットワーク苦情」カテゴリでは、お客様が「ネッ
トワークの問題」（完全に一致する語句）と答える必要がありました。

"CategoryEvent": {  
    "MatchedCategories": [  
        "network-complaint"  
    ], 
    "MatchedDetails": {  
        "network issues" : {  
            "TimestampRanges": [     
                {  
                    "BeginOffsetMillis": 9299375, 
                    "EndOffsetMillis": 7899375
                } 
            ] 
        } 
    }
},

問題検出
トランスクリプション出力では、問題検出は次のように表示されます。この例は、26 文字から 62 文字ま
でのテキストが問題を説明していることを示しています。

"UtteranceEvent": { 
     ...
    "Transcript": "Wang Xiulan I'm tired of the network issues my phone is having.", 
     ...
    "IssuesDetected": [ 
        { 
            "CharacterOffsets": { 
                "BeginOffsetChar": 26, 
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                "EndOffsetChar": 62
            } 
        } 
    ]
},

感情
トランスクリプション出力では、センチメント分析は次のように表示されます。

"UtteranceEvent": {     
     ...
    "Sentiment": "NEGATIVE", 
    "Items": [{ 
         ...

個人データの識別
トランスクリプション出力では、PII 識別は次のように表示されます。

"Entities": [ 
    { 
        "Content": "Wang Xiulan", 
        "Category": "PII", 
        "Type": "NAME", 
        "BeginOffsetMillis": 7999375, 
        "EndOffsetMillis": 199375, 
        "Confidence": 0.9989
    }
],

PIIリダクション
トランスクリプション出力では、PII編集は次のように表示されます。

"Content": "[NAME]. Hi, [NAME]. I'm [NAME] Happy to be helping you today.",
"Redaction": { 
    "RedactedTimestamps": [ 
        { 
            "BeginOffsetMillis": 32670, 
            "EndOffsetMillis": 33343
        },  
        { 
            "BeginOffsetMillis": 33518, 
            "EndOffsetMillis": 33858
        },  
        { 
            "BeginOffsetMillis": 34068, 
            "EndOffsetMillis": 34488
        } 
    ]
},

コンパイル済みのリアルタイム通話分析出力
簡潔にするために、次の文字起こし出力では一部のコンテンツが省略記号に置き換えられています。

{ 
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    "CallAnalyticsTranscriptResultStream": { 
        "BadRequestException": {}, 
        "ConflictException": {}, 
        "InternalFailureException": {}, 
        "LimitExceededException": {}, 
        "ServiceUnavailableException": {}, 
        "UtteranceEvent": { 
            "UtteranceId": "58c27f92-7277-11ec-90d6-0242ac120003", 
            "ParticipantRole": "CUSTOMER", 
            "IsPartial": false, 
            "Transcript": "Wang Xiulan I'm tired of the network issues my phone is 
 having.", 
            "BeginOffsetMillis": 19010, 
            "EndOffsetMillis": 22690, 
            "Sentiment": "NEGATIVE", 
            "Items": [{ 
                    "Content": "Wang", 
                    "BeginOffsetMillis": 379937, 
                    "EndOffsetMillis": 299375, 
                    "Type": "pronunciation", 
                    "Confidence": 0.9961, 
                    "VocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                { 
                    "Content": "Xiulan", 
                    "EndOffsetMillis": 5899375, 
                    "BeginOffsetMillis": 3899375, 
                    "Type": "pronunciation", 
                    "Confidence": 0.9961, 
                    "VocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                 ...
                { 
                    "Content": "network", 
                    "EndOffsetMillis": 199375, 
                    "BeginOffsetMillis": 9299375, 
                    "Type": "pronunciation", 
                    "Confidence": 0.9961, 
                    "VocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                { 
                    "Content": "issues", 
                    "EndOffsetMillis": 7899375, 
                    "BeginOffsetMillis": 5999375, 
                    "Type": "pronunciation", 
                    "Confidence": 0.9961, 
                    "VocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                { 
                    "Content": "my", 
                    "EndOffsetMillis": 9199375, 
                    "BeginOffsetMillis": 7999375, 
                    "Type": "pronunciation", 
                    "Confidence": 0.9961, 
                    "VocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                { 
                    "Content": "phone", 
                    "EndOffsetMillis": 199375, 
                    "BeginOffsetMillis": 9299375, 
                    "Type": "pronunciation", 
                    "Confidence": 0.9961, 
                    "VocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                 ...
            ], 
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            "Entities": [{ 
                "Content": "Wang Xiulan", 
                "Category": "PII", 
                "Type": "NAME", 
                "BeginOffsetMillis": 7999375, 
                "EndOffsetMillis": 199375, 
                "Confidence": 0.9989 
            }], 
            "IssuesDetected": [{ 
                "CharacterOffsets": { 
                    "BeginOffsetChar": 26, 
                    "EndOffsetChar": 62 
                } 
            }] 
        }, 
        "CategoryEvent": {  
            "MatchedCategories": [  
                "network-complaint"  
            ], 
            "MatchedDetails": {  
                "network issues" : {  
                    "TimestampRanges": [     
                        {  
                            "BeginOffsetMillis": 9299375, 
                            "EndOffsetMillis": 7899375 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
}

247



Amazon Transcribe デベロッパーガイド

Amazon Chime通話内容をリアルタ
イムで文字起こし

Amazon TranscribeAmazon ChimeSDKと統合されているため、Amazon Chime通話のリアルタイムの文字
起こしが容易になります。

Amazon ChimeSDK API を使用して文字起こしをリクエストすると、Amazon ChimeAmazon Transcribeへ
のオーディオのストリーミングが開始され、通話中もストリーミングが継続されます。

Amazon ChimeSDK は「アクティブトーカー」アルゴリズムを使用して上位 2 人のアクティブトーカーを
選択し、そのオーディオを 1 つのストリームで 2Amazon Transcribe つの別々のチャンネルとして送信し
ます。会議参加者は、Amazon Chime SDKデータメッセージを介してユーザー属性付きの文字起こしを受
け取ります。Amazon ChimeSDK 開発者ガイドで配信例を確認できます。

Amazon Chimeトランスクリプションのデータフローを次の図に示します。

Amazon Chimeリアルタイム文字起こしを設定する方法の詳細と手順については、『SDK 開発者ガイド』
の「Amazon ChimeSDK ライブ文字起こしの使用」を参照してください。Amazon ChimeAPI オペレー
ションについては、Amazon ChimeSDK API リファレンスを参照してください。

AWSMachine Learning ブログでさらに詳しく

リアルタイムの文字起こしによる精度の向上について詳しくは、以下をご覧ください。

• Amazon ChimeSDK ミーティングでは、Amazon Transcribeおよびによるライブ文字起こしが
サポートされるようになりましたAmazon Transcribe Medical

• Amazon Chime遠隔医療ソリューション用SDK
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AWSSDK を使用した Amazon 
Transcribe 文字起こしジョブのコー
ド例

次のコード例は、AWSソフトウェア開発キット (SDK) による Amazon Transcribe の使用方法を示しま
す。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

クロスサービスの例は、複数の AWS のサービス で動作するサンプルアプリケーションです。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWSSDK を使用した Amazon Transcribe しのアクション (p. 250)

• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを作成する (p. 250)
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを削除する (p. 252)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ション医療関連の文字起こしジョブを削除す

る (p. 253)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブを削除する (p. 254)
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを入手 (p. 256)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブの取得 (p. 257)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe カスタムボキャブラリーを一覧表示する (p. 259)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ション医療関連の文字起こし関連求人を一覧表示す

る (p. 260)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ションジョブを一覧表示する (p. 262)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe でリアルタイムの文字起こしを作成 (p. 264)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe の医療用文字起こしジョブを開始する (p. 267)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブを開始する (p. 269)
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを更新する (p. 272)

• AWSSDK を使用した Amazon Transcribe しのシナリオ (p. 273)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe カスタムボキャブラリーを作成および改良す

る (p. 273)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe でオーディオを文字起こししてジョブデータを取得

する (p. 279)
• AWSSDK を使用した Amazon Transcribe 文字起こしジョブのクロスサービスの例 (p. 280)

• Amazon Transcribe アプリを構築する (p. 280)
• Amazon Transcribe ストリーミングアプリケーションを構築する (p. 281)
• AWS SDK を使用して、テキストを音声に変換し、テキストに戻す (p. 282)
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アクション

AWSSDK を使用した Amazon Transcribe しのアク
ション

次のコード例は、AWS SDK を使用して個々の Amazon Transcribe アクションを実行する方法を示してい
ます。これらの抜粋では、Amazon Transcribe API の呼び出し例が示されています。単独での実行例は示
されていません。それぞれの例には GitHub、へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行
の手順が記載されています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「Amazon Transcribe 文字起こしAPI リファレンス」を参照してください。

例
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを作成する (p. 250)
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを削除する (p. 252)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ション医療関連の文字起こしジョブを削除する (p. 253)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブを削除する (p. 254)
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを入手 (p. 256)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブの取得 (p. 257)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe カスタムボキャブラリーを一覧表示する (p. 259)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ション医療関連の文字起こし関連求人を一覧表示す

る (p. 260)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ションジョブを一覧表示する (p. 262)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe でリアルタイムの文字起こしを作成 (p. 264)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe の医療用文字起こしジョブを開始する (p. 267)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こしジョブを開始する (p. 269)
• AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボキャブラリーを更新する (p. 272)

AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボ
キャブラリーを作成する
次のコード例は、カスタムボキャブラAmazon Transcribe を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create a custom vocabulary using a list of phrases. Custom vocabularies 
    /// improve transcription accuracy for one or more specific words. 
    /// </summary> 
    /// <param name="languageCode">The language code of the vocabulary.</param> 
    /// <param name="phrases">Phrases to use in the vocabulary.</param> 
    /// <param name="vocabularyName">Name for the vocabulary.</param> 
    /// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns> 
    public async Task<VocabularyState> CreateCustomVocabulary(LanguageCode 
 languageCode, 
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        List<string> phrases, string vocabularyName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.CreateVocabularyAsync( 
            new CreateVocabularyRequest 
            { 
                LanguageCode = languageCode, 
                Phrases = phrases, 
                VocabularyName = vocabularyName 
            }); 
        return response.VocabularyState; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI CreateVocabularyリファレンスのを参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def create_vocabulary( 
        vocabulary_name, language_code, transcribe_client, 
        phrases=None, table_uri=None): 
    """ 
    Creates a custom vocabulary that can be used to improve the accuracy of 
    transcription jobs. This function returns as soon as the vocabulary processing 
    is started. Call get_vocabulary to get the current status of the vocabulary. 
    The vocabulary is ready to use when its status is 'READY'. 

    :param vocabulary_name: The name of the custom vocabulary. 
    :param language_code: The language code of the vocabulary. 
                          For example, en-US or nl-NL. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the vocabulary. 
    :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in the 
                      vocabulary. 
    :return: Information about the newly created vocabulary. 
    """ 
    try: 
        vocab_args = {'VocabularyName': vocabulary_name, 'LanguageCode': 
 language_code} 
        if phrases is not None: 
            vocab_args['Phrases'] = phrases 
        elif table_uri is not None: 
            vocab_args['VocabularyFileUri'] = table_uri 
        response = transcribe_client.create_vocabulary(**vocab_args) 
        logger.info("Created custom vocabulary %s.", response['VocabularyName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create custom vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise 
    else: 
        return response

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いCreateVocabulary。
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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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボ
キャブラリーを削除する
次のコード例は、カスタムボキャブラAmazon Transcribe を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an existing custom vocabulary. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vocabularyName">Name of the vocabulary to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteCustomVocabulary(string vocabularyName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.DeleteVocabularyAsync( 
            new DeleteVocabularyRequest 
            { 
                VocabularyName = vocabularyName 
            }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI DeleteVocabularyリファレンスのを参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def delete_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client): 
    """ 
    Deletes a custom vocabulary. 

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to delete. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    """ 
    try: 
        transcribe_client.delete_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name) 
        logger.info("Deleted vocabulary %s.", vocabulary_name) 
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    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いDeleteVocabulary。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ション医療
関連の文字起こしジョブを削除する
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを削除する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete a medical transcription job. Also deletes the transcript associated 
 with the job. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobName">Name of the medical transcription job to delete.</
param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteMedicalTranscriptionJob(string jobName) 
    { 
        var response = await 
 _amazonTranscribeService.DeleteMedicalTranscriptionJobAsync( 
            new DeleteMedicalTranscriptionJobRequest() 
            { 
                MedicalTranscriptionJobName = jobName 
            }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI DeleteMedicalTranscriptionJobリファレンスの
を参照してください。

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。
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クライアントを作成します。

const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

医療文字起こしジョブの削除。

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = { 
  MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // For example, 
 'medical_transciption_demo'
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const data = await transcribeClient.send( 
      new DeleteMedicalTranscriptionJobCommand(params) 
    ); 
    console.log("Success - deleted"); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteMedicalTranscriptionJobリファレン

スのを参照してください。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こし
ジョブを削除する
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを削除する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。
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    /// <summary> 
    /// Delete a transcription job. Also deletes the transcript associated with the 
 job. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobName">Name of the transcription job to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteTranscriptionJob(string jobName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.DeleteTranscriptionJobAsync( 
            new DeleteTranscriptionJobRequest() 
            { 
                TranscriptionJobName = jobName 
            }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI DeleteTranscriptionJobリファレンスのを参照し
てください。

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

文字起こしジョブの削除。

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = { 
  TranscriptionJobName: "JOB_NAME", // Required. For example, 'transciption_demo'
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const data = await transcribeClient.send( 
      new DeleteTranscriptionJobCommand(params) 
    ); 
    console.log("Success - deleted"); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
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};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI DeleteTranscriptionJobリファレンスのを

参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def delete_job(job_name, transcribe_client): 
    """ 
    Deletes a transcription job. This also deletes the transcript associated with 
    the job. 

    :param job_name: The name of the job to delete. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    """ 
    try: 
        transcribe_client.delete_transcription_job( 
            TranscriptionJobName=job_name) 
        logger.info("Deleted job %s.", job_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete job %s.", job_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いDeleteTranscriptionJob。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボ
キャブラリーを入手
次のコード例は、カスタムボキャブラAmazon Transcribe を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。
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    /// <summary> 
    /// Get information about a custom vocabulary. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vocabularyName">Name of the vocabulary.</param> 
    /// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns> 
    public async Task<VocabularyState> GetCustomVocabulary(string vocabularyName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.GetVocabularyAsync( 
            new GetVocabularyRequest() 
            { 
                VocabularyName = vocabularyName 
            }); 
        return response.VocabularyState; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI GetVocabularyリファレンスのを参照してくだ
さい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def get_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client): 
    """ 
    Gets information about a custom vocabulary. 

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to retrieve. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :return: Information about the vocabulary. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.get_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name) 
        logger.info("Got vocabulary %s.", response['VocabularyName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise 
    else: 
        return response

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いGetVocabulary。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こし
ジョブの取得
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを取得する方法を示します。
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.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get details about a transcription job. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobName">A unique name for the transcription job.</param> 
    /// <returns>A TranscriptionJob instance with information on the requested 
 job.</returns> 
    public async Task<TranscriptionJob> GetTranscriptionJob(string jobName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.GetTranscriptionJobAsync( 
            new GetTranscriptionJobRequest() 
            { 
                TranscriptionJobName = jobName 
            }); 
        return response.TranscriptionJob; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI GetTranscriptionJobリファレンスのを参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def get_job(job_name, transcribe_client): 
    """ 
    Gets details about a transcription job. 

    :param job_name: The name of the job to retrieve. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :return: The retrieved transcription job. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.get_transcription_job( 
            TranscriptionJobName=job_name) 
        job = response['TranscriptionJob'] 
        logger.info("Got job %s.", job['TranscriptionJobName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get job %s.", job_name) 
        raise 
    else: 
        return job
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• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いGetTranscriptionJob。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe カスタムボ
キャブラリーを一覧表示する
次のコード例は、カスタムボキャブラAmazon Transcribe を一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List custom vocabularies for the current account. Optionally specify a name 
    /// filter and a specific state to filter the vocabularies list. 
    /// </summary> 
    /// <param name="nameContains">Optional string the vocabulary name must 
 contain.</param> 
    /// <param name="stateEquals">Optional state of the vocabulary.</param> 
    /// <returns>List of information about the vocabularies.</returns> 
    public async Task<List<VocabularyInfo>> ListCustomVocabularies(string? 
 nameContains = null, 
        VocabularyState? stateEquals = null) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.ListVocabulariesAsync( 
            new ListVocabulariesRequest() 
            { 
                NameContains = nameContains, 
                StateEquals = stateEquals 
            }); 
        return response.Vocabularies; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListVocabulariesリファレンスのを参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

259

https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/transcribe-2017-10-26/GetTranscriptionJob
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/Transcribe#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/transcribe-2017-10-26/ListVocabularies
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/transcribe#code-examples


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
医療文字起こしジョブの表示

def list_vocabularies(vocabulary_filter, transcribe_client): 
    """ 
    Lists the custom vocabularies created for this AWS account. 

    :param vocabulary_filter: The returned vocabularies must contain this string in 
                              their names. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :return: The list of retrieved vocabularies. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.list_vocabularies( 
            NameContains=vocabulary_filter) 
        vocabs = response['Vocabularies'] 
        next_token = response.get('NextToken') 
        while next_token is not None: 
            response = transcribe_client.list_vocabularies( 
                NameContains=vocabulary_filter, NextToken=next_token) 
            vocabs += response['Vocabularies'] 
            next_token = response.get('NextToken') 
        logger.info( 
            "Got %s vocabularies with filter %s.", len(vocabs), vocabulary_filter) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't list vocabularies with filter %s.", vocabulary_filter) 
        raise 
    else: 
        return vocabs

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いListVocabularies。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ション医療
関連の文字起こし関連求人を一覧表示する
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを一覧表示する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List medical transcription jobs, optionally with a name filter. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobNameContains">Optional name filter for the medical 
 transcription jobs.</param> 
    /// <returns>A list of summaries about medical transcription jobs.</returns> 
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    public async Task<List<MedicalTranscriptionJobSummary>> 
 ListMedicalTranscriptionJobs( 
        string? jobNameContains = null) 
    { 
        var response = await 
 _amazonTranscribeService.ListMedicalTranscriptionJobsAsync( 
            new ListMedicalTranscriptionJobsRequest() 
            { 
                JobNameContains = jobNameContains 
            }); 
        return response.MedicalTranscriptionJobSummaries; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListMedicalTranscriptionJobsリファレンスのを
参照してください。

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

医療転写の仕事を一覧表示します。

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = { 
  MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required 
  OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required 
  Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE' 
  Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and 'DICTATION' 
  LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US' 
  MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav' 
  Media: { 
    MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION", 
    // The S3 object location of the input media file. The URI must be in the same 
 region 
    // as the API endpoint that you are calling.For example, 
    // "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav" 
  },
};

export const run = async () => { 
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  try { 
    const data = await transcribeClient.send( 
      new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params) 
    ); 
    console.log("Success - put", data); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListMedicalTranscriptionJobsリファレンス

のを参照してください。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe ションジョ
ブを一覧表示する
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List transcription jobs, optionally with a name filter. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobNameContains">Optional name filter for the transcription 
 jobs.</param> 
    /// <returns>A list of transcription job summaries.</returns> 
    public async Task<List<TranscriptionJobSummary>> ListTranscriptionJobs(string? 
 jobNameContains = null) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.ListTranscriptionJobsAsync( 
            new ListTranscriptionJobsRequest() 
            { 
                JobNameContains = jobNameContains 
            }); 
        return response.TranscriptionJobSummaries; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListTranscriptionJobsリファレンスのを参照し
てください。

262

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-transcribe/classes/listmedicaltranscriptionjobscommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/Transcribe#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/transcribe-2017-10-26/ListTranscriptionJobs


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
文字起こしジョブの表示

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

文字起こしジョブの表示。

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js

import { ListTranscriptionJobsCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = { 
  JobNameContains: "KEYWORD", // Not required. Returns only transcription 
  // job names containing this string
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const data = await transcribeClient.send( 
      new ListTranscriptionJobsCommand(params) 
    ); 
    console.log("Success", data.TranscriptionJobSummaries); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI ListTranscriptionJobsリファレンスのを参

照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def list_jobs(job_filter, transcribe_client): 
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    """ 
    Lists summaries of the transcription jobs for the current AWS account. 

    :param job_filter: The list of returned jobs must contain this string in their 
                       names. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :return: The list of retrieved transcription job summaries. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.list_transcription_jobs( 
            JobNameContains=job_filter) 
        jobs = response['TranscriptionJobSummaries'] 
        next_token = response.get('NextToken') 
        while next_token is not None: 
            response = transcribe_client.list_transcription_jobs( 
                JobNameContains=job_filter, NextToken=next_token) 
            jobs += response['TranscriptionJobSummaries'] 
            next_token = response.get('NextToken') 
        logger.info("Got %s jobs with filter %s.", len(jobs), job_filter) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get jobs with filter %s.", job_filter) 
        raise 
    else: 
        return jobs

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いListTranscriptionJobs。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe でリアルタ
イムの文字起こしを作成
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしを作成する方法を示します。

C++

SDK for C++
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

int main() { 
    Aws::SDKOptions options; 
    options.loggingOptions.logLevel = Aws::Utils::Logging::LogLevel::Trace; 
    Aws::InitAPI(options); 
    { 
        //TODO(User): Set to the region of your AWS account. 
        const Aws::String region = Aws::Region::US_WEST_2; 

        Aws::Utils::Threading::Semaphore canCloseStream(0 /*initialCount*/, 1 /
*maxCount*/); 

        //Load a profile that has been granted AmazonTranscribeFullAccess AWS 
 managed permission policy. 
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        Aws::Client::ClientConfiguration config;
#ifdef _WIN32 
        // ATTENTION: On Windows with AWS SDK version 1.9, this example only runs 
 if the SDK is built 
        // with the curl library.  (9/15/2022) 
        // For more information, see the accompanying ReadMe. 
        // For more information, see "Building the SDK for Windows with curl". 
        // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-cpp/v1/developer-guide/setup-
windows.html 
        //TODO(User): Update to the location of your .crt file. 
        config.caFile = "C:/curl/bin/curl-ca-bundle.crt";
#endif 
        config.region = region; 

        TranscribeStreamingServiceClient client(config); 
        StartStreamTranscriptionHandler handler; 
        handler.SetOnErrorCallback( 
                [](const Aws::Client::AWSError<TranscribeStreamingServiceErrors> 
 &error) { 
                        std::cerr << "ERROR: " + error.GetMessage() << std::endl; 
                }); 
        //SetTranscriptEventCallback called for every 'chunk' of file transcripted. 
        // Partial results are returned in real time. 
        handler.SetTranscriptEventCallback([&canCloseStream](const TranscriptEvent 
 &ev) { 
                bool isFinal = false; 
                for (auto &&r: ev.GetTranscript().GetResults()) { 
                    if (r.GetIsPartial()) { 
                        std::cout << "[partial] "; 
                    } 
                    else { 
                        std::cout << "[Final] "; 
                        isFinal = true; 
                    } 
                    for (auto &&alt: r.GetAlternatives()) { 
                        std::cout << alt.GetTranscript() << std::endl; 
                    } 
                } 
                if (isFinal) { 
                    canCloseStream.Release(); 
                } 
        }); 

        StartStreamTranscriptionRequest request; 
        request.SetMediaSampleRateHertz(8000); 
        request.SetLanguageCode(LanguageCode::en_US); 
        request.SetMediaEncoding( 
                MediaEncoding::pcm); // wav and aiff files are PCM formats. 
        request.SetEventStreamHandler(handler); 

        auto OnStreamReady = [&canCloseStream](AudioStream &stream) { 
                Aws::FStream file(FILE_NAME, std::ios_base::in | 
 std::ios_base::binary); 
                if (!file.is_open()) { 
                    std::cerr << "Failed to open " << FILE_NAME << '\n'; 
                } 
                std::array<char, BUFFER_SIZE> buf; 
                int i = 0; 
                while (file) { 
                    file.read(&buf[0], buf.size()); 

                    if (!file) 
                        std::cout << "File: only " << file.gcount() << " could be 
 read" 
                                  << std::endl; 
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                    Aws::Vector<unsigned char> bits{buf.begin(), buf.end()}; 
                    AudioEvent event(std::move(bits)); 
                    if (!stream) { 
                        std::cerr << "Failed to create a stream" << std::endl; 
                        break; 
                    } 
                    //The std::basic_istream::gcount() is used to count the 
 characters in the given string. It returns 
                    //the number of characters extracted by the last read() 
 operation. 
                    if (file.gcount() > 0) { 
                        if (!stream.WriteAudioEvent(event)) { 
                            std::cerr << "Failed to write an audio event" << 
 std::endl; 
                            break; 
                        } 
                    } 
                    else { 
                        break; 
                    } 
                    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds( 
                            25)); // Slow down because we are streaming from a 
 file. 
                } 
                if (!stream.WriteAudioEvent( 
                        AudioEvent())) { 
                    // Per the spec, we have to send an empty event (an event 
 without a payload) at the end. 
                    std::cerr << "Failed to send an empty frame" << std::endl; 
                } 
                else { 
                    std::cout << "Successfully sent the empty frame" << std::endl; 
                } 
                stream.flush(); 
                // Wait until the final transcript or an error is received. 
                // Closing the stream prematurely will trigger an error. 
                canCloseStream.WaitOne(); 
                stream.Close(); 
         }; 

