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ユースケース

Amazon Translate って何ですか？
Amazon Translate は高度な機械学習テクノロジーを使用して、高品質の翻訳をオンデマンドで提供するテ
キスト翻訳サービスです。Amazon Translate を使用すれば、非構造化テキストドキュメントの翻訳や、複
数の言語で動作するアプリケーションの構築が可能です。「」を参照してください。サポートされている
言語コード (p. 3)Amazon Translate でサポートされている言語については、

トピック
• ユースケース (p. 1)
• Amazon Translate を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 1)
• Amazon Translate 表 (p. 2)
• Amazon Translate API リファレン (p. 2)

ユースケース
Amazon Translate を使用して以下を行います。

Amazon Translate を組み込めば、アプリケーションで複数言語のユーザーエクスペリエンスを実現できま
す。

• ミーティングメモ、技術者によるレポート、ナレッジベースの記事、投稿など、社内で作成したコ
ンテンツを翻訳できます。

• 電子メール、ゲーム内チャット、カスタマーサービスチャットなどの対人コミュニケーションを
Translate して、顧客と従業員が好みの言語でつながれるようにします。

会社の受信データを処理および管理できます。
• ソーシャルメディア、ニュースフィードなどのテキストをさまざまな言語で分析できます。
• eDiscovery のケースなど、さまざまな言語で情報を検索できます。

Amazon Translate を他の AWS のサービスに組み込めば、言語に依存しない処理が可能になります。
• Amazon Comprehend を使用したソーシャルメディアストリームなどといった非構造化テキストか

ら、ネームドエンティティ (固有表現)、センチメント、キーフレーズを抽出できます。
• Amazon Transcribe を使って字幕やライブキャプションをさまざまな言語で作成できます。
• Amazon Polly を使用して、翻訳されたコンテンツを読み上げることができます。
• Amazon S3 に保存されているドキュメントレポジトリを翻訳できます。
• 次のデータベースに保存されているテキストをTranslate します。Amazon DynamoDB,Amazon 

Aurora、およびAmazon Redshift。
• AWS Lambda または AWS Glue を使用してワークフローをシームレスに統合できます。

Amazon Translate を初めてお使いになる方向けの
情報

Amazon Translate を初めて使用する方には、以下のトピックから開始することをお勧めします。

1. Amazon Translate の仕 (p. 6) — Amazon Translate の概要です。
2. Amazon Translate の開始 (p. 11) – AWS アカウントを設定し、Amazon Translate の使用を開始する

方法が説明されています。

1

https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/comphrened-general.html
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is-transcribe.html
https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html
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3. 例 (p. 53) – Java と Python のコード例が示されています。例を使用して Amazon Translate の機能を
調べてください。

また、以下のリソースを使用して Amazon Translate サービスについて学ぶこともできます。

• -AWSMachine Learning ブログAmazon Translate に関する役立つ記事が含まれています。
• Amazon Translate ディープダイブ動画シリーズAmazon Translate についての紹介ビデオを提供してい

ます。

Amazon Translate 表
他の AWS 製品と同様、Amazon Translate を使用するための契約や最低契約金は必要ありませ
ん。Amazon Translate の使用料金の詳細については、「Amazon Translate 料金表」を参照してくださ
い。

Amazon Translate API リファレン
Amazon Translate API リファレンスは別のドキュメントになりました。詳細については、次を参照してく
ださい。Amazon Translate API リファレン。

2

http://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhr1KZpdzukePPoSt1BZUNYQ6r5BdNm-1
http://aws.amazon.com/translate/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/APIReference/Welcome.html
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サポートされている言語コード
Amazon Translate ではソース言語 (入力言語) をターゲット言語 (出力言語) に翻訳されます。ソース言語
とターゲット言語の組み合わせは、言語ペアと呼ばれます。

Note

Amazon Translate では、原文言語と訳文言語が同一である翻訳に対して課金されることはありま
せん。ソース言語をに設定した場合auto、auto 検出の使用に対して料金が請求される場合があり
ます。詳細については、「言語の自動識別 (p. 6)」を参照してください。

Amazon Translate では、次の表に示されている言語間のテキスト翻訳がサポートされます。言語コード
列には、ISO 639-1 の 2 桁の言語コードが使用されています。国別言語の場合、表はRFC 5646形式に従
い、ダッシュの後にISO 3166の2桁の国コードが続きます。たとえば、メキシコ語版のスペイン語の言語
コードはですes-MX。

言語 言語コード

アフリカーンス語 af

アルバニア語 sq

アムハラ語 am

アラビア語 ar

アルメニア語 hy

アゼルバイジャン語 az

ベンガル語 bn

ボスニア語 bs

ブルガリア語 bg

カタロニア語 ca

簡体字中国語 zh

繁体字中国語 zh-TW

クロアチア語 hr

チェコ語 cs

デンマーク語 da

ダリ語 fa-AF

オランダ語 nl

英語 en

エストニア語 et

ファルシ語 (ペルシア語) fa

フィリピン語、タガログ語 tl
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https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.html
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes
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言語 言語コード

フィンランド語 fi

フランス語 fr

フランス語 (カナダ) fr-CA

グルジア語 ka

ドイツ語 de

ギリシャ語 el

グジャラート語 gu

ハイチクレオール語 ht

ハウサ語 ha

ヘブライ語 he

ヒンディー語 hi

ハンガリー語 hu

アイスランド語 is

インドネシア語 id

アイルランド語 ga

イタリア語 it

日本語 ja

カンナダ語 kn

カザフ kk

韓国語 ko

ラトビア語 lv

リトアニア語 lt

マケドニア語 mk

マレー語 ms

マラヤーラム語 ml

マルタ語 mt

マラーティー語 mr

モンゴル語 mn

ノルウェー語 (ブークモール) no

パシュト語 ps

ポーランド語 pl

4



Amazon Translate デベロッパーガイド
言語の制限事項

言語 言語コード

ポルトガル語 (ブラジル) pt

ポルトガル語 (ポルトガル) pt-PT

パンジャブ語 pa

ルーマニア語 ro

ロシア語 ru

セルビア語 sr

シンハラ語 si

スロバキア語 sk

スロベニア語 sl

ソマリ語 so

スペイン語 es

スペイン語 (メキシコ) es-MX

スワヒリ語 sw

スウェーデン語 sv

タミル語 ta

テルグ語 te

タイ語 th

トルコ語 tr

ウクライナ語 uk

ウルドゥー語 ur

ウズベク語 uz

ベトナム語 vi

ウェールズ語 cy

言語の制限事項
Amazon Translate では、次の機能でサポートされている言語に制限があります。

• 不敬マスキング — この機能でサポートされている言語については「Amazon Translate で不適切な単語
やフレーズをマスクできます (p. 39)」を参照してください。

• 形式 — この機能でサポートされている言語については「」を参照してくださいAmazon Translate の
Amazon Translate のの (p. 41)。
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Amazon Translate の仕
この Amazon Translate サービスは、言語翻訳のトレーニングを受けたニューラルネットワークに基づ
いています。これにより、ソース言語 (翻訳するテキストの元の言語) と、ターゲット言語 (翻訳するテ
キストの対象の言語) の間の翻訳が可能になります。詳細については、「サポートされている言語コー
ド (p. 3)」を参照してください。

Amazon Translate を使用すると、ソーステキストを提供して出力テキストを取得できます。

• ソーステキスト — 翻訳対象のテキスト。UTF-8 形式でソーステキストを提供します。
• 出力テキスト — Amazon Translate によりターゲット言語に翻訳されたテキスト。出力テキストも 

UTF-8 形式です。ソース言語とターゲット言語によっては、出力テキストの文字数が入力テキストより
も多くなる場合があります。

翻訳モデルには 2 つのコンポーネント (エンコーダーとデコーダー) があります。エンコーダーはソースの
文を一度に 1 単語ずつ読み取り、意味を捕捉するセマンティック表現を構築します。デコーダーは、セマ
ンティック表現を使用して、ターゲット言語で一度に 1 単語の翻訳を生成します。

Amazon Translate ではコンテキストを理解するために注意メカニズムが使用されます。これは、ソース
テキストのどの単語が次のターゲットの単語を生成する上で最も関連性があるか判断する場合に役立ちま
す。注意メカニズムはエンコーダーを有効にして、ソース文のもっとも関連性のある部分を重視します。
これにより、デコーダーはあいまいな単語や語句を正確に翻訳することができます。

モデルが生成するターゲット単語は、デコーダーの入力になります。ネットワークは文の最後に達するま
で単語を生成します。

言語の自動識別
Amazon Translate ではソーステキストで使用されている言語を自動で検出できます。自動言語検出を使
用するには、次のように指定しますautoソース言語として。Amazon Translate がユーザーに代わって 
Amazon Comprehend を呼び出し、ソーステキストで使用されている言語を判断します。言語の自動検出
を選択することで、お客様は Amazon Comprehend のサービス条件および契約に同意するものとみなされ
ます。Amazon Comprehend の料金の詳細については「Amazon Comprehend の料金」を参照してくださ
い。

例外処理
サポートされていないソース言語またはターゲット言語を指定した場合、Amazon Translate から次の例外
が返されます。

• UnsupportedLanguagePairException— Amazon Translate によりすべての対応言語間の翻訳がサポート
されます。この例外は、ソース言語またはターゲット言語のいずれかがサポートされていない場合に返
されます。さらなる詳細については、Supported languages (p. 3) を参照してください。

• DetectedLanguageLowConfidenceException— Amazon Translate で正確なソース言語が検出されたか定
かではない場合に、この例外が返されます。信頼性のレベルが低い場合でも、それが許容される範囲で
ある場合は例外で返されたソース言語を使用できます。

6
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次のステップ

次のステップ
Amazon Translate の仕組みの学習が完了したので、次のセクションではソリューション作成についてご覧
ください。

• Amazon Translate の開始 (p. 11)
• 例 (p. 53)
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AWS アカウントにサインアップする

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

タスクを設定する
• AWS アカウントにサインアップする (p. 8)
• 管理ユーザーを作成する (p. 8)
• AWS Command Line Interface(AWS CLI) のインストールと設定 (p. 9)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 9)

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

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

8

http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html
http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
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手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

AWS Command Line Interface(AWS CLI) のインス
トールと設定

Amazon Translate を使用して AWS CLI へのインタラクティブな呼び出しを行います。

AWS CLI をインストールして設定するには

1. AWS CLI のインストール。手順については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドの次のト
ピックを参照してください。

の最新バージョンをインストールまたは更新します。AWS Command Line Interface
2. AWS CLI を設定します。手順については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドの次のト

ピックを参照してください。

AWS Command Line Interface の設定

プログラム的なアクセス権を付与する
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。
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プログラム的なアクセス権を付与する

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。
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Amazon Translate の開始
Amazon Translate の使用を開始する最も簡単な方法は、コンソールを使って何らかのテキストを翻訳す
ることです。コマンドラインからAPIの操作を実行できます。AWSSDK のいずれかをインストールして 
Amazon Translate API オペレーションを使用することもできます。

トピック
• 開始方法 (コンソール) (p. 11)
• 開始方法 (AWS CLI) (p. 13)
• 開始方法 (SDK SDK SDK SDK SDK (p. 15)

開始方法 (コンソール)
Amazon Translate の使用を開始する最も簡単な方法は、コンソールを使って何らかのテキストを翻訳する
ことです。コンソールには最大 10,000 のグループを作成できます。「Amazon Translate の仕 (p. 6)」の概
念と用語を確認してから、先に進むことをお勧めします。

Amazon Translate コンソールを開きます。

Amazon Translate を初めて使用する場合は、[Launch real-time translation (リアルタイム翻訳を起動)] を選
択します。

リアルタイム翻訳では、ターゲット言語を選択します。Amazon Translate はソース言語を自動検出します
が、ソース言語を選択することもできます。左側のテキストボックスに翻訳するテキストを入力します。
翻訳されたテキストが右側のテキストボックスに表示されます。
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開始方法 (コンソール)

アプリケーション統合セクションでは、TranslateText操作の JSON 入力と出力を確認できます。
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次のステップ

次のステップ
開始方法 (AWS CLI) (p. 13)

開始方法 (AWS CLI)
以下の演習では、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用してテキストを翻訳します。
以下の演習を行うには、CLI に精通している必要があります。また、テキストエディタが必要です。詳細
については、「AWS Command Line Interface(AWS CLI) のインストールと設定 (p. 9)」を参照してくださ
い。
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Translate を使用して管理する

Amazon Translate を使用してテキストを CLI で翻訳する方法は 2 つあります。ショートテキストの場
合、TranslateText コマンドのパラメータとして翻訳するテキストを提供できます。長いテキストの場合、
ソース言語、ターゲット言語、および JSON ファイルのテキストを指定できます。

コマンドラインから Amazon Translate を使用するには、サービスのエンドポイントとリージョンを知る
必要があります。使用可能なエンドポイントとリージョンのリストについては、AWS 全般リファレンスの
「Amazon Translate のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

Translate を使用して管理する
次の例は、コマンドラインから TranslateText オペレーションを使用してテキストを翻訳する方法を示し
ています。例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行
末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。コマンドラインで、以下
のように入力します。

aws translate translate-text \ 
            --region region \ 
            --source-language-code "en" \ 
            --target-language-code "es" \ 
            --text "hello, world"

レスポンスは以下の JSON です。

{ 
    "TargetLanguageCode": "es", 
    "Text": "Hola, mundo", 
    "SourceLanguageCode": "en"
}

JSON ファイルを使用してテキストをTranslate する
この例では、TranslateText オペレーションを使用して、JSON ファイルから長いテキストブロックを翻
訳する方法を示します。ソース言語とターゲットの言語をコマンドラインで指定できますが、この例で
は、JSON ファイルでそれらを指定します。

Note

JSON ファイルは、読みやすくするためフォーマットされています。"Text" フィールドの形式
を変更して改行を削除します。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末
のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

JSON ファイルを使用してテキストを翻訳するには

1. 次のテキストを、translate.json という JSON ファイルにコピーします。

{ 
    "Text": "Amazon Translate translates documents between languages in  
    real time. It uses advanced machine learning technologies  
    to provide high-quality real-time translation. Use it to  
    translate documents or to build applications that work in  
    multiple languages.",  
    "SourceLanguageCode": "en",  
    "TargetLanguageCode": "fr"
}

2. AWS CLI で、次のコマンドを実行します。
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次のステップ

aws translate translate-text \ 
            --region region \ 
            --cli-input-json file://translate.json > translated.json

このコマンドは、次の JSON テキストを含む JSON ファイルを出力します。

{ 
    "TargetLanguageCode": "fr",  
    "Text": "Amazon Translate traduit les documents entre  
    les langue en temps réel. Il utilise des technologies  
    avancées d'apprentissage de la machine pour fournir  
    une traduction en temps réel de haute qualité. Utilisez-le  
    pour traduire des documents ou pour créer des applications  
    qui fonctionnent en plusieurs langues.",  
    "SourceLanguageCode": "en"
}

次のステップ
Amazon Translate のその他の使用方法については、「例 (p. 53)」を参照してください。

開始方法 (SDK SDK SDK SDK SDK
AWSさまざまなコンピューター言語用の SDK を提供します。SDK SDK SDK SDK SDK 言語の API 接続
のさまざまな詳細の多くを管理します。詳細については、AWSSDK をご参照ください。

次の例では、Java、および Python で Amazon Translate TranslateText SDK SDK 言語の API について独
自のアプリケーションの構成要素として説明します。

トピック
• を使用してテキストを翻訳するAWS SDK for Java (p. 15)
• を使用してテキストを翻訳するAWS SDK for Python (Boto) (p. 16)
• を使用してテキストを翻訳するAWS Mobile SDK for Android (p. 18)
• を使用してテキストを翻訳するAWS Mobile SDK for iOS (p. 19)

を使用してテキストを翻訳するAWS SDK for Java
次の例は、Java で TranslateText オペレーションを使用する方法を示しています。この例を実行するに
は、AWS SDK for Java が必要です。SDK for Java をインストールする手順については、「AWS SDK for 
Java のセットアップ」を参照してください。

import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslate;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslateClient;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextRequest;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextResult; 
  
public class App { 
    private static final String REGION = "region"; 
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    public static void main( String[] args ) { 
  
        // Create credentials using a provider chain. For more information, see 
        // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html 
        AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance(); 
         
        AmazonTranslate translate = AmazonTranslateClient.builder() 
                .withCredentials(new 
 AWSStaticCredentialsProvider(awsCreds.getCredentials())) 
                .withRegion(REGION) 
                .build(); 
  
        TranslateTextRequest request = new TranslateTextRequest() 
                .withText("Hello, world") 
                .withSourceLanguageCode("en") 
                .withTargetLanguageCode("es"); 
        TranslateTextResult result  = translate.translateText(request); 
        System.out.println(result.getTranslatedText()); 
    }
}

サポートされている言語と言語コードのリストについては、「サポートされている言語コード (p. 3)」を参
照してください。

を使用してテキストを翻訳するAWS SDK for Python 
(Boto)
次の例は、Python で TranslateText オペレーションを使用する方法を示しています。これを実行するに
は、最初に AWS CLI 経由で Amazon Translate をインストールする必要があります。手順については、
「the section called “AWS CLI をセットアップする” (p. 9)」を参照してください。

import boto3

translate = boto3.client(service_name='translate', region_name='region', use_ssl=True)

result = translate.translate_text(Text="Hello, World",  
            SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="de")
print('TranslatedText: ' + result.get('TranslatedText'))
print('SourceLanguageCode: ' + result.get('SourceLanguageCode'))
print('TargetLanguageCode: ' + result.get('TargetLanguageCode'))

サポートされている言語コードのリストについては、「サポートされている言語コード (p. 3)」を参照して
ください

カスタム用語

別の例として、Python でのカスタム用語オペレーションの使用を示します。

    #!/usr/bin/env python 
    # -*- coding: utf-8 -*- 
      
    import boto3 
      
    translate = boto3.client(service_name='translate') 
      
    # The terminology file 'my-first-terminology.csv' has the following contents: 
    ''' 
    en,fr 
    Amazon Family,Amazon Famille 
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    ''' 
      
    # Read the terminology from a local file 
    with open('/tmp/my-first-terminology.csv', 'rb') as f: 
        data = f.read() 
      
    file_data = bytearray(data) 
      
    print("Importing the terminology into Amazon Translate...") 
    response = translate.import_terminology(Name='my-first-terminology', 
 MergeStrategy='OVERWRITE', TerminologyData={"File": file_data, "Format": 'CSV'}) 
    print("Terminology imported: "), 
    print(response.get('TerminologyProperties')) 
    print("\n") 
      
    print("Getting the imported terminology...") 
    response = translate.get_terminology(Name='my-first-terminology', 
 TerminologyDataFormat='CSV') 
    print("Received terminology: "), 
    print(response.get('TerminologyProperties')) 
    print("The terminology data file can be downloaded here: " + 
 response.get('TerminologyDataLocation').get('Location')) 
    print("\n") 
      
    print("Listing the first 10 terminologies for the account...") 
    response = translate.list_terminologies(MaxResults=10) 
    print("Received terminologies: "), 
    print(response.get('TerminologyPropertiesList')) 
    print("\n") 
      
    print("Translating 'Amazon Family' from English to French with no terminology...") 
    response = translate.translate_text(Text="Amazon Family", SourceLanguageCode="en", 
 TargetLanguageCode="fr") 
    print("Translated text: " + response.get('TranslatedText')) 
    print("\n") 
      
    print("Translating 'Amazon Family' from English to French with the 'my-first-
terminology' terminology...") 
    response = translate.translate_text(Text="Amazon Family", TerminologyNames=["my-first-
terminology"], SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="fr") 
    print("Translated text: " + response.get('TranslatedText')) 
    print("\n") 
      
    # The terminology file 'my-updated-terminology.csv' has the following contents: 
    ''' 
    en,fr 
    Amazon Family,Amazon Famille 
    Prime Video, Prime Video 
    ''' 
      
    # Read the terminology from a local file 
    with open('/tmp/my-updated-terminology.csv', 'rb') as f: 
        data = f.read() 
      
    file_data = bytearray(data) 
      
    print("Updating the imported terminology in Amazon Translate...") 
    response = translate.import_terminology(Name='my-first-terminology', 
 MergeStrategy='OVERWRITE', TerminologyData={"File": file_data, "Format": 'CSV'}) 
    print("Terminology updated: "), 
    print(response.get('TerminologyProperties')) 
    print("\n") 
      
    print("Translating 'Prime Video' from English to French with no terminology...") 
    response = translate.translate_text(Text="Prime Video", SourceLanguageCode="en", 
 TargetLanguageCode="fr") 
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    print("Translated text: " + response.get('TranslatedText')) 
    print("\n") 
      
    print("Translating 'Prime Video' from English to French with the 'my-first-terminology' 
 terminology...") 
    response = translate.translate_text(Text="Prime Video", TerminologyNames=["my-first-
terminology"], SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="fr") 
    print("Translated text: " + response.get('TranslatedText')) 
    print("\n") 
      
    print("Cleaning up by deleting 'my-first-terminology'...") 
    translate.delete_terminology(Name="my-first-terminology") 
    print("Terminology deleted.")

を使用してテキストを翻訳するAWS Mobile SDK for 
Android
Android アプリケーションで Amazon Translate を使用してテキストを翻訳できます。

例を設定するには

1. AWS Mobile SDK for Android のセットアップ。手順については、AWS モバイル開発者ガイドの
「Android: SDK のセットアップオプション」を参照してください。

2. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持つ 必要なアクセス許可ポリシーについては、
「Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシー (p. 88)」を参照してください。ユー
ザーを作成した後、認証情報をダウンロードするか、アクセスキーとシークレットアクセスキーを記
録します。

3. Android Studio を使用して新規プロジェクトを作成する
4. build.gradle ファイルの依存関係セクションに以下を追加します。

dependencies { 
    implementation 'com.amazonaws:aws-android-sdk-translate:2.6.20'
} 
       

5. AndroidManifest.xml ファイルに次のアクセス権限を追加します。

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 
       

6. プロジェクトにソースコードをコピーする
7. アクセスキーとシークレットアクセスキーを、ステップ 1 で記録したキーに変更します。

コード
以下のコードを使用して例を作成します。

package com.amazonaws.amazontranslatetester; 
  
import android.app.Activity;
import android.util.Log; 
  
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.handlers.AsyncHandler;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslateAsyncClient;
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import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextRequest;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextResult; 
  
public class MainActivity extends Activity { 
  
    private static final String LOG_TAG = MainActivity.class.getSimpleName(); 
  
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        AWSCredentials awsCredentials = new AWSCredentials() { 
            @Override 
            public String getAWSAccessKeyId() { 
                return "access key"; 
            } 
  
            @Override 
            public String getAWSSecretKey() { 
                return "secret key"; 
            } 
        }; 
  
        AmazonTranslateAsyncClient translateAsyncClient = new 
 AmazonTranslateAsyncClient(awsCredentials); 
        TranslateTextRequest translateTextRequest = new TranslateTextRequest() 
                .withText("Hello, world") 
                .withSourceLanguageCode("en") 
                .withTargetLanguageCode("es"); 
        translateAsyncClient.translateTextAsync(translateTextRequest, new 
 AsyncHandler<TranslateTextRequest, TranslateTextResult>() { 
            @Override 
            public void onError(Exception e) { 
                Log.e(LOG_TAG, "Error occurred in translating the text: " + 
 e.getLocalizedMessage()); 
            } 
  
            @Override 
            public void onSuccess(TranslateTextRequest request, TranslateTextResult 
 translateTextResult) { 
                Log.d(LOG_TAG, "Original Text: " + request.getText()); 
                Log.d(LOG_TAG, "Translated Text: " + 
 translateTextResult.getTranslatedText()); 
            } 
        }); 
    }
} 
    

を使用してテキストを翻訳するAWS Mobile SDK for 
iOS
iOS アプリケーションで Amazon Translate を使用してテキストを翻訳できます。

例を設定するには

1. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持つ 必要なアクセス許可ポリシーについては、
「Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシー (p. 88)」を参照してください。ユー
ザーを作成した後、認証情報をダウンロードするか、アクセスキーとシークレットアクセスキーを記
録します。

2. Xcode バージョン 8.0 以降をインストールします。Xcode の最新バージョンは Apple ウェブサイト
https://developer.apple.com/xcode/ からダウンロードできます。

3. Cocoapods をインストールします. ターミナルウィンドウで、以下のコマンドを実行します。
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sudo gem install cocoapods 
             

4. Xcode を使用してプロジェクトを作成します。次に、ターミナルウィンドウで、プロジェクトの
.xcodeproj ファイルが含まれているディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行します。

pod init 
             

5. 主要な Mobile SDK for iOS コンポーネントを pod ファイルに追加します。

platform :ios, '9.0'
target :'app name' do 
   use_frameworks! 
   pod 'AWSTranslate', '~> 2.6.19' 
   # other pods
end             
             

6. ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、依存関係をインストールします。

pod install --repo-update 
             

7. 「pod install」を実行することで、新しいワークスペースファイルが作成されます。Xcode プロ
ジェクトを閉じ、/project_name.xcworkspace ファイルを使用して開きます。今後 Xcode プロジェ
クトを開くには、このファイルのみを使用する必要があります。

コードで呼び出された新しいライブラリから API を解決するには、アプリケーションを開いてから再
ビルドします。

8. ビューコントローラーに次のインポートステートメントを追加します。

import AWSTranslate 
             

9. XCode プロジェクトに次のコードをコピーします。アクセスキーとシークレットキーを、ステップ 1 
で記録した値に置き換えます。

コード
以下のコードを使用して例を作成します。

var credentialsProvider = AWSStaticCredentialsProvider(accessKey: "access key", secretKey: 
 "secret key")

var configuration = AWSServiceConfiguration(region: AWSRegionUSEast1, credentialsProvider: 
 credentialsProvider)

AWSServiceManager.default().defaultServiceConfiguration = configuration

let translateClient = AWSTranslate.default()
let translateRequest = AWSTranslateTranslateTextRequest()
translateRequest?.sourceLanguageCode = "en"
translateRequest?.targetLanguageCode = "es"
translateRequest?.text = "Hello World" 
         
let callback: (AWSTranslateTranslateTextResponse?, Error?) -> Void = { (response, error) in 
   guard let response = response else { 
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      print("Got error \(error)") 
      return 
   } 
             
   if let translatedText = response.translatedText { 
      print(translatedText) 
   }
} 
         
translateClient.translateText(translateRequest!, completionHandler: callback) 
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翻訳処理モード
ドキュメントを翻訳するときは、2 つの異なる翻訳処理モードを使用できます。リアルタイム翻訳または
非同期バッチ処理です。使用するモードは、ターゲットドキュメントのサイズと種類に基づいており、翻
訳ジョブの送信方法と結果の表示方法に影響します。

• リアルタイム翻訳 (p. 22) – テキストの小さいフィールドで Amazon Translate を呼び出すと、同期レ
スポンスがすぐにアプリケーションに送信されます。

• 非同期バッチ処理 (p. 22) – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにドキュメントの
コレクションを入れ、非同期処理ジョブを開始して翻訳を行います。Amazon Translate では、翻訳され
た出力ドキュメントが、指定した Amazon S3 バケットに送信されます。

リアルタイム翻訳
1 つのテキストドキュメントを翻訳し、その翻訳の結果をアプリケーションに直接返すには、Amazon 
Translate のリアルタイム翻訳オペレーション TranslateText を使用します。この翻訳モードは、一度に 1 
つのドキュメントで機能するインタラクティブなアプリケーションに使用します。

リアルタイム翻訳ワークフローの例については、「Translate を使用して管理する (p. 14)」を参照してくだ
さい。

Amazon Translate での非同期バッチ処理
大きいドキュメントの集合 (サイズは 5 GB 以下) を翻訳するには、Amazon Translate 非同期バッチ処理オ
ペレーション StartTextTranslationJob を使用します。これは、ソーシャルメディアへの投稿やユーザーレ
ビューなどの短いドキュメントの集合に最適です。また、瞬時の翻訳が不要な状況にも最適です。

非同期バッチ翻訳を実行するには通常、以下の手順を実行します。

1. Amazon S3 バケット内の入力フォルダに一連のドキュメントを保存します。
2. バッチ翻訳ジョブを開始します。
3. リクエストの一環として、入力 Amazon S3 フォルダに対する読み取りアクセス権がある IAM ロールを 

Amazon Translate に付与します。このロールには、出力 Amazon S3 バケットに対する読み取り/書き込
みアクセス権も必要です。

4. バッチ翻訳ジョブの進行状況をモニタリングします。
5. 指定した出力バケットからバッチ翻訳ジョブの結果を取得します。

利用可能なリージョン
バッチ翻訳は以下の AWS リージョンでサポートされています。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• 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)
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• 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)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (ストックホルム)

トピック
• バッチ翻訳ジョブの前提条件 (p. 23)
• バッチ翻訳ジョブの実行 (p. 27)
• バッチ翻訳ジョブのモニタリングと分析 (p. 31)
• バッチ翻訳結果の取得 (p. 32)

バッチ翻訳ジョブの前提条件
Amazon Translate がバッチ翻訳ジョブを正常に実行するには、以下の前提条件を満たす必要があります。

• 入力および出力ドキュメントを含む Amazon S3 バケットは、呼び出す API エンドポイントと同じ AWS 
リージョン内に存在している必要があります。

• バッチ入力ドキュメントの集合は、サイズが 5 GB 以下とします。
• バッチ翻訳ジョブでは、最大 100 万個のドキュメントを送信できます。
• 各入力ドキュメントは 20 MB 以下で、100 万字未満とします。
• 入力ファイルは、Amazon S3 バケットのフォルダ内に存在している必要があります。同時実行バッチ翻

訳ジョブを実行しようとすると、Amazon Translate によってエラーがスローされます。この要件は入力
ファイルに適用されます。出力ファイルにフォルダは不要で、Amazon Translate を Amazon S3 バケッ
トの最上位レベルに配置できます。

• 入力ファイルフォルダーには、ネストされたフォルダーを含めることができます。ネストされたフォル
ダに名前が付けられていないことを確認してください。名前が付けられていないとdetails、バッチ翻訳
ジョブを実行しようとすると、Amazon Translate によってエラーがスローされます。

サポートされるファイル形式
Amazon Translate では、バッチ翻訳ジョブで次の種類のファイルがサポートされています。

• プレーンテキスト
• HTML
• Word ドキュメント (.docx)
• PowerPoint プレゼンテーションファイル (.pptx)
• Excel ワークブックファイル (.xlsx)
• XML Localization Interchange File Format (XLIFF) ファイル (.xlf) Amazon Translate では XLIFF バージョ

ン 1.2 のみがサポートされています。

Amazon Translate ではファイルを UTF-8 エンコーディングする必要があります。

前提条件となる権限
バッチ翻訳ジョブを実行する前に、AWS アカウントに IAM のサービスロールが必要です。このロールに
は、Amazon Translate に以下を付与するアクセス許可ポリシーがある必要があります。
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• Amazon S3 の入力フォルダとすべてのサブフォルダへの読み取りアクセス権
• 出力バケットへの読み取り/書き込みアクセス権

また、ロールを引き受け、アクセス許可を取得することを Amazon Translate に許可する信頼ポリシーが
含まれている必要があります。この信頼ポリシーは、translate.amazonaws.com サービスプリンシパ
ルによる sts:AssumeRole アクションの実行を許可する必要があります。

Amazon Translate コンソールを使用してバッチ翻訳ジョブを作成する場合、Amazon Translate でこの
ロールを自動的に作成できるようにするオプションがあります。AWS CLI または Amazon Translate API 
を使用してバッチ翻訳ジョブを実行する場合、リクエストでロールの Amazon リソースネーム (ARN) を提
供します。

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。

Example 許可ポリシー

次のアクセス許可ポリシーの例では、Amazon S3 のサンプル入力フォルダへの読み取りアクセス権が付与
されます。サンプル出力バケットへの読み取り/書き込みアクセス権が付与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::input-bucket-name/*", 
        "arn:aws:s3:::output-bucket-name/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::input-bucket-name", 
        "arn:aws:s3:::output-bucket-name" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::output-bucket-name/*" 
    } 
  ]
}

Example 信頼ポリシー

次の信頼ポリシーでは、ポリシーが属する IAM ロールが Amazon Translate に引き受けられるようにして
います。

Confusedの代理人問題を軽減するために、AWS信頼ポリシーを使用しているアカウントを確認することを
お勧めします。この例では、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよび条件キーを使用してソースアカウ
ントを検証します。AWS一括翻訳ジョブを送信するアカウントを入力します。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "translate.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:translate:*:111122223333:*" 
        }, 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

暗号化をカスタマイズするための前提となる権限
Amazon Translate で暗号化設定をカスタマイズできますが、最初に IAM のサービスロールにアクセス許
可を追加する必要があります。

Amazon Translate では、バッチ翻訳ジョブを実行したときに生成される翻訳出力が暗号化されます。デ
フォルトでは、この暗号化は AWS マネージドキー を使用して実行されます。このタイプのキーは、AWS 
により作成されてアカウントの AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存されます。ただし、こ
の KMS キーをユーザー自身が管理することはできません。これは、ユーザーに代わって AWS によっての
み管理と使用が行われます。

オプションで、カスタマーマネージドキーによる出力の暗号化を選択することもできます。これは KMS 
キーで、AWS アカウントにおいてユーザーが作成して所有し、管理します。

キーには、Amazon Translate によるキーの使用を可能にするキーポリシーが必要です。キーポリシーでは
これを、Amazon Translate による Amazon S3 バケットへのアクセスを許可するサービスロールにアクセ
ス許可を付与することで実行します。

次のポリシーステートメント例に示されているように、キーポリシーにより、出力の暗号化に必要な AWS 
KMS オペレーションをサービスロールで実行できるようになります。

Example KMS キーポリシーステートメント

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": 
  { 
    "AWS": 
    [ 
      "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonTranslateServiceRoleS3FullAccess" 
    ] 
  }, 
  "Action": 
  [ 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:GenerateDataKey", 
    "kms:CreateGrant", 
    "kms:RetireGrant", 
    "kms:DescribeKey" 
  ], 
  "Resource": "*"
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}

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS でのキーポリシー」
を参照してください。

AWS KMSAWS別のアカウントのキーを使用する権限

別の AWS アカウントにある KMS キーを Amazon Translate を使用しているアカウントから使用する場
合、以下を行う必要があります。

1. IAM で Amazon Translate のサービスロールを更新する。
2. AWS KMS でキーポリシーを更新する。

サービスロールを更新するには、以下の例に示されているように、別の AWS アカウントにある KMS キー
を使用して必要な AWS KMS オペレーションを実行できるようにするためのポリシーをアタッチします。

Example 別のアカウントの KMS キーへのアクセス権を付与する IAM ポリシー

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": 
  [ 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:GenerateDataKey", 
    "kms:CreateGrant", 
    "kms:RetireGrant", 
    "kms:DescribeKey" 
  ], 
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/key-id"
}

KMS キーポリシーを更新するには、次のポリシーステートメントの例に示されているように、キーの使用
が許可されているプリンシパルとしてサービスロールと管理者ユーザーを追加します。

Example IAM ロールによるキーの使用を許可するための KMS キーポリシーステートメント

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": 
  { 
    "AWS": 
    [ 
      "arn:aws:iam::444455556666:role/AmazonTranslateServiceRoleS3FullAccess", 
      "arn:aws:iam::444455556666:admin" 
    ] 
  }, 
  "Action": 
  [ 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:CreateGrant", 
    "kms:GenerateDataKey", 
    "kms:RetireGrant", 
    "kms:DescribeKey" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

詳細については、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「AWS KMS他のアカウントのユー
ザーによるキーの使用の許可」を参照してください。
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バッチ翻訳ジョブの実行
Amazon Translate コンソール、AWS CLI、またはAmazon Translate APIを使用して、バッチ翻訳ジョブを
実行することができます。

Note

バッチ翻訳ジョブは長時間実行されるオペレーションであり、完了するまでにかなりの時間がか
かる場合があります。たとえば、小さいデータセットのバッチ翻訳に数分かかり、巨大なデータ
セットのバッチ翻訳には最大 2 日かかることがあります。完了時間はリソースの可用性によって
も異なります。

Amazon Translate Console
Amazon Translate コンソールを使用して翻訳ジョブを実行するには、バッチ翻訳ページでジョブを作成し
ます。

1. Amazon Translate コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューで、[Batch translation (バッチ翻訳)] を選択します。
3. [Translation jobs (翻訳ジョブ)] ページで、[Create job (ジョブの作成)] を選択します。コンソールに 

[Create translation job (翻訳ジョブの作成)] ページが表示されます。
4. [Job settings (ジョブ設定)] で、次の作業を実行します。

a. [Name (名前)] で、バッチ翻訳ジョブのカスタム名を入力します。
b. [Source language (ソース言語)] で、ソースファイルの言語を選択します。ソースファイルの言語

がわからない場合、または入力ドキュメントに異なるソース言語が含まれている場合は、を選択
してくださいauto。Amazon Translate は、各ファイルのソース言語をauto 検出します。

c. [ターゲット言語] では、最大 10 個の言語を選択します。Amazon Translate は、各ソースファイ
ルを各ターゲット言語に翻訳します。

5. [Input data (入力データ)] で、次の作業を行います。

a. [Input S3 location (S3 での入力先)] で、Amazon S3 内にあって、翻訳ソースファイルが含まれて
いる入力フォルダを指定します。Amazon S3 でフォルダに移動することでフォルダを提供するに
は、[Select folder (フォルダを選択)] を選択します。

b. [File format (ファイル形式)] で、翻訳ソースファイルの形式を選択します。
6. [Output data (出力データ)] で、次の作業を行います。

a. [Output S3 location (S3 での出力先)] で、Amazon S3 内にあって、Amazon Translate からの翻訳
の出力先となる出力フォルダーを指定します。Amazon S3 でフォルダに移動することでフォルダ
を提供するには、[Select folder (フォルダを選択)] を選択します。

b. オプションとして、() で管理するカスタマーマネージドキーを使用して出力を暗号化する場合
に、[暗号化設定のカスタマイズ (暗号化設定のカスタマイズ (暗号化設定のカスタマイズ (暗号化
設定のカスタマイズ (暗号化設定のカスタマイズ (暗号化設定のカスタマイズ (暗号化設定のカス
タマイズ (暗号化設定のカスタマイズAWS Key Management Service (高度AWS KMS))))))))))

デフォルトでは、Amazon Translate において、ユーザーに代わってにより作成、管理、および使
用される KMS キーを使用して、翻訳出力が暗号化されますAWS。また、独自の KMS キーで出
力を暗号化する場合はこのオプションを選択します。

現在のAWSアカウントから KMS キーを使用する場合は、[Choose key (キーを選択)]AWS Key 
Management Service でそのキーを選択します。また、別の AWS アカウントから KMS キーを使
用する場合は、そのキーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

Note

独自の KMS キーを使用できるようにするには、IAM で Amazon Translate のサービス
ロールにアクセス許可を追加する必要があります。別のアカウントから KMS キーを使
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用したい場合は、AWS KMS でキーポリシーの更新も行う必要があります。詳細につい
ては、「暗号化をカスタマイズするための前提となる権限 (p. 25)」を参照してくださ
い。

7. [Customizations - optional (カスタマイズ - オプション)]では、次の設定を使用して翻訳ジョブの出力を
カスタマイズすることができます。

Profanity (不敬)

翻訳出力で不適切な単語やフレーズをマスクします。ジョブに複数のターゲット言語を指定する
場合、すべてのターゲット言語が冒とく的な表現のマスキングをサポートしている必要があり
ます。ターゲット言語のいずれかが不適切な表現のマスキングをサポートしていない場合、翻訳
ジョブはターゲット言語の冒とく的な表現をマスクしません。

詳細については、「Amazon Translate で不適切な単語やフレーズをマスクできます (p. 39)」
を参照してください。

形式

一部のターゲット言語では、フォーマリティを公式または非公式に設定できます。ジョブに複数
のターゲット言語を指定した場合、translateはサポートされていないターゲット言語の形式設定
を無視します。

詳細については、「Amazon Translate のAmazon Translate のの (p. 41)」を参照してくださ
い。

Custom terminology (カスタム用語)