        Aws::Utils::Threading::Semaphore signaling(0 /*initialCount*/, 1 /
*maxCount*/); 
        auto OnResponseCallback = [&signaling, &canCloseStream]( 
                const TranscribeStreamingServiceClient * /*unused*/, 
                const Model::StartStreamTranscriptionRequest & /*unused*/, 
                const Model::StartStreamTranscriptionOutcome & outcome, 
                const std::shared_ptr<const Aws::Client::AsyncCallerContext> & /
*unused*/) { 

            if (!outcome.IsSuccess()) 
            { 
                std::cerr << "Transcribe streaming error " << 
 outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            } 

            canCloseStream.Release(); 
            signaling.Release(); 
        }; 

        std::cout << "Starting..." << std::endl; 
        client.StartStreamTranscriptionAsync(request, OnStreamReady, 
 OnResponseCallback, 
                                             nullptr /*context*/); 
        signaling.WaitOne(); // Prevent the application from exiting until we're 
 done. 
        std::cout << "Done" << std::endl; 

266



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
医療文字起こしジョブの開始

    } 

    Aws::ShutdownAPI(options); 

    return 0;
}

• API の詳細については、AWS SDK for C++API StartStreamTranscriptionAsyncリファレンスの
を参照してください。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe の医療用文
字起こしジョブを開始する
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを開始する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Start a medical transcription job for a media file. This method returns 
    /// as soon as the job is started. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobName">A unique name for the medical transcription job.</
param> 
    /// <param name="mediaFileUri">The URI of the media file, typically an Amazon 
 S3 location.</param> 
    /// <param name="mediaFormat">The format of the media file.</param> 
    /// <param name="outputBucketName">Location for the output, typically an Amazon 
 S3 location.</param> 
    /// <param name="transcriptionType">Conversation or dictation transcription 
 type.</param> 
    /// <returns>A MedicalTransactionJob instance with information on the new 
 job.</returns> 
    public async Task<MedicalTranscriptionJob> StartMedicalTranscriptionJob( 
        string jobName, string mediaFileUri, 
        MediaFormat mediaFormat, string outputBucketName, 
 Amazon.TranscribeService.Type transcriptionType) 
    { 
        var response = await 
 _amazonTranscribeService.StartMedicalTranscriptionJobAsync( 
            new StartMedicalTranscriptionJobRequest() 
            { 
                MedicalTranscriptionJobName = jobName, 
                Media = new Media() 
                { 
                    MediaFileUri = mediaFileUri 
                }, 
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                MediaFormat = mediaFormat, 
                LanguageCode = 
                    LanguageCode 
                        .EnUS, // The value must be en-US for medical 
 transcriptions. 
                OutputBucketName = outputBucketName, 
                OutputKey = 
                    jobName, // The value is a key used to fetch the output of the 
 transcription. 
                Specialty = Specialty.PRIMARYCARE, // The value PRIMARYCARE must be 
 set. 
                Type = transcriptionType 
            }); 
        return response.MedicalTranscriptionJob; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI StartMedicalTranscriptionJobリファレンスのを
参照してください。

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

医療文字起こしジョブの開始。

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartMedicalTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = { 
  MedicalTranscriptionJobName: "MEDICAL_JOB_NAME", // Required 
  OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME", // Required 
  Specialty: "PRIMARYCARE", // Required. Possible values are 'PRIMARYCARE' 
  Type: "JOB_TYPE", // Required. Possible values are 'CONVERSATION' and 'DICTATION' 
  LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US' 
  MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav' 
  Media: { 
    MediaFileUri: "SOURCE_FILE_LOCATION", 
    // The S3 object location of the input media file. The URI must be in the same 
 region 
    // as the API endpoint that you are calling.For example, 
    // "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/hello_world.wav" 
  },
};
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export const run = async () => { 
  try { 
    const data = await transcribeClient.send( 
      new StartMedicalTranscriptionJobCommand(params) 
    ); 
    console.log("Success - put", data); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI StartMedicalTranscriptionJobリファレン

スのを参照してください。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe 文字起こし
ジョブを開始する
次のコード例は、Amazon Transcribe 文字起こしジョブを開始する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Start a transcription job for a media file. This method returns 
    /// as soon as the job is started. 
    /// </summary> 
    /// <param name="jobName">A unique name for the transcription job.</param> 
    /// <param name="mediaFileUri">The URI of the media file, typically an Amazon 
 S3 location.</param> 
    /// <param name="mediaFormat">The format of the media file.</param> 
    /// <param name="languageCode">The language code of the media file, such as en-
US.</param> 
    /// <param name="vocabularyName">Optional name of a custom vocabulary.</param> 
    /// <returns>A TranscriptionJob instance with information on the new job.</
returns> 
    public async Task<TranscriptionJob> StartTranscriptionJob(string jobName, 
 string mediaFileUri, 
        MediaFormat mediaFormat, LanguageCode languageCode, string? vocabularyName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.StartTranscriptionJobAsync( 
            new StartTranscriptionJobRequest() 
            { 
                TranscriptionJobName = jobName, 
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                Media = new Media() 
                { 
                    MediaFileUri = mediaFileUri 
                }, 
                MediaFormat = mediaFormat, 
                LanguageCode = languageCode, 
                Settings = vocabularyName != null ? new Settings() 
                { 
                    VocabularyName = vocabularyName 
                } : null 
            }); 
        return response.TranscriptionJob; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI StartTranscriptionJobリファレンスのを参照し
てください。

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

const { TranscribeClient } = require("@aws-sdk/client-transcribe");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon Transcribe service client object.
const transcribeClient = new TranscribeClient({ region: REGION });
export { transcribeClient };

文字起こしジョブの開始。

// Import the required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { StartTranscriptionJobCommand } from "@aws-sdk/client-transcribe";
import { transcribeClient } from "./libs/transcribeClient.js";

// Set the parameters
export const params = { 
  TranscriptionJobName: "JOB_NAME", 
  LanguageCode: "LANGUAGE_CODE", // For example, 'en-US' 
  MediaFormat: "SOURCE_FILE_FORMAT", // For example, 'wav' 
  Media: { 
    MediaFileUri: "SOURCE_LOCATION", 
    // For example, "https://transcribe-demo.s3-REGION.amazonaws.com/
hello_world.wav" 
  }, 
  OutputBucketName: "OUTPUT_BUCKET_NAME"
};

export const run = async () => { 
  try { 
    const data = await transcribeClient.send( 
      new StartTranscriptionJobCommand(params) 
    ); 
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    console.log("Success - put", data); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error", err); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI StartTranscriptionJobリファレンスのを参

照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

def start_job( 
        job_name, media_uri, media_format, language_code, transcribe_client, 
        vocabulary_name=None): 
    """ 
    Starts a transcription job. This function returns as soon as the job is 
 started. 
    To get the current status of the job, call get_transcription_job. The job is 
    successfully completed when the job status is 'COMPLETED'. 

    :param job_name: The name of the transcription job. This must be unique for 
                     your AWS account. 
    :param media_uri: The URI where the audio file is stored. This is typically 
                      in an Amazon S3 bucket. 
    :param media_format: The format of the audio file. For example, mp3 or wav. 
    :param language_code: The language code of the audio file. 
                          For example, en-US or ja-JP 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :param vocabulary_name: The name of a custom vocabulary to use when 
 transcribing 
                            the audio file. 
    :return: Data about the job. 
    """ 
    try: 
        job_args = { 
            'TranscriptionJobName': job_name, 
            'Media': {'MediaFileUri': media_uri}, 
            'MediaFormat': media_format, 
            'LanguageCode': language_code} 
        if vocabulary_name is not None: 
            job_args['Settings'] = {'VocabularyName': vocabulary_name} 
        response = transcribe_client.start_transcription_job(**job_args) 
        job = response['TranscriptionJob'] 
        logger.info("Started transcription job %s.", job_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't start transcription job %s.", job_name) 
        raise 
    else: 
        return job
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• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いStartTranscriptionJob。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用してカスタム Amazon Transcribe ボ
キャブラリーを更新する
次のコード例は、カスタムボキャブラAmazon Transcribe を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Update a custom vocabulary with new values. Update overwrites all existing 
 information. 
    /// </summary> 
    /// <param name="languageCode">The language code of the vocabulary.</param> 
    /// <param name="phrases">Phrases to use in the vocabulary.</param> 
    /// <param name="vocabularyName">Name for the vocabulary.</param> 
    /// <returns>The state of the custom vocabulary.</returns> 
    public async Task<VocabularyState> UpdateCustomVocabulary(LanguageCode 
 languageCode, 
        List<string> phrases, string vocabularyName) 
    { 
        var response = await _amazonTranscribeService.UpdateVocabularyAsync( 
            new UpdateVocabularyRequest() 
            { 
                LanguageCode = languageCode, 
                Phrases = phrases, 
                VocabularyName = vocabularyName 
            }); 
        return response.VocabularyState; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI UpdateVocabularyリファレンスのを参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。
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def update_vocabulary( 
        vocabulary_name, language_code, transcribe_client, phrases=None, 
        table_uri=None): 
    """ 
    Updates an existing custom vocabulary. The entire vocabulary is replaced with 
    the contents of the update. 

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to update. 
    :param language_code: The language code of the vocabulary. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the vocabulary. 
    :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in the 
                      vocabulary. 
    """ 
    try: 
        vocab_args = {'VocabularyName': vocabulary_name, 'LanguageCode': 
 language_code} 
        if phrases is not None: 
            vocab_args['Phrases'] = phrases 
        elif table_uri is not None: 
            vocab_args['VocabularyFileUri'] = table_uri 
        response = transcribe_client.update_vocabulary(**vocab_args) 
        logger.info( 
            "Updated custom vocabulary %s.", response['VocabularyName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't update custom vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」を参照してくださ
いUpdateVocabulary。

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用した Amazon Transcribe しのシナ
リオ

次のコード例は、AWS SDK を使用して Amazon Transcribe で一般的なシナリオを実装する方法を示して
います。これらのシナリオは、Amazon Transcribe 内で複数の関数を呼び出すことによって特定のタスク
を実行する方法を示します。それぞれのシナリオには GitHub、へのリンクがあり、コードを設定および実
行する方法についての説明が記載されています。

例
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe カスタムボキャブラリーを作成および改良する (p. 273)
• AWSSDK を使用して Amazon Transcribe でオーディオを文字起こししてジョブデータを取得す

る (p. 279)

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe カスタムボ
キャブラリーを作成および改良する
次のコードの例は以下の方法を示しています。
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• オーディオファイルを Amazon S3 にアップロードします。
• Amazon Transcribe ジョブを実行してファイルを転記し、結果を取得します。
• カスタムボキャブラリーを作成して改良し、文字起こしの精度を向上させます。
• カスタムボキャブラリを使用してジョブを実行し、結果を取得します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

ルイス・キャロルの「ジャバウォッキー」の朗読を含むオーディオファイルをTranscribe してく
ださい。まず、Amazon Transcribe アクションをラップする関数を作成することから始めます。

def start_job( 
        job_name, media_uri, media_format, language_code, transcribe_client, 
        vocabulary_name=None): 
    """ 
    Starts a transcription job. This function returns as soon as the job is 
 started. 
    To get the current status of the job, call get_transcription_job. The job is 
    successfully completed when the job status is 'COMPLETED'. 

    :param job_name: The name of the transcription job. This must be unique for 
                     your AWS account. 
    :param media_uri: The URI where the audio file is stored. This is typically 
                      in an Amazon S3 bucket. 
    :param media_format: The format of the audio file. For example, mp3 or wav. 
    :param language_code: The language code of the audio file. 
                          For example, en-US or ja-JP 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :param vocabulary_name: The name of a custom vocabulary to use when 
 transcribing 
                            the audio file. 
    :return: Data about the job. 
    """ 
    try: 
        job_args = { 
            'TranscriptionJobName': job_name, 
            'Media': {'MediaFileUri': media_uri}, 
            'MediaFormat': media_format, 
            'LanguageCode': language_code} 
        if vocabulary_name is not None: 
            job_args['Settings'] = {'VocabularyName': vocabulary_name} 
        response = transcribe_client.start_transcription_job(**job_args) 
        job = response['TranscriptionJob'] 
        logger.info("Started transcription job %s.", job_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't start transcription job %s.", job_name) 
        raise 
    else: 
        return job

def get_job(job_name, transcribe_client): 
    """ 
    Gets details about a transcription job. 

    :param job_name: The name of the job to retrieve. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
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    :return: The retrieved transcription job. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.get_transcription_job( 
            TranscriptionJobName=job_name) 
        job = response['TranscriptionJob'] 
        logger.info("Got job %s.", job['TranscriptionJobName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get job %s.", job_name) 
        raise 
    else: 
        return job

def delete_job(job_name, transcribe_client): 
    """ 
    Deletes a transcription job. This also deletes the transcript associated with 
    the job. 

    :param job_name: The name of the job to delete. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    """ 
    try: 
        transcribe_client.delete_transcription_job( 
            TranscriptionJobName=job_name) 
        logger.info("Deleted job %s.", job_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete job %s.", job_name) 
        raise

def create_vocabulary( 
        vocabulary_name, language_code, transcribe_client, 
        phrases=None, table_uri=None): 
    """ 
    Creates a custom vocabulary that can be used to improve the accuracy of 
    transcription jobs. This function returns as soon as the vocabulary processing 
    is started. Call get_vocabulary to get the current status of the vocabulary. 
    The vocabulary is ready to use when its status is 'READY'. 

    :param vocabulary_name: The name of the custom vocabulary. 
    :param language_code: The language code of the vocabulary. 
                          For example, en-US or nl-NL. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the vocabulary. 
    :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in the 
                      vocabulary. 
    :return: Information about the newly created vocabulary. 
    """ 
    try: 
        vocab_args = {'VocabularyName': vocabulary_name, 'LanguageCode': 
 language_code} 
        if phrases is not None: 
            vocab_args['Phrases'] = phrases 
        elif table_uri is not None: 
            vocab_args['VocabularyFileUri'] = table_uri 
        response = transcribe_client.create_vocabulary(**vocab_args) 
        logger.info("Created custom vocabulary %s.", response['VocabularyName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create custom vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise 
    else: 
        return response

def get_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client): 
    """ 
    Gets information about a custom vocabulary. 
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    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to retrieve. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :return: Information about the vocabulary. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.get_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name) 
        logger.info("Got vocabulary %s.", response['VocabularyName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise 
    else: 
        return response

def update_vocabulary( 
        vocabulary_name, language_code, transcribe_client, phrases=None, 
        table_uri=None): 
    """ 
    Updates an existing custom vocabulary. The entire vocabulary is replaced with 
    the contents of the update. 

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to update. 
    :param language_code: The language code of the vocabulary. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :param phrases: A list of comma-separated phrases to include in the vocabulary. 
    :param table_uri: A table of phrases and pronunciation hints to include in the 
                      vocabulary. 
    """ 
    try: 
        vocab_args = {'VocabularyName': vocabulary_name, 'LanguageCode': 
 language_code} 
        if phrases is not None: 
            vocab_args['Phrases'] = phrases 
        elif table_uri is not None: 
            vocab_args['VocabularyFileUri'] = table_uri 
        response = transcribe_client.update_vocabulary(**vocab_args) 
        logger.info( 
            "Updated custom vocabulary %s.", response['VocabularyName']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't update custom vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise

def list_vocabularies(vocabulary_filter, transcribe_client): 
    """ 
    Lists the custom vocabularies created for this AWS account. 

    :param vocabulary_filter: The returned vocabularies must contain this string in 
                              their names. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    :return: The list of retrieved vocabularies. 
    """ 
    try: 
        response = transcribe_client.list_vocabularies( 
            NameContains=vocabulary_filter) 
        vocabs = response['Vocabularies'] 
        next_token = response.get('NextToken') 
        while next_token is not None: 
            response = transcribe_client.list_vocabularies( 
                NameContains=vocabulary_filter, NextToken=next_token) 
            vocabs += response['Vocabularies'] 
            next_token = response.get('NextToken') 
        logger.info( 
            "Got %s vocabularies with filter %s.", len(vocabs), vocabulary_filter) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't list vocabularies with filter %s.", vocabulary_filter) 
        raise 
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    else: 
        return vocabs

def delete_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client): 
    """ 
    Deletes a custom vocabulary. 

    :param vocabulary_name: The name of the vocabulary to delete. 
    :param transcribe_client: The Boto3 Transcribe client. 
    """ 
    try: 
        transcribe_client.delete_vocabulary(VocabularyName=vocabulary_name) 
        logger.info("Deleted vocabulary %s.", vocabulary_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete vocabulary %s.", vocabulary_name) 
        raise

ラッパー関数を呼び出して、カスタムボキャブラリーなしでオーディオをトランスクリプション
し、次にカスタムボキャブラリーのさまざまなバージョンを使用してオーディオをトランスクリ
プションすると、改善された結果を確認できます。

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the Amazon Transcribe service.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 

    s3_resource = boto3.resource('s3') 
    transcribe_client = boto3.client('transcribe') 

    print('-'*88) 
    print("Welcome to the Amazon Transcribe demo!") 
    print('-'*88) 

    bucket_name = f'jabber-bucket-{time.time_ns()}' 
    print(f"Creating bucket {bucket_name}.") 
    bucket = s3_resource.create_bucket( 
        Bucket=bucket_name, 
        CreateBucketConfiguration={ 
            'LocationConstraint': transcribe_client.meta.region_name}) 
    media_file_name = '.media/Jabberwocky.mp3' 
    media_object_key = 'Jabberwocky.mp3' 
    print(f"Uploading media file {media_file_name}.") 
    bucket.upload_file(media_file_name, media_object_key) 
    media_uri = f's3://{bucket.name}/{media_object_key}' 

    job_name_simple = f'Jabber-{time.time_ns()}' 
    print(f"Starting transcription job {job_name_simple}.") 
    start_job( 
        job_name_simple, f's3://{bucket_name}/{media_object_key}', 'mp3', 'en-US', 
        transcribe_client) 
    transcribe_waiter = TranscribeCompleteWaiter(transcribe_client) 
    transcribe_waiter.wait(job_name_simple) 
    job_simple = get_job(job_name_simple, transcribe_client) 
    transcript_simple = requests.get( 
        job_simple['Transcript']['TranscriptFileUri']).json() 
    print(f"Transcript for job {transcript_simple['jobName']}:") 
    print(transcript_simple['results']['transcripts'][0]['transcript']) 

    print('-'*88) 
    print("Creating a custom vocabulary that lists the nonsense words to try to " 
          "improve the transcription.") 
    vocabulary_name = f'Jabber-vocabulary-{time.time_ns()}' 
    create_vocabulary( 
        vocabulary_name, 'en-US', transcribe_client, 
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        phrases=[ 
            'brillig', 'slithy', 'borogoves', 'mome', 'raths', 'Jub-Jub', 
 'frumious', 
            'manxome', 'Tumtum', 'uffish', 'whiffling', 'tulgey', 'thou', 
 'frabjous', 
            'callooh', 'callay', 'chortled'], 
        ) 
    vocabulary_ready_waiter = VocabularyReadyWaiter(transcribe_client) 
    vocabulary_ready_waiter.wait(vocabulary_name) 

    job_name_vocabulary_list = f'Jabber-vocabulary-list-{time.time_ns()}' 
    print(f"Starting transcription job {job_name_vocabulary_list}.") 
    start_job( 
        job_name_vocabulary_list, media_uri, 'mp3', 'en-US', transcribe_client, 
        vocabulary_name) 
    transcribe_waiter.wait(job_name_vocabulary_list) 
    job_vocabulary_list = get_job(job_name_vocabulary_list, transcribe_client) 
    transcript_vocabulary_list = requests.get( 
        job_vocabulary_list['Transcript']['TranscriptFileUri']).json() 
    print(f"Transcript for job {transcript_vocabulary_list['jobName']}:") 
    print(transcript_vocabulary_list['results']['transcripts'][0]['transcript']) 

    print('-'*88) 
    print("Updating the custom vocabulary with table data that provides additional 
 " 
          "pronunciation hints.") 
    table_vocab_file = 'jabber-vocabulary-table.txt' 
    bucket.upload_file(table_vocab_file, table_vocab_file) 
    update_vocabulary( 
        vocabulary_name, 'en-US', transcribe_client, 
        table_uri=f's3://{bucket.name}/{table_vocab_file}') 
    vocabulary_ready_waiter.wait(vocabulary_name) 

    job_name_vocab_table = f'Jabber-vocab-table-{time.time_ns()}' 
    print(f"Starting transcription job {job_name_vocab_table}.") 
    start_job( 
        job_name_vocab_table, media_uri, 'mp3', 'en-US', transcribe_client, 
        vocabulary_name=vocabulary_name) 
    transcribe_waiter.wait(job_name_vocab_table) 
    job_vocab_table = get_job(job_name_vocab_table, transcribe_client) 
    transcript_vocab_table = requests.get( 
        job_vocab_table['Transcript']['TranscriptFileUri']).json() 
    print(f"Transcript for job {transcript_vocab_table['jobName']}:") 
    print(transcript_vocab_table['results']['transcripts'][0]['transcript']) 

    print('-'*88) 
    print("Getting data for jobs and vocabularies.") 
    jabber_jobs = list_jobs('Jabber', transcribe_client) 
    print(f"Found {len(jabber_jobs)} jobs:") 
    for job_sum in jabber_jobs: 
        job = get_job(job_sum['TranscriptionJobName'], transcribe_client) 
        print(f"\t{job['TranscriptionJobName']}, {job['Media']['MediaFileUri']}, " 
              f"{job['Settings'].get('VocabularyName')}") 

    jabber_vocabs = list_vocabularies('Jabber', transcribe_client) 
    print(f"Found {len(jabber_vocabs)} vocabularies:") 
    for vocab_sum in jabber_vocabs: 
        vocab = get_vocabulary(vocab_sum['VocabularyName'], transcribe_client) 
        vocab_content = requests.get(vocab['DownloadUri']).text 
        print(f"\t{vocab['VocabularyName']} contents:") 
        print(vocab_content) 

    print('-'*88) 
    print("Deleting demo jobs.") 
    for job_name in [job_name_simple, job_name_vocabulary_list, 
 job_name_vocab_table]: 
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        delete_job(job_name, transcribe_client) 
    print("Deleting demo vocabulary.") 
    delete_vocabulary(vocabulary_name, transcribe_client) 
    print("Deleting demo bucket.") 
    bucket.objects.delete() 
    bucket.delete() 
    print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• CreateVocabulary
• DeleteTranscriptionJob
• DeleteVocabulary
• GetTranscriptionJob
• GetVocabulary
• ListVocabularies
• StartTranscriptionJob
• UpdateVocabulary

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用して Amazon Transcribe でオーディ
オを文字起こししてジョブデータを取得する
次のコードの例は以下の方法を示しています。

• Amazon 文字起こしで文字起こしの仕事を始めましょう。
• ジョブが完了するまで待ちます。
• トランスクリプトが保存されている URI を取得します。

詳細については、Amazon Transcribe 文字起こしを参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行
の方法を確認してください。

import time
import boto3

def transcribe_file(job_name, file_uri, transcribe_client): 
    transcribe_client.start_transcription_job( 
        TranscriptionJobName=job_name, 
        Media={'MediaFileUri': file_uri}, 
        MediaFormat='wav', 
        LanguageCode='en-US' 
    ) 
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    max_tries = 60 
    while max_tries > 0: 
        max_tries -= 1 
        job = 
 transcribe_client.get_transcription_job(TranscriptionJobName=job_name) 
        job_status = job['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] 
        if job_status in ['COMPLETED', 'FAILED']: 
            print(f"Job {job_name} is {job_status}.") 
            if job_status == 'COMPLETED': 
                print( 
                    f"Download the transcript from\n" 
                    f"\t{job['TranscriptionJob']['Transcript']
['TranscriptFileUri']}.") 
            break 
        else: 
            print(f"Waiting for {job_name}. Current status is {job_status}.") 
        time.sleep(10)

def main(): 
    transcribe_client = boto3.client('transcribe') 
    file_uri = 's3://test-transcribe/answer2.wav' 
    transcribe_file('Example-job', file_uri, transcribe_client)

if __name__ == '__main__': 
    main()

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• GetTranscriptionJob
• StartTranscriptionJob

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用した Amazon Transcribe 文字起こ
しジョブのクロスサービスの例