各用語のソース用語例と翻訳例で構成されています。ジョブに複数のターゲット言語を指定した
場合、translateは、用語ファイルにソース用語のエントリがある要求されたターゲット言語ごと
に指定された用語を使用します。

詳細については、「カスタム用語集による翻訳のカスタマイズ (p. 35)」を参照してください。

Parallel data (並列データ)

テキストのセグメントの翻訳方法を示した例で構成されています。ジョブに複数のターゲット言
語を指定する場合、parallel データファイルにはすべてのターゲット言語の翻訳が含まれている必
要があります。

並列データをバッチ翻訳ジョブに追加するときは、Active Custom Translation ジョブを作成しま
す。

Note

Active Custom Translation ジョブは、並列データを使用しない他のジョブよりも高い
レートで料金が設定されます。詳細については、「Amazon Translate 料金表」を参照し
てください。

詳細については、「parallel データによる翻訳のカスタマイズ (Active Custom 
Translation) (p. 42)」を参照してください。

8. [Access permissions (アクセス許可)] で、Amazon Translate に対し、Amazon S3 において入力ファイ
ルと出力ファイルに必要なアクセス許可を付与する IAM ロールを提供します。
• アカウントにこの IAM ロールがすでにある場合は、[Use an existing IAM role (既存の IAM ロール

を使用する)] を選択し、[IAM role (IAM ロール)] でそれを選択します。
• アカウントにこの IAM ロールがない場合は、[Create an IAM role (IAM ロールを作成する)] を

選択します。[IAM role (IAM ロール)] で、Input and output S3 buckets (S3 バケットの入力と出
力)] を選択します。[Role name (ロール名)] にカスタムの名前を入力します。翻訳ジョブを作
成すると、Amazon Translate によってロールが自動的に作成されます。IAM のロール名には
AmazonTranslateServiceRole- というプレフィックスが付いています。
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Note

独自の KMS キーでの翻訳出力の暗号化を選択した場合は、[Create an IAM role (IAM 
ロールを作成する)] を選択できません。この場合、既存の IAM ロールを使用する必要が
あります。また、KMS キーには、ロールでキーを使用できるようにするキーポリシーが
必要です。
詳細については「暗号化をカスタマイズするための前提となる権限 (p. 25)」を参照し
てください。

9. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。

コンソールが [Translation jobs (翻訳ジョブ)] ページに戻ります。このぺージの上部にあるバナーに
ジョブ作成ステータスが表示されます。数分後、ジョブがテーブルに表示されます。

10. [Name (名前)] 列でジョブ名を選択すると、ジョブの詳細ページが開きます。

翻訳ジョブの実行中は、[Status (ステータス)] フィールドに[In progress (進行中)] と表示されます。
11. ステータスが [Completed (完了)] になったら、[Output file location (出力ファイルの場所)] でリンクを

選択して翻訳出力に進みます。コンソールが Amazon S3 の出力バケットに移動します。
12. 出力ファイルをダウンロードするには、それぞれのチェックボックスを選択して、[Download (ダウン

ロード)] を選択します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して翻訳ジョブを実行するには、start-text-translation-job コマンドを使用し
て、parallel-data-names パラメータの並列データリソースの名前を指定します。。

Example Start-text-translation-job コマンド

次の例では、Amazon S3 の入力バケットに保存されている Excel ファイルを送信して、翻訳ジョブを実行
します。このジョブは、リクエストに含まれる並列データによってカスタマイズされます。

$ aws translate start-text-translation-job \
> --input-data-config ContentType=application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet,S3Uri=s3://my-s3-bucket/input/ \
> --output-data-config S3Uri=s3://my-s3-bucket/output/ \
> --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role \
> --source-language-code en \
> --target-language-codes es it \
> --job-name my-translation-job

コマンドが成功すると、Amazon Translate からジョブ ID と次のステータスでの応答があります。

{ 
    "JobId": "4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d", 
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}

翻訳ジョブの出力をカスタマイズする場合は、次のパラメータを使用できます。

--settings

以下のオプションなど、翻訳出力を構成するための設定。

不適切な単語やフレーズをマスクできます。有効にするには、不適切なパラメーターを設定しま
すProfanity=MASK。詳細については、「Amazon Translate で不適切な単語やフレーズをマスクで
きます (p. 39)」を参照してください。ターゲット言語のいずれかが不適切な表現のマスキングをサ
ポートしていない場合、翻訳ジョブはターゲット言語の冒とく的な表現をマスクしません。
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翻訳出力の形式レベルを設定します。FormalityFORMALパラメータをまたはに設定しま
すINFORMAL。ジョブに複数のターゲット言語を指定した場合、translateはサポートされていないター
ゲット言語の形式設定を無視します。詳細については、「Amazon Translate のAmazon Translate の
の (p. 41)」を参照してください。

--terminology-names

翻訳ジョブに追加するカスタム用語リソースの名前。このリソースでは、各用語のソース用語と翻
訳例を挙げています。ジョブに複数のターゲット言語を指定した場合、translateは、用語ファイルに
ソース用語のエントリがある要求されたターゲット言語ごとに指定された用語を使用します。

このパラメータでは、カスタム用語リソースが 1 つだけ許容されます。

使用可能なカスタム用語リソースのリストについては、list-terminologies コマンドを使用して
ください。

詳細については、「カスタム用語集による翻訳のカスタマイズ (p. 35)」を参照してください。
--parallel-data-names

翻訳ジョブに追加する並列データリソースの名前。このリソースには、テキストのセグメントの翻訳
方法を示した例が含まれています。ジョブに複数のターゲット言語を指定する場合、parallel データ
ファイルにはすべてのターゲット言語の翻訳が含まれている必要があります。

並列データを翻訳ジョブに追加するときは、Active Custom Translation ジョブを作成します。

このパラメータでは、並列データリソースが 1 つだけ許容されます。

Note

Active Custom Translation ジョブは、並列データを使用しない他のジョブよりも高いレート
で料金が設定されます。詳細については、「Amazon Translate 料金表」を参照してくださ
い。

使用可能な並列データリソースのリストについては、list-parallel-data コマンドを使用してく
ださい。

詳細については、「parallel データによる翻訳のカスタマイズ (Active Custom 
Translation) (p. 42)」を参照してください。

翻訳ジョブのステータスを確認するには、describe-text-translation-job コマンドを使用しま
す。

Example Describe-text-translation-job コマンド

次の例では、ジョブ ID を指定してジョブのステータスを確認します。この ID は、ジョブが start-
text-translation-job コマンドで開始されたときに Amazon Translate により提供されたものです。

$ aws translate describe-text-translation-job \
> --job-id 4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d

Amazon Translate からジョブプロパティでの応答があります。これにはそのジョブのステータスが含まれ
ます。

{ 
    "TextTranslationJobProperties": { 
        "JobId": "4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d", 
        "JobName": "my-translation-job", 
        "JobStatus": "COMPLETED", 
        "JobDetails": { 
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            "TranslatedDocumentsCount": 0, 
            "DocumentsWithErrorsCount": 0, 
            "InputDocumentsCount": 1 
        }, 
        "SourceLanguageCode": "en", 
        "TargetLanguageCodes": [ 
            "es",  
            "it"  
        ], 
        "SubmittedTime": 1598661012.468, 
        "InputDataConfig": { 
            "S3Uri": "s3://my-s3-bucket/input/", 
            "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet" 
        }, 
        "OutputDataConfig": { 
            "S3Uri": "s3://my-s3-bucket/output/111122223333-
TranslateText-4446f95f20c88a4b347449d3671fbe3d/" 
        }, 
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-iam-role" 
    }
}

JobStatus 値が IN_PROGRESS である場合は、数分が経過してから describe-text-
translation-job を再実行し、ステータスが COMPLETED になるまで続けます。ジョブが完了すれ
ば、OutputDataConfig の S3Uri フィールドにある場所に翻訳結果をダウンロードできます。

Amazon Translate API
Amazon Translate API を使用してバッチ翻訳ジョブを送信するには、StartTextTranslationJob オペレー
ションを使用します。

バッチ翻訳ジョブのモニタリングと分析
ジョブの ID を使用して、進行状況をモニタリングし、Amazon S3 での出力ドキュメントの場所を
取得できます。特定のジョブをモニタリングするには、DescribeTextTranslationJob オペレーション
を使用します。ListTextTranslationJobs オペレーションを使用して、アカウント内のすべての翻訳
ジョブに関する情報を取得することもできます。結果を特定の条件に一致するジョブに制限するに
は、ListTextTranslationJobs オペレーションの filter パラメータを使用します。ジョブ名、ジョブス
テータス、またはジョブが送信された日時で結果をフィルタ処理できます。

Example describe-text-translation-job コマンド

次の例では、を使用して、ジョブのステータスをチェックします。AWS CLI以下を実行しま
す。DescribeTextTranslationJobコマンド:

$ aws translate describe-text-translation-job --job-id 1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed

このコマンドから次の出力が返されます。

{ 
  "TextTranslationJobProperties": { 
    "InputDataConfig": { 
      "ContentType": "text/plain", 
      "S3Uri": "s3://input-bucket-name/folder" 
    }, 
    "EndTime": 1576551359.483, 
    "SourceLanguageCode": "en", 
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/
AmazonTranslateInputOutputAccess", 
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    "JobId": "1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed", 
    "TargetLanguageCodes": [ 
      "fr" 
    ], 
    "JobName": "batch-test", 
    "SubmittedTime": 1576544017.357, 
    "JobStatus": "COMPLETED", 
    "Message": "Your job has completed successfully.", 
    "JobDetails": { 
      "InputDocumentsCount": 77, 
      "DocumentsWithErrorsCount": 0, 
      "TranslatedDocumentsCount": 77 
    }, 
    "OutputDataConfig": { 
      "S3Uri": "s3://bucket-name/output/012345678901-
TranslateText-1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed/" 
    } 
  }
}

StopTextTranslationJob オペレーションを使用して、ステータスが IN_PROGRESS の間にバッチ翻訳ジョ
ブを停止できます。

Example stop-text-translation-job コマンド

次の例では、を使用して、バッチ翻訳を停止します。AWS CLI以下を実行しま
す。StopTextTranslationJobコマンド:

$ aws translate stop-text-translation-job --job-id 5236d36ce5192abdb3e2519f3ab8b065

このコマンドから次の出力が返されます。

{ 
  "TextTranslationJobProperties": { 
    "InputDataConfig": { 
      "ContentType": "text/plain", 
      "S3Uri": "s3://input-bucket-name/folder" 
    }, 
    "SourceLanguageCode": "en", 
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/
AmazonTranslateInputOutputAccess", 
    "TargetLanguageCodes": [ 
      "fr" 
    ], 
    "JobName": "canceled-test", 
    "SubmittedTime": 1576558958.167, 
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED", 
    "JobId": "5236d36ce5192abdb3e2519f3ab8b065", 
    "OutputDataConfig": { 
      "S3Uri": "s3://output-bucket-name/012345678901-
TranslateText-5236d36ce5192abdb3e2519f3ab8b065/" 
    } 
  }
}

バッチ翻訳結果の取得
ジョブのステータスが COMPLETED または COMPLETED_WITH_ERROR になったら、指定した Amazon S3 
フォルダで出力ドキュメントを使用できます。出力ドキュメント名は入力ドキュメント名と一致し、プレ
フィックスとしてターゲット言語コードが追加されます。たとえば、mySourceText.txt という名前の
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ドキュメントをフランス語に翻訳した場合、出力ドキュメントは fr.mySourceText.txt という名前に
なります。

バッチ翻訳ジョブのステータスが FAILED の場合、DescribeTextTranslationJob オペレーションのレスポ
ンスには、ジョブが正常に完了しなかった理由を説明する Message フィールドが含まれます。

各バッチ翻訳ジョブでは、翻訳された文字の合計数や発生したエラーの数など、実行された翻訳に関す
る情報を含む補助ファイルも生成されます。このファイルは、target-language-code.auxiliary-
translation-details.json という名前で、出力フォルダの details サブフォルダに生成されます。

以下に示しているのは、バッチ翻訳の補助ファイルの例です。

{ 
  "sourceLanguageCode": "en", 
  "targetLanguageCode": "fr", 
  "charactersTranslated": "105", 
  "documentCountWithCustomerError": "0", 
  "documentCountWithServerError": "0", 
  "inputDataPrefix": "s3://input-bucket-name/folder", 
  "outputDataPrefix": "s3://output-bucket-name/012345678901-
TranslateText-1c1838f470806ab9c3e0057f14717bed/", 
  "details": [ 
    { 
      "sourceFile": "mySourceText.txt", 
      "targetFile": "fr.mySourceText.txt", 
      "auxiliaryData": { 
        "appliedTerminologies": [ 
          { 
            "name": "TestTerminology", 
            "terms": [ 
              { 
                "sourceText": "Amazon", 
                "targetText": "Amazon" 
              } 
            ] 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    { 
      "sourceFile": "batchText.txt", 
      "targetFile": "fr.batchText.txt", 
      "auxiliaryData": { 
        "appliedTerminologies": [ 
          { 
            "name": "TestTerminology", 
            "terms": [ 
              { 
                "sourceText": "Amazon", 
                "targetText": "Amazon" 
              } 
            ] 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}
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Amazon Translate での翻訳のスタマ
イズ

次の設定を使用すれば、Amazon Translate で生成した翻訳をカスタマイズできます。

• D.o-not-translate タグ— 開始タグと終了タグを使用して、翻訳したくないコンテンツを指定します。
• Custom terminology (カスタム用語) — Amazon Translate でブランド名などの特定の用語を翻訳する方

法を定義します。
• Profanity (不敬) – このオプションを有効にすると、翻訳出力に含まれている不適切な単語とフレーズを

マスクできます。
• 形式— このオプションを有効にすると、翻訳出力に含まれている言語形式のレベルを設定できます。
• Parallel data (並列データ) - ソーステキスト例とその翻訳例のセグメントで構成されます。並列データを

使用してジョブをカスタマイズすると、Amazon Translate により、翻訳例で見つかったスタイル、トー
ン、単語の選択が反映されるように翻訳出力が調整されます。

トピック
• を使用する do-not-translate Amazon Translate のタグ (p. 34)
• カスタム用語集による翻訳のカスタマイズ (p. 35)
• Amazon Translate で不適切な単語やフレーズをマスクできます (p. 39)
• Amazon Translate のAmazon Translate のの (p. 41)
• parallel データによる翻訳のカスタマイズ (Active Custom Translation) (p. 42)

を使用する do-not-translate Amazon Translate のタ
グ

入力コンテンツにタグを追加して、翻訳したくないテキストを指定できます。この機能は、コンソールと 
API オペレーションで使用できます。

トピック
• を使用する do-not-translate コンソールを使って (p. 34)
• を使用する do-not-translate API を使って (p. 35)

を使用する do-not-translate コンソールを使って
ソーステキストでは、翻訳したくないテキストをスパンタグで囲みます。たとえば、次のテキストを英語
からイタリア語に翻訳するには:

Musée du Louvre, that's how you say Louvre Museum in French.
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「Musée du Louvre」というテキストはフランス語のままにする必要があるため、翻訳をスキップするに
はこのコンテンツをスパンタグで囲みます。

<span translate="no">Musée du Louvre</span>, that's how you say Louvre Museum in French.

この文にはイタリア語の翻訳結果があります。

<span translate="no">Musée du Louvre</span>, così si dice Museo del Louvre in francese.

を使用する do-not-translate API を使って
以下を使用できます。 do-not-translate リアルタイムでTranslateTextそして非同
期TextTranslationAPI オペレーション API リクエストに提供するソーステキストでは、任意のタイプ
の HTML 要素を使用して、翻訳をスキップする必要があるコンテンツを指定できます。

次の例では、一部のテキストを英語からスペイン語に翻訳しますが、一部のテキストは英語のままにしま
す。

aws translate translate-text \ 
  --source-language-code "en" \ 
  --target-language-code "es" \ 
  --region us-west-2 \ 
  --text "This can be translated to any language. <p translate=no>But do not translate 
 this!</p>" 
         

この API リクエストは次のスペイン語のTranslate を返します。

{ 
    "TranslatedText": "Esto se puede traducir a cualquier idioma.  
                                <p translate=no>But do not translate this!</p>", 
    "SourceLanguageCode": "en", 
    "TargetLanguageCode": "es"
}      

カスタム用語集による翻訳のカスタマイズ
翻訳リクエストでカスタム用語を使用すると、ブランド名、キャラクター名、モデル名、およびその他の
独自コンテンツを、コンテキストや Amazon Translate アルゴリズムによる決定とは無関係に、毎回目的
どおりに翻訳することができます。

AWSコンソールまたは API を使用して、用語ファイルを Amazon Translate アカウントにアップロードで
きます。テキストを翻訳するときは、使用するカスタム用語ファイルを選択します。Amazon Translate が
ソーステキストと用語ファイルの一致を見つけると、用語ファイルからの翻訳が使用されます。

次の例を考えてみましょう。Amazon Familyは、おむつやベビーフードなどのサブスクリプションが最大
20％割引になるなど、Amazonプライム会員限定の特典の集まりです。フランスでは、このプログラムは
Amazon Famille と呼ばれます。

Amazon Translate を使用して Amazon Family を追加の文脈なしでフランス語に翻訳すると、出力として
Famille Amazon という結果になりますが、これは望ましい翻訳ではありません。

Amazon ファミリーという用語を Amazon Famille に翻訳する必要があることを示すカスタム用語エント
リを追加すると、Amazon Translate は常にそのフレーズを目的の結果に翻訳します。
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トピック
• 動作の仕組み (p. 36)
• カスタム用語の作成 (p. 36)
• カスタム用語の使用 (p. 38)
• 用語の暗号化 (p. 39)
• ベストプラクティス (p. 39)

動作の仕組み
Amazon Translate では、翻訳リクエストが届いたら、ソースの文を読み取り、コンテンツのセマンティッ
ク表現を作成、ターゲット言語の翻訳を生成します。

翻訳リクエストとともにカスタム用語集を提供すると、翻訳エンジンは最終結果を返す前に用語集ファ
イルをスキャンします。エンジンは、用語エントリとソーステキストの文字列が一致することを確認する
と、提案された翻訳から適切な文字列を検索し、それを用語エントリに置き換えます。Amazon Family の
例では、最初に「Avez-vous déjà fait des achats avec Amazon Family?」という訳が生成されますが、そ
して、レスポンスを返す前に、Amazon ファミリーを Amazon ファミリーのものに置き換えます。

カスタム用語の作成
ソーステキストとターゲット用語 (訳語) が記載されている CSV ファイル、TSV ファイル、または TMX 
ファイルを、用語ファイルに使用できます。各用語には 1 つのソーステキストが使用されますが、ター
ゲット言語とソース言語を使用できる限り、言語ごとに 1 つずつ、複数のターゲット用語を使用できま
す。

Important

カスタム用語内でソースの単語は大文字と小文字が区別され、完全一致ではない単語には適用さ
れません。

方向性
Amazon Translate でカスタム用語を作成する場合、方向性として次のタイプを選択できます。方向性は用
語に 1 つまたは複数のソース言語が含まれているかどうかを示します。

Uni-directional (単一方向)

このファイルには 1 つのソース言語が含まれています。その他の言語はすべてターゲット言語です。
たとえば、用語ファイルが CSV ファイルである場合、最初の列にはソース言語のテキストが記載さ
れ、他のすべての列にはターゲット言語のテキストが記載されます。

Multi-directional (多方向)

ファイル内の任意の言語が、ソース言語またはターゲット言語になります。たとえば、用語ファイル
に英語、中国語、スペイン語のテキストが含まれている場合、次の言語ペアを翻訳するジョブで同じ
ファイルを使用できます。
• 英語 → 中国語
• 英語 → スペイン語
• 中国語 → 英語
• 中国語 → スペイン語
• スペイン語 → 英語
• スペイン語 → 中国語
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対照的に、これらの翻訳ジョブに単一方向の用語を使用する場合は、3 つの用語ファイルを作成する必要
があります。各ファイルの内容は同じですが、それぞれ英語、中国語、スペイン語をソース言語として使
用します。

用語ファイルの例
「」を参照してください。サポートされている言語コード (p. 3)サポートされている言語コードについて。

CSV (カンマ区切り値)

en fr de es

Amazon Amazon Amazon Amazon

TMX (Translation Memory eXchange)

TMX ファイルは、翻訳ソフトウェアで一般的に使用される XML 形式のファイルです。この形式は CSV と
は異なりますが、コンテンツは類似しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmx version="1.4"> 
 <header 
    creationtool="XYZTool" creationtoolversion="0" 
    datatype="PlainText" segtype="sentence" 
    adminlang="en-us" srclang="en" 
    o-tmf="test"/> 
 <body> 
   <tu> 
     <tuv xml:lang="en"> 
       <seg>Amazon</seg> 
     </tuv> 
     <tuv xml:lang="fr"> 
       <seg>Amazon</seg> 
     </tuv> 
     <tuv xml:lang="de"> 
       <seg>Amazon</seg> 
     </tuv> 
     <tuv xml:lang="es"> 
       <seg>Amazon</seg> 
     </tuv> 
   </tu>    
 </body>
</tmx>

次に、これらのファイルは Amazon Translate アカウントにアタッチされます。翻訳ジョブが実行され、
カスタム用語の使用を選択すると、Amazon Translate ではソースの単語が検出されるたびに、指定された
単語が使用されます。

互換性あり
一部の言語では、文のコンテキストに基づいて単語の形が変わりません。多くの場合、これらの言語で
は、カスタム用語を適用することにより翻訳品質全体が向上します。ただし、一部の言語では単語の形が
大幅に変わります。これらの言語にカスタム用語機能を適用することはお勧めしませんが、制限はしてい
ません。

推奨
カスタム用語には次の言語を使用することをお勧めします。
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• ゲルマン語（デンマーク語、オランダ語、英語、ドイツ語、ノルウェー語、スウェーデン語）
• インド・イラン語 (ヒンディー語、ペルシア語、ウルドゥー語)
• ロマンス諸語（フランス語、イタリア語、ルーマニア語、スペイン語、ポルトガル語）
• 中国語
• ギリシャ語
• インドネシア語
• 日本語
• マレー語
• タイ語
• ベトナム語

非推奨

以下の言語をカスタム用語に使用することはお勧めしません。

• バルトスラブ語（チェコ語、ポーランド語、ロシア語、ウクライナ語）
• セム諸語 (アラビア語、ヘブライ語)
• ウラル語 (フィンランド語、ハンガリー語)
• 韓国語
• トルコ語

カスタム用語の使用
TranslateText オペレーションを使用してテキストに翻訳する際にカスタム用語を使用する場合のプロセ
スは、カスタム用語を使用せずにテキストを翻訳する場合と似ています。その違いは、カスタム用語を使
用してオペレーションを呼び出す場合は、オプションの TerminologyNames パラメータを含めることで
す。

たとえば、Amazon_Family.csv という次の用語ファイルがアカウントにアタッチされているとします。

     en,fr
     Amazon Family,Amazon Famille

以下を使用してカスタム用語を呼び出し、CLI を使用してテキストを翻訳できます。

Note

この例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各
行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

aws translate translate-text \ 
     --region region \ 
     --source-language-code "en" \ 
     --target-language-code "fr" \ 
     --terminology-names "Amazon_Family" \ 
     --text "Have you ever shopped with Amazon Family?"

ここでは、選択したカスタム用語を使用してこのテキストが「Avez-vous déjà fait des achats avec 
Amazon Famille?」と訳されます。望ましくない直訳「Avez-vous déjà fait des achats avec Famille 
Amazon?」にはなりません。
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Python を使用する場合、以下により同じタスクを実行できます。

import boto3 
      
translate = boto3.client(service_name='translate') 
   
print("Translating 'Have you ever shopped with Amazon Family?' from English to French with 
 the 'Amazon_Family' custom terminology...")
response = translate.translate_text(Text="Have you ever shopped with Amazon Family?", 
 TerminologyNames=["Amazon_Family"], SourceLanguageCode="en", TargetLanguageCode="fr")
print("Translated text: " + response.get('TranslatedText'))
print("\n")

カスタム用語を使った Amazon Translate オペレーションの使用の詳細については、「」を参照してくだ
さい。API オペレーション。

用語の暗号化
Amazon Translate はお客様のすべてのデータを保護するべく取り組んでおり、カスタム用語についても同
様です。各カスタム用語は、作成時に暗号化され、お客様のみがアクセス可能になります。

使用できる暗号化オプションは 3 つです。

• AWS 暗号化の使用。これはデフォルトのオプションであり、他の方法を選択しない場合に、情報を保護
するために使用されます。

• お客様のアカウントに関連付けられた暗号化キーの使用。これを選択すると、コンソールのメニュー
に、使用する関連付けられた暗号化キーの選択が表示されます。

• お客様のアカウントに関連付けられていない暗号化キーの使用。このオプションを選択した場合、暗号
化キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力するボックスがコンソールに表示されます。

ベストプラクティス
以下は、カスタム用語を使用する際の推奨のベストプラクティスです。

• カスタム用語は最小限に維持します。制御する単語と、完全にあいないな単語のみを含めます。別の意
味では決して使用しないことがわかっている単語や、必ず同じように訳す単語のみを使用します。理想
的には、ブランド名や製品名などの固有名詞にリストを限定します。

• カスタム用語は大文字と小文字が区別されます。単語の大文字バージョンと大文字でないバージョンの
両方を含める必要がある場合は、各バージョンのエントリを含める必要があります。

• 同じソース語句に対して複数の異なる訳語を含めないでください (たとえば、エントリ 1-EN: 
Amazon、FR: Amazon、エントリ 2-EN: Amazon、FR: Amazone)。

• 一部の言語では、文のコンテキストに基づいて単語の形が変わりません。多くの場合、これらの言語で
は、カスタム用語を適用することにより翻訳品質全体が向上します。ただし、一部の言語では単語の形
が大幅に変わります。そうした言語にこの機能を適用することはお勧めしませんが、適用することは可
能です。詳細については、互換性あり (p. 37)を参照してください。

Amazon Translate で不適切な単語やフレーズをマ
スクできます

Amazon Translate で翻訳を実行する際に不敬設定を有効にすると、翻訳出力内の不適切な単語とフレーズ
が隠されます (マスク)。
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不適切な単語やフレーズを隠す場合、Amazon Translate ではそれらがグローリクス文字列「?$#@$」に
置換されます。この 5 文字のシーケンスは、不適切な各単語または各フレーズに対して、その長さや数に
関係なく使用されます。

Amazon Translate では、ソース言語とターゲット言語が同一である翻訳リクエストには不敬マスキングは
実行されません。

場合によっては、ソース入力内の不適切な単語が翻訳出力内で自然に無害な表現になることがあります。
このような場合、マスキングは適用されません。

Amazon Translate では、文脈上ではなく、文字通り不敬な単語やフレーズを 1 つ 1 つ検出します。つま
り、不適切な言葉は、文脈上は無害である場合でも、マスクされる可能性があるということです。たとえ
ば、Amazon Translate により「jerk」(ばか) が不適切な単語として検出される場合、「jerk chicken」(鶏肉
料理の一種) というフレーズは、無害な言葉であっても「?$#@$ chicken」と書き込まれます。(ここでは
「jerk」をあくまで一例として使用しています。 Amazon Translate ではこの単語は不敬語として検出され
ません。)

トピック
• 不敬設定の使用 (p. 40)
• サポートされていない言語 (p. 40)

不敬設定の使用
不敬設定は、Amazon Translate のリアルタイム翻訳と非同期バッチ処理という翻訳オペレーションの両方
で使用できます。

リアルタイム翻訳リクエストで不敬語をマスクするには、次のいずれかの作業を実行します。

• Amazon Translate コンソールの [Real-time translation (リアルタイム翻訳)] ページの [Additional settings 
(追加設定)] で、[Profanity (不敬)] 設定を有効にします。

• AWS CLI の translate-text コマンドに対して、--settings パラメータを Profanity=MASK に設
定します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの TranslateText を参照してください。

• の [設定] パラメータを使用してくださいTranslateTextAmazon Translate API でアクションを実行しま
す。

非同期バッチ操作で不敬語をマスクするには、バッチ翻訳ジョブの実行 (p. 27) を参照してください。

サポートされていない言語
Amazon Translate でサポートされているターゲット言語に翻訳する場合には不敬語をマスクできます。た
だし、次の例外があります。

言語 言語コード

ベンガル語 bn

ヒンディー語 hi

マラヤーラム語 ml

パンジャブ語 pa

シンハラ語 si

40

https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/APIReference/API_TranslateText.html
http://amazonaws.com/translate/latest/dg/API_TranslateText.html


Amazon Translate デベロッパーガイド
手続きの設定

言語 言語コード

ベトナム語 vi

Amazon Translate でサポートされているすべての言語については、「サポートされている言語コー
ド (p. 3)」を参照してください。

Amazon Translate のAmazon Translate のの
オプションで、サポートされているターゲット言語への翻訳に必要な形式レベルを指定できます。フォー
マリティ設定は、翻訳出力における正式な言語の使用レベル (敬語またはレジスタとも呼ばれます) を制御
します。形式設定は、リアルタイム翻訳と非同期バッチ処理という作業を実行します。

フォーマリティでは、以下の値がサポートされます。

• 非公式 — 翻訳されたテキストのすべての文は、非公式なコミュニケーションに関連する言語構成を使用
しています。たとえば、翻訳されたテキストでは、おなじみの二人称代名詞とその動詞の一致形（日本
語の場合は「くだけた」形式）を使用します。

• フォーマル — 翻訳されたテキストのすべての文は、形式的で丁寧なコミュニケーションに関連する言語
構成を使用しています。たとえば、翻訳されたテキストは二人称代名詞とその動詞の一致という形式形
式を使用します（日本語の場合は手英語形式）。

たとえば、「よろしいですか？」という文は 「Snd Sie sicher？」というドイツ語の正しい訳が2つありま
す。正式な登録簿と「Bist du Sicher？」 非公式なものについては。

Amazon Translate がターゲット言語の形式レベルをサポートしていない場合、または形式パラメータを指
定しない場合、翻訳ジョブは形式設定を無視します。

トピック
• フォーマリティ設定の使用 (p. 41)
• サポートされている言語 (p. 42)

フォーマリティ設定の使用
リアルタイム翻訳リクエストで形式設定するには、次のいずれかの作業を実行します。

• Amazon Translate コンソールのリアルタイム翻訳ページの [追加設定] で、形式設定を有効にして、いず
れかの値を選択します。

• Amazon Translate のAmazon Translate TranslateTextのAmazon Translate のAmazon Translate のの
Amazon T

• translate-textのコマンドではAWS CLI、--settingsFormality=FORMALパラメータをまたはに
設定しますFormality=INFORMAL。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「translate-
text」を参照してください。

一括翻訳リクエストに形式を設定するには、翻訳ジョブを開始するときに Formality パラメータを設定し
ます。詳細と例については、を参照してくださいバッチ翻訳ジョブの実行 (p. 27)。

CLI または API リクエストの場合、AppliedSettingsレスポンス内のフィールドには、リクエスト
の形式設定 (存在する場合) が含まれます。ターゲット言語がフォーマリティをサポートしていない場
合、AppliedSettings応答の値は NULL です。
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サポートされている言語
Amazon Translate は、任意のソース言語から次のターゲット言語への翻訳の形式設定をサポートしていま
す。

言語 言語コード

オランダ語 nl

フランス語 fr

フランス語 (カナダ) fr-CA

ドイツ語 de

ヒンディー語 hi

イタリア語 it

日本語 ja

韓国語 ko

ポルトガル語 (ポルトガル) pt-PT

スペイン語 es

スペイン語 (メキシコ) es-MX

Amazon Translate でサポートされているすべての言語については、「」を参照してくださいサポートされ
ている言語コード (p. 3)。

parallel データによる翻訳のカスタマイズ (Active 
Custom Translation)

並列データを Amazon Translate に追加してバッチ翻訳ジョブの出力をカスタマイズします。並列データ
は、テキストのセグメントの翻訳方法を示した例で構成されています。これには、ソース言語でのテキス
ト例の一群が含まれており、各例については、1 つ以上のターゲット言語での対象の翻訳出力が含まれて
います。

並列データをバッチ翻訳ジョブに追加するときは、Active Custom Translation ジョブを作成します。これ
らのジョブを実行すると、Amazon Translate ではランタイムに並列データが使用されて、カスタマイズさ
れた機械翻訳出力が生成されます。並列データで見つかったスタイル、トーン、単語の選択肢を反映させ
るために翻訳を適応させます。並列データを使用すると、ライフサイエンス、法律、財務など、特定のド
メインに固有の用語やフレーズに合わせて翻訳を調整できます。

Note

Active Custom Translation ジョブは、並列データを使用しない他のジョブよりも高いレートで料
金が設定されます。詳細については、「Amazon Translate 料金表」を参照してください。

たとえば、次の並列データは CSV ファイルで定義されています。

"en","fr"
"How are you?","Comment ça va ?"
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この例では、英語 (en) がソース言語で、フランス語（fr) がターゲット言語です。この例は、ソースフ
レーズ "How are you?" が どのようにしてフランス語に翻訳されるかを示しています。この例の入力ファ
イルは、Amazon Translate にインポートされた後で翻訳ジョブに適用されて、出力に影響を及ぼす可能性
があります。このジョブの中で、Amazon Translate では "How are you?" が 日常的な “Comment ça va ?” 
に翻訳されます。これは格式ばった“Comment allez-vous ?”とは対照的です。たとえば、このジョブで次
のソーステキストを受け取ったとします。

Hello, how are you?
How are you?
Hi, how are you?
How are you doing?

このテキストから、ジョブでは次の翻訳が生成されます。

Bonjour, comment ça va ?
Comment ça va ?
Salut, comment ça va ?
Comment ça va ?

対照的に、並列データを使用せずにジョブが実行された場合、出力には硬めの表現である "comment allez-
vous" が含まれる可能性があります。

Bonjour, comment allez-vous ?
Comment allez-vous ?
Salut, comment allez-vous ?
Comment allez-vous ?

並列データを使用してバッチ翻訳ジョブをカスタマイズすることで、翻訳例を使って学習させたカスタ
ム翻訳モデルを使用するのと同じような感覚で、出力に影響を与えることができます。Active Custom 
Translation にはカスタムモデルのトレーニングは不要であるため、このようなトレーニングにかかる時間
と費用を節約できます。翻訳要件の経時的な変化に伴い、並列データを更新して出力を絞り込むことがで
きます。これはカスタムモデルの再トレーニングよりも簡単です。

利用可能なリージョン
Active Custom Translation は以下のリージョンで使用できます。

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)

トピック
• Amazon Translate 用のパラレルデータ入力ファイル (p. 43)
• parallel データを Amazon Translate に追加する (p. 47)
• Amazon Translate でのparallel データの表示と管理 (p. 50)

Amazon Translate 用のパラレルデータ入力ファイル
Amazon Translate で並列データリソースを作成する前に、翻訳例を含む入力ファイルを作成する必要があ
ります。並列データ入力ファイルでは、Amazon Translate でサポートされている言語を使用する必要があ
ります。これらの言語のリストについては、「サポートされている言語コード (p. 3)」を参照してくださ
い。
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parallel データの例
次の表に示すテキストは、並列データ入力ファイルにフォーマットできる翻訳セグメントの例を示してい
ます。

en es

Amazon Translate is a neural machine translation 
service.

Amazon Translate es un servicio de traducción 
automática basado en redes neuronales.

Neural machine translation is a form of language 
translation automation that uses deep learning 
models.

La traducción automática neuronal es una forma de 
automatizar la traducción de lenguajes utilizando 
modelos de aprendizaje profundo.

Amazon Translate allows you to localize content for 
international users.

Amazon Translate le permite localizar contenido 
para usuarios internacionales.

表の最初の行に表示されているのは言語コードです。1 つ目の言語である英語 (en) がソース言語です。
スペイン語 (es) がターゲット言語です。1列目にはソーステキストの例が示されています。もう一つの
列には翻訳の例が記載されています。この並列データでバッチジョブをカスタマイズすると、Amazon 
Translate ではその例が反映されて翻訳が適応されます。

入力ファイル形式
Amazon Translate では、並列データ入力ファイルに対して次の形式がサポートされています。

• Translation Memory eXchange (TMX)
• カンマ区切り値 (CSV)
• タブ区切り値 (TSV)

TMX

Example TMX 入力ファイル

次のサンプル TMX ファイルでは、Amazon Translate で使用できる形式で並列データが定義されて
います。このファイルでは、英語 (en) がソース言語です。スペイン語 (es) がターゲット言語です。
バッチジョブの出力を調整するために Amazon Translate で並列データの入力ファイルとして使用で
きるいくつかの例が提示されています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmx version="1.4"> 
    <header srclang="en"/> 
    <body> 
        <tu> 
            <tuv xml:lang="en"> 
                <seg>Amazon Translate is a neural machine translation service.</seg> 
            </tuv> 
            <tuv xml:lang="es"> 
                <seg>Amazon Translate es un servicio de traducción automática basado en 
 redes neuronales.</seg> 
            </tuv> 
        </tu> 
        <tu> 
            <tuv xml:lang="en"> 
                <seg>Neural machine translation is a form of language translation 
 automation that uses deep learning models.</seg> 
            </tuv> 
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            <tuv xml:lang="es"> 
                <seg>La traducción automática neuronal es una forma de automatizar la 
 traducción de lenguajes utilizando modelos de aprendizaje profundo.</seg> 
            </tuv> 
        </tu> 
        <tu> 
            <tuv xml:lang="en"> 
                <seg>Amazon Translate allows you to localize content for international 
 users.</seg> 
            </tuv> 
            <tuv xml:lang="es"> 
                <seg>Amazon Translate le permite localizar contenido para usuarios 
 internacionales.</seg> 
            </tuv> 
        </tu> 
    </body>
</tmx>

TMX の要件

TMX ファイルで並列データを定義する場合は、Amazon Translate の次の要件に注意してください。

• Amazon Translate では TMX 1.4b がサポートされています。詳細については、Globalization and 
Localization Association ウェブサイトの TMX 1.4b の仕様 を参照してください。

• header 要素には必ず srclang 属性を含めてください。この属性の値によって並列データのソース
言語が決まります。

• body 要素には必ず、少なくとも 1 つの翻訳単位 (tu) 要素を含めてください。
• 各 tu 要素には必ず、少なくとも 2 つの翻訳単位バリアント (tuv) 要素が含めてください。これら

の tuv 要素のうちの 1 つに、必ず、header 要素の srclang 属性に割り当てられている値と値が
同じである xml:lang 属性を含めてください。

• すべての tuv 要素に必ず xml:lang 属性を含めてください。
• すべての tuv 要素に必ずセグメント (seg) 要素を含めてください。
• 入力ファイルの処理中、空である、またはホワイトスペースしかない seg 要素が発生した場合

は、Amazon Translate では特定の tu 要素または tuv 要素がスキップされます。
• seg 要素がソース言語に対応している場合は、Amazon Translate では seg 要素が占めている tu

要素がスキップされます。
• seg 要素がターゲット言語に対応している場合は、Amazon Translate では seg 要素が占めてい

る tuv 要素のみがスキップされます。
• 入力ファイルの処理中、空である、または 1000 バイトを超えている seg 要素が発生した場合

は、Amazon Translate では特定の tu 要素または tuv 要素がスキップされます。
• seg 要素がソース言語に対応している場合は、Amazon Translate では seg 要素が占めている tu

要素がスキップされます。
• seg 要素がターゲット言語に対応している場合は、Amazon Translate では seg 要素が占めてい

る tuv 要素のみがスキップされます。
• ソーステキストが同一である複数の tu 要素が入力ファイルに含まれている場合、Amazon 

Translate では次のいずれかの処理が実行されます。
• tu 要素に changedate 属性が含まれている場合は、直近の日付の要素が使用されます。
• それ以外の場合は、そのファイルの最後に最も近い時期に生じる要素が使用されます。

CSV

次のサンプル CSV ファイルでは、Amazon Translate で使用できる形式で並列データが定義されて
います。このファイルでは、英語 (en) がソース言語です。スペイン語 (es) がターゲット言語です。
バッチジョブの出力を調整するために Amazon Translate で並列データの入力ファイルとして使用で
きるいくつかの例が提示されています。
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Example CSV 入力ファイル

en,es
Amazon Translate is a neural machine translation service.,Amazon Translate es un 
 servicio de traducción automática basado en redes neuronales.
Neural machine translation is a form of language translation automation that uses deep 
 learning models.,La traducción automática neuronal es una forma de automatizar la 
 traducción de lenguajes utilizando modelos de aprendizaje profundo.
Amazon Translate allows you to localize content for international users.,Amazon 
 Translate le permite localizar contenido para usuarios internacionales.