次のサンプルアプリケーションでは、AWS SDK を使用して Amazon Transcribe を他のと組み合わせます
AWS のサービス。それぞれの例には GitHub、へのリンクがあり、アプリケーションを設定および実行の
手順が記載されています。

例
• Amazon Transcribe アプリを構築する (p. 280)
• Amazon Transcribe ストリーミングアプリケーションを構築する (p. 281)
• AWS SDK を使用して、テキストを音声に変換し、テキストに戻す (p. 282)

Amazon Transcribe アプリを構築する
次のコード例は、Amazon Transcribe を使用して音声録音を文字起こしし、ブラウザに表示する方法を示
しています。

280

https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/transcribe-2017-10-26/GetTranscriptionJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/transcribe-2017-10-26/StartTranscriptionJob


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
Amazon Transcribe ストリーミ

ングアプリケーションを構築する

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK

Amazon Transcribe を使用して音声録音を文字起こしし、ブラウザに表示するアプリを作成し
ます。このアプリは 2 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用しま
す。1 つはアプリケーションコードをホストし、もう 1 つはトランスクリプションを保存しま
す。このアプリは、Amazon Cognito ユーザープールを使用してユーザーを認証します。認証済み
ユーザーは、必要な AWS サービスにアクセスする AWS Identity and Access Management (IAM) 
許可があります。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例は、AWS SDK for JavaScript v3 デベロッパーガイドでも使用できます。

この例で使用されているサービス

• Amazon Cognito ID
• Amazon S3
• Amazon Transcribe

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

Amazon Transcribe ストリーミングアプリケーション
を構築する
次のコード例は、ライブオーディオをリアルタイムで記録、転写、翻訳し、結果を E メールで送信するア
プリケーションを構築する方法を示しています。

JavaScript

JavaScript (v3) 用の SDK

Amazon Transcribe を使用して、ライブオーディオをリアルタイムで記録、転写、翻訳
し、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して結果を E メールで送信するアプリ
ケーションを構築する方法について説明します。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス

• Amazon Comprehend
• Amazon SES
• Amazon Transcribe
• Amazon Translate

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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AWS SDK を使用して、テキストを音声に変換し、テ
キストに戻す
次のコードの例は以下の方法を示しています。

• Amazon Polly を使用して、プレーンテキスト (UTF-8) 入力ファイルをオーディオファイルに合成しま
す。

• オーディオファイルを Amazon S3 バケットにアップロードします。
• Amazon Transcribe を使用して、オーディオファイルをテキストに変換します。
• テキストを表示します。

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 Polly を使用して、プレーンテキスト（UTF-8）入力ファイルをオーディオファイルに合
成し、オーディオファイルを Amazon S3 バケットにアップロードし、Amazon Transcribe を使用
してオーディオファイルをテキストに変換し、テキストを表示します。

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、完全な例を参照してくださ
いGitHub。

この例で使用されているサービス
• Amazon Polly
• Amazon S3
• Amazon Transcribe

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、「このサービスを AWS SDK で
使用する (p. 80)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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Amazon Transcribe でのセキュリ
ティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用できます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュ
リティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ:AWSは、クラウドのセキュリティ:は、AWSクラウドのセキュリティ:AWS ク
ラウドを保護する責任を担います。 AWSまた、安全に使用できるサービスも用意されています。AWS 
コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性
をテストおよび検証しています。Amazon Transcribe に適用するコンプライアンスプログラムの詳細に
ついては、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ:AWSお客様の責任は使用するのサービスによって決まります。また、お客様
は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他の要因につ
いても責任を負います。

このドキュメントは、Amazon Transcribe を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに
役立ちます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Amazon 
Transcribe を設定する方法を示します。また、AWSAmazon Transcribeリソースの安全性を確保する方法
も説明します。

トピック
• Amazon Transcribe 向けの Identity and Access Management (p. 283)
• Amazon Transcribe でのデータ保護 (p. 301)
• Amazon Transcribe のモニタリング (p. 304)
• Amazon Transcribe のコンプライアンス検証 (p. 313)
• Amazon Transcribe での耐障害性 (p. 313)
• Amazon Transcribe でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 314)
• Amazon Transcribe の脆弱性分析と管理 (p. 314)
• Amazon Transcribe のセキュリティのベストプラクティス (p. 316)

Amazon Transcribe 向けの Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon Transcribe 
リソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。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. 284)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 284)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 287)
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• Amazon Transcribe と IAM の連携について (p. 288)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 293)
• Amazon Transcribe アイデンティティベースポリシーの例 (p. 294)
• Amazon Transcribe アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 300)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Amazon Transcribe で行う作業によって異なりま
す。

サービスユーザー - Amazon Transcribe サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許
可と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの Amazon Transcribe 機能を使用
するとき、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者
から適切な許可をリクエストするのに役に立ちます。Amazon Transcribe の特徴にアクセスできない場合
は、「Amazon Transcribe アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 300)」を参
照してください。

サービス管理者 - 社内の Amazon Transcribe リソースを担当している場合は、通常、Amazon Transcribe 
へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon Transcribe 機能やリソースにアクセス
するかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザー
の許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。
お客様の会社で Amazon Transcribe で IAM を利用する方法の詳細については、Amazon Transcribe と IAM 
の連携について (p. 288) をご参照ください。

IAM 管理者 - 管理者は、Amazon Transcribe 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 Transcribe 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、Amazon Transcribe アイデンティティベースポリシーの例 (p. 294) を参照してくださ
い。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ

284

https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/how-to-sign-in.html
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/how-to-sign-in.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.html


Amazon Transcribe デベロッパーガイド
アイデンティティを使用した認証

ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
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Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リ
ファレンス」の「Amazon Transcribe のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。
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ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon Transcribe と IAM の連携について
IAM を使用して Amazon Transcribe へのアクセスを管理する前に、Amazon Transcribe で利用できる IAM 
の機能について学びます。

IAMで使用できる機能Amazon Transcribe

IAM 機能 Amazon Transcribe サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 289) はい

リソースベースのポリシー (p. 289) いいえ

ポリシーアクション (p. 290) はい

ポリシーリソース (p. 290) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 291) はい

ACL (p. 291) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 291) 部分的
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IAM 機能 Amazon Transcribe サポート

テンポラリ認証情報 (p. 292) はい

プリンシパル許可 (p. 292) はい

サービスロール (p. 293) はい

サービスにリンクされたロール (p. 293) いいえ

その他のAWSのサービスがAmazon TranscribeIAMほとんどの機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAMユーザーガイドの「連携するAWSIAMのサービス」を参照してください。

Amazon Transcribe のアイデンティティベースポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Amazon Transcribe のアイデンティティベースのポリシーの例

Amazon Transcribe 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、Amazon Transcribe アイデ
ンティティベースポリシーの例 (p. 294)を参照してください。

Amazon Transcribe 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
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付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Amazon Transcribe のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Amazon Transcribe アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「Amazon 
Transcribe で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Transcribe のポリシーアクションは、アクションの前に transcribe プレフィックスを使用しま
す。単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "transcribe:action1", 
      "transcribe:action2"
]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、List 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": "transcribe:List*"

Amazon Transcribe 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、Amazon Transcribe アイデ
ンティティベースポリシーの例 (p. 294)を参照してください。

Amazon Transcribe のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
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"Resource": "*"

Amazon Transcribe リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
「Amazon Transcribe で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN 
を指定できるかについては、「Amazon Transcribe で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Transcribe 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、Amazon Transcribe アイデ
ンティティベースポリシーの例 (p. 294)を参照してください。

Amazon Transcribe 向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon Transcribe の条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「Amazon 
Transcribe の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるか
については、「Amazon Transcribe で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Transcribe 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、「Amazon Transcribe アイ
デンティティベースポリシーの例 (p. 294)」を参照してください。

Amazon Transcribe の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon Transcribe による ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的
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属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC を設定する
手順を示したチュートリアルを表示するには、IAM ユーザーガイドの 「属性ベースのアクセスコントロー
ル (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon Transcribe リソースのタグ付けの詳細については、リソースのタグ付け (p. 104)を参照してくだ
さい。タグベースのアクセス制御の詳細については、「タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制
御」 を参照してください。

Amazon Transcribe での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon Transcribe のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを
必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「Amazon Transcribe のアクショ
ン、リソース、および条件キー」を参照してください。
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Amazon Transcribe のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon Transcribe の機能が破損する可能性がありま
す。Amazon Transcribe が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Amazon Transcribe のサービスリンクロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリ
ンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

Amazon Transcribe はサービスにリンクされたロールをサポートしていません。

その他ののサービスリンクされたロールの作成または管理の詳細については、連携するAWSのサービスを
参照してくださいIAM。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記
載されたサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理人とは、別のエンティティから強制的にアクションを実行させられるエンティティ（サービ
スまたはアカウント）です。これには、クロスアカウントおよびクロスリスリスリスリスリスリスリスリ
スリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリスリ

AWSアカウントのリソースへのアクセスが付与されたサービスプリンシパルを持つすべてのサービスの
データを保護するのに役立つツールを提供していますAWS アカウント。このセクションでは、Amazon 
Transcribeに固有のサービス間混乱防止に焦点を当てていますが、このトピックの詳細については、IAM
ユーザーガイドの「混乱した代理人の問題」セクションを参照してください。

IAMAmazon Transcribeリソースへのアクセス権限を制限するに
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountグローバル条件コンテキストキーとリソースポリシーを使用
することをお勧めします。

これらのグローバル条件コンテキストキーを両方使用する場合、aws:SourceArn値に ID が付いた ID が
付いた ID が付いたAWS アカウント ID を指定する場合、aws:SourceAccount値と、AWS アカウント
同じポリシーステートメントで使用する場合、値と、それらが同じポリシーステートメントで使用する場
合、値と、AWS アカウント値の IDaws:SourceArn を使用する必要があります。

クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用しま
す。AWS アカウントその中のリソースをクロスサービスアクセスに関連付ける場合は、を使用してくださ
いaws:SourceAccount。

Note

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定し
て、リソースの ARN 全体が付いたaws:SourceArnグローバル条件コンテキストキーを使用す
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ることです。ARN 全体が不明または複数のリソースを指定する場合、ARN の未知部分にワイ
ルドカード (*) が付いたaws:SourceArnグローバルコンテキスト条件キーを使用します。例え
ば、arn:aws:transcribe::123456789012:*。

代理人の混乱を防ぐ方法を示す役割を引き受けるポリシーの例については、を参照してください混乱した
代理の防止 (p. 299)。

Amazon Transcribe アイデンティティベースポリシー
の例
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、Amazon Transcribe リソースを作成または変更するアク
セス許可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、
または AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amazon Transcribe で定義されるアクションとリソースタイプ
の詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Transcribe のアクション、リソース、お
よび条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 294)
• AWS Management Consoleの使用 (p. 295)
• IAMロールに必要なアクセス許可 (p. 295)
• Amazon S3暗号化キーに必要な権限 (p. 297)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 297)
• AWS KMS暗号化コンテキストポリシー (p. 298)
• 混乱した代理の防止 (p. 299)
• タグに基づく字起こしジョブの表示 (p. 299)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが Amazon Transcribe リソースを作成、アクセス、
または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金
が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以
下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
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CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy 
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS Management Consoleの使用
Amazon Transcribe コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらのアクセ
ス許可により、AWS アカウント の Amazon Transcribe リソースの詳細をリストおよび表示できます。最
小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持
つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

エンティティ (ユーザーとロール) が確実に使用できるようにするにはAWS Management Console、AWS
以下の管理ポリシーのいずれかをエンティティ (ユーザーとロール) にアタッチします。

• AmazonTranscribeFullAccess:Amazon Transcribe すべてのリソースの作成、更新、削除、および
実行を行うためのフルアクセスを付与します。また、Amazon S3バケット名にが含まれるバケットへの
アクセスも許可されます。transcribe

• AmazonTranscribeReadOnlyAccess: 字起こしジョブとカスタム語彙が表示できるように、Amazon 
Transcribeリソースへの読み取り専用アクセスを許可します。

Note

にサインインしてポリシー名で検索すると、管理対象アクセス許可ポリシーが表示され
ます。IAMAWS Management Console「転記」を検索すると、上記の両方のポリシー 
(AmazonTranscribeReadOnlyと AmazonTranscribeFullAccess) が返されます。

独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon Transcribe API アクションにアクセス権限を付与する
こともできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要なエンティティにアタッチ
できます。

IAMロールに必要なアクセス許可
IAM呼び出すロールを作成する場合Amazon Transcribe、Amazon S3そのロールにはバケットにアクセスす
る権限が必要です。該当する場合は、KMS keyを使用してバケットの内容を暗号化する必要もあります。
ポリシーの例については、次のセクションを参照してください。

信頼ポリシー
IAM字起こしリクエストを行うために使用するエンティティには、Amazon Transcribeそのロールを引き受
けることを可能にする信頼ポリシーが必要です。Amazon Transcribe以下の信頼ポリシーを使用してくだ
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さい。通話後分析を有効にしてリアルタイムの通話分析リクエストを行う場合は、「リアルタイム通話分
析の信頼ポリシー」を使用する必要があることに注意してください。

の信頼ポリシーAmazon Transcribe

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "transcribe.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole" 
      ],       
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

リアルタイム通話分析の信頼ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "transcribe.streaming.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole" 
      ],       
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Amazon S3入力バケットポリシー

次のポリシーは、IAM指定された入力バケットからファイルにアクセスする権限をロールに与えます。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "s3:GetObject", 
            "s3:ListBucket" 
        ], 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-INPUT-BUCKET", 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-INPUT-BUCKET/*" 
        ] 
    }
}

Amazon S3出力バケットポリシー

次のポリシーでは、IAM指定された出力バケットにファイルを書き込むためのロールに付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "s3:PutObject" 
        ], 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-OUTPUT-BUCKET/*" 
        ] 
    }
}

Amazon S3暗号化キーに必要な権限
KMS keyAmazon S3を使用してバケットを暗号化する場合は、KMS keyポリシーに以下を含めてくださ
い。これにより、Amazon Transcribe にバケットの内容へのアクセスが許可されます。へのアクセスを許
可する方法の詳細についてはKMS keys、『AWS KMS開発者ガイド』KMS keyの「AWS アカウント外部
からのアクセスの許可」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole" 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/KMS-Example-KeyId" 
    } 
  ]
}

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS KMS暗号化コンテキストポリシー
次のポリシーでは、IAMロール「ExampleRole」AWS KMS KMS keyにこの特定の復号化操作と暗号化操
作を使用する権限を付与します。このポリシーは、少なくとも 1 つの暗号化コンテキストペア（この場合
は "color:indigoBlue」）を持つリクエストに対してのみ機能します。AWS KMS暗号化コンテキスト
の詳細については、を参照してくださいAWS KMS の暗号化コンテキスト (p. 303)。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
              "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole" 
          }, 
          "Action": [ 
              "kms:Decrypt", 
              "kms:DescribeKey", 
              "kms:Encrypt", 
              "kms:GenerateDataKey*", 
              "kms:ReEncrypt*" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "kms:EncryptionContext:color":"indigoBlue" 
              } 
           } 
        } 
   ]
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}

混乱した代理の防止
次に示すのは、役割を引き受けたポリシーの例です。このポリシーで
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountAmazon Transcribe代理人の案件が混乱するのを防ぐための
使い方と使い方を示しています。混乱した副作用の防止の詳細については、を参照してくださいサービス
間の混乱した代理の防止 (p. 293)。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "transcribe.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transcribe:us-west-2:111122223333:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

タグに基づく字起こしジョブの表示
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて Amazon Transcribe リソースへの
アクセスをコントロールできます。この例では、字起こしジョブを表示できるポリシーを作成する方法を
示します。ただし、Owner字起こしジョブタグにそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみ、アクセ
ス許可は付与されます。このポリシーでは、を使用してこのアクションを実行するために必要なアクセス
許可も付与しますAWS Management Console。

IAMこのポリシーをアカウントのエンティティにアタッチできます。test-role指定されたロールが文字
起こしジョブを表示しようとすると、Owner=test-roleその文字起こしジョブにタグを付ける必要があ
りますowner=test-role (条件キー名は大文字と小文字が区別されません)。そうしないと、アクセスが
拒否されます。詳細については、IAMIAMユーザーガイドの「JSON ポリシー要素:条件」を参照してくだ
さい。

タグ付けの詳細についてはAmazon Transcribe、を参照してくださいリソースのタグ付け (p. 104)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListTranscriptionJobsInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "transcribe:ListTranscriptionJobs", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewTranscriptionJobsIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": "transcribe:GetTranscriptionJobs", 
            "Resource": "arn:aws:transcribe:*:*:transcription-job/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon Transcribe アイデンティティとアクセスに関
するトラブルシューティング
以下の情報は、Amazon Transcribe と AWS Identity and Access Management (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 Transcribe でアクションを実行する権限がない (p. 300)
• iam:PassRole (p. 300)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon Transcribe リソースへのアクセスを許可した

い (p. 301)

Amazon Transcribe でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な transcribe:GetWidget
アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 transcribe:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、transcribe:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセ
スを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon Transcribe にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールや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許可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Transcribe でア
クションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サー
ビスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole
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この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon Transcribe 
リソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。

詳細については、以下をご参照ください。

• Amazon Transcribe がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、Amazon Transcribe 
と IAM の連携について (p. 288) をご参照ください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon Transcribe でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、Amazon Transcribe 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
を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する
責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが
含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照して
ください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共
有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 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 以降をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
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• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式の
テキスト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、コンソール、API、AWS CLI、また
は AWS SDK で Amazon Transcribe または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、また
は名前に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用さ
れる場合があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するた
めに、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

ネットワーク間トラフィックのプライバシー
Amazon Transcribe の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントは、Amazon 
Transcribe のみへの接続を許可する VPC 内の論理エンティティです。Amazon VPC は リクエスト
を Amazon Transcribe にルーティングし、VPC に応答をルーティングします。詳細については、
「AWS PrivateLink の概念」を参照してください。Amazon Transcribe での Amazon VPC エンドポイ
ントの使用の詳細については、「Amazon Transcribe とインターフェース VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink) (p. 314)」を参照してください。

データ暗号化
データ暗号化とは、転送中と不使用時のいずれもデータの保護を指します。転送中は、Amazon S3KMS 
keysマネージドキーまたは保管中のデータを、標準のトランスポート層セキュリティ (TLS) と併用して保
護できます。

保管中の暗号化
Amazon Transcribeは、Amazon S3Amazon S3バケットに配置された文字起こし内容のサーバー側の暗号
化にデフォルトキー (SSE-S3) を使用します。

操作を使用するときは、KMS key独自のStartTranscriptionJob操作を指定して、文字起こしジョブか
らの出力を暗号化できます。

Amazon Transcribe では、デフォルトキーで暗号化された Amazon EBS ボリュームが使用されます。

転送中の暗号化
Amazon Transcribe は、TLS 1.2 を AWS 証明書で使用して、転送中のデータを暗号化します。ストリーミ
ングの文字起こしも対象になります。

キーの管理
Amazon TranscribeによりKMS keys、データの暗号化を強化できます。を使用するとAmazon 
S3、文字起こしジョブを作成する際に、入力メディアを暗号化できます。AWS KMSとの統合によ
り、StartTranscriptionJobリクエストからの出力を暗号化できます。

を指定しない場合KMS key、Amazon S3文字起こしジョブの出力はデフォルトキー (SSE-S3) で暗号化さ
れます。

AWS KMS の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイド を参照してください。

を使用したキー管理AWS Management Console

文字起こしジョブの出力を暗号化するには、KMS keyAWS アカウントリクエストを行う側の「」を使用す
るか、別のユーザーの「」を使用するかを選択できますAWS アカウント。KMS key
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を指定しない場合KMS key、Amazon S3文字起こしジョブの出力はデフォルトキー (SSE-S3) で暗号化さ
れます。

出力暗号化を有効にするには:

1. [Output data (出力データ)] で、[Encryption (暗号化)] を選択します。

2. KMS keyAWS アカウント現在使用しているものか、別のものかを選択しますAWS アカウント。現在
のキーを使用する場合はAWS アカウント、KMS keyID からキーを選択します。別のキーを使用する
場合はAWS アカウント、キーの ARN を入力する必要があります。別のキーを使用するにはAWS ア
カウント、kms:Encrypt呼び出し元がに対する権限を持っている必要がありますKMS key。詳細につ
いては、「キーポリシーの作成」を参照してください。

API を使用したキーの管理

API で出力暗号化を使用するに
は、、StartCallAnalyticsJobStartMedicalTranscriptionJob、KMS 
keyOutputEncryptionKMSKeyIdStartTranscriptionJobまたはオペレーションのパラメータを使用
してを指定する必要があります。

現在のキーを使用する場合はAWS アカウント、次の 4KMS key つの方法のいずれかでキーを指定できま
す。

1. KMS keyID 自体を使用してください。例えば、1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
2. KMS keyID にはエイリアスを使用してください。例えば、alias/ExampleAlias。
3. KMS keyID には Amazon リソースネーム (ARN) を使用してください。例え

ば、arn:aws:kms:region:account-ID:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
4. KMS keyエイリアスには ARN を使用してください。例えば、arn:aws:kms:region:account-

ID:alias/ExampleAlias。

AWS アカウント現在のキーとは異なるキーを使用する場合はAWS アカウント、次の 2KMS key つの方法
のいずれかでキーを指定できます。

1. KMS keyID には ARN を使用してください。例えば、arn:aws:kms:region:account-
ID:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。

2. KMS keyエイリアスには ARN を使用してください。例えば、arn:aws:kms:region:account-
ID:alias/ExampleAlias。

リクエストを行うエンティティには、指定したを使用するためのアクセス許可が必要であることに注意し
てくださいKMS key。

AWS KMS の暗号化コンテキスト
AWS KMS 暗号化コンテキストは、プレーンテキスト、非シークレットキー: 値ペアのマップです。この
マップは、暗号化コンテキストペアと呼ばれる追加の認証データを表し、データのセキュリティレイヤー
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を追加できます。 Amazon Transcribeお客様指定のAmazon S3バケットに文字起こし出力を暗号化するた
めの対称暗号化キーが必要です。詳細については、の「非対称キー」を参照してくださいAWS KMS。

暗号化コンテキストペアを作成するときは、機密情報を含めないでください。暗号化コンテキストは秘密
ではありません。CloudTrailログ内でプレーンテキストで見ることができます (したがって、暗号化操作を
特定し分類するために使用することができます)。

暗号化コンテキストのキーと値には、アンダースコア (_)、ダッシュ ()、スラッシュ (,-)、コロン (/\:) な
どの特殊文字を含めることができます。

Tip

暗号化コンテキストペアの値を暗号化されるデータに関連付けると便利です。必須ではありませ
んが、ファイル名、ヘッダー値、暗号化されていないデータベースフィールドなど、暗号化され
たコンテンツに関連する機密性のないメタデータを使用することをお勧めします。

API による出力暗号化を使用するには、KMSEncryptionContext パラメータを
StartTranscriptionJob オペレーションに設定します。出力暗号化操作に暗号化コンテキストを提供
するために、OutputEncryptionKMSKeyIdパラメータは対称型KMS key ID を参照する必要がありま
す。

IAMポリシーでAWS KMS条件キーを使用すると、KMS key暗号化操作のリクエストで使用された暗号化コ
ンテキストに基づいて、対称暗号化へのアクセスを制御できます。暗号化コンテキストポリシーの例につ
いては、を参照してくださいAWS KMS暗号化コンテキストポリシー (p. 298)。

暗号化コンテキストの使用は任意ですが、推奨されています。暗号化コンテキストの詳細については、
「Encription context」を参照してください。

サービス改善のためのデータの使用をオプトアウトす
る
デフォルトでは、Amazon Transcribe処理した音声入力を保存および使用して、サービスを開発し、お客
様のエクスペリエンスを継続的に改善します。Amazon TranscribeAWS Organizationsオプトアウトポリ
シーを使用することで、お客様のコンテンツが開発および改善のために使用されることを拒否することが
できます。オプトアウトの方法の詳細については、「AI サービスのオプトアウトポリシー」を参照してく
ださい。

Amazon Transcribe のモニタリング
モニタリングは、Amazon Transcribe とその他 AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォー
マンスの維持における重要な要素です。AWS は、Amazon Transcribe をモニタリングし、問題が発生した
場合には報告を行い、必要に応じて自動アクションを実行するために以下のモニタリングツールを提供し
ています。

• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタイ
ムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および
指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設
定を行うことができます。例えば、Amazon EC2でインスタンスの CPUCloudWatch 使用率などのメト
リクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動することができます。

• Amazon CloudWatch Logsは、Amazon EC2インスタンス、、およびその他のソースのログファイルを
監視CloudTrail、保存、アクセスできます。 CloudWatch Logsは、ログファイル内の情報をモニタリン
グし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたストレージにログデータを
アーカイブすることも可能です。

• AWS CloudTrailにより、またはそのアカウントに代わって行われた APIAWS アカウント コールや関
連イベントを取得し、Amazon S3指定したバケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出した
ユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。
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詳細については、Amazon CloudWatchユーザーガイドを参照してください。

Amazon EventBridgeは、イベントを使用してアプリケーションコンポーネント同士を接続するサーバーレ
スサービスです。これにより、スケーラブルなイベント駆動型アプリケーションを簡単に構築できます。 
EventBridgeは、お客様独自のアプリケーション、SaaS oftware as a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aAWSLambda サービスで発生したイベントを
モニタリングし、イベント駆動型アーキテクチャを構築できます。詳細については、Amazon EventBridge 
ユーザーガイドを参照してください。

トピック
• Amazon CloudWatch による Amazon Transcribe のモニタリング (p. 305)
• AWS CloudTrail による Amazon Transcribe のモニタリング (p. 305)
• Amazon EventBridge の Amazon Transcribe との併用 (p. 308)

Amazon CloudWatch による Amazon Transcribe のモ
ニタリング
CloudWatch を使用して Amazon Transcribe をモニタリングすることで、生データを収集し、ほぼリアル
タイムの読み取り可能なメトリクスに加工できます。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情
報にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できます。また、特定
のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクション
を実行したりできます。詳細については、CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

Amazon CloudWatch指標とディメンションを併用するAmazon 
Transcribe
Amazon Transcribeは、CloudWatchパフォーマンスの監視に役立つデータである指標とディメンション
をサポートしています。サポートされている指標カテゴリには、トランスクリプションジョブに関連す
るトラフィック、エラー、データ転送、および遅延が含まれます。サポートされるメトリクスは AWS/
Transcribe 名前空間にあります。CloudWatch

Note

CloudWatchモニタリングメトリクスは無料で、CloudWatchサービスクォータにはカウントされ
ません。

CloudWatch指標の詳細については、「指標の使用Amazon CloudWatch」を参照してください。

AWS CloudTrail による Amazon Transcribe のモニタ
リング
Amazon TranscribeはAWS CloudTrail、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーまたはロー
ル、Amazon TranscribeAWSまたはサービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービス
と統合されています。 CloudTrailのすべての APIAmazon Transcribe コールをキャプチャします。これに
は、AWS Management Consoleからの呼び出しやAmazon Transcribe API へのコード呼び出しがイベント
として含まれます。証跡を作成することで、CloudTrailのイベントなど、Amazon TranscribeAmazon S3
バケットへのイベントの継続的配信を有効にすることができます。証跡を作成しない場合でも、[Event 
history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示することはできます。CloudTrailAWS Management 
Consoleによって収集された情報を使用してCloudTrail、リクエストの作成元の IP アドレスAmazon 
Transcribe、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細などを調べて、に対してどのような
リクエストが行われたかを判断できます。
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詳細についてはCloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

Amazon Transcribe および CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。でアクティビティが発生すると
Amazon Transcribe、そのアクティビティは [Event history] (CloudTrailイベント履歴) の他のAWS のサービ
スCloudTrailイベントとともにイベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検
索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照し
てください。

のイベントなどAWS アカウント、のイベントの継続的な記録を取得するにはAmazon Transcribe、証跡を
作成します。証跡とは、CloudTrailAmazon S3指定したバケットにイベントをログファイルとして配信で
きるようにする設定です。 CloudTrailログファイルには、1 つ、または複数のログエントリが含まれてい
ます。イベント は、任意の送信元からの単一の要求を表します。イベントには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に関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイ
ルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示され
ません。

デフォルトでは、AWS Management Console で追跡を作成すると、すべての AWS リージョン に追跡
が適用されます AWS リージョン証跡では、AWSパーティションのすべてのイベントがログに記録さ
れ、Amazon S3指定したバケットにログファイルが配信されます。さらに、より詳細な分析と CloudTrail 
ログで収集されたデータに基づいた行動のためにその他の AWS のサービス を設定できます。詳細につい
ては、以下をご覧ください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」と「複数のアカウントから CloudTrail ロ

グファイルを受け取る」

CloudTrailAPIAmazon Transcribe リファレンスに記載されているすべてのアクションを記録し
ます。たとえば、CreateVocabulary、StartTranscriptionJobおよび操作を実行する
とGetTranscriptionJob、CloudTrailログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この情報は以下の
ことを確認するのに役立ちます:

• リクエストが、IAMルートまたはユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか
• リクエストが、IAMロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報によっ

て行われたか
• リクエストが、別のによって送信されたかどうかAWS のサービス

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

また、Amazon TranscribeAWS リージョン複数のログファイルを 1Amazon S3 つのバケットに集約するこ
ともできます。AWS アカウント詳細は、「CloudTrailログファイルを複数のリージョンから受け取る」と
「複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る」を参照してください。

例: Amazon Transcribe ログファイルエントリ

証跡とは、Amazon S3指定したバケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrailログファイルには、1 つ、または複数のログエントリが含まれています。イベント は、任
意の送信元からの単一の要求を表します。これには、アクションの日時、リクエスト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。
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StartTranscriptionJobおよび GetTranscriptionJobAPI オペレーションを呼び出すと、次のエン
トリが作成されます。

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "111122223333", 
                "arn": "arn:aws:iam:us-west-2:111122223333:user/my-user-name", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "userName": "my-user-name" 
            }, 
            "eventTime": "2022-03-07T15:03:45Z", 
            "eventSource": "transcribe.amazonaws.com", 
            "eventName": "StartTranscriptionJob", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "[ ]", 
            "requestParameters": { 
                "mediaFormat": "flac", 
                "languageCode": "en-US", 
                "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
                "media": { 
                    "mediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-media-file.flac" 
                } 
            }, 
            "responseElements": { 
                "transcriptionJob": { 
                    "transcriptionJobStatus": "IN_PROGRESS", 
                    "mediaFormat": "flac", 
                    "creationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00", 
                    "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
                    "languageCode": "en-US", 
                    "media": { 
                        "mediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-media-file.flac" 
                    } 
                } 
            }, 
            "requestID": "47B8E8D397DCE7A6", 
            "eventID": "cdc4b7ed-e171-4cef-975a-ad829d4123e8", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "111122223333" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "111122223333", 
                "arn": "arn:aws:iam:us-west-2:111122223333:user/my-user-name", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "userName": "my-user-name" 
            }, 
            "eventTime": "2022-03-07T15:07:11Z", 
            "eventSource": "transcribe.amazonaws.com", 
            "eventName": "GetTranscriptionJob", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "[ ]", 
            "requestParameters": { 
                "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job" 
            }, 
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            "responseElements": { 
                "transcriptionJob": { 
                    "settings": { 
                         
                    }, 
                    "transcriptionJobStatus": "COMPLETED", 
                    "mediaFormat": "flac", 
                    "creationTime": "2022-03-07T15:03:44.229000-08:00", 
                    "transcriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
                    "languageCode": "en-US", 
                    "media": { 
                        "mediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-media-file.flac" 
                    }, 
                    "transcript": { 
                        "transcriptFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-first-
transcription-job.json" 
                    } 
                } 
            }, 
            "requestID": "BD8798EACDD16751", 
            "eventID": "607b9532-1423-41c7-b048-ec2641693c47", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "111122223333" 
        }         
    ]
}

Amazon EventBridge の Amazon Transcribe との併用
を使用するとAmazon EventBridge、Amazon Transcribeジョブの一意の場合にジョブで状態の変化に対応
できますAWS のサービス。書き起こしジョブの状態が変わると、EventBridge は自動的にイベントをイベ
ントストリームに送信します。イベントストリーム内でモニタリングするイベントと、それらのイベント
が発生したときに EventBridge によって実行されるアクションを定義するルールを作成します。例えば、
イベントを別のサービス (ターゲット) にルーティングし、そこからアクションが実行されるようにできま
す。この場合、文字起こしジョブが正常に完了したときにイベントを AWS Lambda 関数にルーティング
するように、ルールを設定できます。

使用する前にEventBridge、以下の定義に注意してください。

• イベント-イベントは、文字起こしジョブのいずれかの状態の変化を示します。例えば、ジョブの
TranscriptionJobStatus が IN_PROGRESS から COMPLETED に変わります。

• ターゲット-ターゲットは、AWS のサービスイベントを処理する別のターゲットです。たとえば、AWS 
Lambda や Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) です。ターゲットは、JSON 形式のイベ
ントを受け取ります。

• ルール-ルールは、EventBridge監視したい受信イベントをマッチングし、処理のために 1 つまたは複数
のターゲットにルーティングされます。ルールによってイベントが複数のターゲットにルーティングさ
れた場合、すべてのターゲットではそのイベントが並行して処理されます。ルールでは、ターゲットに
送信される JSON をカスタマイズできます。

Amazon EventBridgeベストエフォートベースで出力されます。でのイベントの作成と管理の詳細について
はEventBridge、Amazon EventBridgeユーザーガイドの「Amazon EventBridgeイベント」を参照してくだ
さい。

EventBridge規則の定義
EventBridgeルールを定義するには、を使用してくださいAWS Management Console。ルールを定義する
ときは、サービス名として Amazon Transcribe を使用します。EventBridgeルールを作成する方法の例に
ついては、「Amazon EventBridgeルール」を参照してください。
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以下は、EventBridgeCOMPLETED文字起こしジョブのステータスがまたはに変わったときに開始される
ルールの例ですFAILED。Amazon Transcribe

{ 
    "source": [ 
        "aws.transcribe" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "Transcribe Job State Change" 
    ], 
    "detail": { 
        "TranscriptionJobStatus": [ 
            "COMPLETED", 
            "FAILED" 
        ] 
    }
}

ルールには以下のフィールドがあります。

• source—イベントのソース。Amazon Transcribe の場合、これは常に aws.transcribe です。
• detail-type-イベントの詳細の識別子。Amazon Transcribe の場合、これは常に Transcribe Job 
State Change です。

• detail-文字起こしジョブの新しいステータス。この例では、COMPLETEDジョブのステータスがまたは
に変わると、FAILEDルールによってイベントが開始されます。

Amazon Transcribe のイベント
Amazon EventBridgeAmazon Transcribeいくつかのイベントを記録します。

• 文字起こしジョブイベント (p. 310)
• 言語識別イベント (p. 310)
• コール分析イベント (p. 311)
• コール分析通話後の後の後の後の後の同時実行分析 (p. 311)
• ボキャブラリーイベント (p. 312)

これらのイベントにはすべて、次の共有フィールドが含まれます。

• version: イベントデータのバージョン。この値は常に 0 です。
• id:EventBridge によって生成されたイベントの一意の識別子。
• detail-type: イベントの詳細の識別子。例えば、Transcribe Job State Change。
• source: イベントのソース。Amazon Transcribe の場合、これは常に aws.transcribe です。
• account: API コールを生成したアカウントのAWS アカウント ID。
• time: イベントが配信された日時。
• region:AWS リージョン リクエストが行われた場所。
• resources: API コールによって使用されたリソース。Amazon Transcribe の場合、このフィールドは

常に空です。
• detail: イベントに関するその他の詳細

• FailureReason: このフィールドは、状態またはステータスがに変わった場合に表示さ
れFAILED、FAILEDその状態またはステータスの理由を記述します。

• 各イベントタイプには、下に表示される固有のフィールドが追加されていますdetail。これらのユ
ニークなフィールドは、各イベント例の後の次のセクションで定義されています。
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文字起こしジョブイベント

IN_PROGRESSCOMPLETEDジョブの状態がからまたはに変わるとFAILED、Amazon Transcribeイベントが
生成されます。ターゲットで状態を変更してイベントを開始するには、TranscriptionJobNameイベン
トフィールドを使用します。Amazon Transcribe イベントには、以下の情報が含まれています。detail文
字起こしジョブのステータスがの場合、FailureReason下にフィールドが追加されますFAILED。

このイベントは StartTranscriptionJobAPI 操作にのみ適用されることに注意してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type":"Transcribe Job State Change", 
    "source": "aws.transcribe", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "timestamp", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
          "TranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
          "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED" (or "FAILED") 
    }    
}

• TranscriptionJobName: 文字起こし作業用に選択した固有の名前。
• TranscriptionJobStatus : 文字起こしジョブの状態。これは、COMPLETED または FAILED です。

言語識別イベント

自動言語識別を有効にすると、言語識別の状態が (p. 128)、言語識別の状態が、Amazon 
TranscribeCOMPLETEDまたはの場合にイベントを生成しますFAILED。ターゲットで状態を変更してイベ
ントを開始するには、JobNameイベントフィールドを使用します。Amazon Transcribe イベントには、以
下の情報が含まれています。detail言語識別ステータスがの場合、FailureReason下にフィールドが追
加されますFAILED。

このイベントは、LanguageIdSettingsパラメーターが含まれている場合の
StartTranscriptionJobAPI 操作にのみ適用されることに注意してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Language Identification State Change", 
    "source": "aws.transcribe", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "timestamp", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "JobType": "TranscriptionJob", 
        "JobName": "my-first-lang-id-job", 
        "LanguageIdentificationStatus": "COMPLETED" (or "FAILED") 
    }
}

• JobType: 文字起こしジョブの場合、この値はでなければなりませんTranscriptionJob。
• JobName: 文字起こしジョブのの一意の名前。
• LanguageIdentificationStatus: 文字起こしジョブにおける言語識別の状態。これ

は、COMPLETED または FAILED です。
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コール分析イベント

Call Analytics (p. 200) ジョブの状態がFAILED、IN_PROGRESSCOMPLETEDまたはに変わると、Amazon 
Transcribeイベントが生成されます。ターゲットで状態を変更してイベント発生させたコール分析ジョブ
を特定するには、JobNameイベントフィールドを使用します。Amazon Transcribe イベントには、以下の
情報が含まれています。detailコールアナリティクスのジョブステータスがの場合、FailureReason下
にフィールドが追加されますFAILED。

このイベントは StartCallAnalyticsJobAPI 操作にのみ適用されることに注意してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Call Analytics Job State Change", 
    "source": "aws.transcribe", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "timestamp", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "JobName": "my-first-analytics-job", 
        "JobStatus": "COMPLETED" (or "FAILED") 
    }
}

• JobName: コールアナリティクスの文字起こしジョブのユニークな名前。
• JobStatus: コールアナリティクスの文字起こしジョブのステータス。COMPLETEDFAILEDこれはまた

はのいずれかです。

コール分析通話後の後の後の後の後の同時実行分析

IN_PROGRESSCOMPLETEDコール後のアナリティクスのトランスクリプションの状態がまたはに変わる
と (p. 233)FAILED、Amazon Transcribeイベントが生成されます。Call Analytics の通話後の後の同時実行
分析ジョブを特定するには、StreamingSessionIdイベントフィールドを使用します。

このイベントは、PostCallAnalyticsSettingsパラメーターが含まれている場合の
StartCallAnalyticsStreamTranscriptionAPI 操作にのみ適用されることに注意してください。

COMPLETEDイベントには以下の情報が含まれています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Call Analytics Post Call Job State Change", 
    "source": "aws.transcribe", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "timestamp", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "StreamingSessionId": "session-id", 
        "PostCallStatus": "COMPLETED", 
        "Transcript": { 
            "RedactedTranscriptFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/my-
redacted-file.JSON", 
            "TranscriptFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/my-file.JSON" 
        }, 
        "Media": { 
            "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/my-redacted-file.WAV", 
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            "RedactedMediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-output-files/my-redacted-
file.WAV" 
        } 
    }
}

FAILEDイベントには以下の情報が含まれています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Call Analytics Post Call Job State Change", 
    "source": "aws.transcribe", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "timestamp", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "StreamingSessionId": "session-id", 
        "PostCallStatus": "FAILED" 
    }
}

• StreamingSessionId: Call Analyticsのリアルタイム文字起こしリクエストに割り当てられた識別番
号。

• PostCallStatus: 通話後の通話分析の文字起こしのステータス。COMPLETEDFAILEDこれはまたはの
いずれかです。

• Transcript: 編集済みおよび未編集のトランスクリプトのURI。
• Media: 編集済みおよび未編集のオーディオファイルの URI。

ボキャブラリーイベント

PENDINGREADYカスタムボキャブラリの状態がからまたはに変わると (p. 146)FAILED、Amazon 
Transcribeイベントが生成されます。ターゲットで状態を変更してイベントを発生させたカスタム
キャブラリーの種類を特定するには、VocabularyNameイベントフィールドを使用します。Amazon 
Transcribe イベントには、以下の情報が含まれています。detailカスタムボキャブラリーの状態がの場
合、FailureReasonの下にフィールドが追加されますFAILED。

このイベントは CreateVocabularyAPI 操作にのみ適用されることに注意してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Vocabulary State Change", 
    "source": "aws.transcribe", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "timestamp", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "VocabularyName": "unique-vocabulary-name", 
        "VocabularyState": "READY" (or "FAILED") 
    }
}

• VocabularyName: カスタムボキャブラリーのの一意の名前。
• VocabularyState: カスタムボキャブラリーの処理状態。これは、READY または FAILED です。
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Amazon Transcribe のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、「AWS コンプライアンスプロ
グラム」「」「」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon Transcribe での耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。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物理的に独立・隔離された複数の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を使用すると、中断することなくゾーン間で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が高く、フォールトトレラントで、スケーラブ
ルです。

AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
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Amazon Transcribe でのインフラストラクチャセ
キュリティ

Amazon TranscribeマネージドサービスであるはAWSグローバルネットワークセキュリティで保護されて
います。AWSセキュリティサービスと AWS がインフラストラクチャを保護する方法については、「AWS 
クラウドセキュリティ」を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティス
を使用して AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 - AWS Well-Architected Framework」の「イ
ンフラストラクチャ保護」を参照してください。

AWS の発行済み API コールを使用して、ネットワーク経由で Amazon Transcribe にアクセスします。ク
ライアントは以下をサポートする必要があります。

• Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必要ですは、TLS 1.3 をお勧めします。
• DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) や ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) などの Perfect 

Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートです。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。

Amazon Transcribe の脆弱性分析と管理
構成および 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 Transcribe とインターフェース VPC エンド
ポイント (AWS PrivateLink)
VPC と Amazon Transcribe とのプライベート接続を確立するには、インターフェース VPC エンドポイ
ントを作成します。インターフェイスエンドポイントはAWS PrivateLink、によって提供され、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、接続なしで、Amazon Transcribe API にプライベートで
アクセスするために使用する技術です。AWS Direct ConnectVPC のインスタンスは、パブリック IP アド
レスがなくても Amazon Transcribe API と通信できます。VPC と Amazon Transcribe 間のトラフィック
は、Amazon ネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の Elastic Network Interface に
よって表されます。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink) 」を参照してください。

Amazon Transcribe VPC エンドポイントに関する考慮事項
のインターフェイスVPC エンドポイントを設定する前にAmazon Transcribe、Amazon VPCユーザーガイ
ドのインターフェイスエンドポイントのプロパティと脆弱性の分析を確認してください。

Amazon Transcribe は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。
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Amazon Transcribe 用のインターフェイス VPC エンドポイント
の作成
Amazon TranscribeAmazon VPCAWS Management Consoleまたはを使用してサービスの VPC エンドポイ
ントを作成できますAWS CLI。詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェースエン
ドポイントの作成」を参照してください。

のバッチトランスクリプションの場合はAmazon Transcribe、次のサービス名を使用して VPC エンドポイ
ントを作成します。

• com.amazonaws。 us-west-2。文字起こし

のストリーミング文字起こしではAmazon Transcribe、次のサービス名を使用して VPC エンドポイントを
作成します。

• com.amazonaws。 us-west-2。トランスクリプションストリーミング

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、AWS リージョンのデフォルト DNS 名 
(transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com など) を使用して、Amazon Transcribe に対す
る API リクエストを実行できます。

詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェースエンドポイントを介したサービスへ
のアクセス」を参照してください。

Amazon Transcribe 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
のストリーミングサービスまたはバッチ文字起こしサービスへのアクセスを制御するエンドポイントポリ
シーを VPC エンドポイントにアタッチすることができますAmazon Transcribe。このポリシーでは、以下
の情報を指定します。

• 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 エンドポイントによるサービスへのアクセスの制
御」を参照してください。

例:Amazon Transcribeバッチ文字起こしアクション用の VPC エンドポイントポリシー

以下は、Amazon Transcribeのバッチトランスクリプションを行うためのエンドポイントポリシーの例で
す。エンドポイントにアタッチされると、このポリシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパル
に、リストされている Amazon Transcribe アクションへのアクセス権を付与します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "transcribe:StartTranscriptionJob", 
            "transcribe:ListTranscriptionJobs" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}
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例:Amazon Transcribeストリーミング文字起こしアクションのための VPC エンドポイントポリシー

以下は、Amazon Transcribeのストリーミング文字起こしを行うためのエンドポイントポリシーの例で
す。エンドポイントにアタッチされると、このポリシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパル
に、リストされている Amazon Transcribe アクションへのアクセス権を付与します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "transcribe:StartStreamTranscription", 
            "transcribe:StartStreamTranscriptionWebsocket" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Amazon Transcribe のセキュリティのベストプラク
ティス

以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションに相当す
るものではありません。これらのベストプラクティスはお客様の環境に適切ではないか、十分ではない場
合があるため、絶対的な解決策ではなく、役に立つ情報としてお考えください。

• AWS KMS暗号化コンテキストなどのデータ暗号化を使用する

AWS KMS 暗号化コンテキストは、プレーンテキスト、非シークレットキー: 値ペアのマップです。こ
のマップは、暗号化コンテキストペアと呼ばれる追加の認証データを表し、データのセキュリティレイ
ヤーを追加できます。

詳細については、AWS KMS の暗号化コンテキスト (p. 303) を参照してください。
• できる限り一時的な認証情報を使用する

長期クレデンシャル (など) の認証情報ではなく、一時的な認証情報をできるだけ使用します。IAMプロ
グラムによるアクセスや長期的な認証情報を持つユーザーが必要なシナリオでは、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。長期的な認証情報を定期的にローテーションすることで、プロセ
スに慣れることができます。これを行うことで、従業員が退職するときなど、認証情報をローテーショ
ンする必要がある場合に役に立ちます。IAMアクセス最終使用者情報を利用して、アクセスキーを安全
にローテーションして削除することをお勧めします。

詳細については、の「アクセスキーのローテーション」と「セキュリティのベストプラクティス」を参
照してくださいIAM。

• IAMAWSAmazon Transcribeアクセスを必要とするアプリケーションやサービスにはロールを使用する

IAMロールを使用して、Amazon Transcribeにアクセスする必要があるアプリケーションまたはサービス
の一時的な認証情報を管理できます。ロールを使用する場合、Amazon EC2AWSインスタンスまたはの
サービス (など) に長期の認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) を配布する必要はありません。 IAM
ロールは、AWSアプリケーションがリソースにリクエストを行うときに使用できる一時的な認証を付与
できます。

詳細については、「ロール」および「IAMロールの一般的なシナリオ:ユーザー、アプリケーション、
サービス」を参照してください。
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• タグベースのアクセスコントロールを使用する

タグを使用して、内のアクセスを制御できますAWS アカウント。Amazon TranscribeIn. タグは、トラン
スクリプションジョブ、カスタムボキャブラリ、カスタムボキャブラリフィルター、カスタム言語モデ
ルに追加できます。

詳細については、タグベースのアクセスコントロール (p. 104) を参照してください。
• AWS監視ツールを使う

モニタリングは、Amazon Transcribe および AWS ソリューションの信頼性、セキュリティ、可用性、
パフォーマンスを維持する上で重要です。Amazon Transcribeを使用して監視できますCloudTrail。

詳細については、AWS CloudTrail による Amazon Transcribe のモニタリング (p. 305) を参照してくだ
さい。

• Enable AWS Config (Gems の有効化)

AWS ConfigAWSリソースの設定を評価、監査、審査できます。を使用するとAWS Config、構成やAWS
リソース間の関係の変更を確認することができます。また、詳細なリソース設定履歴を調べ、社内ガイ
ドラインで指定された設定に対して、全体的なコンプライアンスを判断できます。これにより、コンプ
ライアンス監査、セキュリティ分析、変更管理、運用上のトラブルシューティングを簡素化できます。

詳細については、「What IsAWS Config?」を参照してください。
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Amazon Transcribe 医療
Amazon TranscribeMedical は、医師が指示したメモ、医薬品安全モニタリング、遠隔医療の予定、医師
と患者の会話など、医療関連の音声を文字起こししたい医療専門家向けに設計された自動音声認識 (ASR) 
サービスです。 Amazon TranscribeMedical は、リアルタイムストリーミング (マイク経由) またはアップ
ロードされたファイルの文字起こし (バッチ) のいずれかで利用できます。