CSV 要件

CSV ファイルで並列データを定義する場合は、Amazon Translate の次の要件に注意してください。

• 1 行目は言語コードで構成されます。最初のコードはソース言語で、後続の各コードはターゲット
言語です。

• 1 列目の各フィールドにはソーステキストが記載されています。後続の列の各フィールドにはター
ゲット翻訳が記載されています。

• いずれかのフィールドのテキストにカンマが含まれている場合、そのテキストを二重引用符 (") で囲
む必要があります。

• テキストフィールドを複数の行に渡って表示することはできません。
• フィールドの最初の文字としてとして次の文字を含めることはできません: +、-、=、@。 この要件

は、フィールドが二重引用符 (") で囲まれているかどうかにかかわらず適用されます。
• フィールド内のテキストに二重引用符 (") が含まれている場合は、二重引用符でエスケープする必要

があります。たとえば、次のようなテキストがあるとします。

34" monitor

次のように記述する必要があります。

34"" monitor

• 入力ファイルの処理中、空である、またはホワイトスペースしかないフィールドが発生した場合
は、Amazon Translate では特定の行またはフィールドがスキップされます。
• ソーステキストフィールドが空である場合、Amazon Translate ではそのフィールドが占有してい

る行がスキップされます。
• ターゲット翻訳フィールドが空白である場合、Amazon Translate ではそのフィールドだけがス

キップされます。
• 入力ファイルの処理中、空である、または 1000 バイトを超えているフィールドが発生した場合

は、Amazon Translate では特定の行またはフィールドがスキップされます。
• あるソーステキストフィールドが上記のバイト上限を超えている場合、Amazon Translate ではそ

のフィールドが占有している行がスキップされます。
• あるターゲット翻訳フィールドが上記のバイト上限を超えている場合、Amazon Translate ではそ

のフィールドだけがスキップされます。
• ソーステキストが同じである複数のレコードが入力ファイルに含まれている場合、Amazon 

Translate ではそのファイルの最後に最も近いレコードが使用されます。

TSV

次のサンプル TSV ファイルでは、Amazon Translate で使用できる形式で並列データが定義されて
います。このファイルでは、英語 (en) がソース言語です。スペイン語 (es) がターゲット言語です。
バッチジョブの出力を調整するために Amazon Translate で並列データの入力ファイルとして使用で
きるいくつかの例が提示されています。
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Example TSV 入力ファイル

en es
Amazon Translate is a neural machine translation service. Amazon Translate es un 
 servicio de traducción automática basado en redes neuronales.
Neural machine translation is a form of language translation automation that uses deep 
 learning models. La traducción automática neuronal es una forma de automatizar la 
 traducción de lenguajes utilizando modelos de aprendizaje profundo.
Amazon Translate allows you to localize content for international users. Amazon 
 Translate le permite localizar contenido para usuarios internacionales.

TSV 要件

TSV ファイルで並列データを定義する場合は、Amazon Translate の次の要件に注意してください。

• 1 行目は言語コードで構成されます。最初のコードはソース言語で、後続の各コードはターゲット
言語です。

• 1 列目の各フィールドにはソーステキストが記載されています。後続の列の各フィールドにはター
ゲット翻訳が記載されています。

• いずれかのフィールドのテキストにタブ文字が含まれている場合、そのテキストを二重引用符 (") で
囲む必要があります。

• テキストフィールドを複数の行に渡って表示することはできません。
• フィールドの最初の文字としてとして次の文字を含めることはできません: +、-、=、@。 この要件

は、フィールドが二重引用符 (") で囲まれているかどうかにかかわらず適用されます。
• フィールド内のテキストに二重引用符 (") が含まれている場合は、二重引用符でエスケープする必要

があります。たとえば、次のようなテキストがあるとします。

34" monitor

次のように記述する必要があります。

34"" monitor

• 入力ファイルの処理中、空である、またはホワイトスペースしかないフィールドが発生した場合
は、Amazon Translate では特定の行またはフィールドがスキップされます。
• ソーステキストフィールドが空である場合、Amazon Translate ではそのフィールドが占有してい

る行がスキップされます。
• ターゲット翻訳フィールドが空白である場合、Amazon Translate ではそのフィールドだけがス

キップされます。
• 入力ファイルの処理中、空である、または 1000 バイトを超えているフィールドが発生した場合

は、Amazon Translate では特定の行またはフィールドがスキップされます。
• あるソーステキストフィールドが上記のバイト上限を超えている場合、Amazon Translate ではそ

のフィールドが占有している行がスキップされます。
• あるターゲット翻訳フィールドが上記のバイト上限を超えている場合、Amazon Translate ではそ

のフィールドだけがスキップされます。
• ソーステキストが同じである複数のレコードが入力ファイルに含まれている場合、Amazon 

Translate ではそのファイルの最後に最も近いレコードが使用されます。

parallel データを Amazon Translate に追加する
Amazon Translate に並列データを追加するには、Amazon S3 から並列データ入力ファイルをインポート
します。その後、並列データを使用して、バッチ翻訳ジョブによって生成される出力をカスタマイズでき
ます。
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前提条件

Amazon Translate に並列データを追加する前に、次の作業を行う必要があります。

• 並列データ入力ファイルを用意してください。作成する場合は「Amazon Translate 用のパラレ
ルデータ入力ファイル (p. 43)」を参照してください。

• AWS アカウント内に Amazon S3 バケットを用意してください。作成する場合は、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バケットを作成する方法」を参照してくださ
い。

• 入力ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードしてください。詳細については、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バケットにファイルとフォルダをアップロード
する方法」を参照してください。

parallel データの追加 (Amazon Translate コンソール)
Amazon Translate コンソールを使用して並列データを追加するには、並列データページを使用します。

1. を開きますAmazon Translate。
2. 左側のナビゲーションメニューで、[Customization (カスタマイズ)] を選択し、[Parallel data (並列デー

タ)] を選択します。
3. [Parallel data (並列データ)] ページで [Create parallel data (並列データの作成)] を選択します。コン

ソールに [Create parallel data (並列データの作成)] ページが表示されます。
4. 以下を指定します。

Name (名前)

並列データリソースのカスタム名。アカウントとリージョンで一意の名前を割り当てる必要があ
ります。

Description (説明) - オプション

カスタム説明。
Parallel data location on S3 (S3 での並列データの場所)

Amazon S3 での並列データ入力ファイルの場所。Amazon S3 のファイルに移動して場所を設け
るには、[Select file (ファイルを選択)] を選択します。

File format (ファイル形式)

並列データ入力ファイルの形式。サポートされている形式は、Translation Memory eXchange 
(TMX)、カンマ区切り値 (CSV)、タブ区切り値 (TSV) です。

5. [Encryption key (暗号化キー)] で、AWS KMS key を選択して並列データを保護します。これらの KMS 
キーは AWS Key Management Service (AWS KMS) によって管理されます。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。

Use AWS owned key (AWS 所有キーを使用する)

Amazon Translate によって所有され管理されている KMS キーを使用します。これはデフォルト
のオプションであり、他の方法を選択しない場合に情報を暗号化するために使用されます。詳細
については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS 所有キー」を参照し
てください。

Use key from current account (現在のアカウントのキーを使用する)

AWS アカウントの AWS KMS で管理している KMS キーのうちの 1 つを使用します。このオプ
ションを選択すると、選択可能な KMS キーのリストがメニューに表示されます。詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「カスタマーマネージドキー」を参照
してください。
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Use key from different account (別のアカウントのキーを使用する)

別の AWS アカウントの AWS KMS で管理している KMS キーを使用します。このオプションを
選択した場合、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力するためのフィールドがコン
ソールに表示されます。

暗号化キーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドを参照してくださ
い。

6. [Create parallel data (並列データの作成)] を選択します。

コンソールが [Parallel data (並列データ)] ページに戻ります。このぺージの上部にあるバナーにイン
ポートステータスが表示されます。数分後、並列データリソースが表に表示されます。[Status (ス
テータス)] 列の値が [Active (アクティブ)] である場合、並列データがバッチ翻訳ジョブで使用できる
状態です。

トラブルシューティング用のエラーファイル
Amazon Translate で入力ファイルの処理中にエラーや警告が発生した場合は、コンソールからエラーファ
イルが提供され、これをダウンロードするとエラーメッセージを確認できます。次に示すのは、エラー
ファイルのコンテンツの例です。

{ 
  "summary": { 
    "record_error_count": 1, 
    "record_skipped_count": 0 
  }, 
  "messages": [ 
    { 
      "content": "Number 1 TU element", 
      "message": "Invalid TMX format. One tu element should contain exactly one tuv element 
 with the source language code: en" 
    } 
  ]
}

parallel データの追加 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して並列データを追加するには、create-parallel-data コマンドを使用します。

Example create-parallel-data コマンド

次の例では、Amazon S3 から TSV ファイルをインポートして並列データオブジェクトを作成します。

$ aws translate create-parallel-data \
> --name my-parallel-data \
> --parallel-data-config S3Uri=s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv,Format=TSV

コマンドが成功すると、Amazon Translate から、新しい並列データオブジェクトのステータスでの応答が
あります。

{ 
    "Name": "my-parallel-data", 
    "Status": "CREATING"
}

get-parallel-data コマンドを使用して並列データの進行状況を監視することができます。ステータ
スが ACTIVE である場合、並列データがバッチ翻訳ジョブで使用できる状態です。get-parallel-data
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コマンドの例については「並列データオブジェクトの詳細を表示する方法 (p. 51)」を参照してくださ
い。

parallel データを使用する
並列データリソースを作成したので、バッチ翻訳ジョブに適用して出力をカスタマイズすることができま
す。バッチジョブを実行するには、バッチ翻訳ジョブの実行 (p. 27) を参照してください。

Amazon Translate でのparallel データの表示と管理
Amazon Translate に追加したすべての並列データリソースを表示でき、各リソースの詳細なサマリーにア
クセスできます。翻訳要件の変化に伴い、並列データを更新して翻訳出力を絞り込むことができます。

parallel データの表示と管理 (Amazon Translate コンソール)
Amazon Translate コンソールで並列データの表示と管理を行うには、並列データページを使用します。

並列データリソースの一覧を表示する方法

1. を開きますAmazon Translate。
2. 左側のナビゲーションメニューで、[Customization (カスタマイズ)] を選択し、[Parallel data (並列デー

タ)] を選択します。このページの表には、Amazon Translate に追加した並列データリソースが表示さ
れます。

並列データリソースの詳細を表示する方法

• [Parallel data (並列データ)] ページの [Name (名前)] 列で、並列データリソースの名前を選択します。
コンソールで詳細ページを開きます。この詳細ページには、ステータス、最終更新日、ソース言語、
ターゲット言語などの情報が含まれています。

並列データリソースを更新する方法

1. 並列データの更新バージョンを、新しい入力ファイルとして Amazon S3 バケットにアップロードし
ます。

2. Amazon Translate コンソールで、[Parallel data (並列データ)] ページに進みます。
3. 更新する並列データを選択し、[Update (更新)] を選択します。コンソールに [Update parallel data (並

列データの更新)] ページが表示されます。
4. 以下を指定します。

Description (説明) - オプション

更新された説明。
Parallel data location on S3 (S3 での並列データの場所)

Amazon S3 での更新済み並列データ入力ファイルの場所。Amazon S3 のファイルに移動して場
所を設けるには、[Select file (ファイルを選択)] を選択します。

Select parallel data file format (並列データファイル形式の選択)

並列データ入力ファイルの形式。サポートされている形式は、Translation Memory eXchange 
(TMX)、カンマ区切り値 (CSV)、タブ区切り値 (TSV) です。

5. [Save (保存)] を選択します。Amazon Translate により古い並列データが新しい入力ファイルに置き換
えられます。
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parallel データの表示と管理 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して並列データリソースを表示して更新することができます。

並列データリソースの一覧を表示する方法
Amazon Translate に追加した並列データリソースのリストを表示するには、list-parallel-data コマ
ンドを使用します。

Example list-parallel-data コマンド

次の例では並列データリソースとそのプロパティの一覧が返されます。

$ aws translate list-parallel-data

コマンドが成功すると、Amazon Translate から以下のような配列が返されます。

{ 
    "ParallelDataPropertiesList": [ 
        { 
            "Name": "my-parallel-data", 
            "Arn": "arn:aws:translate:us-west-2:111122223333:parallel-data/my-parallel-
data", 
            "Status": "ACTIVE", 
            "SourceLanguageCode": "en", 
            "TargetLanguageCodes": [ 
                "es", 
                "ja", 
                "zh" 
            ], 
            "ParallelDataConfig": { 
                "S3Uri": "s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv", 
                "Format": "TSV" 
            }, 
            "ImportedDataSize": 2283, 
            "ImportedRecordCount": 3, 
            "FailedRecordCount": 0, 
            "CreatedAt": 1598597751.406, 
            "LastUpdatedAt": 1598597911.675 
        } 
    ]
}

並列データオブジェクトの詳細を表示する方法
単一の並列データリソースの詳細を調べるには、get-parallel-data コマンドを使用します。このコマ
ンドにより、並列データのプロパティと、作成に使用された入力ファイルをダウンロードできる署名付き 
S3 URL が返されます。

Example get-parallel-data コマンド

次の例では、my-parallel-data オブジェクトのプロパティとダウンロード先を取得します。

$ aws translate get-parallel-data \
> --name my-parallel-data

コマンドが成功すると、Amazon Translate によりプロパティとダウンロード先が返されます。

{ 
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    "ParallelDataProperties": { 
        "Name": "my-parallel-data", 
        "Arn": "arn:aws:translate:us-west-2:111122223333:parallel-data/my-parallel-data", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "SourceLanguageCode": "en", 
        "TargetLanguageCodes": [ 
            "es", 
            "ja", 
            "zh" 
        ], 
        "ParallelDataConfig": { 
            "S3Uri": "s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv", 
            "Format": "TSV" 
        }, 
        "ImportedDataSize": 2283, 
        "ImportedRecordCount": 3, 
        "FailedRecordCount": 0, 
        "CreatedAt": 1598597751.406, 
        "LastUpdatedAt": 1598597911.675 
    }, 
    "DataLocation": { 
        "RepositoryType": "S3", 
        "Location": "pre-signed S3 URL" 
    }
}

並列データリソースを更新する方法

並列データリソースを更新するには、まず、新しい入力ファイルを Amazon S3 入力バケットにアップ
ロードします。次に、update-parallel-data コマンドを使用し、更新する並列データリソースを指定
します。Amazon Translate により古い並列データが新しい入力ファイルの情報に置き換えられます。

Example update-parallel-data コマンド

次のコマンドにより、Amazon S3 の新しい入力ファイルで my-parallel-data が更新されます。

$ aws translate update-parallel-data \
> --name my-parallel-data \
> --parallel-data-config S3Uri=s3://input-bucket/parallel-data-file.tsv,Format=TSV

コマンドが成功すると、Amazon Translate から以下のようなレスポンスが出ます。

{ 
    "Name": "my-parallel-data", 
    "Status": "ACTIVE", 
    "LatestUpdateAttemptStatus": "UPDATING", 
    "LatestUpdateAttemptAt": 1598601455.844
}

このレスポンスでは、Status フィールドに既存の並列データオブジェクトのステータスが表示さ
れ、LatestUpdateAttemptStatus フィールドに現在の更新試行のステータスが表示されます。
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例
次の例は、Amazon Translate を使用する方法を示しています。

トピック
• Amazon Polly と Amazon Translate の使用 (p. 53)
• Amazon Translate を使用してチャットチャネルを翻訳する (p. 57)
• Amazon Translate と Amazon DynamoDB の使用 (p. 65)
• Amazon Translate を使用したウェブページの翻訳 (p. 68)
• Amazon Translate を使用した大きいドキュメントの翻訳 (p. 71)
• Amazon Translate での署名バージョン 4 の使用 (p. 73)

Amazon Polly と Amazon Translate の使用
Amazon Polly と Amazon Translate を使用すれば、翻訳されたテキストを読み上げることができます。こ
の例では、Amazon Translate を使用してテキストを翻訳できるウェブページを作成し、Amazon Polly を
使用してそのテキストを読み上げます。そのコードは次のように要約できます。

• ウェブページを作成するための CSS と HTML
• Amazon Translate と Amazon Polly のコントローラーを作成する初期化コード。
• ウェブページからデータを読み取り、Amazon Translate を呼び出す関数。
• ウェブページからデータを読み取り、Amazon Polly を呼び出す関数。
• ウェブページを作成するためのユーティリティ関数。

例を設定するには

1. AWS SDK for JavaScript をインストールして設定します。SDK for のインストール手順については 
JavaScript、「for SDK for のインストール」を参照してください JavaScript。

2. 例のコードを、ウェブサーバー上の HTML ファイルにコピーします。
3. <script>タグを、SDK for の SDK JavaScript をインストールした場所に更新します。
4. リージョンとエンドポイントを、Amazon Translate および Amazon Polly のオペレーションを実行す

るリージョンに変更します。Amazon Translate でサポートされているリージョンのリストについて
は、「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。Amazon Polly でサポートされて
いるリージョンのリストについては、AWS 全般リファレンスの「AWS のリージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

5. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持っていることを確認してください。必要なア
クセス許可ポリシーについては、Amazon Polly デベロッパーガイドの「Amazon Translate のアイデ
ンティティベースのポリシー (p. 88)」および「Amazon Polly での ID ベースポリシー (IAM ポリ
シー) の使用」を参照してください。

6. ユーザーのアクセス ID とシークレットキーを指定します。

コード
ウェブページの例の完全なコードを以下に示します。このコードを HTML ファイルにコピーして、お客様
のウェブサーバーで例を実行できます。

<!DOCTYPE html>
<html>
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<head> 
    <title>Amazon Translate</title> 
    <script src="aws-sdk/dist/aws-sdk.js"></script>
</head>

<body> 
    <h1 style="text-align: left">Amazon Translate Demo</h1> 
    <br/> 
    <table class="tg"> 
        <tr> 
            <th align="left">
Source Language Code: 
                <select id="sourceLanguageCodeDropdown"> 
                      <option value="en">en</option> 
                      <option value="ar">ar</option> 
                      <option value="cs">cs</option> 
                      <option value="de">de</option> 
                      <option value="es">es</option> 
                      <option value="fr">fr</option> 
                      <option value="it">it</option> 
                      <option value="ja">ja</option> 
                      <option value="pt">pt</option> 
                      <option value="ru">ru</option> 
                      <option value="tr">tr</option> 
                      <option value="zh">zh</option> 
                      <option value="zh-TW">zh-TW</option> 
                </select> 
            </th> 
            <th align="left">
Target Language Code: 
                <select id="targetLanguageCodeDropdown"> 
                      <option value="en">en</option> 
                      <option value="ar">ar</option> 
                      <option value="cs">cs</option> 
                      <option value="de">de</option> 
                      <option value="es">es</option> 
                      <option value="fr">fr</option> 
                      <option value="it">it</option> 
                      <option value="ja">ja</option> 
                      <option value="pt">pt</option> 
                      <option value="ru">ru</option> 
                      <option value="tr">tr</option> 
                      <option value="zh">zh</option> 
                      <option value="zh-TW">zh-TW</option> 
                </select> 
            </th> 
        </tr> 
        <tr> 
            <th> 
                <textarea id="inputText" name="inputText" rows="10" cols="50" 
 placeholder="Text to translate..."></textarea> 
            </th> 
            <th> 
                <textarea id="outputText" name="outputText" rows="10" cols="50" 
 placeholder="Translated text..."></textarea> 
            </th> 
        </tr> 
        <tr> 
            <th align="left"> 
                <button type="button" name="translateButton" 
 onclick="doTranslate()">Translate</button> 
                <button type="button" name="synthesizeButton" 
 onclick="doSynthesizeInput()">Synthesize Input Speech</button> 
                <button type="button" name="clearButton" onclick="clearInputs()">Clear</
button> 
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            </th> 
            <th align="left"> 
                <button type="button" name="synthesizeButton" 
 onclick="doSynthesizeOutput()">Synthesize Output Speech</button> 
            </th> 
        </tr> 
    </table> 
    <script type="text/javascript"> 
        // set the focus to the input box 
        document.getElementById("inputText").focus(); 