Important

Amazon Transcribe医療は専門家による医療の助言、診断、治療の代用品ではありません。ユース
ケースに適した信頼しきい値を特定し、高い精度を必要とする状況では高い信頼しきい値を使用
してください。特定のユースケースでは、適切な訓練を受けたレビュー担当者によって人的に結
果を見直し、検証する必要があります。 Amazon Transcribe医療専門家による正確さと健全な医
療判断の確認後、患者ケアのシナリオでのみ使用してください。

Amazon TranscribeMedical は、責任共有モデルの下で運営されています。AWSはAmazon Transcribe 
Medical を稼働するインフラストラクチャを保護する責任があり、ユーザーがデータの管理の責任を負い
ます。詳細については、「責任共有モデル」を参照してください。

Amazon TranscribeMedical は英語 (en-US) で利用できます。

最良の結果を得るには、PCM 16 ビットエンコーディングの FLAC や WAV などのロスレスオーディオ形
式を使用してください。 Amazon Transcribe Medical16,000 Hz 以上のサンプルレートをサポートします。

成績証明書の分析にはAWS のサービス、次のような他の方法を使用できますAmazon Comprehend 
Medical。

サポート対象の専門分野

専門分野 サブ専門分野 オーディオ入力

心臓病学 none ストリーミングのみ

神経学 none ストリーミングのみ

オンコロジー none ストリーミングのみ

プライマリケア 家庭医療 バッチ、ストリーミング

プライマリケア 内科 バッチ、ストリーミング

プライマリケア 産婦人科 (OB-GYN) バッチ、ストリーミング

プライマリケア 小児科 バッチ、ストリーミング

放射線学 none ストリーミングのみ

泌尿器科 none ストリーミングのみ

リージョンとクォータ
AWS リージョンコール分析は以下でサポートされています。

[Region] (リージョン) 文字起こしタイプ

af-south-1 (ケープタウン) バッチ

ap-east-1 (香港) バッチ
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[Region] (リージョン) 文字起こしタイプ

ap-northeast-1 (東京) バッチ、ストリーミング

ap-northeast-2 (ソウル) バッチ、ストリーミング

ap-south-1 (ムンバイ) バッチ

ap-southeast-1 (シンガポール) バッチ

ap-southeast-2 (シドニー) バッチ、ストリーミング

ca-central-1 (カナダ、central-1 (カナダ、central-1) バッチ、ストリーミング

eu-central-1 (フランクフルト) バッチ、ストリーミング

eu-north-1 (ストックホルム) バッチ

eu-west-1 (アイルランド) バッチ、ストリーミング

eu-west-2 (ロンドン) バッチ、ストリーミング

eu-west-3 (パリ) バッチ

me-south-1 (バーレーン) バッチ

sa-east-1 (サンパウロ) バッチ、ストリーミング

us-east-1 (バージニア北部) バッチ、ストリーミング

us-east-2 (オハイオ) バッチ、ストリーミング

us-gov-east-1 (GovCloud、米国東部) バッチ、ストリーミング

us-gov-west-1 (GovCloud、米国西部) バッチ、ストリーミング

us-west-1 (サンフランシスコ) バッチ

us-west-2 (オレゴン) バッチ、ストリーミング

、、Amazon Transcribe (p. 1)およびコール分析ではAmazon Transcribe Medical、サポートされる地域が
異なることに注意してください。 (p. 202) 。

サポートされている各リージョンのエンドポイントを取得するには、『AWS一般リファレンス』の「サー
ビスエンドポイント」を参照してください。

文字起こしに関連するクォータのリストについては、AWS一般リファレンスのサービスクォータを参照
してください。一部のクォータは、リクエストに応じて変更することができます。「調整可能」列に「は
い」と表示されている場合は、増額をリクエストできます。これを行うには、提供されたリンクを選択し
ます。

医療専門分野と用語
医療文字起こしジョブを作成するときは、ソースファイルの言語、医療専門分野、オーディオタイプを指
定します。言語および PRIMARYCARE 医療専門分野として、米国英語 (en-US) を入力します。値として初
期診療を入力すると、次の医療分野のソースオーディオから文字起こしを生成できます。

• 家庭医療
• 内科
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• 産婦人科 (OB-GYN)
• 小児科

オーディオタイプに応じて、ディクテーションと会話のどちらかを選択できます。医師が患者の訪問ま
たは処置に関する報告を提出している音声ファイルのディクテーションを選択します。医師と患者間の会
話、または医師間の会話を伴う音声ファイルの会話を選択します。

文字起こしジョブの出力を保存するには、すでに作成した Amazon S3 バケットを選択します。Amazon 
S3バケットの詳細については、「はじめに」を参照してくださいAmazon Simple Storage Service。

サンプル JSON に入力するリクエストパラメータの最小数を次に示します。

{ 
   "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
   "LanguageCode": "en-US", 
   "Media": { 
       "MediaFileUri": "s3://path to your audio file" 
   }, 
   "OutputBucketName": “your output bucket name", 
   "Specialty": "PRIMARYCARE", 
   "Type": "CONVERSATION"
}

Amazon Transcribe医療を使用すると、代替文字起こしを生成できます。詳細については、「代替文字起
こしの生成 (p. 361)」を参照してください。

また、スピーカーの分割を有効にしたり、オーディオ内のチャンネルを特定することもできます。詳細に
ついては、「スピーカーのパーティション化の有効パーティション化の有効有効 (p. 329)」および「マル
チチャネルの音声文字起こし (p. 335)」を参照してください。

医療用語と測定値の文字起こし
Amazon Transcribe医学用語や測定値を文字起こしできます。 Amazon Transcribe医学会話用語の略語
を出力します。たとえば、「血圧」は BP として文字起こしされます。このページの表には、Amazon 
Transcribe医療用語や測定値に使用する規則のリストがあります。[Spoken Term (音声用語}] 列は、ソース
オーディオで話される用語を指します。[Output (出力)] 列は、文字起こし結果に表示される略語を示しま
す。

ソースオーディオで話される用語が、ここで文字起こしの出力にどのように対応しているかを確認できま
す。

ソースオーディオで発音される
用語

出力で使用される略語 出力例

摂氏 C 患者の体温は 37.4℃ である。

摂氏 C 患者の体温は 37.4℃ である。

華氏 F 患者の体温は 101F である。

グラム g 100g の塊を患者から抽出した。

メートル m 患者の身長は 1.8m である。

フィート フィート 患者の身長は 6 フィートであ
る。
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ソースオーディオで発音される
用語

出力で使用される略語 出力例

キロ kg 患者の体重は 80kg である。

キログラム kg 患者の体重は 80kg である。

c c cc 患者は 100cc の生理食塩水を摂
取した。

立方センチメートル cc 患者は 100cc の生理食塩水を摂
取した。

ミリリットル mL 患者は 100mL の尿を排泄した。

血圧 BP 患者の BP が上昇した。

b p BP 患者の BP が上昇した。

X オーバー Y X/Y 患者の BP は 120/80 であった。

心拍数 BPM 患者は 160 BPM の心拍数の心房
細動を発症した。

心拍数 BPM 患者は 160 BPM の心拍数の心房
細動を発症した。

O 2 O2 患者の O2 飽和度は 98％ であっ
た。

CO2 CO2 患者は CO2 上昇のために呼吸支
援を必要とした。

術後 術後 患者は、術後評価のために来院
した。

術後 術後 患者は、術後評価のために来院
した。

CAT スキャン CT スキャン 脳出血の患者には CT スキャンの
使用が必要である。

脈 80 P 80 患者のバイタルは、P 80、R 
17、...

呼吸 17 R 17 患者のバイタルは、P 80、R 
17、...

入出力 I/O 患者は I/O 洞調律であった

L 5 L5 L4 と L5 の間で腰椎穿刺を実施
した

文字起こし番号
Amazon Transcribe医学会話変換ジョブ たとえば、「one thousand two hundred forty-two」と話すと、
「1242」と文字起こしされます。

数値は、次のルールに従って文字起こしされます。
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ルール 説明

10 を超える基数を数字に変換します。 • 「Fifty five」> 55
• 「a hundred」 > 100
• 「One thousand and thirty one」 > 1,031
• 「One hundred twenty-three million four hundred 

fifty six thousand seven hundred eight nine」 > 
123,456,789

「million」または「billion」の後に数字が続かない
場合、「million」または「billion」が後に続く基数
を、単語が後に続く数字に変換します。

• 「one hundred million」 > 100 million
• 「one billion」 > 1 billion
• 「two point three million」 > 2.3 million

10 を超える序数を数字に変換します。 • 「Forty third」 > 43rd
• 「twenty sixth avenue」 > 26th avenue

分数は数値形式に変換 • 「a quarter」> 1/4
• 「three sixteenths」 > 3/16
• 「a half」 > 1/2
• 「a hundredth」 > 1/100

10 より小さい数値は数字に変換 (行に複数ある場
合)

• 「three four five」 > 345
• 「My phone number is four two five five five five 

one two one two」 > 4255551212

少数は「ドット」または「点」で示す • 「three hundred and three dot five」 > 303.5
• 「three point twenty three」 > 3.23
• 「zero point four」 > 0.4
• 「point three」 > 0.3

数値の後の「percent」という単語をパーセント記
号 (%) に変換します。

• 「twenty three percent」 > 23%
• 「twenty three point four five percent」 > 23.45%

数字の後の「dollar」、「US dollar」、
「Australian dollar」、「AUD」、「USD」という
単語を、数字の前のドル記号 ($) に変換します。

• 「one dollar and fifteen cents」 > $1.15
• 「twenty three USD」 > $23
• 「twenty three Australian dollars」 > $23

「pounds」または「milligrams」を「lbs」または
「mg」に変換します。

• 「twenty three pounds」 > 23 lbs
• 「forty-five milligrams」 > 45 mg

数字の後の「rupees」、「Indian rupees」、また
は「INR」という単語を、数字の前のルピー記号 
(#) に変換します。

• 「twenty three rupees」 > #23
• 「fifty rupees thirty paise」 > #50.30

時刻は数字に変換 • 「seven a m eastern standard time」 > 7 a.m. 
eastern standard time

• 「twelve thirty p m」 > 12:30 p.m.

2 桁で表した年は 4 桁に変換

20 世紀、21 世紀、および 22 世紀にのみ有効。

• 「nineteen sixty two」 > 1962
• 「the year is twenty twelve」 > the year is 2012
• 「twenty nineteen」 > 2019
• 「twenty one thirty」 > 2130

日付は数字に変換 • 「May fifth twenty twelve」 > May 5th 2012
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ルール 説明
• 「May five twenty twelve」 > May 5 2012
• 「five May twenty twelve」 > 5 May 2012

数値範囲は単語「to」に変換 • 「twenty three to thirty seven」 > 23 to 37

医療会話の文字起こし
Amazon TranscribeMedical を使用して、バッチ文字起こしジョブまたはリアルタイムストリーミングを使
用して、臨床医と患者の間の医療会話を文字起こしすることができます。バッチ文字起こしジョブを使用
すると、オーディオファイルを変換することができます。Amazon TranscribeMedical が可能な限り最高の
精度で文字起こし結果を生成するようにするには、文字起こしジョブまたはストリーミングで臨床医の専
門医を指定する必要があります。

臨床医と患者の訪問は、以下の医療専門分野で文字起こしすることができます。

• 心臓病学: ストリーミングの文字起こしのみ利用可能
• 神経学: ストリーミング転写でのみ利用可能
• 腫瘍学: ストリーミング転写でのみ利用可能
• プライマリケア: 次のタイプの医療行為が含まれます。

• 家庭医療
• 内科
• 産婦人科 (OB-GYN)
• 小児科

• 泌尿器学: ストリーミング転写でのみ利用可能

医療用カスタムボキャブラリーを使用すると、文字起こしの精度を向上することができます。「医学用語
のカスタム語彙」の詳細については、医療カスタムボキャブラリーによる転写精度の向上 (p. 346) を参
照してください。

Amazon TranscribeMedical は、デフォルトでは、信頼度が最も高い文字起こしが返されます。代替文字起
こしを返すように設定する場合は、「代替文字起こしの生成 (p. 361)」を参照してください。

転写出力で数値と医学的測定値がどのように表示されるかについては、文字起こし番号 (p. 321) と 医療
用語と測定値の文字起こし (p. 320) をご覧ください。

トピック
• 医療会話のオーディオファイルの文字起こし (p. 323)
• リアルタイムストリーミングで医療ディクテーションの文字起こし (p. 327)
• スピーカーのパーティション化の有効パーティション化の有効有効 (p. 329)
• マルチチャネルの音声文字起こし (p. 335)

医療会話のオーディオファイルの文字起こし
バッチ文字起こしジョブを使用して、医療会話のオーディオファイルの文字起こしを行います。これを使
用して、臨床医と患者の対話を文字起こしすることができます。StartMedicalTranscriptionJobAPI 
またはでバッチトランスクリプションのジョブを開始できますAWS Management Console。

StartMedicalTranscriptionJob API で医療分野の文字起こしジョブを開始する場合、PRIMARYCARE
を Specialty パラメータの値として指定します。
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AWS Management Console

臨床医と患者の対話の文字起こし (AWS Management Console)

AWS Management Consoleを使用して臨床医と患者の対話を書き起こす場合、文字起こしジョブを作成
し、オーディオ入力タイプの会話を選択します。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. ジョブ詳細を指定 ページ内の ジョブ設定 で次の指定を行います。

a. 名前: 文字起こしジョブの名前です。
b. 音声入力タイプ:会話

5. 残りのフィールドには、Amazon S3オーディオファイルの場所と、文字起こしジョブの出力を保存す
る場所を指定します。

6. [Next (次へ)] を選択します。
7. [作成] を選択します。

API

バッチ文字起こしジョブ (API) を使用した医療会話の文字起こし

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. MedicalTranscriptionJobName の場合、AWS アカウント で一意の名前を指定します。
b. LanguageCode として、音声ファイルで話されている言語と語彙フィルターの言語に対応する言

語コードを指定します。
c. MediaFileUri オブジェクトの Media パラメータの場合、文字起こしを行うメディアファイル

の名前を指定します。
d. Specialty の場合、音声ファイルで話す臨床医の専門分野を PRIMARYCARE に指定します。
e. Type には、CONVERSATION を指定します。
f. にはOutputBucketName、Amazon S3文字起こし結果を保存するバケットを指定します。

以下は、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、PRIMARYCARE を専門とする臨床医と患者の医療
に関する会話を文字起こしするリクエストの例です。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job( 
      MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
      Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
      }, 
      OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
      OutputKey = 'output-files/', 
      LanguageCode = 'en-US', 
      Specialty = 'PRIMARYCARE', 
      Type = 'CONVERSATION' 
  )
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while True: 
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = 
 job_name) 
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status) 
                         

次のコード例は、臨床医と患者の会話の文字起こし結果を示しています。

{ 
    "jobName": "conversation-medical-transcription-job", 
    "accountId": "111122223333", 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "... come for a follow up visit today..." 
            } 
        ], 
        "items": [ 
            { 
             ...
                "start_time": "4.85", 
                "end_time": "5.12", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "come" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.12", 
                "end_time": "5.29", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "for" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.29", 
                "end_time": "5.33", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9955", 
                        "content": "a" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.33", 
                "end_time": "5.66", 
                "alternatives": [ 
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                    { 
                        "confidence": "0.9754", 
                        "content": "follow" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.66", 
                "end_time": "5.75", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9754", 
                        "content": "up" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.75", 
                "end_time": "6.02", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "visit" 
                    } 
                ] 
                 ...
    }, 
    "status": "COMPLETED"
} 
                     
                 

AWS CLI

バッチ文字起こしジョブ (AWS CLI) を使用した医療会話の文字起こし

• 以下のコードを実行します。

                    
aws transcribe start-medical-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json

以下のコードは、example-start-command.json の内容を示しています。

{ 
      "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",         
      "Media": { 
          "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" 
      }, 
      "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
      "OutputKey": "my-output-files/",  
      "LanguageCode": "en-US", 
      "Specialty": "PRIMARYCARE", 
      "Type": "CONVERSATION" 
  }
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リアルタイムストリーミングで医療ディクテーション
の文字起こし
医療関係の会話の音声ストリーミングは、HTTP/2 WebSocket またはプロトコルで文字起こしすることが
できます。 WebSocket プロトコルを使用してストリーミングを開始する方法については、を参照してく
ださい WebSocket Stream を設定する (p. 92)。StartMedicalStreamTranscription API を使用して 
HTTP/2 ストリーミングを開始します。

次の専門分野でストリーミングを文字起こしを行うことができます。

• 心臓病学
• 神経学
• 腫瘍学
• プライマリケア
• 泌尿器科

各医療専門分野には、多くのタイプの処置と予定が含まれています。したがって、臨床医は、さまざまな
種類のメモを指示します。以下の例を参考にして、 WebSocket リクエストのspecialty URI パラメータ
の値や StartMedicalStreamTranscriptionAPISpecialty のパラメータを指定してください。

• 電気生理学または心エコー検査の相談については、CARDIOLOGY を選択します。
• 医学腫瘍学、外科腫瘍学、または放射線腫瘍学の相談については、ONCOLOGY を選択します。
• 一過性脳虚血発作または脳血管発作のいずれかで脳卒中を起こした患者に診察を提供する医師の場合

は、NEUROLOGY を選択します。
• 尿失禁に関する相談については、UROLOGY を選択します。
• 年次検診または緊急ケア訪問の場合は、PRIMARYCARE を選択します。
• ホスピタリストの訪問の場合は、PRIMARYCARE を選択します。
• 出産、卵管結紮法、IUD 挿入、または中絶に関する相談については、PRIMARYCARE を選択します。

AWS Management Console

ストリーミングの医療会話の文字起こし (AWS Management Console)

を使用して臨床医と患者の対話をリアルタイムストリーミングで文字起こしする場合、医学的会話の文
字起こしのオプションを選択してストリーミングを開始後、マイクに向かって対話を開始します。AWS 
Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[リアルタイム文字起こし] を選択します。
3. 会話 を選択します。
4. 医療専門分野 の場合、臨床医の専門分野を選択します。
5. [Start streaming] (ストリーミングの開始) を選択します。
6. マイクに向かって話してください。

HTTP/2 ストリーミングでの医療会話の文字起こし

HTTP/2 リクエストのパラメータのための構文を次に示します。

医療関係の会話の HTTP/2 ストリーミングを文字起こしする場
合、StartMedicalStreamTranscription API を使用し、以下を指定します。
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• LanguageCode - 言語コードです。有効値は en-US です。
• MediaEncoding - 音声入力に使用されるエンコーディングです。有効な値は、pcm、ogg-
opus、flac です。

• Specialty - 医療専門家の専門分野です。
• Type – CONVERSATION

リアルタイムストリーミング内の特定の文字起こし精度を向上させるには、カスタムボキャブラリーを
使用します。カスタムボキャブラリーを有効にするには、使用するカスタムボキャブラリーの名前に
VocabularyName パラメータの値を設定します。詳細については、「医療カスタムボキャブラリーによ
る転写精度の向上 (p. 346)」を参照してください。

別のスピーカーからの音声にラベルを付ける場合、ShowSpeakerLabel のパラメータ true を設定しま
す。詳細については、「スピーカーのパーティション化の有効パーティション化の有効有効 (p. 329)」を
参照してください。

医療関係の会話を文字起こしするための HTTP/2 ストリーミングの設定の詳細については、HTTP/2 スト
リームの設定 (p. 88) を参照してください。

WebSocket ストリーミングでの医療会話の文字起こし

WebSocket リクエストを使用して、医療会話の文字起こしができます。 WebSocket リクエストを行う場
合、署名付き URI を作成します。この URI には、Amazon TranscribeアプリケーションとMedical 間の音
声ストリーミングをセットアップするために必要な情報が含まれています。 WebSocket リクエストの作
成の詳細については、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。

署名付き URI を作成するには、次のテンプレートを使用します。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-
websocket
?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature 
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=CONVERSATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
            

リアルタイムストリーミング内の特定の文字起こし精度を向上させるには、カスタムボキャブラリーを
使用します。カスタムボキャブラリーを有効にするには、使用するカスタムボキャブラリーの名前に
vocabulary-name の値を設定します。詳細については、「医療カスタムボキャブラリーによる転写精度
の向上 (p. 346)」を参照してください。

別のスピーカーからの音声にラベルを付けるには、show-speaker-label へのパラメータ true を
設定します。詳細については、「スピーカーのパーティション化の有効パーティション化の有効有
効 (p. 329)」を参照してください。

「署名付き URI の作成方法」の詳細については、を参照してください WebSocket Stream を設定す
る (p. 92)。
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スピーカーのパーティション化の有効パーティション
化の有効有効
Amazon TranscribeMedical でスピーカーの分割を有効にするには、スピーカーのダイアライゼーションを
使用します。これにより、患者が何を言ったのか、臨床医が文字起こし出力で何を言ったかを確認できま
す。

話者ダイアライゼーションを有効にすると、Amazon Transcribe Medical は各話者の発話に対して各話
者の一意の識別子のラベルを付けます。発話 と発言の単位であり、通常は無音で他の発話と区切られま
す。バッチ文字起こしでは、臨床医からの発話は spk_0 のラベルを受け取ることができ、患者の発話は
spk_1 のラベルを受け取ることができます。

ある話者からの発話が別の話者からの発話と重なる場合、Amazon Transcribe Medical は、開始時刻順で
文字起こしを指示します。入力オーディオで発話が被っても文字起こし出力では被りません。

バッチ文字起こしジョブ、またはリアルタイムストリーミングを使用して音声ファイルを文字起こしする
場合、話者ダイアライゼーションを有効にできます。

トピック
• バッチ文字起こしでの話者分割の有効化 (p. 329)
• リアルタイムストリーミングでスピーカーのパーティション化の有効パーティション化の有効有効有

効有効有効 (p. 332)

バッチ文字起こしでの話者分割の有効化
バッチ文字起こしジョブで話者パーティション化の有効有効を有効に有効するには、API またはを
使用します。パーティション化の有効有効有効を有効に有効できます。有効化有効を有効にするに
は、StartMedicalTranscriptionJobAPI またはを使用しますAWS Management Console。これによ
り、臨床医と患者の会話でテキストをパーティション化し、文字起こし出力で誰が何を言ったかを判断で
きます。

AWS Management Console

AWS Management Console文字起こしジョブで話者ダイアライゼーションを有効にするには、オーディオ
識別を有効にしてから話者パーティション化の有効有効を有効にします有効にします有効にします有効に
します有効にします有効にします有効にします有効にします。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. [ジョブの詳細を指定する] ページで、文字起こしジョブに関する情報を入力します。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [オーディオ識別] を有効にします。
7. オーディオ識別タイプには、「スピーカーパーティショニング」を選択します。
8. 話者の最大数 では、オーディオで話していると思われる話者の最大数を指定します。
9. [作成] を選択します。

API

バッチ文字起こしジョブ (API) を使用して話者のパーティション化の有効有効有効有効有効有効
を有効に有効にする有効有効有効を有効にするには有効

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。
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a. MedicalTranscriptionJobName の場合、AWS アカウント で一意の名前を指定します。
b. LanguageCode の場合、音声ファイル内で話されている言語に対応する言語コードです。
c. MediaFileUri オブジェクトの Media パラメータの場合、文字起こしを行うメディアファイル

の名前を指定します。
d. Specialty の場合、音声ファイルで話す臨床医の専門分野を指定します。
e. Type には、CONVERSATION を指定します。
f. にはOutputBucketName、Amazon S3文字起こし結果を保存するバケットを指定します。
g. Settings オブジェクトとして、以下を指定します。

i. ShowSpeakerLabels – true.
ii. MaxSpeakerLabels - オーディオ内で話していると思われるスピーカーの数を示す 2 ～ 10 

の整数です。

次のリクエストでは、AWS SDK for Python (Boto3)を使用して、話者パーティション化の有効化された有
効化を有効にしたプライマリケアの臨床医の患者との対話のバッチ文字起こしジョブを開始します。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job( 
    MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
    Media={ 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US', 
    Specialty = 'PRIMARYCARE', 
    Type = 'CONVERSATION', 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET',
Settings = {'ShowSpeakerLabels': True, 
         'MaxSpeakerLabels': 2 
         } 
         )
while True: 
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = 
 job_name) 
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status) 

                     

次の例のコードは、スピーカーパーティション化の有効化の有効有効化されたパーティション化の有効有
効を示しています。パーティション化の有効有効有効を有効にします有効化されたパーティション化の有
効有効を示しています。パーティション化の有効有効を有効にします有効

{ 
    "jobName": "job ID", 
    "accountId": "111122223333", 
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    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "Professional answer." 
            } 
        ], 
        "speaker_labels": { 
            "speakers": 1, 
            "segments": [ 
                { 
                    "start_time": "0.000000", 
                    "speaker_label": "spk_0", 
                    "end_time": "1.430", 
                    "items": [ 
                        { 
                            "start_time": "0.100", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "0.690" 
                        }, 
                        { 
                            "start_time": "0.690", 
                            "speaker_label": "spk_0", 
                            "end_time": "1.210" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        "items": [ 
            { 
                "start_time": "0.100", 
                "end_time": "0.690", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.8162", 
                        "content": "Professional" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "0.690", 
                "end_time": "1.210", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9939", 
                        "content": "answer" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "content": "." 
                    } 
                ], 
                "type": "punctuation" 
            } 
        ] 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
} 
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AWS CLI

プライマリケアを実践している臨床医と患者との間の会話の音声ファイルの文字起こし (AWS 
CLI)

• 以下のコードを実行します。

                    
aws transcribe start-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json  
                 

以下のコードは、example-start-command.json の内容を示しています。

{ 
    "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",        
     "Media": { 
          "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" 
      }, 
      "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
      "OutputKey": "my-output-files/",  
      "LanguageCode": "en-US", 
      "Specialty": "PRIMARYCARE", 
      "Type": "CONVERSATION", 
      "Settings":{ 
          "ShowSpeakerLabels": true, 
          "MaxSpeakerLabels": 2 
        }
}

リアルタイムストリーミングでスピーカーのパーティション化の
有効パーティション化の有効有効有効有効有効
リアルタイムストリーミングで話者をパーティション化し、スピーチにラベルを付ける場合、AWS 
Management Consoleまたはストリーミングリクエストを使用します。スピーカーのパーティション化の
有効有効は、ストリーミング内の 2 ～ 5 人のスピーカーのパーティション化の有効になります。Amazon 
TranscribeMedical では、ストリーミング内の 5 人以上のスピーカーをパーティション化のパーティション
化の有効化できますが、その数を超えるとパーティション化の有効性が低下します。

HTTP/2 リクエストを開始する場合、StartMedicalStreamTranscription API を使用します。 
WebSocket リクエストを開始する場合、「署名付き URI を使用します。URI には、Amazon Transcribeア
プリケーションとMedical 間の双方向通信を設定するために必要な情報が含まれています。

マイクで話されているオーディオのパーティション化の有効有効有効有効有効有効有効有効有効
有効有効有効有効有効有効有効有効有効有効有効有効AWS Management Console

を使用して、臨床医と患者の会話のリアルタイムストリーミングを開始したり、マイクにリアルタイムで
話されるディクテーションを開始したりできます。AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[リアルタイム文字起こし] を選択します。
3. オーディオ入力タイプ の場合、文字起こしする医療音声の種類を選択します。
4. [その他の設定] で、[スピーカーパーティショニング] を選択します。
5. ストリーミングを開始 を選択して、リアルタイム音声の文字起こしを開始します。
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6. マイクに向かって話してください。

HTTP/2 ストリーミングでのパーティション化の有効パーティション化の有効有効有効有効パー
ティション化の有効有効有効有効有効

医療関係の会話の HTTP/2 ストリーミング内のパーティション化の有効化有効を有効にするに
は、StartMedicalStreamTranscriptionAPI を選択し、以下を指定します。

• LanguageCode の場合、ストリーム内の言語に対応する言語コードです。有効値は en-US です。
• MediaSampleHertz の場合、音声のサンプルレートを指定します。
• Specialty の場合、提供者の専門分野を指定します。
• ShowSpeakerLabel – true

医療関係の会話を文字起こしするための HTTP/2 ストリーミングの設定の詳細については、HTTP/2 スト
リームの設定 (p. 88) を参照してください。

WebSocket リクエストでスピーカーパーティショニングを有効にする

API WebSocket を使用してストリーミング内の話者を分割する場合、 WebSocket 次の形式を使用してリ
クエストをスタートするための署名付き URI を作成し、show-speaker-labeltrueと特定します。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-
websocket
?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature 
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=CONVERSATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
            

次のコードは、ストリーミングリクエストの切り捨てられたレスポンス例を示しています。

{ 
  "Transcript": { 
    "Results": [ 
      { 
        "Alternatives": [ 
          { 
            "Items": [ 
              { 
                "Confidence": 0.97, 
                "Content": "From", 
                "EndTime": 18.98, 
                "Speaker": "0", 
                "StartTime": 18.74, 
                "Type": "pronunciation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
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              }, 
              { 
                "Confidence": 1, 
                "Content": "the", 
                "EndTime": 19.31, 
                "Speaker": "0", 
                "StartTime": 19, 
                "Type": "pronunciation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              }, 
              { 
                "Confidence": 1, 
                "Content": "last", 
                "EndTime": 19.86, 
                "Speaker": "0", 
                "StartTime": 19.32, 
                "Type": "pronunciation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              }, 
              ...
              { 
                "Confidence": 1, 
                "Content": "chronic", 
                "EndTime": 22.55, 
                "Speaker": "0", 
                "StartTime": 21.97, 
                "Type": "pronunciation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              }, 
               ...
                "Confidence": 1, 
                "Content": "fatigue", 
                "EndTime": 24.42, 
                "Speaker": "0", 
                "StartTime": 23.95, 
                "Type": "pronunciation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              }, 
              { 
                "EndTime": 25.22, 
                "StartTime": 25.22, 
                "Type": "speaker-change", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              }, 
              { 
                "Confidence": 0.99, 
                "Content": "True", 
                "EndTime": 25.63, 
                "Speaker": "1", 
                "StartTime": 25.22, 
                "Type": "pronunciation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              }, 
              { 
                "Content": ".", 
                "EndTime": 25.63, 
                "StartTime": 25.63, 
                "Type": "punctuation", 
                "VocabularyFilterMatch": false 
              } 
            ], 
            "Transcript": "From the last note she still has mild sleep deprivation and 
 chronic fatigue True." 
          } 
        ], 
        "EndTime": 25.63, 
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        "IsPartial": false, 
        "ResultId": "XXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX", 
        "StartTime": 18.74 
      } 
    ] 
  }
} 
             

Amazon TranscribeMedical は、話し手の交代や音声の一時停止など、自然な音声セグメントに基づいて着
信音声ストリーミングを中断します。セグメント全体の文字起こしが行われるまで、各レスポンスにさら
に多くの文字起こしスピーチが含まれるように、文字起こしは徐々にアプリケーションに返されます。前
のコードは、完全に書き起こされたスピーチセグメントの切り捨てられた例です。スピーカーのラベル付
けは、完全に書き起こされたセグメントに対してのみ表示されます。

次のリストは、文字起こしのストリーミング の出力におけるオブジェクトとパラメータの組織を示してい
ます。

Transcript

各音声セグメントには、それぞれ独自の Transcript オブジェクトがあります。
Results

各 Transcript オブジェクトには独自の Results オブジェクトがあります。このオブジェクトには
isPartial フィールドが含まれます。その値が false の場合、でてくる結果はスピーチセグメント
全体に対するものです。

Alternatives

各 Results オブジェクトには Alternatives オブジェクトがあります。
Items

各 Alternatives オブジェクトには独自の Items オブジェクトがあり、それには文字起こし出力の
各単語および句読点に関する情報が含まれます。話者のパーティション化の有効化有効化を有効にす
ると、各単語は完全に文字起こされたスピーチセグメントにSpeakerラベル付けされます。 Amazon 
TranscribeMedical はこのラベル付けを使用して、ストリーミング内の各スピーカーに一意の整数を割
り当てます。Type の値を持つ speaker-change パラメータは、ある人が話すのを停止し、別の人が
始めようとしていることを示します。

Transcript

各項目の オブジェクトには、文字起こしされた音声セグメントが Transcript フィールドの値とし
て含まれます。

WebSocket リクエストの詳細については、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。

マルチチャネルの音声文字起こし
複数のチャネルを持つ音声ファイルまたはストリーミングがある場合は、チャネル識別を使用して、それ
らの各チャンネルの音声を文字起こしすることができます。 Amazon TranscribeMedical は各チャネルか
ら別々に音声を文字起こします。各チャンネルの個別のトランプスクリプトを単一の文字起こし出力に結
合します。

チャネル識別を使用して、音声内の個別のチャネルを特定し、各チャネルの音声の文字起こしを行いま
す。発信者およびエージェントのシナリオなどの状況でこれを有効にします。これを使用して、薬物安全
モニタリングを実行するコンタクトセンターからの録音またはストリーミング内のエージェントと発信者
を区別します。

バッチ処理とリアルタイムストリーミングの両方でチャネル識別を有効にできます。次のリストは、メ
ソッドごとに有効にする方法を説明しています。
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• Batch トランスクリプション —AWS Management Console および
StartMedicalTranscriptionJobAPI

• ストリーミング文字起こし — WebSocket ストリーミングと
StartMedicalStreamTranscriptionAPI

マルチチャネルの音声ファイルの文字起こし
音声ファイルの文字起こしを行うと、Amazon Transcribe Medical は各チャネルごとにアイテムのリスト
を返します。アイテムは、文字起こしされた単語または句読点です。各単語には、開始時刻と終了時刻が
あります。あるチャンネルの人が別のチャンネルで話しかけると、各チャンネルのアイテムの開始時間と
終了時刻が重なり、個人が互いに話しかけ合っています。

デフォルトでは、2 つのチャネルで音声ファイルを文字起こしできます。2 つ以上のチャネルを持つファ
イルを文字起こしする必要がある場合は、クォータの引き上げをリクエストできます。クォータ引き上げ
のリクエストの詳細については、を参照してくださいAWS のサービス。

バッチ文字起こしジョブでマルチチャネル音声を文字起こしする場合、AWS Management Consoleまたは
StartMedicalTranscriptionJobAPI を使用します。

AWS Management Console

AWS Management Consoleバッチ文字起こしジョブでチャネル識別を有効にするには、オーディオ識別を
有効にしてからチャネル識別を有効にします。チャネル識別は、AWS Management Consoleの音声識別の
サブセットです。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. [ジョブの詳細を指定する] ページで、文字起こしジョブに関する情報を入力します。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [オーディオ識別] を有効にします。
7. オーディオ識別タイプ では、[チャネルの識別] を選択します。
8. [作成] を選択します。

API

マルチチャネルの音声ファイルの文字起こし (API)

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. TranscriptionJobName として、AWS アカウント で一意の名前を指定します。
b. LanguageCode の場合、音声ファイル内で話されている言語に対応する言語コードです。有効値

は en-US です。
c. MediaFileUri オブジェクトの Media パラメータの場合、文字起こしを行うメディアファイル

の名前を指定します。
d. Settings オブジェクトの場合、ChannelIdentification を true にセットします。

以下は、AWS SDK for Python (Boto3) を使ったリクエストの例です。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
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job_name = "my-first-transcription-job"
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job( 
      MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
      Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
      }, 
      OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
      OutputKey = 'output-files/', 
      LanguageCode = 'en-US', 
      Specialty = 'PRIMARYCARE', 
      Type = 'CONVERSATION', 
      Settings = { 
        'ChannelIdentification': True 
      }
)
while True: 
    status = transcribe.get_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = job_name) 
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)                   
                 

AWS CLI

バッチ変換ジョブを使用してマルチチャネル音声ファイルの文字起こしをするには (AWS CLI)

• 以下の コードを実行します。

                    
aws transcribe start-medical-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json

以下は example-start-command.json のコードです。

{ 
      "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",         
      "Media": { 
          "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" 
      }, 
      "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
      "OutputKey": "my-output-files/",  
      "LanguageCode": "en-US", 
      "Specialty": "PRIMARYCARE", 
      "Type": "CONVERSATION", 

        "Settings":{ 
          "ChannelIdentification": true 
        }
}

次のコードは、2 つのチャネルで会話がある音声ファイルの文字起こし出力を示しています。
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{ 
  "jobName": "job id", 
  "accountId": "111122223333", 
  "results": { 
    "transcripts": [ 
      { 
        "transcript": "When you try ... It seems to ..." 
      } 
    ], 
    "channel_labels": { 
      "channels": [ 
        { 
          "channel_label": "ch_0", 
          "items": [ 
            { 
              "start_time": "12.282", 
              "end_time": "12.592", 
              "alternatives": [ 
                { 
                  "confidence": "1.0000", 
                  "content": "When" 
                } 
              ], 
              "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
              "start_time": "12.592", 
              "end_time": "12.692", 
              "alternatives": [ 
                { 
                  "confidence": "0.8787", 
                  "content": "you" 
                } 
              ], 
              "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
              "start_time": "12.702", 
              "end_time": "13.252", 
              "alternatives": [ 
                { 
                  "confidence": "0.8318", 
                  "content": "try" 
                } 
              ], 
              "type": "pronunciation" 
            }, 
             ...
         ] 
      }, 
      { 
          "channel_label": "ch_1", 
          "items": [ 
            { 
              "start_time": "12.379", 
              "end_time": "12.589", 
              "alternatives": [ 
                { 
                  "confidence": "0.5645", 
                  "content": "It" 
                } 
              ], 
              "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
              "start_time": "12.599", 

338



Amazon Transcribe デベロッパーガイド
マルチチャネルの音声文字起こし

              "end_time": "12.659", 
              "alternatives": [ 
                { 
                  "confidence": "0.2907", 
                  "content": "seems" 
                } 
              ], 
              "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
              "start_time": "12.669", 
              "end_time": "13.029", 
              "alternatives": [ 
                { 
                  "confidence": "0.2497", 
                  "content": "to" 
                } 
              ], 
              "type": "pronunciation" 
            }, 
             ...
        ] 
    }
}

マルチチャネルの音声ストリーミングの文字起こし
HTTP/2 WebSocket またはストリーミングで、別々のチャネルから音声を文字起こしするに
は、StartMedicalStreamTranscriptionAPIを使用します。

デフォルトでは、2 つのチャネルでストリーミングを文字起こしできます。2 つ以上のチャネルを持つス
トリーミングを文字起こしする必要がある場合、クォータの引き上げをリクエストできます。クォータ増
加の要求の詳細については、「AWS のサービスクォータ」を参照してください。

HTTP/2 ストリーミングでのマルチチャネル音声の文字起こし
HTTP/2 ストリーミング内のマルチチャネル音声を文字起こしする場
合、StartMedicalStreamTranscriptionAPI を選択し、以下を指定します。

• LanguageCode - 音声の言語コードです。有効値は en-US です。
• MediaEncoding - 音声のエンコーディングです。有効値は、ogg-opus、flac、pcm です。
• EnableChannelIdentification – true
• NumberOfChannels - ストリーミング音声のチャネル数です。

医療関係の会話を文字起こしするための HTTP/2 ストリーミングの設定の詳細については、HTTP/2 スト
リームの設定 (p. 88) を参照してください。

WebSocket ストリーミング内のマルチチャネル音声を文字起こしする文字起こし
する文字起こし
WebSocket ストリーミング内のパーティション化のパーティション化の有効化を行う場合、次の形
式を使用して署名付き URI を作成し、 WebSocket リクエストを開始します。enable-channel-
identification を true に、number-of-channels にストリーミングのチャンネル数を指定しま
す。「署名付き URI には、Amazon TranscribeアプリケーションとMedical 間の双方向通信を設定するた
めに必要な情報が含まれています。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-
websocket
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?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&enable-channel-identification=true
&number-of-channels=2  
             

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。

WebSocket リクエストの詳細については、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。

マルチチャネルストリーミング出力
ストリーミングトランスクリプションの出力は、HTTP/2 WebSocket とリクエストと同じです。以下に出
力例を示します。

{ 
    "resultId": "XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX", 
    "startTime": 0.11, 
    "endTime": 0.66, 
    "isPartial": false, 
    "alternatives": [ 
        { 
            "transcript": "Left.", 
            "items": [ 
                { 
                    "startTime": 0.11, 
                    "endTime": 0.45, 
                    "type": "pronunciation", 
                    "content": "Left", 
                    "vocabularyFilterMatch": false 
                }, 
                { 
                    "startTime": 0.45, 
                    "endTime": 0.45, 
                    "type": "punctuation", 
                    "content": ".", 
                    "vocabularyFilterMatch": false 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "channelId": "ch_0"
}

各音声セグメントには、音声が属するチャネルを示す channelId フラグがあります。

メディカルディクテーションの文字起こし
Amazon TranscribeMedical を使用して、バッチ文字起こしジョブまたはリアルタイムストリームを使用
して、臨床医が指示する医療メモを文字起こしジョブまたはリアルタイムストリームで文字起こしする
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ことができます。バッチ文字起こしジョブを使用すると、オーディオファイルを変換することができま
す。Medical が可能な限り高い精度で文字起こし結果を生成するようにするには、Amazon Transcribe文字
起こしジョブまたはストリームで臨床医の専門分野を指定します。

次の専門分野でメディカルディクテーションを文字起こしすることができます。

• 心臓病学 : ストリーミングの文字起こしのみ利用可能
• 神経学: ストリーミング転写でのみ利用可能
• 腫瘍学: ストリーミング転写でのみ利用可能
• プライマリケア: 次のタイプの医療行為が含まれます。

• 家庭医療
• 内科
• 産婦人科 (OB-GYN)
• 小児科

• 放射線医学 : ストリーミング転写でのみ利用可能
• 泌尿器学 : ストリーミング転写でのみ利用可能

カスタムボキャブラリーを使用すると、文字起こしの精度を向上することができます。「医学用語のカス
タム語彙」の詳細については、医療カスタムボキャブラリーによる転写精度の向上 (p. 346) を参照して
ください。

Amazon TranscribeMedical は、デフォルトでは、信頼度の最も高い文字起こしが返されます。代替文字起
こしを返すように設定する場合は、「代替文字起こしの生成 (p. 361)」を参照してください。

転写出力で数値と医学的測定値がどのように表示されるかについては、文字起こし番号 (p. 321) と 医療
用語と測定値の文字起こし (p. 320) をご覧ください。

トピック
• メディカルディクテーションのオーディオファイルの文字起こし (p. 341)
• リアルタイムストリームでメディカルディクテーションの書き起こし (p. 344)

メディカルディクテーションのオーディオファイルの
文字起こし
バッチ文字起こしジョブを使用して、医療会話のオーディオファイルを文字起こしします。これを使用し
て、臨床医と患者の対話を文字起こしすることができます。StartMedicalTranscriptionJobAPI ま
たはでバッチ文字起こしジョブを開始できますAWS Management Console。

StartMedicalTranscriptionJob API で医療分野の文字起こしジョブを開始する場合、PRIMARYCARE
を Specialty パラメータの値として指定します。

AWS Management Console

臨床医と患者の対話の文字起こし (AWS Management Console) の文字起こし

AWS Management Consoleを使用して臨床医と患者の対話を書き起こす場合、文字起こしジョブを作成
し、オーディオ入力タイプの会話を選択します。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. ジョブ詳細を指定 ページ内の ジョブ設定 で次の指定を行います。
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a. 名前: 文字起こしジョブの名前です。
b. オーディオ入力タイプ: ディクテーション

5. 残りのフィールドには、Amazon S3オーディオファイルの場所と、文字起こしジョブの出力を保存す
る場所を指定します。

6. [Next (次へ)] を選択します。
7. [作成] を選択します。

API

バッチ文字起こしジョブ (API) を使用した医療会話の文字起こし

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. MedicalTranscriptionJobName の場合、AWS アカウント で一意の名前を指定します。
b. LanguageCode として、音声ファイルで話されている言語と語彙フィルターの言語に対応する言

語コードを指定します。
c. MediaFileUri オブジェクトの Media パラメータに、文字起こしを行うメディアファイルの名

前を指定します。
d. Specialty の場合、音声ファイルで話す臨床医の専門分野を指定します。
e. Type には、DICTATION を指定します。
f. にはOutputBucketName、Amazon S3文字起こし結果を保存するバケットを指定します。

以下は、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、PRIMARYCARE を専門とする臨床医のメディカル
ディクテーションを文字起こしするリクエストの例です。

 from __future__ import print_function 
 import time 
 import boto3 
 transcribe = boto3.client('transcribe') 
 job_name = "my-first-med-transcription-job" 
 job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" 
 transcribe.start_medical_transcription_job( 
     MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
     Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
     },      
     OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET',                                 
     OutputKey = 'my-output-files/',  
     LanguageCode = 'en-US', 
     Specialty = 'PRIMARYCARE', 
     Type = 'DICTATION' 
 )
while True: 
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = 
 job_name) 
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status) 
                         

次のコード例は、メディカルディクテーションの書き起こし結果を示しています。
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{ 
    "jobName": "dictation-medical-transcription-job", 
    "accountId": "111122223333", 
    "results": { 
        "transcripts": [ 
            { 
                "transcript": "... came for a follow up visit today..." 
            } 
        ], 
        "items": [ 
            { 
             ...
                "start_time": "4.85", 
                "end_time": "5.12", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "came" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.12", 
                "end_time": "5.29", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "for" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.29", 
                "end_time": "5.33", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9955", 
                        "content": "a" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.33", 
                "end_time": "5.66", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9754", 
                        "content": "follow" 
                    } 
                ], 
                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.66", 
                "end_time": "5.75", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "0.9754", 
                        "content": "up" 
                    } 
                ], 
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                "type": "pronunciation" 
            }, 
            { 
                "start_time": "5.75", 
                "end_time": "6.02", 
                "alternatives": [ 
                    { 
                        "confidence": "1.0", 
                        "content": "visit" 
                    } 
                ] 
                 ...
    }, 
    "status": "COMPLETED"
} 
                     
                 

AWS CLI

バッチ文字起こしジョブ (でででででで会話の文字起こしジョブAWS CLI) でスピーカーの分割を
有効にするには

• 以下のコードを実行します。

                    
aws transcribe start-medical-transcription-job \
--region us-west-2 \
--cli-input-json file://example-start-command.json

以下のコードは、example-start-command.json の内容を示しています。

{ 
      "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-med-transcription-job",         
      "Media": { 
      "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" 
      }, 
      "OutputBucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
      "OutputKey": "my-output-files/",  
      "LanguageCode": "en-US",   
      "Specialty": "PRIMARYCARE", 
      "Type": "DICTATION"
}

リアルタイムストリームでメディカルディクテーショ
ンの書き起こし
WebSocket ストリーミングを使用して、メディカルディクテーションを音声ストリームとして文字起こ
しします。を使用して、自分または他のユーザーが直接話す音声をマイクに文字起こしすることもできま
す。AWS Management Console

HTTP/2 WebSocket ストリームまたはストリームでは、次の医療分野のオーディオを文字起こしすること
ができます。

• 心臓病学
• オンコロジー
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• 神経学
• プライマリケア
• 放射線学
• 泌尿器科

各医療専門分野には、多くのタイプの処置と予定が含まれています。したがって、臨床医は、さまざまな
種類のメモを指示します。以下の例を参考にして、 WebSocket リクエストのspecialty URI パラメータ
の値や StartMedicalStreamTranscriptionAPISpecialty のパラメータを指定してください。

• 電気生理学または心エコー検査後のディクテーションについては、CARDIOLOGY を選択します。
• 外科腫瘍学または放射線腫瘍学の処置後のディクテーションについては、ONCOLOGY を選択します。
• 脳炎の診断を示すメモを指示する医師の場合は、NEUROLOGY を選択します。
• 膀胱結石を壊す手順ノートの口述については、UROLOGY を選択します。
• 内科相談後の臨床医ノートの口述については、PRIMARYCARE を選択します。
• CT スキャン、PET スキャン、MRI、または X 線写真の発見を伝える医師の口述について

は、RADIOLOGY を選択します。
• 婦人科相談後の医師のメモの口述については、PRIMARYCARE を選択します。

リアルタイムストリーム内の特定の文字起こし精度を向上させるには、カスタムボキャブラリーを使
用します。カスタムボキャブラリーを有効にするには、使用するカスタムボキャブラリーの名前に
vocabulary-name の値を設定します。

マイクに向かって話されたディクテーションを文字起こしするにはAWS 
Management Console

AWS Management Consoleメディカルディクテーションの音声ストリームを書き起こす場合、メディカ
ルディクテーションを書き起こしを選択してストリーミングを開始後、マイクに向かって会話を開始しま
す。

メディカルディクテーションの音声ストリームの書き起こし (AWS Management Console) の文字
起こし

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[リアルタイム文字起こし] を選択します。
3. ディクテーションを選択します。
4. 医療専門分野で、ストリームで話す臨床医の専門分野を選択します。
5. [Start streaming] (ストリーミングの開始) を選択します。
6. マイクに向かって話してください。

HTTP/2 ストリームでの ディクテーションの文字起こし

医療ディクテーションの HTTP/2 ストリームを書き起こすには、StartMedicalStreamTranscription
API を使用し、以下を指定します。

• LanguageCode: 言語コードです。有効値は en-US です。
• MediaEncoding - 音声入力に使用されるエンコーディングです。有効な値は、pcm、ogg-
opus、flac です。

• Specialty: 医療専門家の専門分野です。
• Type – DICTATION
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医療ディクテーションを文字起こしするための HTTP/2 ストリームの設定の詳細については、HTTP/2 ス
トリームの設定 (p. 88) を参照してください。

WebSocketストリーミングリクエストを使用したメディカルディクテーションの
文字起こし

WebSocketリクエストを使用してリアルタイムストリームでメディカルディクテーションを書き起こすに
は、署名付き URI を作成します。この URI には、Amazon TranscribeアプリケーションとMedical の間の
音声ストリームをセットアップするために必要な情報が含まれています。 WebSocket リクエストの作成
の詳細については、を参照してください WebSocket Stream を設定する (p. 92)。