        /** 
        * Change the region and endpoint. 
        */ 
        AWS.config.region = 'region'; // Region 

         /** 
         * In a production application you should use a secure method of authenticating 
 uses, such as the ones  
         * described here: 
         *   https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/setting-
credentials-browser.html 
         * 
         * Note that Amazon Translate does not work with Amazon Cognito Identity. 
         * 
         * For this example you place the credentials of a user in the HTML page. The user 
 associated  
         * with these credentials must have permissions to call Amazon Translate. We 
 recommend using the following  
         * permissions policy and nothing more, as anyone that has access to this HTML page 
 will also have access to  
         * these hard-coded credentials. 
         * { 
         *     "Version": "2012-10-17", 
         *     "Statement": [ 
         *         { 
         *             "Action": [ 
         *                 "translate:TranslateText", 
         *                 "polly:SynthesizeSpeech" 
         *             ], 
         *             "Resource": "*", 
         *             "Effect": "Allow" 
         *         } 
         *     ] 
         * } 
         *  
         * For more information about the AWS Credentials object, see: 
         *   http://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/Credentials.html 
         */ 
        AWS.config.credentials = new AWS.Credentials("access key", "secret key"); 

        var translate = new AWS.Translate({region: AWS.config.region}); 
        var polly = new AWS.Polly(); 

        function doTranslate() { 
            var inputText = document.getElementById('inputText').value; 
            if (!inputText) { 
                alert("Input text cannot be empty."); 
                exit(); 
            } 

            // get the language codes 
            var sourceDropdown = document.getElementById("sourceLanguageCodeDropdown"); 
            var sourceLanguageCode = 
 sourceDropdown.options[sourceDropdown.selectedIndex].text; 
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            var targetDropdown = document.getElementById("targetLanguageCodeDropdown"); 
            var targetLanguageCode = 
 targetDropdown.options[targetDropdown.selectedIndex].text; 

            var params = { 
                Text: inputText, 
                SourceLanguageCode: sourceLanguageCode, 
                TargetLanguageCode: targetLanguageCode 
            }; 

            translate.translateText(params, function(err, data) { 
                if (err) { 
                    console.log(err, err.stack); 
                    alert("Error calling Amazon Translate. " + err.message); 
                    return; 
                } 
                if (data) { 
                    var outputTextArea = document.getElementById('outputText'); 
                    outputTextArea.value = data.TranslatedText; 
                } 
            }); 
        } 

        function doSynthesizeInput() { 
            var text = document.getElementById('inputText').value.trim(); 
            if (!text) { 
                return; 
            } 
            var sourceLanguageCode = 
 document.getElementById("sourceLanguageCodeDropdown").value; 
            doSynthesize(text, sourceLanguageCode); 
        } 

        function doSynthesizeOutput() { 
            var text = document.getElementById('outputText').value.trim(); 
            if (!text) { 
                return; 
            } 
            var targetLanguageCode = 
 document.getElementById("targetLanguageCodeDropdown").value; 
            doSynthesize(text, targetLanguageCode); 
        } 

        function doSynthesize(text, languageCode) { 
            var voiceId; 
            switch (languageCode) { 
                case "de": 
                    voiceId = "Marlene"; 
                    break; 
                case "en": 
                    voiceId = "Joanna"; 
                    break; 
                case "es": 
                    voiceId = "Penelope"; 
                    break; 
                case "fr": 
                    voiceId = "Celine"; 
                    break; 
                case "pt": 
                    voiceId = "Vitoria"; 
                    break; 
                default: 
                    voiceId = null; 
                    break; 
            } 
            if (!voiceId) { 
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                alert("Speech synthesis unsupported for language code: \"" + languageCode + 
 "\""); 
                return; 
            } 
            var params = { 
                OutputFormat: "mp3",  
                SampleRate: "8000",  
                Text: text,  
                TextType: "text",  
                VoiceId: voiceId 
            }; 
            polly.synthesizeSpeech(params, function(err, data) { 
                if (err) { 
                    console.log(err, err.stack); // an error occurred 
                    alert("Error calling Amazon Polly. " + err.message); 
                } 
                else { 
                    var uInt8Array = new Uint8Array(data.AudioStream); 
                    var arrayBuffer = uInt8Array.buffer; 
                    var blob = new Blob([arrayBuffer]); 
                    var url = URL.createObjectURL(blob); 

                    audioElement = new Audio([url]); 
                    audioElement.play(); 
                } 
            }); 
        } 

        function clearInputs() { 
            document.getElementById('inputText').value = ""; 
            document.getElementById('outputText').value = ""; 
            document.getElementById("sourceLanguageCodeDropdown").value = "en"; 
            document.getElementById("targetLanguageCodeDropdown").value = "en"; 
        } 
    </script>
</body>

</html>

Amazon Translate を使用してチャットチャネルを
翻訳する

Amazon Translate を使用してチャットメッセージをリアルタイムで翻訳できます。この例では Twitch 
チャンネルを使用しますが、これを手始めとして、他のチャットプラットフォーム、カスタマーサービス
のやり取り、メッセージボードなどのリアルタイムストリーミングテキストにも応用できます。

この例では、英語のリアルタイムメッセージとそのリアルタイムの翻訳を表示する Web ページを使用し
ています side-by-side。Amazon Polly にメッセージを送信してテキストを入力できます。チャットで個人
をフォローするには、ユーザー名を入力します。アプリケーションは、そのユーザーからのメッセージの
みを受け付けます。

コードは次のように要約できます。

• ウェブページを作成するための CSS と HTML
• Amazon Translate と Amazon Polly のコントローラーを作成する初期化コード。
• チャットメッセージを受信したときに実行されるコールバック関数。
• チャットメッセージを送信する関数。
• Amazon Translate を呼び出してメッセージを翻訳する関数。
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• Amazon Polly を呼び出してスピーチを合成する関数。
• ウェブページを作成するためのユーティリティ関数。

例を設定するには

1. AWS SDK for JavaScript をインストールして設定します。SDK for のインストール手順については 
JavaScript、「for SDK for のインストール」を参照してください JavaScript。

2. 例のコードを、ウェブサーバー上の HTML ファイルにコピーします。
3. <script>タグを、SDK for の SDK JavaScript をインストールした場所に更新します。
4. リージョンとエンドポイントを、Amazon Translate および Amazon Polly のオペレーションを実行す

るリージョンに変更します。Amazon Translate でサポートされているリージョンのリストについて
は、AWS 全般リファレンスの「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

5. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持っていることを確認してください。必要なア
クセス許可ポリシーについては、Amazon Polly デベロッパーガイドの「Amazon Translate のアイデ
ンティティベースのポリシー (p. 88)」および「Amazon Polly での ID ベースポリシー (IAM ポリ
シー) の使用」を参照してください。

6. ユーザーのアクセス ID とシークレットキーを指定します。
7. アカウントの Twitch ユーザー名と OAuth トークンを指定します。Twitch アカウントは https:// 

www.twitch.tv で作成できます。Twitch OAuth トークンは https://twitchapps.com/tmi で作成できま
す。

<!doctype html>
<html lang="en">
<head> 
  <title>Amazon Translate</title> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

  <!-- Latest compiled and minified CSS for Bootstrap --> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/
bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/
K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous"> 

   <!-- Custom CSS --> 
   <style> 
     .topHeader 
     { 
       background-color: #6441a4; 
       padding: 10px; 
       border-bottom: solid 1px #cacaca; 
       color: white 
     } 

     .panelHeading 
     { 
       background-color: #6441a4 !important; 
     } 

     .panelBody 
     { 
      min-height: 450px;  max-height: 450px;overflow-y: scroll; 
     } 

     body{ 
        margin-left: 0px; 
        margin-right: 0px; 
        height: 100%; 
      } 
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   </style>
</head>
<body> 
  <div class="container-fluid"> 
    <!--Top Header--> 
    <div class="row topHeader"> 
      <div class="col-md-12"> 
          <h4>Amazon Translate - Artificial Intelligence on AWS - Powerful machine learning 
 for all Developers and Data Scientists</h4> 
      </div> 
    </div> 

    <!--Status Label--> 
    <div class="row"> 
      <div class="col-md-12"> 
        <p class="bg-info"> 
        <div id="connecting-div"></div> 
        </p> 
      </div> 
    </div> 

    <div class="row" style="padding: 10px;"> 
      <div class="col-md-6"> 
          <div class="form-inline"> 
            <div class="form-group"> 
              <input type="text" id="channel" class="form-control" value="" 
 placeholder="Channel"/> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <select id="sourceLanguage" class="form-control"> 
                  <option value="en">en</option> 
                  <option value="ar">ar</option> 
                  <option value="de" selected="selected">de</option> 
                  <option value="es">es</option> 
                  <option value="fr">fr</option> 
                  <option value="pt">pt</option> 
                  <option value="zh">zh</option> 
                </select> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <select id="targetLanguage" class="form-control"> 
                <option value="en" selected="selected">en</option> 
                <option value="ar">ar</option> 
                <option value="de">de</option> 
                <option value="es">es</option> 
                <option value="fr">fr</option> 
                <option value="pt">pt</option> 
                <option value="zh">zh</option> 
              </select> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <button type="button" class="form-control" id="btn-go" 
 onclick="connect()">Go</button> 
              <button type="button" class="form-control" id="btn-stop" 
 onclick="location.href='index.html';">Stop</button> 
              <span id="status"></span> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
        <div class="col-md-6"> 
            <div class="form-inline"> 
              <div class="form-group"> 
                  <input type="checkbox" id="cbSpeak" value="Speak"> Speak Live Translation 
                  <input type="text" id="follow" class="form-control" value="" 
 placeholder="follow"/> 
                </div> 

59



Amazon Translate デベロッパーガイド
Amazon Translate を使用してチャットチャネルを翻訳する

            </div> 
          </div> 
      </div> 

    <!--Chat Boxes--> 
    <div class="row"> 
      <!--Live Chat--> 
      <div class="col-md-6"> 
        <div class="panel panel-primary"> 
          <div class="panel-heading panelHeading">Live Chat</div> 
            <div id="livechatc" class="panel-body panelBody"> 
              <div class="subscribe" id="livechat"></div> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
      <!--Live Chat--> 
      <!--Translated Chat--> 
      <div class="col-md-6"> 
        <div class="panel panel-primary"> 
          <div class="panel-heading panelHeading">Live Translation</div> 
            <div id="livetranslationc" class="panel-body panelBody"> 
              <div class="imageDetected" id="livetranslation"></div> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
      <!--Translated Chat--> 
    </div> 

    <!--Send Message--> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-md-11"> 
            <input type="text" id="message" class="form-control"/> 
        </div> 
        <div class=" col-md-1"> 
          <button type="button" class="form-control btn btn-default" id="btn-send" 
 onclick="sendMessage()">Send</button> 
        </div> 
    </div> 
  </div> 

   <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
   <!-- jQuery first, then Bootstrap JS --> 
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" 
 integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" 
 crossorigin="anonymous"></script> 
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" 
 integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" 
 crossorigin="anonymous"></script> 

   <script src="aws-js-sdk/dist/aws-sdk-all.js"></script> 
   <script src="http://cdn.tmijs.org/js/1.2.1/tmi.min.js" integrity="sha384-
eE0n7sm1W7DOUI2Xh5I4qSpZTe6hupAO0ovLfqEy0yVJtGRBNfssdmjbJhEYm6Bw" 
 crossorigin="anonymous"></script> 
   <script> 
     cred = { 
          twitchUsername: "Twitch user name", 
          twitchOAuthToken: "Twitch OAuth token", 
          awsAccessKeyId: "access key", 
          awsSecretAccessKey: "secret key" 
     }; 

     AWS.config.region = 'region'; 
     ep = new AWS.Endpoint('endpoint'); 

     AWS.config.credentials = new AWS.Credentials(cred.awsAccessKeyId, 
 cred.awsSecretAccessKey); 

60



Amazon Translate デベロッパーガイド
Amazon Translate を使用してチャットチャネルを翻訳する

     window.translator = new AWS.Translate({endpoint: ep, region: AWS.config.region}); 

     /**************************Init and Connect to Chat****************************/ 
     function connect(){ 
       init(); 

       //Twitch Client 
       var options = { 
           options: { 
             debug: false 
           }, 
           connection: { 
             cluster: "aws", 
             reconnect: true 
           }, 
           identity: { 
             username: cred.twitchUsername, 
             password: cred.twitchOAuthToken 
           }, 
           channels: [con.channel] 
       }; 

       window.client = tmi.client(options); 

       window.client.connect(); 

       //Attached Handlers 
       window.client.on("chat", onChat); 
       window.client.on("connecting", onConnecting); 
       window.client.on("connected", onConnected); 

       //Disable UI Elements 
       document.getElementById("sourceLanguage").disabled = true; 
       document.getElementById("targetLanguage").disabled = true; 
       document.getElementById("channel").disabled = true; 
       document.getElementById("btn-go").disabled = true; 
     } 

     function init(){ 
       //Get UI Controls 
       var lc = document.getElementById("livechat"); 
       var lt = document.getElementById("livetranslation") 
       var lcc = document.getElementById("livechatc"); 
       var ltc = document.getElementById("livetranslationc") 
       var cbspeak = document.getElementById("cbSpeak") 
       var follow = document.getElementById("follow"); 
       var sendMessage = document.getElementById("message"); 

       //Cache values 
       con = { 
         channel: document.getElementById("channel").value, 
         sourceLanguage: document.getElementById("sourceLanguage").value, 
         targetLanguage: document.getElementById("targetLanguage").value, 
         liveChatUI: lc, 
         liveTranslationUI: lt, 
         liveChatUIContainer: lcc, 
         liveTranslationUIContainer: ltc, 
         cbSpeak: cbspeak, 
         follow: follow, 
         sendMessage: sendMessage 
       } 

         lc.innerHTML = ''; 
         lt.innerHTML = ''; 

         //Speaker 
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        var voiceId = "Joanna"; 
        if(con.targetLanguage == "en") 
           voiceId = "Joanna"; 
        else if(con.targetLanguage == "de") 
             voiceId = "Marlene"; 
        else if(con.targetLanguage == "es") 
            voiceId = "Conchita"; 
        else if(con.targetLanguage == "fr") 
           voiceId = "Celine"; 
        else if(con.targetLanguage == "pt") 
           voiceId = "Ines"; 
        else 
           voiceId = "Joanna"; 
         window.audioPlayer = AudioPlayer(voiceId); 
     } 
     /**************************Init and Connect to Chat****************************/ 

     /**************************Receive and Translate Chat****************************/ 
     function onChat (channel, userstate, message, self) { 
         // Don't listen to my own messages.. 
         if (self) return; 

         //Translate 
         if (message) { 
           var username = userstate['username']; 

           var params = { 
               Text: message, 
               SourceLanguageCode: con.sourceLanguage, 
               TargetLanguageCode:  con.targetLanguage 
           }; 
            
           // In a real application, you need to include input validation and encoding of 
 the text message, to guard against 
           // malicious attacks that inject javascript or other html/css tags in an attempt 
 to take over the browser. 

           window.translator.translateText(params, function onIncomingMessageTranslate(err, 
 data) { 
              if (err) { 
                 console.log("Error calling Translate. " + err.message + err.stack); 
             } 
              if (data) { 
                  console.log("M: " + message); 
                  console.log("T: " + data.TranslatedText); 

                  //Print original message in chat UI 
                  con.liveChatUI.innerHTML += '<strong>' + username + '</strong>: ' +  
 message + '<br>'; 

                  //Print translation in translation UI 
                  con.liveTranslationUI.innerHTML += '<strong>' + username + '</strong>: ' 
 + data.TranslatedText + '<br>'; 

                  //If speak translation in enabled, speak translated message 
                  if(con.cbSpeak.checked){ 
                    if(con.follow.value == "" || username == con.follow.value) 
                      audioPlayer.Speak(username + " says " + data.TranslatedText); 
                  } 

                  //Scroll chat and translated UI to bottom to keep focus on latest 
 messages 
                  con.liveChatUIContainer.scrollTop = con.liveChatUIContainer.scrollHeight; 
                  con.liveTranslationUIContainer.scrollTop = 
 con.liveTranslationUIContainer.scrollHeight; 
                } 
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           }); 
         } 
     } 
     /**************************Receive and Translate Chat****************************/ 

     /**************************Client Connecting****************************/ 
     function onConnecting (address, port) { 
         document.getElementById("status").innerHTML = " [ Connecting...]" 
     } 

     function onConnected (address, port) { 
         document.getElementById("status").innerHTML = " [ Connected ]" 
         window.audioPlayer.Speak("Connected to channel " + con.channel + ". You should now 
 be getting live chat messages."); 
     } 
     /**************************Client Connecting****************************/ 

     /**************************Send Message****************************/ 
     function sendMessage(){ 
          if(con.sendMessage.value){ 
            message = con.sendMessage.value; 
            var params = { 
                Text: con.sendMessage.value, 
                SourceLanguageCode: con.targetLanguage, 
                TargetLanguageCode:  con.sourceLanguage 
            }; 

            window.translator.translateText(params, function onSendMessageTranslate(err, 
 data) { 
                  if (err) { 
                     console.log("Error calling Translate. " + err.message + err.stack); 
                  } 
                  if (data) { 
                      console.log("M: " + message); 
                      console.log("T: " + data.TranslatedText); 

                      //Send message to chat 
                      window.client.action(con.channel, data.TranslatedText); 

                      //Clear send message UI 
                      con.sendMessage.value = ""; 

                      //Print original message in Translated UI 
                      con.liveTranslationUI.innerHTML += '<strong> ME: </strong>: ' +  
 message + '<br>'; 

                      //Print translated message in Chat UI 
                      con.liveChatUI.innerHTML += '<strong> ME: </strong>: ' + 
 data.TranslatedText + '<br>'; 

                      //Scroll chat and translated UI to bottom to keep focus on latest 
 messages 
                      con.liveChatUIContainer.scrollTop = 
 con.liveChatUIContainer.scrollHeight; 
                      con.liveTranslationUIContainer.scrollTop = 
 con.liveTranslationUIContainer.scrollHeight; 
                  } 
            }); 
          } 
     } 
     /**************************Send Message****************************/ 

     /**************************Audio player****************************/ 
     function AudioPlayer(voiceId) { 
         var audioPlayer = document.createElement('audio'); 
         audioPlayer.setAttribute("id", "audioPlayer"); 
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         document.body.appendChild(audioPlayer); 

         var isSpeaking = false; 

         var speaker = { 
             self: this, 
             playlist:[], 

             Speak: function (text) { 
                 //If currently speaking a message, add new message to the playlist 
                 if (isSpeaking) { 
                     this.playlist.push(text); 
                 } else { 
                     speakTextMessage(text).then(speakNextTextMessage) 
                 } 
             } 
         } 

         // Speak text message 
         function speakTextMessage(text) { 
             return new Promise(function (resolve, reject) { 
                 isSpeaking = true; 
                 getAudioStream(text).then(playAudioStream).then(resolve); 
             }); 
         } 

         // Speak next message in the list 
         function speakNextTextMessage() { 
             var pl = speaker.playlist; 
             if (pl.length > 0) { 
                 var txt = pl[0]; 
                 pl.splice(0, 1); 
                 speakTextMessage(txt).then(speakNextTextMessage); 
             } 
         } 

         // Get synthesized speech from Amazon polly 
         function getAudioStream(textMessage) { 
             return new Promise(function (resolve, reject) { 
                 var polly = new AWS.Polly(); 
                 var params = { 
                     OutputFormat: 'mp3', 
                     Text: textMessage, 
                     VoiceId: voiceId 
                 } 
                 polly.synthesizeSpeech(params, function (err, data) { 
                     if (err) 
                         reject(err); 
                     else 
                         resolve(data.AudioStream); 
                 }); 
             }); 
         } 