署名付き URI を作成するには、次のテンプレートを使用します。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-
websocket
?language-code=languageCode
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature 
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=DICTATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean

「署名付き URI の作成方法」の詳細については、を参照してください WebSocket Stream を設定す
る (p. 92)。

医療カスタムボキャブラリーによる転写精度の向上
Amazon TranscribeMedical の文字起こしの精度を向上させるために、1 つ以上のカスタムボキャブラリー
を作成、使用します。カスタムボキャブラリー は、ドメイン固有の単語またはフレーズのコレクションで
す。このコレクションは、Amazon Transcribe Medical のそれらの単語やフレーズを文字起こしで文字起
こしを選択して文字起こしを向上させるのに役立ちます。

Amazon TranscribeMedical を使用する場合、お客様はご自身のデータの完全性について責任を負うものと
します。カスタム語彙には、機密情報、個人情報 (PII)、または保護対象の医療情報 (PHI) を入力しないで
ください。

個別の小さなカスタムボキャブラリーを作成し、それぞれが特定の音声録音を文字起こしする場合、最良
の結果が得られます。すべての録音で使用する大きなカスタムボキャブラリーを 1 つ作成した場合より
も、文字起こしの精度が向上します。

デフォルトでは、自分の AWS アカウント で最大 100 個のカスタム語彙を使用できます。カスタムボキャ
ブラリーのサイズは 50 KB を超えることはできません。で使用できるカスタムボキャブラリー数の増加を
リクエストする方法についてはAWS アカウント、AWSサービスクォータを参照してください。

カスタムボキャブラリーは、アメリカ英語 (en-US) で利用できます。

トピック
• 医療カスタムボキャブラリー用のテキストファイルを作成する (p. 347)
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• テキストファイルを使用して医療カスタムボキャブラリーを作成する (p. 350)
• 医療用カスタムボキャブラリーを使用したオーディオファイルの文字起こし (p. 351)
• カスタムボキャブラリーを使用してリアルタイムストリームを文字起こし (p. 353)
• Amazon Transcribeメディカル用文字セット (p. 354)

医療カスタムボキャブラリー用のテキストファイルを
作成する
カスタムボキャブラリーを作成する場合、UTF-8 形式のテキストファイルを作成します。このファイルで
は、4 列のテーブルを作成し、各列がフィールドを指定します。各欄は、ドメイン固有の用語の発音方法
またはこれらの用語を文字起こしで表示する方法をAmazon Transcribe Medical に指示します。これらの
フィールドを含むテキストファイルは、Amazon S3バケットに保存します。

テキストファイルのフォーマット方法を理解する
医療カスタムボキャブラリーを作成するには、列名をヘッダー行として入力します。ヘッダー行の下にあ
る各列の値を入力します。

表の 4 つの列の名前を以下に示します。

• Phrase: 列、値は必要です。
• IPA: 列は必須です。値はオプションでもかまいません。
• SoundsLike: 列は必須です。値はオプションでもかまいません。
• DisplayAs: 列は必須です。値はオプションでもかまいません。

カスタム語彙を作成するときは、次のことを必ず実行してください。

• 各列は 1 つのタブ文字で区切ります。 Amazon Transcribe列をスペースまたは複数のタブ文字で区切ろ
うとするとエラーメッセージが表示されます。

• 列内の各値の後に末尾にスペースや空白がないことを確認してください。

各列に入力する値が以下であることを確認します。

• 256 文字未満 (ハイフンを含む)
• 文字セットの文字を使用する場合のみ、「Amazon Transcribeメディカル用文字セット (p. 354)」を参

照してください。

テーブルの列の値を入力する
次の情報は、テーブルの 4 つの列の値を指定する方法を示しています。

• Phrase: 認識する必要がある語句。この列には値を入力する必要があります。

エントリが句の場合、単語はハイフン (-) で区切ります。たとえば、cerebral autosomal 
dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy
を cerebral-autosomal-dominant-arteriopathy-with-subcortical-infarcts-and-
leukoencephalopathy として入力します。

頭字語、または文字が単一の文字とそれに続くドットとして個別に発音される必要があるその他の単語 
(例: D.N.A. や S.T.E.M.I.) を入力します。「STEMIs」などの頭字語の複数形を入力するには、頭字
語と「s」をハイフンで区切ります (S.T.E.M.I-s)。頭字語には大文字または小文字を使用できます。
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Phrase 列は必須です。入力言語として許可されている文字はいずれも使用できます。使用でき
る文字については、「Amazon Transcribeメディカル用文字セット (p. 354)」を参照してくださ
い。DisplayAs列を指定しない場合、Amazon Transcribe MedicalPhrase は出力ファイル内の列の内
容を使用します。

• IPA (列は必須、値はオプション) : 単語または句の発音を指定するには、国際音声記号 (IPA)
の文字をこの列に使用することができます。IPA 列には、先頭または末尾にスペースを含
めることはできません。また、入力の phoneme を区切るには、1 つのスペースを使用す
る必要があります。たとえば、英語で acute-respiratory-distress-syndrome を
ə k j u t # # s p # # ə t # # i d # s t # # s s # n d # o# m と入力したとしま
す。A.L.L. には e# # l # l と入力します。

IPA 列の内容を指定しない場合でも、空白の IPA 列を含める必要があります。IPA 列に値を含めた場
合、SoundsLike 列に値を指定することはできません。

特定の言語で使用できる IPA 文字の一覧については、「Amazon Transcribeメディカル用文字セッ
ト (p. 354)」を参照してください。Amazon TranscribeMedical で利用可能な唯一の言語は、アメリカ
英語です。

• SoundsLike (列は必須、値はオプション): 単語や句を小さい断片に分割し、言語の標準的な正書
法を使用して各断片の発音を指定することで、単語の発音方法を模倣することができます。たとえ
ば、cerebral-autosomal-dominant-arteriopathy-with-subcortical-infarcts-and-
leukoencephalopathy 句の発音ヒントは sir-e-brul-aut-o-som-ul-dah-mi-nant-ar-ter-
ri-o-pa-thy-with-sub-cor-ti-cul-in-farcts-and-lewk-o-en-ce-phul-ah-pu-thy のよ
うに指定することができます。句 atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia のヒント
は、ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia のようになりま
す。ヒントの各部分はハイフン (-) を使って区切ります。

SoundsLike 列の値を指定しない場合でも、空白の SoundsLike 列を含める必要がありま
す。SoundsLike 列に値を含めた場合、IPA 列に値を指定することはできません。

入力言語として許可されている文字はいずれも使用できます。許可された文字の一覧については、
「Amazon Transcribeメディカル用文字セット (p. 354)」を参照してください。

• DisplayAs (列は必須、値はオプション) : 出力時の単語または句の外観を定義します。たとえば、単語
または句が cerebral-autosomal-dominant-arteriopathy-with-subcortical-infarcts-
and-leukoencephalopathy の場合は、ハイフンが表示されないように、cerebral autosomal 
dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy という
形式で表示されるよう指定することができます。また、出力に用語全体ではなく頭字語を表示する場
合、DisplayAs を CADASIL として指定することもできます。

DisplayAs列を指定しない場合、Amazon Transcribe MedicalPhrase は出力の入力ファイル内の列を
使用します。

UTF-8 文字はいずれも、DisplayAs 列で使用することができます。

IPA および DisplayAs 列の値にのみスペースを含むことができます。

カスタム語彙のテキストファイルを作成するには、各単語または各語彙を個別の行のテキストファイル
に配置します。列はタブ文字で区切ります。IPA および DisplayAs 列の値にのみスペースを含めま
す。Amazon TranscribeMedical.txtAmazon S3AWS リージョン を使用してカスタムボキャブラリーを作
成する場所と同じバケットに拡張子付きのファイルを保存します。

Windows でテキストファイルを編集する場合、ファイルが CRLF 形式ではなく LF 形式であることを確認
してください。そうしないと、カスタム語彙を作成できなくなります。一部のテキストエディタでは、検
索コマンドと置換コマンドで書式を変更できます。
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次の例は、カスタム語彙の作成に使用できるテキストを示しています。これらの例からカスタム語彙を作
成するには、例をテキストエディタにコピーし、[TAB] を Tab 文字に置き換えて、保存したテキストファ
イルを Amazon S3 にアップロードします。

Phrase[TAB]IPA[TAB]SoundsLike[TAB]DisplayAs
acute-respiratory-distress-syndrome[TAB][TAB][TAB]acute respiratory distress syndrome
A.L.L.[TAB]e# # l # l[TAB][TAB]ALL
atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia[TAB][TAB]ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-
entr-ant-tack-ih-card-ia[TAB]

列は任意の順序で入力できます。次の例は、カスタム語彙入力ファイル の他の有効な構造を 示していま
す。

Phrase[TAB]SoundsLike[TAB]IPA[TAB]DisplayAs
acute-respiratory-distress-syndrome[TAB][TAB][TAB]acute respiratory distress syndrome
A.L.L.[TAB][TAB]e# # l # l[TAB]ALL
atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia[TAB]ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-
ant-tack-ih-card-ia[TAB][TAB] 
   

DisplayAs[TAB]SoundsLike[TAB]IPA[TAB]Phrase
acute respiratory distress syndrome[TAB][TAB][TAB]acute-respiratory-distress-syndrome
ALL[TAB][TAB]e# # l # l[TAB]A.L.L.
[TAB]ay-tree-o-ven-trick-u-lar-node-al-re-entr-ant-tack-ih-card-ia[TAB]
[TAB]atrioventricular-nodal-reentrant-tachycardia 
   

読みやすくするために、次の表は、上記の例をより明確に html 形式で示しています。これらは、例の説明
のみが目的です。

フレーズ IPA SoundsLike DisplayAs

acute-respiratory-
distress-syndrome

    acute respiratory 
distress syndrome

A.L.L。 eɪ ɛ l ɛ l   すべて

atrioventricular-nodal-
reentrant-tachycardia

  ay-tree-o-ven-trick-u-lar-
node-al-re-entr-ant-tack-
ih-card-ia

 

フレーズ SoundsLike IPA DisplayAs

acute-respiratory-
distress-syndrome

    acute respiratory 
distress syndrome

atrioventricular-nodal-
reentrant-tachycardia

ay-tree-o-ven-trick-u-lar-
node-al-re-entr-ant-tack-
ih-card-ia

   

A.L.L。   eɪ ɛ l ɛ l すべて
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DisplayAs SoundsLike IPA フレーズ

acute respiratory 
distress syndrome

    acute-respiratory-
distress-syndrome

すべて   eɪ ɛ l ɛ l A.L.L。

  ay-tree-o-ven-trick-u-lar-
node-al-re-entr-ant-tack-
ih-card-ia

  atrioventricular-nodal-
reentrant-tachycardia

テキストファイルを使用して医療カスタムボキャブラ
リーを作成する
カスタムボキャブラリーを作成するには、コレクションに単語やフレーズを含むテキストファイルを用意
しておく必要があります。 Amazon TranscribeMedical では、このテキストファイルを使用してカスタム
ボキャブラリーを作成します。CreateMedicalVocabularyAPIAmazon Transcribe またはMedical コン
ソールを使用してカスタムボキャブラリーを作成できます。

AWS Management Console

AWS Management Consoleを使用してカスタムボキャブラリーを作成するには、単語またはフレーズを含
むテキストファイルのAmazon S3 URI を指定します。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[カスタムボキャブラリー] を選択します。
3. 名前 を使用する場合、語彙の設定で、カスタムボキャブラリーの名前を選択します。
4. Amazon S3 でオーディオファイルまたはビデオファイルの場所を指定します。

• S3のボキャブラリー設定のボキャブラリー入力ファイルの場所で、カスタムボキャブラリーの作
成に使用するテキストファイルを識別するAmazon S3 URI を指定します。

• S3のボキャブラリー入力ファイルの場所については、S3の参照を選択してテキストファイルを参
照し、それを選択します。

5. [語彙の作成] を選択します。

カスタムボキャブラリーの処理ステータスがで確認できますAWS Management Console。

API

医学用語のカスタム語彙の作成 (API)

• StartTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. LanguageCode には、en-US を指定します。
b. の場合VocabularyFileUri、Amazon S3カスタムボキャブラリーを定義するために使用するテ

キストファイルの場所を指定します。
c. VocabularyName の場合、カスタムボキャブラリーの名前を指定します。指定する名前

は、AWS アカウント 内で一意でなければなりません。

カスタムボキャブラリーの処理状況を表示する場合、GetMedicalVocabulary API を使用します。

以下は、カスタム語彙を作成するために AWS SDK for Python (Boto3) を使用したリクエスト例です。
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from __future__ import print_function
import time
import boto3   
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
vocab_name = "my-first-vocabulary"
response = transcribe.create_medical_vocabulary( 
    VocabularyName = job_name, 
    VocabularyFileUri = 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabularies/my-vocabulary-table.txt' 
    LanguageCode = 'en-US', 
  ) 
   
while True: 
    status = transcribe.get_medical_vocabulary(VocabularyName = vocab_name) 
    if status['VocabularyState'] in ['READY', 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status)

AWS CLI

バッチ文字起こしジョブ (AWS CLI) で話者の分割を有効にするには

• 以下の コードを実行します。

aws transcribe create-medical-vocabulary \
--vocabulary-name my-first-vocabulary \  
--vocabulary-file-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-vocabularies/my-vocabulary-file.txt \
--language-code en-US

医療用カスタムボキャブラリーを使用したオーディオ
ファイルの文字起こし
StartMedicalTranscriptionJobまたはを使用して、カスタムボキャブラリーで文字起こしの精度を
向上して文字起こしジョブを開始します。AWS Management Console

AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. [ジョブの詳細を指定する] ページで、文字起こしジョブに関する情報を入力します。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. カスタマイズ で、カスタムボキャブラリー を有効にします。
7. ボキャブラリー選択 で、カスタムボキャブラリーを選択します。
8. [作成] を選択します。
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API

バッチ文字起こしジョブ (API) を使用してオーディオファイル内のスピーカーの分割を有効にす
るには

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. MedicalTranscriptionJobName の場合、AWS アカウント で一意の名前を指定します。
b. LanguageCode として、音声ファイルで話されている言語と語彙フィルターの言語に対応する言

語コードを指定します。
c. MediaFileUri オブジェクトの Media パラメータの場合、文字起こしを行うメディアファイル

の名前を指定します。
d. Specialty の場合、音声ファイルで話す臨床医の専門分野を指定します。
e. Type の場合、音声ファイルが会話かディクテーションかを指定します。
f. にはOutputBucketName、Amazon S3文字起こし結果を保存するバケットを指定します。
g. Settings オブジェクトとして、以下を指定します。

• VocabularyName: カスタムボキャブラリーの名前です。

次のリクエストでは、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、カスタムボキャブラリーでバッチ文字起
こしジョブを開始します。

from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-med-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-media-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job( 
   MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
   Media = { 
       'MediaFileUri': job_uri 
   }, 
   OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
   OutputKey = 'my-output-files/',  
   LanguageCode = 'en-US', 
   Specialty = 'PRIMARYCARE', 
   Type = 'CONVERSATION', 
   Settings = { 
       'VocabularyName': 'example-med-custom-vocab' 
       } 
 )

while True: 
   status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = 
 job_name) 
   if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status) 
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カスタムボキャブラリーを使用してリアルタイムスト
リームを文字起こし
リアルタイムストリームでの文字起こしの精度を向上させるために、HTTP/2 WebSocket またはス
トリーミングを使用したカスタムボキャブラリーを使用できます。HTTP/2 リクエストを開始する場
合、StartMedicalStreamTranscription API を使用します。カスタムボキャブラリーはAWS 
Management Console、StartMedicalStreamTranscriptionAPI を使用するか、 WebSocket プロト
コルを使用してリアルタイムで使用できます。

マイクに話されているディクテーションの書き起こし (AWS Management 
Console)
を使用してメディカルディクテーションの音声ストリームを書き起こしを選択してストリーミングを開始
後、マイクに向かって会話を開始します。AWS Management Console

メディカルディクテーションの音声ストリームの書き起こし (AWS Management Console)

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[リアルタイム文字起こし] を選択します。
3. 医療専門分野 で、ストリームで話す臨床医の専門分野を選択します。
4. 音声入力タイプ の場合、会話 または ディクテーション のいずれかを選択します。
5. 追加設定 の場合、カスタムボキャブラリー を選択します。

• ボキャブラリー選択 で、カスタムボキャブラリーを選択します。
6. [Start streaming] (ストリーミングの開始) を選択します。
7. マイクに向かって話してください。

HTTP/2 ストリーミングでスピーカーのパーティショニングを有効にする
HTTP/2 リクエストのパラメータのための構文を次に示します。

POST /medical-stream-transcription HTTP/2
host: transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com
authorization: Generated value
x-amz-target: com.amazonaws.transcribe.Transcribe.StartMedicalStreamTranscription
x-amz-content-sha256: STREAMING-MED-AWS4-HMAC-SHA256-EVENTS
x-amz-date: 20220208T235959Z
x-amzn-transcribe-session-id: my-first-http2-med-stream
x-amzn-transcribe-language-code: en-US
x-amzn-transcribe-media-encoding: flac
x-amzn-transcribe-sample-rate: 16000
x-amzn-transcribe-vocabulary-name: my-first-med-vocab
x-amzn-transcribe-specialty: PRIMARYCARE
x-amzn-transcribe-type: CONVERSATION
x-amzn-transcribe-show-speaker-label: true
Content-type: application/vnd.amazon.eventstream
transfer-encoding: chunked

パラメータの説明のは次のとおりです。

• host:AWS リージョン (前の例の 'us-west-2')AWS リージョン を呼び出しているもので更新します。有
効なリストについてはAWS リージョン、「」AWS リージョンと「エンドポイント」を参照してくださ
い。

• 権限:これは生成されたフィールドです。署名の作成の詳細については、「署名バージョン 4 で AWS リ
クエストに署名する」を参照してください。
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• x-amz-target: このフィールドは変更しないでください。前の例に示した内容を使用してください。
• x-amz-content-sha256: これは生成されたフィールドです。署名の計算の詳細については、「署名バー

ジョン 4 でAWSリクエストに署名する」を参照してください。
• x-amz-date: 署名が作成された日付と時刻。形式は YYYYMMDDTHHMSSZ です。ここで、YYYYY=

年、MM=月、DD=日、HH=時間、MM=分、SS=秒、「T」と「Z」は固定文字です。詳細については、
「署名バージョン 4 における日付の処理」を参照してください。

• x-amzn-transcribe-session-id: ストリーミングセッションの名前。
• x-amzn-transcribe-language-code: 入力音声に使用されるエンコード。サポートされている言語および言

語固有の機能 (p. 5)有効な値のリストについては、StartMedicalStreamTranscriptionまたはを参
照してください。

• x-amzn-transcribe-media-encoding: 入力音声に使用されるエンコード。有効な値は、pcm、ogg-
opus、flac です。

• x-amzn-transcribe-sample-rate: 入力音声のサンプルレート (Hz 単位)。 Amazon Transcribe8,000 Hz ～ 
48,000 Hz の範囲をサポートします。電話の音声などの低品質のオーディオは、通常約 8,000 Hz です。
高品質のオーディオは、通常 16,000 Hz から 48,000 Hz の範囲です。指定するサンプルレートは、オー
ディオのサンプルレートと一致する必要があることに注意してください。

• x-amzn-transcribe-vocabulary-name: 文字起こしで使いたい語彙の名前。
• x-amzn-transcribe-specialty: 転記中の医療専門分野。
• x-amzn-transcribe-type: これがディクテーションか会話かを選択します。
• x-amzn-transcribe-show-speaker-label: ダイアライゼーションを有効にするには、この値をにする必要が

ありますtrue。
• content-type: このフィールドは変更しないでください。前の例で示した内容を使用してください。

WebSocketリクエストでスピーカーパーティショニングを有効にする

API WebSocket を使用してストリーム内の話者を分割する場合、 WebSocket vocabulary-name次の形
式を使用してリクエストをスタートするための署名付き URI を作成し、

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-
websocket
?language-code=en-US
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20220208T235959Z
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature 
&X-Amz-SignedHeaders=host
&media-encoding=flac
&sample-rate=16000
&session-id=sessionId
&specialty=medicalSpecialty
&type=CONVERSATION
&vocabulary-name=vocabularyName
&show-speaker-label=boolean
            

Amazon Transcribeメディカル用文字セット
Amazon TranscribeMedical のカスタムボキャブラリーを使用する場合、次の文字セットを使用します。

英語の文字セット
英語のカスタム語彙の場合、Phrase 列および SoundsLike 列に次の文字を使用できます。
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• a～z
• A～Z
• ' (apostrophe)
• - (ハイフン)
• . (ピリオド)

語彙入力ファイルの IPA 列には、国際音声記号 (IPA) 文字を使用できます。

[Character] (文字) コード [Character] (文字) コード

aʊ 0061 028A w 0077

aɪ 0061 026A z 007A

b 0062 æ 00E6

d 0064 ð 00F0

eɪ 0065 026A ŋ 014B

f 0066 ɑ 0251

g 0067 ɔ 0254

h 0068 ɔɪ 0254 026A

i 0069 ə 0259

j 006A ɛ 025B

k 006B ɝ 025D

I 006C ɡ 0261

I̩ 006C 0329 ɪ 026A

m 006D ɹ 0279

n 006E ʃ 0283

n̩ 006E 0329 ʊ 028A

oʊ 006F 028A ʌ 028C

p 0070 ʍ 028D

s 0073 ʒ 0292

t 0074 ʤ 02A4

u 0075 ʧ 02A7

v 0076 θ 03B8
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トランスクリプションにおける個人の健康情報 
(PHI) の特定

個人の健康情報の識別を使用して、トランスクリプションの結果に個人の健康情報 (PHI) にラベル付けし
ます。ラベル付けを確認することで、患者の識別に使用できる PHI を見つけることができます。

リアルタイムストリーミングまたはバッチトランスクリプションジョブを使用して PHI を識別できます。

独自の後処理を使用して、トランスクリプション出力で識別された PHI を編集できます。

個人の健康情報の識別を使用して、次のタイプの PHI を識別します。

• 個人の PHI:
• 名前 — 氏名または姓とイニシャル
• [Gender] (性別)
• 年齢
• [電話番号]
• 患者に直接関係する日付 (年を含まない)
• E メールアドレス

• 地理的 PHI:
• 物理アドレス
• ZIP コード
• 医療センターまたは診療所の名前

• PHI アカウント :
• ファックス番号
• 社会保障番号 (SSN)
• 健康保険受取人番号
• 口座番号
• 証明書/免許証番号

• 車両 PHI:
• 車両識別番号 (VIN)
• ナンバープレート番号

• その他の PHI:
• ウェブユニフォームリソースの場所 (URL)
• インターネットプロトコル (IP) アドレス番号

Amazon TranscribeMedical は、1996 年のHealth 保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA) の対
象となるサービスです。詳細については、「Amazon Transcribe 医療 (p. 318)」を参照してください。
オーディオファイル内の PHI の識別については、「オーディオファイル内の PHI の識別 (p. 357)」を参
照してください。ストリーミング内の PHI の識別については、「リアルタイムストリーミングでの PHI の
識別 (p. 359) 」を参照してください。

トピック
• オーディオファイル内の PHI の識別 (p. 357)
• リアルタイムストリーミングでの PHI の識別 (p. 359)
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オーディオファイル内の PHI の識別
バッチトランスクリプションジョブを使用して、オーディオファイルを書き起こし、その中 の個人の健
康情報 (PHI) を特定します。個人のHealth 情報 (PHI を識別する) を有効にすると、Amazon Transcribe 
Medical はトランスクリプション結果で識別した PHI ににラベル付けします。Amazon TranscribeMedical 
が識別できる PHI の詳細については、「」を参照してくださいトランスクリプションにおける個人の健康
情報 (PHI) の特定 (p. 356)。

StartMedicalTranscriptionJobAPI またはのいずれかを使用して、バッチ文字起こしジョブを開始
することができますAWS Management Console。

AWS Management Console

AWS Management Consoleを使用して臨床医と患者の対話を書き起こす場合、文字起こしジョブを作成
し、オーディオ入力タイプの会話を選択します。

オーディオファイルを書き起こし、そのAWS Management Console PHI を識別するには、

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインの [Amazon Transcribe医療] で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. [ジョブ詳細を指定] ページ内の [ジョブ設定] で次の指定を行います。

a. 名前 - お客様の AWS アカウント に固有のトランスクリプションジョブの名前。
b. オーディオ入力タイプ – [会話] または [ディクテーション]。

5. 残りのフィールドには、Amazon S3オーディオファイルの場所と、文字起こしジョブの出力を保存す
る場所を指定します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [オーディオ設定]で、[PHI 識別] を選択します。
8. [作成] を選択します。