         // Play audio stream 
         function playAudioStream(audioStream) { 
             return new Promise(function (resolve, reject) { 
                 var uInt8Array = new Uint8Array(audioStream); 
                 var arrayBuffer = uInt8Array.buffer; 
                 var blob = new Blob([arrayBuffer]); 

                 var url = URL.createObjectURL(blob); 
                 audioPlayer.src = url; 
                 audioPlayer.addEventListener("ended", function () { 
                     isSpeaking = false; 
                     resolve(); 

64



Amazon Translate デベロッパーガイド
Amazon Translate と DynamoDB の使用

                 }); 
                 audioPlayer.play(); 
             }); 
         } 

         return speaker; 
     } 
     /**************************Audio player****************************/ 
   </script>
</body>
</html>

Amazon Translate と Amazon DynamoDB の使用
この例では、商品レビューを翻訳して Amazon DynamoDB に保存する方法を説明します。後で同じレ
ビューをリクエストすると、Amazon Translate でそれを再度翻訳する必要はなく DynamoDB から返され
ます。

この例では、以下を実行します。

• AWS CloudFormation を使用して DynamoDB テーブルを作成し、翻訳と、TranslateText オペレーショ
ンを呼び出す Lambda 関数を保存します。

• AWS Lambda コンソールを使用して関数をテストします。

の例を実行するには

1. example.py のコンテンツをコピーします。これは Python Lambda function python (p. 66)
で、example.py というファイルにあります。example.py は TranslateText オペレーションを呼び
出す Lambda 関数です。ファイルを example.zip という名前の zip アーカイブに圧縮します。関数
を実行する AWS リージョンと同じリージョンにある S3 バケットに保存します。

2. template.yaml という名前の新しいファイルを作成します。AWS CloudFormation テンプレート
コードをコピーします。これはファイルの AWS CloudFormation テンプレート (p. 68) で見つける
ことができます。AWS CloudFormation はこのテンプレートを使用してサンプルアプリケーションの
リソースを作成します。BUCKET_NAME を example.zip を含む S3 バケットの名前に変更します。
ファイルをローカルディレクトリに保存します。

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

4. [Create new stack] を選択します。
5. [Upload a template to Amazon S3] を選択し、[Choose file] を選択します。ステップ 2 で作成した

template.yaml を選択して、[Next] を選択します。
6. スタックの名前を入力し、[Next] を選択します。
7. [Options(オプション)] ページで、[Next(次へ)] を選択します。
8. [I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources (CFN により IAM ソースが作成

される可能性があることを認識しています)] および [I acknowledge that AWS CloudFormation might 
create IAM resources with custom names (CFN により IAM リソースがカスタム名で作成される可
能性があることを認識しています)] を選択します。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/ 
AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-iam-template.html ユーザーガイドの「AWS 
CloudFormationControlling Access with AWS Identity and Access Management」を参照してくださ
い。

9. [Create Change Set] を選択します。
10. AWS CloudFormation によって変更セットが作成されたら、[実行] をクリックします。AWS 

CloudFormation によってスタックが作成されるまで待ちます。
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11. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

12. 新規関数を選択します。名前が TestTranslate-ReviewTranslate で始まるものです。
13. 関数の詳細ページで、[Test] を選択します。
14. [イベント名] に、「TestTranslate」と入力します。[Configure test event] で、以下の JSON と置

き換えます。

{ 
   "review": "hello world", 
   "target_language": "es", 
   "source_language": "en", 
   "review_id": "1"
}

[作成] を選択します。
15. TestTranslateそれが選択されていることを確認してから、[テスト] を選択します。テストが終了する

と、次のメッセージが表示されます。

コードの例
以下のコードを使用して例を作成します。

Python Lambda function python
Python Lambda 関数の内容を以下に示します。Lambda 関数は TranslateText オペレーションを呼び
出して、レビュー、ソース言語、およびターゲット言語を渡し、翻訳されたレビューを取得します。この
ファイルを example.py として保存し、example.zip という .zip アーカイブに圧縮します。このファイ
ルを、例を実行しているリージョンと同じリージョンにある S3 バケットに保存します。

import logging
import json
import boto3
import os

translate = boto3.client('translate')
dynamodb = boto3.client('dynamodb')
firehose = boto3.client('firehose')

TABLE_NAME = os.getenv('TABLE_NAME')

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context): 
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    logger.info(event) 

    if 'source_language' in event and 'target_language' in event and 'review' in event and 
 'review_id' in event: 
        review_id = event['review_id'] 
        source_language = event['source_language'] 
        target_language = event['target_language'] 
        review = event['review'] 

        try: 
            # The Lambda function queries the Amazon DynamoDB table to check whether  
            # the review has already been translated. If the translated review  
            # is already stored in Amazon DynamoDB, the function returns it. 
            response = dynamodb.get_item( 
                TableName=TABLE_NAME, 
                Key={ 
                    'review_id': { 
                        'N': review_id, 
                    }, 
                    'language': { 
                        'S': target_language, 
                    }, 
                } 
            ) 
            logger.info(response) 
            if 'Item' in response: 
                return response['Item']['review']['S'] 
        except Exception as e: 
            logger.error(response) 
            raise Exception("[ErrorMessage]: " + str(e)) 

        try: 
            # The Lambda function calls the TranslateText operation and passes the  
            # review, the source language, and the target language to get the  
            # translated review.  
            result = translate.translate_text(Text=review, 
 SourceLanguageCode=source_language, TargetLanguageCode=target_language) 
            logging.info("Translation output: " + str(result)) 
        except Exception as e: 
            logger.error(response) 
            raise Exception("[ErrorMessage]: " + str(e)) 

        try: 
            # After the review is translated, the function stores it using 
            # the Amazon DynamoDB putItem operation. Subsequent requests 
            # for this translated review are returned from Amazon DynamoDB. 
            response = dynamodb.put_item( 
            TableName=TABLE_NAME, 
            Item={ 
                'review_id': { 
                    'N': review_id, 
                }, 
                'language': { 
                    'S': target_language, 
                }, 
                'review': { 
                    'S': result.get('TranslatedText') 
                } 
                } 
            ) 
            logger.info(response) 
        except Exception as e: 
                logger.error(e) 
                raise Exception("[ErrorMessage]: " + str(e)) 
        return result.get('TranslatedText') 
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    else: 
        logger.error(e) 
        raise Exception("[ErrorMessage]: Invalid input ")

AWS CloudFormation テンプレート
以下に示しているのは、Lambda 関数と DynamoDB テーブルを作成して設定するために AWS 
CloudFormation で使用するテンプレートファイルです。例の AWS CloudFormation スタックを作成すると
きにこのファイルを使用します。BUCKET_NAME を、example.zip ファイルを含む S3 バケットの名前に
更新して、ローカルディレクトリに template.yaml として保存します。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Resources:   
  ReviewTranslate: 
    Type: 'AWS::Serverless::Function' 
    Properties: 
        Handler: example.lambda_handler 
        Runtime: python2.7 
        CodeUri: 
          Bucket: BUCKET_NAME 
          Key: example.zip 
        Policies: 
         - AWSLambda_FullAccess 
         - TranslateReadOnly 
        Environment: 
          Variables: 
            TABLE_NAME: !Ref ReviewTable   
        Tracing: "Active" 
  ReviewTable: 
    Type: 'AWS::DynamoDB::Table' 
    Properties: 
        AttributeDefinitions:  
            - AttributeName: "review_id" 
              AttributeType: "N" 
            - AttributeName: "language" 
              AttributeType: "S" 
        KeySchema: 
            - AttributeName: "review_id" 
              KeyType: "HASH" 
            - AttributeName: "language" 
              KeyType: "RANGE" 
        ProvisionedThroughput:  
            ReadCapacityUnits: 5 
            WriteCapacityUnits: 5

Amazon Translate を使用したウェブページの翻訳
Amazon Translate を使用して、ウェブページのコンテンツを翻訳できます。次の Java プログラムは、指
定されたウェブページを英語からスペイン語に翻訳し、翻訳結果を含む HTML ファイルを作成します。こ
のプログラムには 2 つの関数があります。

• ソースウェブページからデータを読み取る関数。この関数は、データを HTML 要素に分離してから、2 
番目の関数を呼び出して要素を翻訳します。ドキュメントの終了時に、HTML ファイルに結果が書き込
まれます。

• Amazon Translate サービスを呼び出し、HTML 要素のコンテンツを翻訳する関数です。

この例ではネストされた要素のないシンプルな HTML ページを使用します。
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例を設定するには

1. AWS SDK for Java をインストールして設定します。SDK for Java をインストールする手順について
は、「AWS SDK for Java のセットアップ」を参照してください。

2. jsoup Java HTML パーサーをインストールします。手順については、「jsoup」を参照してください。
3. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持っていることを確認してください。必

要なアクセス許可ポリシーについては、「Amazon Translate のアイデンティティベースのポリ
シー (p. 88)」を参照してください。

4. サンプルを実行するために必要な認証情報を設定します。手順については、AWS デベロッパーガイ
ドの「開発用の AWS SDK for Java 認証情報とリージョンのセットアップ」を参照してください。

5. Java IDE で新しいプロジェクトを作成し、ソースコードをコピーします。
6. リージョンとエンドポイントを、Amazon Translate オペレーションを実行するリージョンに変更しま

す。Amazon Translate でサポートされているリージョンのリストについては、AWS 全般リファレン
スの「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

package com.amazonaws.translateweb; 
  
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.auth.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.SystemPropertiesCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslate;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslateClient;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextRequest;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextResult;
import com.amazonaws.AmazonServiceException; 
  
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter; 
  
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element; 
  
import org.jsoup.select.Elements; 
  
  
public class TranslateWebPage { 
                 
   public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
  
   // Define the URL of the HTML content to translate 
   String url = "http://example.com/source.html"; 
    
   // Create credentials using a provider chain that will evaluate in order; 
   // a) Any Java system properties 
   // b) Any environment variables 
   // c) Any profile file 
   AWSCredentialsProviderChain DefaultAWSCredentialsProviderChain = new 
 AWSCredentialsProviderChain( 
         new SystemPropertiesCredentialsProvider(), 
         new EnvironmentVariableCredentialsProvider(), 
         new ProfileCredentialsProvider() 
      ); 
  
   // Create an endpoint configuration for the Translate service 
   AwsClientBuilder.EndpointConfiguration endpointConfiguration = new 
 AwsClientBuilder.EndpointConfiguration( 
      "endpoint", "region"); 
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   // Create a client for the Translate service 
   AmazonTranslate translate = AmazonTranslateClient.builder() 
      .withCredentials(DefaultAWSCredentialsProviderChain) 
      .withEndpointConfiguration(endpointConfiguration).build(); 
  
    
   // Record the beginning of translating the HTML content at the url 
   System.out.println("Translating URL: " + url); 
  
   // Create an empty HTML document to store the parsed data 
   Document doc; 
  
   try { 
      // Retrieve the HTML located at the URL 
      doc = Jsoup.connect(url).get(); 
  
      // Select all of the elements in the HTML 
      Elements eles = doc.select("*"); 
  
      // For each element 
      for (Element ele : eles) { 
       
          // Translate the element  
          translateElement(ele, translate); 
       
          // If you encounter service throttling when translating large web 
          // pages, you can request a service limit increase. For details,  
          // see https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/manage-service-
limits/, 
          // or you can throttle your requests by inserting a sleep statement. 
          // Thread.sleep(1000); 
      } 
       
      // Configure an output file for the translated HTML 
      String fname = "output HTML file name"; 
      PrintWriter pw = new PrintWriter(fname, "UTF-8"); 
             
      // Write our translated HTML to the output file 
      pw.println(doc); 
      pw.close(); 
             
      // Record that the file has been saved 
      System.out.println("Saved file "+fname); 
       
       
      // Catch any exceptions in retrieving the HTML 
   } catch (IOException e1) { 
      e1.printStackTrace(); 
   }
} 
  
   // This function is used to translate each individual element 
   public static void translateElement(Element ele, AmazonTranslate translate) { 
    
      // Check if the element has any text 
      if (!ele.ownText().isEmpty()) { 
       
         // Retrieve the text of the HTML element 
         String text = ele.ownText(); 
       
         // Now translate the element's text 
         try { 
    
            // Translate from English to Spanish 
            TranslateTextRequest request = new TranslateTextRequest() 
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               .withText(text) 
               .withSourceLanguageCode("en") 
               .withTargetLanguageCode("es"); 
                       
            // Retrieve the result 
            TranslateTextResult result  = translate.translateText(request); 
    
            // Record the original and translated text 
            System.out.println("Original text: " + text + " - Translated text: "+ 
 result.getTranslatedText()); 
    
            // Update the HTML element with the translated text 
            ele.text(result.getTranslatedText()); 
    
            // Catch any translation errors            
         } catch (AmazonServiceException e) { 
                   System.err.println(e.getErrorMessage()); 
                   System.exit(1); 
         } 
      } else { 
       // We have found a non-text HTML element. No action required. 
      }  
   }          
}

Amazon Translate を使用した大きいドキュメント
の翻訳

大きいドキュメントをより小さく分割して、合計ドキュメントサイズをドキュメントサイズの制限未満に
維持できます。ドキュメントサイズの制限の詳細については、「サービス制限 (p. 112)」を参照してくだ
さい。次の Java プログラムは長いテキストドキュメントを個別のセンテンスに分割してから、各センテ
ンスをソース言語からターゲット言語に翻訳します。プログラムには 2 つのセクションがあります。

• ソース文字列を個別のセンテンスに分割する SentenceSegmenter クラス。サンプルが Java
BreakIterator クラスを使用します。

• ソース文字列の各センテンスで Translate オペレーションを呼び出す main 関数。main 関数は 
Amazon Translate による認証も処理します。

例を設定するには

1. AWS SDK for Java をインストールして設定します。SDK for Java をインストールする手順について
は、「AWS SDK for Java のセットアップ」を参照してください。

2. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持っていることを確認してください。必
要なアクセス許可ポリシーについては、「Amazon Translate のアイデンティティベースのポリ
シー (p. 88)」を参照してください。

3. サンプルを実行するために必要な認証情報を設定します。手順については、AWS デベロッパーガイ
ドの「開発用の AWS SDK for Java 認証情報とリージョンのセットアップ」を参照してください。

4. Java IDE で新しいプロジェクトを作成し、ソースコードをコピーします。
5. リージョンを、Amazon Translate オペレーションを実行するリージョンに変更します。Amazon 

Translate でサポートされているリージョンのリストについては、AWS 全般リファレンスの「AWS の
リージョンとエンドポイント」を参照してください。

6. ソース言語とターゲット言語を翻訳する言語に変更します。
7. サンプルを実行し、標準出力で翻訳されたテキストを確認します。
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import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.auth.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.SystemPropertiesCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslate;
import com.amazonaws.services.translate.AmazonTranslateClient;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextRequest;
import com.amazonaws.services.translate.model.TranslateTextResult;
import java.text.BreakIterator;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

public class MultiSentenceTranslator { 

    public static void main(String[] args) { 
        // Define the text to be translated here 
        String region = "region"; 
        String text = "Text to be translated"; 

        String sourceLang = "source language"; 
        String targetLang = "target language"; 

        // Break text into sentences 
        SentenceSegmenter sentenceSegmenter = new SentenceSegmenter(); 
        List<String> sentences = new ArrayList<>(); 
        try { 
            sentences = sentenceSegmenter.segment(text, sourceLang); 
        } catch (Exception e) { 
            System.out.println(e); 
            System.exit(1); 
        } 

        // Create credentials using a provider chain that will evaluate in order; 
        // a) Any Java system properties 
        // b) Any environment variables 
        // c) Any profile file 
        AWSCredentialsProviderChain DefaultAWSCredentialsProviderChain = new 
 AWSCredentialsProviderChain( 
                new SystemPropertiesCredentialsProvider(), 
                new EnvironmentVariableCredentialsProvider(), 
                new ProfileCredentialsProvider() 
        ); 

        // Create an Amazon Translate client 
        AmazonTranslate translate = AmazonTranslateClient.builder() 
                .withCredentials(DefaultAWSCredentialsProviderChain) 
                .withRegion(region) 
                .build(); 

        // Translate sentences and print the results to stdout 
        for (String sentence : sentences) { 
            TranslateTextRequest request = new TranslateTextRequest() 
                    .withText(sentence) 
                    .withSourceLanguageCode(sourceLang) 
                    .withTargetLanguageCode(targetLang); 
            TranslateTextResult result = translate.translateText(request); 
            System.out.println("Original text: " + sentence); 
            System.out.println("Translated text: " + result.getTranslatedText()); 
        } 
    }

}

class SentenceSegmenter { 
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    public List<String> segment(final String text, final String lang) throws Exception { 
        List<String> res = new ArrayList<>(); 
        BreakIterator sentenceIterator = BreakIterator.getSentenceInstance(new 
 Locale(lang)); 
        sentenceIterator.setText(text); 
        int prevBoundary = sentenceIterator.first(); 
        int curBoundary = sentenceIterator.next(); 
        while (curBoundary != BreakIterator.DONE) { 
            String sentence = text.substring(prevBoundary, curBoundary); 
            res.add(sentence); 
            prevBoundary = curBoundary; 
            curBoundary = sentenceIterator.next(); 
        } 
        return res; 
    }

}

Amazon Translate での署名バージョン 4 の使用
この Python プログラムの例では、署名バージョン 4 を使用して Amazon Translate リクエストに認証情
報を追加する方法を説明します。この例では、POST リクエストを作成し、翻訳するテキストがリクエス
トの本文 (ペイロード) に含まれている JSON 構造を作成して、Authorization ヘッダーで認証情報を渡し
ます。署名バージョン 4 の詳細については、アマゾン ウェブ サービス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。

セットアップ
この例を実行するには、次の手順を実行します。

1. AWS Command Line Interface (AWS CLI) をインストールします。AWS SDK for Python (Boto) 
は、AWS CLI をインストールするときに含まれます。手順については、「AWS Command Line 
Interface(AWS CLI) のインストールと設定 (p. 9)」を参照してください。

2. この例を実行するための最小限必要なアクセス許可を持っていることを確認してください。必
要なアクセス許可ポリシーについては、「Amazon Translate のアイデンティティベースのポリ
シー (p. 88)」を参照してください。

3. アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを、AWS_ACCESS_KEY and 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY という名前の環境変数にそれぞれ指定します。ベストプラクティスとし
て、認証情報をコードに埋め込まないことをお勧めします。

4. コンピュータで新しいファイルを作成し、サンプルコード (次のセクションにあります) をコピーして
ファイルに貼り付け、ファイルを拡張子 .py で保存します。

5. コードで、region を Amazon Translate TranslateText オペレーションを実行する AWS リージョン
の名前に置き換えます。サポートされているリージョンのリストについては、AWS 全般リファレン
スの「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。

コード
Python のプログラム例の完全なコードを以下に示します。

リクエストのエンドポイント URL や本文などのリクエスト値を作成すると、コードによって次の処理が実
行されます。

1. Amazon Translate TranslateText オペレーションに対する正規リクエストを作成します。
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2. ハッシュする文字列を作成して署名を作成します。
3. 署名を計算します。
4. リクエストヘッダーに署名を追加します。
5. リクエストを TranslateText オペレーションに送信します。

コンピュータでこの例を実行するには、Python ファイルにコードをコピーします。

# AWS Version 4 signing example

# Translate API (TranslateText)

# For more information about using Signature Version 4, see http://docs.aws.amazon.com/
general/latest/gr/sigv4_signing.html.
# This example makes a POST request to Amazon Translate and  
# passes the text to translate JSON in the body (payload)  
# of the request. Authentication information is passed in an  
# Authorization header.
import sys, os, base64, datetime, hashlib, hmac
import requests # pip install requests

# ************* REQUEST VALUES *************
method = 'POST'
service = 'translate'
region = 'region'
host = service + '.' + region + '.amazonaws.com'
endpoint = 'https://' + host + '/'

# POST requests use a content type header. For Amazon Translate,
# the content is JSON.
content_type = 'application/x-amz-json-1.1'
# Amazon Translate requires an x-amz-target header that has this format:
#     AWSShineFrontendService_20170701.<operationName>.
amz_target = 'AWSShineFrontendService_20170701.TranslateText'

# Pass request parameters for the TranslateText operation in a JSON block.
request_parameters =  '{'
request_parameters +=  '"Text": "Hello world.",'
request_parameters +=  '"SourceLanguageCode": "en",'
request_parameters +=  '"TargetLanguageCode": "de"'
request_parameters +=  '}'

# The following functions derive keys for the request. For more information, see
# http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-v4-examples.html#signature-v4-
examples-python.
def sign(key, msg): 
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()

def getSignatureKey(key, date_stamp, regionName, serviceName): 
    kDate = sign(('AWS4' + key).encode('utf-8'), date_stamp) 
    kRegion = sign(kDate, regionName) 
    kService = sign(kRegion, serviceName) 
    kSigning = sign(kService, 'aws4_request') 
    return kSigning

# Python can read the AWS access key from environment variables or the configuration file.  
# In this example, keys are stored in environment variables. As a best practice, do not  
# embed credentials in code.
access_key = os.environ.get('AWS_ACCESS_KEY_ID')
secret_key = os.environ.get('AWS_SECRET_ACCESS_KEY')
if access_key is None or secret_key is None: 
    print 'No access key is available.' 
    sys.exit()
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# Create a timestamp for headers and the credential string.
t = datetime.datetime.utcnow()
amz_date = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ')
date_stamp = t.strftime('%Y%m%d') # The date without time is used in the credential scope.