API

バッチトランスクリプションジョブ (API) を使用してオーディオファイルを書き起こし、その PHI 
を識別するには、

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. にはMedicalTranscriptionJobName、自分だけの名前を指定してくださいAWS アカウン
ト。

b. LanguageCode の場合、オーディオファイルで話されている言語に対応する言語コードを指定し
ます。

c. MediaFileUri パラメータがあるMedia オブジェクトの場合、文字起こしを行うオーディオ
ファイルの名前を指定します。

d. Specialty の場合、音声ファイルで話す臨床医の専門分野を PRIMARYCARE として指定しま
す。

e. Typeを使用する場合で、CONVERSATIONと DICTATIONのいずれかを指定します。
f. の場合OutputBucketName、Amazon S3トランスクリプション結果を保存するバケットを指定

します。

以下は、リクエストの例です。オーディオファイルを書き起こし、患者の PHI を識別するために 
AWS SDK for Python (Boto3) を使用します。
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from __future__ import print_function
import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac"
transcribe.start_medical_transcription_job( 
      MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
      Media = {'MediaFileUri': job_uri}, 
      LanguageCode = 'en-US', 
      ContentIdentificationType = 'PHI', 
      Specialty = 'PRIMARYCARE', 
      Type = 'type', # Specify 'CONVERSATION' for a medical conversation. Specify 
 'DICTATION' for a medical dictation. 
      OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET' 
  )
while True: 
    status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = 
 job_name) 
    if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
        break 
    print("Not ready yet...") 
    time.sleep(5)
print(status) 
                         

次のコード例は、患者 PHI を識別した場合のトランスクリプションの結果を示しています。

{ 
    "jobName": "my-medical-transcription-job-name", 
    "accountId": "111122223333", 
    "results": { 
        "transcripts": [{ 
            "transcript": "The patient's name is Bertrand." 
        }], 
        "items": [{ 
            "start_time": "0.0", 
            "end_time": "0.37", 
            "alternatives": [{ 
                "confidence": "0.9993", 
                "content": "The" 
            }], 
            "type": "pronunciation" 
        }, { 
            "start_time": "0.37", 
            "end_time": "0.44", 
            "alternatives": [{ 
                "confidence": "0.9981", 
                "content": "patient's" 
            }], 
            "type": "pronunciation" 
        }, { 
            "start_time": "0.44", 
            "end_time": "0.52", 
            "alternatives": [{ 
                "confidence": "1.0", 
                "content": "name" 
            }], 
            "type": "pronunciation" 
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        }, { 
            "start_time": "0.52", 
            "end_time": "0.92", 
            "alternatives": [{ 
                "confidence": "1.0", 
                "content": "is" 
            }], 
            "type": "pronunciation" 
        }, { 
            "start_time": "0.92", 
            "end_time": "0.9989", 
            "alternatives": [{ 
                "confidence": "1.0", 
                "content": "Bertrand" 
            }], 
            "type": "pronunciation" 
        }, { 
            "alternatives": [{ 
                "confidence": "0.0", 
                "content": "." 
            }], 
            "type": "punctuation" 
        }], 
        "entities": [{ 
            "content": "Bertrand", 
            "category": "PHI*-Personal*", 
            "startTime": 0.92, 
            "endTime": 1.2, 
            "confidence": 0.9989 
        }], 
    }, 
    "status": "COMPLETED"
}  
                     
                 

AWS CLI

バッチトランスクリプションジョブ (AWS CLI) を使用してオーディオファイルを書き起こし、そ
の PHI を識別するには

• 以下の コードを実行します。

aws transcribe start-medical-transcription-job \
--medical-transcription-job-name my-medical-transcription-job-name\
--language-code en-US \
--media MediaFileUri="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" \
--output-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET \
--specialty PRIMARYCARE \
--type type \ # Choose CONVERSATION to transcribe a medical conversation. 
 Choose DICTATION to transcribe a medical dictation.
--content-identification-type PHI 
   
                 

リアルタイムストリーミングでの PHI の識別
HTTP/2 WebSocket またはストリーミングで個人のHealth 情報 (PHI を識別できます) を識別できま
す。PHI 識別を有効にすると、Amazon Transcribe Medical はトランスクリプション結果で識別した PHI 
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を識別します。Amazon TranscribeMedical が識別できる PHI の詳細については、「」を参照してくださ
いトランスクリプションにおける個人の健康情報 (PHI) の特定 (p. 356)。

マイクで話されるディクテーションで PHI を識別する

を使用して、マイクで拾った音声を書き起こし、PHIAWS Management Console を識別するには、オー
ディオ入力タイプとして [ディクテーション] を選択し、ストリーミングを開始し、コンピュータのマイク
で話し始めます。

ディクテーション内の PHI を識別するには、AWS Management Console

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[リアルタイム文字起こし] を選択します。
3. [オーディオ入力タイプ] で、[ディクテーション]を選択します。
4. [その他の設定] で [PHI ID] を選択します。
5. [ストリーミングの開始] を選択し、マイクに向かって話してください。
6. [ストリーミングの停止] を選択すると、ディクテーションが終了します。

HTTP/2 ストリーミング内の PHI の識別

PHI 識別をアクティブにして HTTP/2 ストリーミングを開始するに
は、StartMedicalStreamTranscription API を使用し、以下を指定してください。

• LanguageCode の場合、ストリーミング内の言語に対応する言語コードを指定してください。米国英語
の場合は、[en-US] を指定してください。

• MediaSampleHertz の場合、オーディオのサンプルレートを指定します。
• content-identification-type には、PHI を指定します。

WebSocket ストリーミング内の PHI を識別する

PHI WebSocket 識別をアクティブにしてストリーミングを開始するには、次の形式を使用して署名付き 
URL を作成します。

GET wss://transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com:8443/medical-stream-transcription-
websocket?
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20220208%2Fus-west-2%2Ftranscribe%2Faws4_request  
&X-Amz-Date=20220208T235959Z 
&X-Amz-Expires=300 
&X-Amz-Security-Token=security-token 
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature 
&X-Amz-SignedHeaders=host  
&language-code=en-US
&media-encoding=flac 
&sample-rate=16000 
&specialty=medical-specialty
&content-identification-type=PHI

パラメータの定義は API リファレンスにあります。すべてのAWS API オペレーションに共通するパラメー
タは、「共通パラメータ」セクションに記載されています。
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代替文字起こしの生成
Amazon TranscribeMedical を使用すると、最も信頼性の高い文字起こしを取得できます。また、より低い
信頼性で追加の文字起こしを返すようにAmazon Transcribe Medical を設定することもできます。

代替文字起こしを使用して、変換されたオーディオのさまざまな解釈を確認します。たとえば、ユーザー
が書き起こしをレビューできるアプリケーションでは、選択できる代替文字起こしを提示できます。

AWS Management Consoleまたは StartMedicalTranscriptionJobAPI を使用して代替トランスクリ
プションを生成できます。

AWS Management Console
AWS Management Consoleを使用して代替文字起こしを生成するには、ジョブを設定する際、代替結果を
有効にします。

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションペインのAmazon Transcribe Medical で、[文字起こしジョブ] を選択します。
3. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
4. [ジョブの詳細を指定する] ページで、文字起こしジョブに関する情報を入力します。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. [代替結果] を有効にする。
7. [代替の最大数] には、2 から 10 までの整数値を入力して、出力に必要な代替文字起こしの最大数を指

定します。
8. [作成] を選択します。

API
バッチ文字起こしジョブ (API) を使用してオーディオファイル内のテキストを分割するには

• StartMedicalTranscriptionJob API では、以下のものを指定します。

a. MedicalTranscriptionJobName の場合、AWS アカウント で一意の名前を指定します。
b. LanguageCode として、音声ファイルで話されている言語と語彙フィルターの言語に対応する言

語コードを指定します。
c. MediaFileUriMediaオブジェクトのパラメータに、文字起こしを行うメディアファイルの場所

を指定します。
d. Specialty の場合、音声ファイルで話す臨床医の専門分野を指定します。
e. Type の場合、医療会話を文字起こしするか、口述を筆記するかを指定します。
f. にはOutputBucketName、Amazon S3文字起こし結果を保存するバケットを指定します。
g. Settings オブジェクトとして、以下を指定します。

i. ShowAlternatives – true.
ii. MaxAlternatives - 2 から 10 までの整数値で、文字起こし出力に必要な代替文字起こしの

数を示します。

次のリクエストでは、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、最大 2 つの代替文字起こしを生成する文
字起こしジョブを開始します。

from __future__ import print_function
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import time
import boto3
transcribe = boto3.client('transcribe', 'us-west-2')
job_name = "my-first-transcription-job"
job_uri = s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac
transcribe.start_medical_transcription_job( 
    MedicalTranscriptionJobName = job_name, 
    Media = { 
        'MediaFileUri': job_uri 
    }, 
    OutputBucketName = 'DOC-EXAMPLE-BUCKET', 
    OutputKey = 'my-output-files/',  
    LanguageCode = 'en-US', 
    Specialty = 'PRIMARYCARE', 
    Type = 'CONVERSATION',  
    Settings = { 
        'ShowAlternatives': True, 
        'MaxAlternatives': 2 
    }
)

while True: 
   status = transcribe.get_medical_transcription_job(MedicalTranscriptionJobName = 
 job_name) 
   if status['MedicalTranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED', 
 'FAILED']: 
       break 
   print("Not ready yet...") 
   time.sleep(5)
print(status) 
                    
             

AWS CLI
プライマリケア臨床医と患者との間の会話の音声ファイルを転記するには、AWS CLI

• 以下のコードを実行します。

                    
aws transcribe start-transcription-job \
--cli-input-json file://filepath/example-start-command.json     
                 

以下のコードは、example-start-command.json の内容を示しています。

{ 
      "MedicalTranscriptionJobName": "my-first-transcription-job", 
      "LanguageCode": "en-US", 
      "Specialty": "PRIMARYCARE", 
      "Type": "CONVERSATION", 
      "OutputBucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
      "Media": { 
          "MediaFileUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/my-input-files/my-audio-file.flac" 
        }, 
      "Settings":{ 
          "ShowAlternatives": true, 
          "MaxAlternatives": 2 
        }
}
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Amazon TranscribeMedical とインターフェイス 
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

インターフェース VPC エンドポイントを作成することで、VPC とAmazon Transcribe Medical の間でプ
ライベート接続を確立できます。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイAWS 
PrivateLink、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect接続のいずれも必要とせずにAmazon 
Transcribe Medical API にプライベートにアクセスできるテクノロジーであるを利用しています。VPC 
のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくてもAmazon Transcribe Medical API と通信できま
す。VPCAmazon Transcribe とMedical の間でトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。

各インターフェースエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。

詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

Amazon TranscribeMedical VPC エンドポイントに関
する考慮事項
Amazon TranscribeMedical 用のインターフェース VPC エンドポイントを設定する前に、Amazon VPC
ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。

Amazon TranscribeMedical は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

Amazon TranscribeMedical 用のインターフェース 
VPC エンドポイントの作成
Amazon TranscribeMedical サービス用の VPC エンドポイントを作成するには、AWS Management 
Consoleを使用できますAWS CLI。詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェース
エンドポイントの作成」を参照してください。

Amazon TranscribeMedical のバッチトランスクリプションの場合は、次のサービス名を使用して VPC エ
ンドポイントを作成します。

• com.amazonaws。 us-west-1。Transcribe

Amazon TranscribeMedical のストリーミングトランスクリプションの場合は、次のサービス名を使用して 
VPC エンドポイントを作成します。

• com.amazonaws。 us-west-1。トランスクリプションストリーミング

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、のデフォルト DNS 名 (など) を使用してAWS リー
ジョン、Amazon Transcribe Medical に API リクエストを実行できますtranscribestreaming.us-
east-2.amazonaws.com。

詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェースエンドポイントを介したサービスへ
のアクセス」を参照してください。
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グ用の VPC エンドポイントポリシーの作成

Amazon TranscribeMedical ストリーミング用の VPC 
エンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントにAmazon Transcribe Medical へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリ
シーをアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• 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。

例:Amazon TranscribeMedical ストリーミングのトランスクリプションアクションのための VPC エンドポ
イントポリシー

以下は、Amazon Transcribe Medical でストリーミングのトランスクリプションを行うためのエンドポイ
ントポリシーの例です。このポリシーは、エンドポイントにアタッチされると、すべてのリソースのすべ
てのプリンシパルに対して、Amazon Transcribe登録されているMedical アクションへのアクセスを許可し
ます。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "transcribe:StartMedicalStreamTranscription", 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

例:Amazon TranscribeMedical バッチトランスクリプションアクションのための VPC エンドポイントポリ
シー

以下は、Amazon Transcribe Medical でバッチトランスクリプションを行うためのエンドポイントポリ
シーの例です。このポリシーは、エンドポイントにアタッチされると、すべてのリソースのすべてのプリ
ンシパルに対して、Amazon Transcribe登録されているMedical アクションへのアクセスを許可します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "transcribe:StartMedicalTranscriptionJob" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

364

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-access.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints-access.html


Amazon Transcribe デベロッパーガイド

Amazon Transcribe のドキュメント
履歴

• ドキュメント最新更新日:2023 年 3 月 3 日

次の表では、Amazon Transcribe の各リリースにおける重要な変更点を示しています。このドキュメント
の更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

変更 説明 日付

機能アップデート ダイヤライゼーションをチャンネ
ル識別と組み合わせることができ
るようになりました。

2023 年 3 月 3 月 3 日

機能アップデート チャンネル識別をダイアライゼー
ションと組み合わせることができ
るようになりました。

2023 年 3 月 3 月 3 日

セクション更新 IAMベストプラクティスが更新さ
れました。

2023 年 2 月 2 日

新しい言語 Amazon Transcribeベトナム語と
スウェーデン語をサポートするよ
うになりました。

2022 年 12 月 6 日

新機能 Amazon Transcribeリアルタイム
の通話分析をサポートするように
なりました。

2022 年 11 月 28 日

機能アップデート ストリーミングの編集と識別がヒ
ンディー語とタイ語で利用できる
ようになりました。

2022 年 11 月 11 日

セクション更新 ストリーミングの編集と識別に使
用できる新しいPIIカテゴリが追
加されました。

2022 年 9 月 14 日

セクション更新 カスタム言語モデルセクションが
改訂されました。

2022 年 6 月 6 日

セクション更新 言語Batch 識別で、オーディオ
ファイルごとに複数の言語を識別
できるようになりました。

2022 年 5 月 31 日

ガイド更新 Amazon TranscribeAPI リファレ
ンスはスタンドアロンガイドにな
りました。

2022 年 4 月 1 日

新しい章 Amazon Transcribe医療Amazon 
Transcribe、Amazon Transcribe
通話分析の新しい比較表が含まれ
ています。

2022 年 3 月 21 日

新しい章 新しい SDK コード例の章が含ま
れています。

2022 年 3 月 21 日
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機能更新 通話分析で通話の要約が可能にな
りました。

2022 年 3 月 21 日

チャプター更新 Amazon Transcribe紹介の章では
今度はユースケースを紹介してい
ます。

2022 年 3 月 21 日

チャプター更新 「はじめに」の章が更新され、メ
ソッド固有になりました。

2022 年 3 月 21 日

チャプター更新 ストリーミングの章が更新され、
再構成されました。

2022 年 3 月 21 日

機能更新 言語識別は、ストリーミング文字
起こしによるカスタムボキャブラ
リとカスタムボキャブラリフィル
ターをサポートするようになりま
した。

2022 年 3 月 11 日

新しいイベント 新しいイベントタイプが追加され
ました。ボキャブラリーイベント
です。

2022 年 2 月 7 日

セクション更新 カスタム語彙セクションが更新さ
れました。

2022 年 1 月 20 日

新機能 言語識別をストリーミング文字起
こしで使用できるようになりまし
た。

2021 年 11 月 23 日

新機能 言語識別は、カスタム言語モデ
ル、カスタム語彙、語彙フィルタ
リング、コンテンツ編集で使用で
きるようになりました。

2021 年 10 月 29 日

新機能 Amazon Transcribe文字起こしス
トリーミングを使用したカスタム
言語モデルがサポートされるよう
になりました。

2021 年 10 月 20 日

新機能 Amazon Transcribeでは、動画
ファイルの字幕を生成できるよう
になりました。

2021 年 9 月 16 日

新機能 Amazon Transcribeストリーミン
グの PII 編集と識別がサポートさ
れるようになりました。

2021 年 9 月 14 日

新機能 Amazon TranscribeAWS KMS暗
号化コンテキストがサポートされ
るようになりましたAWS アカウ
ント。

2021 年 9 月 10 日

新しい言語 Amazon Transcribeアフリカーン
ス語、デンマーク語、中国語 (繁
体字)、タイ語、ニュージーラン
ド英語、南アフリカ英語がサポー
トされるようになりました。

2021 年 8 月 26 日
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新機能 Amazon Transcribe でリソースへ
のタグ付けがサポートされるよう
になりました。

2021 年 8 月 24 日

新機能 Amazon Transcribeバッチ文字起
こしジョブのコール分析がサポー
トされるようになりました。

2021 年 8 月 4 日

新機能 Amazon Transcribeバッチカスタ
ム言語モデルでのカスタム語彙の
使用がサポートされるようになり
ました。

2021 年 5 月 12 日

新機能 Amazon Transcribe文字起こしス
トリーミングにおいて部分的な結
果安定化がサポートされるように
なりました。

2021 年 5 月 11 日

新機能 Amazon Transcribeカスタム言語
モデルでオーストラリア英語、イ
ギリス英語、イギリス英語、イギ
リス英語、イギリス英語、および
米国スペイン語がサポートされる
ようになりました。

2021 年 3 月 19 日

新機能 Amazon Transcribeオーディオ
文字起こしストリーミング用の 
OGG/OPUS および FLAC コー
デックがサポートされるようにな
りました。

2020 年 11 月 24 日

新しい言語 Amazon Transcribe音声文字起こ
しストリーミングにおいてイタリ
ア語とドイツ語のサポートが追加
されました。

2020 年 11 月 4 日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribeがフランク
フルト (eu-central-1) とロンドン 
(eu-west-2) で利用可能になりま
した。

2020 年 11 月 4 日

新機能 Amazon Transcribeバッチ文字起
こしインターフェイス VPC エン
ドポイントのサポートが追加され
ました。

2020 年 10 月 9 日

新機能 Amazon Transcribeストリーミン
グでのチャネル識別のサポートが
追加されました。

2020 年 9 月 17 日

新機能 Amazon Transcribeバッチ文字起
こしでの自動言語識別のサポート
が追加されました。

2020 年 9 月 15 日

新機能 Amazon Transcribeストリーミン
グでのスピーカーパーティショ
ニングのサポートが追加されまし
た。

2020 年 8 月 19 日
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新機能 Amazon Transcribeカスタム言語
モデルのサポートが追加されまし
た。

2020 年 8 月 5 日

新機能 Amazon Transcribeストリーミン
グでインターフェイス VPC エン
ドポイントのサポートが追加され
ました。

2020 年 6 月 26 日

新機能 Amazon Transcribeストリーミン
グでの語彙フィルタリングのサ
ポートが追加されました。

2020 年 5 月 20 日

新機能 Amazon Transcribe は、個人を特
定できる情報を自動的に編集する
ためのサポートを追加します。

2020 年 2 月 26 日

新機能 Amazon Transcribe文字起こしか
らフィルタリングする単語の語彙
を作成する機能のサポートが追加
されました。

2019 年 12 月 20 日

新機能 Amazon Transcribe文字起こし
ジョブのキューイングのサポート
が追加されました。

2019 年 12 月 19 日

新しい言語 Amazon Transcribe に、アラビア
語湾岸方言、ヘブライ語、日本
語、マレー語、スイスドイツ語、
テルグ語、トルコ語のサポートが
追加されました。

2019 年 11 月 21 日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribeがアジアパシ
フィック (東京) (ap-northeast-1) 
で利用可能になりました。

2019 年 11 月 21 日

新機能 Amazon Transcribe に、代替文字
起こしのサポートが追加されまし
た。

2019 年 11 月 20 日

新しい言語 Amazon Transcribe に、オランダ
語、ペルシア語、インドネシア
語、アイルランド英語、ポルトガ
ル語、スコットランド英語、タミ
ル語、ウェールズ英語のサポート
が追加されました。

2019 年 11 月 12 日

新しい言語 Amazon Transcribe は、オースト
ラリア英語 (en-AU) のストリー
ミングの文字起こしをサポートす
るようになりました。

2019 年 10 月 25 日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribecn-north-1) と
中国 (寧夏) (cn-north-1) で利用可
能になりました。

2019 年 10 月 9 日
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新機能 Amazon TranscribeKMS key
独自のを提供して、文字
起こし出力ファイルを暗号
化できます。詳細について
は、StartStreamTranscriptionAPI 
の OutputEncryptionKMSKeyId パ
ラメータを参照してください。

2019 年 9 月 24 日

新しい言語 Amazon Transcribe中国語 (北京
語)、簡体字、中国本土、ロシア
語のサポートが追加されました。

2019 年 8 月 23 日

新機能 Amazon Transcribe WebSocket 
プロトコルを使用したオーディ
オ文字起こしストリーミングのサ
ポートが追加されました。

2019 年 7 月 19 日

新機能 AWS 
CloudTrailStartStreamTranscriptionAPI 
のイベントを記録するようになり
ました。

2019 年 7 月 19 日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribe米国西部 (北
カリフォルニア) (us-west-1) で利
用可能になりました。

2019 年 6 月 27 日

新しい言語 Amazon Transcribe で現代標準ア
ラビア語のサポートが追加されま
した。

2019 年 5 月 28 日

新機能 Amazon Transcribe は、アメリカ
英語の数字の単語を数字に書き
起こします。たとえば、「forty-
two」は「42」に書き起こされま
す。

2019 年 5 月 23 日

新しい言語 Amazon Transcribe でヒンディー
語とインド英語のサポートが追加
されました。

2019年5月15日

新しい SDK AWSSDK for C++ では、サ
ポートされるようになりました
Amazon Transcribe。

2019 年 5 月 8 日

新しい言語 Amazon Transcribe にスペイン語
のサポートを追加。

2019 年 4 月 19 日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribe欧州 (フラン
クフルト) (eu-central-1) およびア
ジアパシフィック (ソウル) (ap-
northeast-2) で利用可能になりま
した。

2019 年 4 月 18 日

新しい言語 Amazon Transcribe には、イギリ
ス英語、フランス語、フランス語 
(カナダ) で文字起こしをストリー
ミングするためのサポートが追加
されています。

2019 年 4 月 5 日
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新機能 AWSSDK for Ruby v3 では、以下
がサポートされるようになりまし
た。Amazon Transcribe

2019 年 3 月 25 日

新機能 Amazon Transcribeカスタム
語彙を使用したり、Amazon 
Transcribeオーディオ入力で認識
させる特別な語句を一覧表示した
りできるようになりました。

2019 年 3 月 25 日

新しい言語 Amazon Transcribe に、ドイツ語
および韓国語のサポートが追加さ
れました。

2019 年 3 月 22 日

新しい言語 Amazon Transcribe で、スペイ
ン語 (米国) の文字起こしのスト
リーミングがサポートされるよう
になりました。

2019年2月7日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribeが南米 (サン
パウロ) (sa-east-1) で利用可能に
なりました。

2019年2月7日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribeアジアパシ
フィック (ムンバイ) (ap-south-1) 
リージョン、アジアパシフィック 
(シンガポール) (ap-southeast-1) 
リージョン、欧州 (ロンドン) (eu-
west-2) および欧州 (パリ) (eu-
west3) で利用可能になりまし
た。

2019 年 1 月 24 日

新しい言語 Amazon Transcribe にフランス
語、イタリア語、ポルトガル語
（ブラジル）のサポートが追加さ
れました。

2018 年 12 月 20 日

新機能 Amazon Transcribe で音声スト
リームの文字起こしがサポートさ
れるようになりました。

2018 年 11 月 19 日

新しい言語 Amazon Transcribe に英語 (オー
ストラリア) イギリス英語、フラ
ンス語 (カナダ) のサポートが追
加されました。

2018 年 11 月 15 日

AWS リージョン拡張 Amazon Transcribe は現在、カナ
ダ (中部) (ca-central-1) およびア
ジアパシフィック (シドニー) (ap-
southeast-2) で利用できます。

2018 年 7 月 17 日

新機能 文字起こしジョブからの出力を保
存する独自の場所を指定できるよ
うになりました。

2018 年 7 月 11 日

新機能 AWS CloudTrail と Amazon 
CloudWatch Events の統合が追
加されました。

2018 年 6 月 28 日
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新機能 Amazon Transcribe にカスタム語
彙のサポートが追加されました。

2018 年 4 月 4 日

新しいガイド (p. 365) これは Amazon Transcribe デベ
ロッパーガイドの初回リリースで
す。

2017 年 11 月 29 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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