# ************* TASK 1: CREATE A CANONICAL REQUEST *************
# For information about creating a canonical request, see http://docs.aws.amazon.com/
general/latest/gr/sigv4-create-canonical-request.html.

# Step 1: Define the verb (GET, POST, etc.), which you have already done.

# Step 2: Create a canonical URI. A canonical URI is the part of the URI from domain to 
 query.  
# string (use '/' if no path)
canonical_uri = '/'

## Step 3: Create the canonical query string. In this example, request
# parameters are passed in the body of the request and the query string
# is blank.
canonical_querystring = ''

# Step 4: Create the canonical headers. Header names must be trimmed,
# lowercase, and sorted in code point order from low to high.
# Note the trailing \n.
canonical_headers = 'content-type:' + content_type + '\n' + 'host:' + host + '\n' + 'x-amz-
date:' + amz_date + '\n' + 'x-amz-target:' + amz_target + '\n'

# Step 5: Create the list of signed headers by listing the headers
# in the canonical_headers list, delimited with ";" and in alphabetical order.
# Note: The request can include any headers. Canonical_headers and
# signed_headers should contain headers to include in the hash of the
# request. "Host" and "x-amz-date" headers are always required.
# For Amazon Translate, content-type and x-amz-target are also required.
signed_headers = 'content-type;host;x-amz-date;x-amz-target'

# Step 6: Create the payload hash. In this example, the request_parameters
# variable contains the JSON request parameters.
payload_hash = hashlib.sha256(request_parameters).hexdigest()

# Step 7: Combine the elements to create a canonical request.
canonical_request = method + '\n' + canonical_uri + '\n' + canonical_querystring + '\n' + 
 canonical_headers + '\n' + signed_headers + '\n' + payload_hash

# ************* TASK 2: CREATE THE STRING TO SIGN*************
# Set the algorithm variable to match the hashing algorithm that you use, either SHA-256 
 (recommended) or SHA-1.  
#  
algorithm = 'AWS4-HMAC-SHA256'
credential_scope = date_stamp + '/' + region + '/' + service + '/' + 'aws4_request'
string_to_sign = algorithm + '\n' +  amz_date + '\n' +  credential_scope + '\n' +  
 hashlib.sha256(canonical_request).hexdigest()

# ************* TASK 3: CALCULATE THE SIGNATURE *************
# Create the signing key using the getSignaturKey function defined above.
signing_key = getSignatureKey(secret_key, date_stamp, region, service)

# Sign the string_to_sign using the signing_key.
signature = hmac.new(signing_key, (string_to_sign).encode('utf-8'), 
 hashlib.sha256).hexdigest()

# ************* TASK 4: ADD SIGNING INFORMATION TO THE REQUEST *************
# Put the signature information in a header named Authorization.

75



Amazon Translate デベロッパーガイド
コード

authorization_header = algorithm + ' ' + 'Credential=' + access_key + '/' + 
 credential_scope + ', ' +  'SignedHeaders=' + signed_headers + ', ' + 'Signature=' + 
 signature

# For Amazon Translate, the request can include any headers, but it must include "host," 
 "x-amz-date,"
# "x-amz-target," "content-type," and "Authorization" headers. Except for the authorization
# header, the headers must be included in the canonical_headers and signed_headers values, 
 as
# noted earlier. Header order is not significant.
# Note: The Python 'requests' library automatically adds the 'host' header.
headers = {'Content-Type':content_type, 
           'X-Amz-Date':amz_date, 
           'X-Amz-Target':amz_target, 
           'Authorization':authorization_header}

# ************* TASK 5: SEND THE REQUEST *************
print 'Request:\n\t' + request_parameters

response = requests.post(endpoint, data=request_parameters, headers=headers)
print 'Response:\n\t' + response.text
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リソースのタグ付け
タグは Amazon Translate リソースに関連付けることができるメタデータです。タグは、キーと値のペア
から構成されます。にタグを追加できます並列データそして用語 (カスタマイズ)リソースの料金を見積も
ることができます。

タグには主に 2 つの機能があります。1 つはリソースの整理と、タグベースのアクセス制御の提供です。
リソースにタグを追加し、IAM ポリシーを作成して、タグに基づいてリソースへのアクセスを許可または
制限できます。

ポリシーは、リクエストで提供されたタグ (request-tags) または呼び出しているリソースに関連するタグ 
(resource-tags) に基づいてオペレーションを許可または禁止できます。IAM でのタグの使用については、
「」を参照してください。タグを使用したアクセス制御()IAM ユーザーガイド。

Amazon Translate でタグを使用する際の考慮事項:

• リソースごとに最大 50 個のユーザータグを追加できます。
• タグは、リソースの作成時またはリソースの作成後いつでも追加できます。
• タグキーは必須のフィールドですが、タグです値は省略可能です。
• タグはリソース間で一意である必要はありませんが、特定のリソースのタグには一意のキーが必要で

す。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• タグキーの最大文字数は 128 文字、タグ値の最大数は 256 文字です。
• AWSシステムタグはプレフィックスで始まりますaws:タグのキーまたは値に。このプレフィックスが

含まれるタグの名前または値は追加、編集、または削除できません。システムタグは、リソースごとの
タグクォータには含まれていません。

Note

タグ付けスキーマを複数で使用する予定がある場合AWSサービスおよびリソースについては、他
のサービスでは許可される文字の要件が異なる可能性があることにご注意ください。

トピック
• 新しいリソースにタグを付ける (p. 77)
• リソースに関連付けられたタグを表示、更新、削除する (p. 78)

新しいリソースにタグを付ける
にタグを追加できますParallelDataまたは用語 (カスタマイズ)リソースの作成時。

新しいリソースにタグを追加するには (コンソール)

1. にサインインします。Amazon Translate。
2. 左のナビゲーションペインで、リソースを選択します (Parallel dataまたはCustom 

terminology）作成するもの。
3. 選んだparallel データ作成または用語の作成。コンソールには、リソースのメインの「作成」ページが

表示されます。このページの最後には、'[タグ]- オプショナル'パネル。
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4. 選択新しいタグを追加リソースにタグを追加します。タグキーおよびタグ値 (オプション) を入力しま
す。

5. すべてのタグを追加するまで、手順 4 を繰り返します。各キーは、このリソースでそれぞれ一意であ
る必要があります。

6. 選択parallel データ作成または用語の作成リソースを作成します。

Amazon Translate を使用してタグを追加することもできます。CreateParallelDataAPI オペレーション。
次の例は、を使用してタグを追加する方法を示しています。 create-parallel-data CLI コマンド。

aws translate create-parallel-data \
--name "myTest" \
--parallel-data-config "{\"format\": \"CSV\",  \ 
             "S3Uri\": \"s3://test-input/TEST.csv\"}" \
--tags "[{\"Key\": \"color\",\"Value\": \"orange\"}]"

リソースに関連付けられたタグを表示、更新、削除
する

に関連付けられているタグを表示、更新、削除できますParallel dataまたはCustom terminology資
源。
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既存のリソースのタグを更新するには (コンソール)

1. にサインインします。Amazon Translate。
2. 左のナビゲーションペインから、Parallel dataまたはCustom terminology。
3. 表示、更新、または削除するタグを含むリソースを選択します。コンソールにリソースの詳細ページ

が表示されます。
4. 表示されるまで下にスクロールしますタグパネル。ここでは、選択したリソースに関連付けられてい

るすべてのタグを確認できます。

選択タグを管理するリソースのタグを編集または削除します。
5. 変更するテキストを選択し、タグを編集します。選択してタグを削除することも可能ですRemove。
6. 新しいタグを追加するには、新しいタグを追加をクリックし、空白のフィールドにキーと値を入力し

ます。
7. タグの変更が完了したら、保存。
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Amazon Translate 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 の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Translate に適用されるコンプライアンスプログラムについては、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲の AWS のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、 お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律や規制といった他の要因 
についても責任を担います。

このトピックは、AWS 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 AWS を設定する方法を示し
ます。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明
します。

トピック
• Amazon Translate でのデータ保護 (p. 80)
• Amazon Translate のための Identity and Access Management (p. 82)
• Amazon Translate のモニタリング (p. 99)
• Amazon Translate のコンプライアンス検証 (p. 108)
• Amazon Translate の耐障害性 (p. 108)
• Amazon Translate のインフラストラクチャセキュリティ (p. 109)
• Amazon Translate とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 109)

Amazon Translate でのデータ保護
Amazon Translate は、AWSデータ保護の規制とガイドラインを含む責任共有モデルに準拠し、責任共有
モデルに準拠します。 AWSは、AWSすべてのサービスを実行するグローバルインフラストラクチャの保
護を担います。 AWSは、カスタマーコンテンツと個人データを処理するためのセキュリティ設定管理な
ど、このインフラストラクチャでホストされているデータの制御が維持されます。 AWS顧客と APN パー
トナーは、データコントローラーまたはデータプロセッサの役割を果たし、AWSクラウドに配置する個人
データを担当します。

データ保護目的の場合、AWSアカウント認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management (IAM) 
を用いてロールを設定することにより、そのユーザーに各自の職務を果たすために必要なアクセス許可の
みが付与されるようにすることをお勧めします。また、次の方法でデータを保護することをお勧めしま
す。
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• 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。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されている個人情報の発見と保護を支援する 

Amazon Macie などの高度なマネージド・セキュリティ・サービスを利用します。

お客様のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィールドなどの自由形式のフィールド
に配置しないことを強くお勧めします。これには、Amazon Translate あるいはその他 AWS サービスでコ
ンソール、API、AWS CLI、AWS あるいは SDK の使用時が含まれます。Amazon Translate や他のサービ
スに入力したすべてのデータは、診断ログに取り込まれる可能性があります。外部サーバーへの URL を指
定するときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないでください。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ のブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。

トピック
• 保管中の暗号化 (p. 81)
• 転送中の暗号化 (p. 82)

保管中の暗号化
Amazon Translate で実行するバッチ翻訳ジョブについては、翻訳の入力と出力の両方が保存時に暗号化さ
れます。ただし、暗号化方法はそれぞれ異なります。

Amazon Translate では、デフォルトキーで暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームも使用します。

翻訳入力
Amazon Translate を使用してドキュメントをバッチ単位で翻訳する場合、一連の入力ドキュメントを 
Amazon S3 バケットに保存します。これらのドキュメントを保存中に暗号化するには、Amazon S3 によ
り提供される SSE-S3 サーバーサイド暗号化オプションを使用できます。このオプションを使用すると、
各オブジェクトは、Amazon S3 が管理する一意のキーで暗号化されます。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 が管理する暗号化キー
によるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用したデータの保護」を参照してください。

翻訳出力
Amazon Translate によりバッチ翻訳ジョブが完了されると、その出力は AWS アカウント内の Amazon 
S3 バケットに入れられます。保存時の出力を暗号化するために、Amazon Translate では Amazon S3 に
より提供される SSE-KMS 暗号化オプションを使用します。このオプションを使用すると、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) に保存されているキーで出力が暗号化されます。

SSE-KMS に関する詳細は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「AWS Key Management 
Service (SSE-KMS) を使用したデータの保護」を参照してください。

KMS キーの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS 
keys」を参照してください。

この暗号化のために、Amazon Translate では次のいずれかのタイプのキーを使用できます。
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AWS マネージドキー

デフォルトでは Amazon Translate では AWS マネージドキー が使用されます。このタイプの KMS 
キーは、AWS により作成されてアカウント保存されます。ただし、この KMS キーをユーザー自身が
管理することはできません。これは、ユーザーに代わって AWS によってのみ管理と使用が行われま
す。

カスタマーマネージドキー

オプションで、カスタマーマネージドキーによる出力の暗号化を選択することもできます。これは 
KMS キーで、AWS アカウントにおいてユーザーが作成して所有し、管理します。

自作の KMS キーを使用できるようにするには、Amazon S3 の出力バケットにアクセスするために 
Amazon Translate により使用される IAM サービスロールに対して、あらかじめアクセス許可を追加
しておく必要があります。別の AWS アカウント内の KMS キーを使用したい場合は、AWS KMS で
キーポリシーの更新も行う必要があります。詳細については、「暗号化をカスタマイズするための前
提となる権限 (p. 25)」を参照してください。

バッチ翻訳ジョブの実行時におけるカスタマーマネージドキーの使用を選択できます。詳細について
は、「バッチ翻訳ジョブの実行 (p. 27)」を参照してください。

転送中の暗号化
Amazon Translate では、転送中のデータを暗号化するために、TLS 1.2 を AWS 証明書とともに使用しま
す。

Amazon Translate のための 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、誰が認証 (サインイン) され、Amazon Translate リ
ソースを使用する認可 を受ける (許可がある) ことができるかを制御します。IAM は、追加費用なしで使用
できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 82)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 83)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 85)
• Amazon Translate で IAM が機能する仕組み (p. 87)
• Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)
• AWSAmazon Translate の管理ポリシー (p. 97)
• Amazon Translate の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. 98)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Amazon Translate で行う作業に応じて異な
ります。

サービスユーザー – 業務を行うために Amazon Translate サービスを使用する場合は、管理者から必要
な認証情報と許可が提供されます。さらに多くの Amazon Translate 機能を使用して作業を行う場合は、
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追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適
切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon Translate の機能にアクセスできない場合は、
「Amazon Translate の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. 98)」を参照
してください。

サービス管理者 – 社内の Amazon Translate リソースを担当している場合は、通常、Amazon Translate 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 Translate 機能やリソースにアクセスす
るかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの
許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会
社で Amazon Translate と IAM を併用する方法の詳細については、「Amazon Translate で IAM が機能す
る仕組み (p. 87)」を参照してください。

IAM 管理者 – 管理者は、Amazon Translate 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 Translate のアイデンティティベースポリシーの例を
確認するには、「 Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)」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
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。

83

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
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/enable-mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html


Amazon Translate デベロッパーガイド
アイデンティティを使用した認証

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 
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
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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。ポリ
シー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon Translate 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。

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。
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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。

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
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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 Translate で IAM が機能する仕組み
IAM を使用して Amazon Translate へのアクセスを管理する前に、Amazon Translate で使用できる IAM 機
能について理解しておく必要があります。

Amazon Translate で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon Translate サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 88) はい

リソースベースのポリシー (p. 88) いいえ

ポリシーアクション (p. 88) はい

ポリシーリソース (p. 89) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 90) はい

ACL (p. 90) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 90) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 91) はい

プリンシパル許可 (p. 91) はい

サービスロール (p. 92) はい

サービスにリンクされたロール (p. 92) いいえ

Amazon Translate およびAWSのその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関する
おかな説明については、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。
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Amazon Translate の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 Translate のアイデンティティベースのポリシー例

Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシーの例は、「」でご確認ください Amazon 
Translate のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon Translate 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
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 Translate 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。
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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 Translate アクションのリストを確認するには、「Service Authorization Refence」(Amazon 
Translate) の「Amazon Translate で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Translate のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

translate

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": [ 
      "translate:ListLanguages", 
      "translate:TranslateText" 
         ]

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": "translate:List*"

サービスのためのすべてのアクションを指定するためにワイルドカードを使用しないでください。ポリ
シーでアクセス許可を指定する場合は、最小アクセス権限の付与のベストプラクティスを使用します。

Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシーの例は、「」でご確認ください Amazon 
Translate のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon Translate 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。

"Resource": "*"
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Amazon Translate リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「Service Authorization」
(Amazon Translate リファレンス) の「Amazon Translate 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 Translate で定義されるアク
ション」を参照してください。

Amazon Translate ポリシーのリソースの使用方法の例については、を参照してくださいポリシー内のリ
ソースを指定 (p. 94)。

Amazon Translate 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 Translate 条件キーのリストを確認するには、「Service Authorization Refence」(Amazon 
Translate) の「Condition Keys for Amazon Translate」を参照してください。条件キーを使用できるアク
ションとリソースについては、「Amazon Translate で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Translate のアイデンティティベースのポリシーの例は、「」でご確認ください Amazon 
Translate のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 92)。

Amazon Translate 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 Translate の 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 をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon Translate リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してください リソースのタグ付
け (p. 77)。

Amazon Translate 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 Translate 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。ポリシー内で、アクションに追加の依存アクション
が必要かどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Translate 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 Translate 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 Translate 機能が破損する可能性がありま
す。Amazon Translate 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 Translate 非同期オペレーションを使用するには、入力ドキュメントが含まれる Amazon S3 バ
ケットへのアクセス許可を Amazon Translate に付与する必要があります。これを行うには、Amazon 
Translate サービスプリンシパルを信頼するように、アカウントにサービスロールを作成します。

ポリシーの例については、「バッチ翻訳ジョブの前提条件 (p. 23)」を参照してください。

Amazon Translate のサービスにリンクされたロール

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、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon Translate のアイデンティティベースのポリ
シー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon Translate 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。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。IAM 管理者は、必要な特定のリソースで特定の API オペレーションを実行するアク
セス許可を付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が
必要な ユーザーまたはロールに、そのポリシーをアタッチします。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、IAM ユーザーガイドの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• アイデンティティベースのポリシーのベストプラクティス (p. 93)
• Amazon Translate コンソールへのアクセスを許可する (p. 93)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 94)
• ポリシー内のリソースを指定 (p. 94)
• カスタママネージドキーをカスタム用語で使用するための許可 (p. 95)
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アイデンティティベースの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内で誰かが Amazon Translate リソースを作成、アクセ
ス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加
料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際に
は、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

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

Amazon Translate コンソールへのアクセスを許可する
Amazon Translate 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。これらの許可
は、AWS アカウントの Amazon Translate リソースに関する詳細をリストおよび表示することを許可す
る必要があります。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、グループ、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。

これらのエンティティが Amazon Translate コンソールを引き続き使用できるようにするため、エンティ
ティに以下の AWS マネージドポリシーもアタッチしてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "translate:*", 
                "comprehend:DetectDominantLanguage", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
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                "cloudwatch:ListMetrics" 
             ],    
            "Resource": "*" 

        } 
    ]
}

このポリシーには 4 つのステートメントがあります。1 つ目は TranslateText オペレーションを使用す
るアクセス許可が付与されます。2 つ目は Amazon Comprehend DetectDominantLanguage オペレー
ションに自動言語検出を有効にするアクセス許可が付与されます。最後の 2 つのアクセス許可では、 
CloudWatch メトリクスのサポートを提供するアクセス許可を Amazon に付与します。

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。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照
してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシー内のリソースを指定
Amazon Translate API アクションの多くでは、アクションを許可する (または許可しない) リソースを指
定することで、ポリシーの範囲を制限できます。リソースを指定できるアクションのリストについては、
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「Amazon Translate によって定義されるアクション」を参照してください。ポリシーでは、次のリソース
を指定できます。

• Custom terminology— 次の ARN 形式を使用します。

arn:partition:translate:region:account:terminology/terminology-name/LATEST
• Parallel data— 次の ARN 形式を使用します。

arn:partition:translate:region:account:parallel-data/parallel-data-name

ワイルドカード文字を使用して、ポリシー内の複数のリソースを指定できます。次のポリシー例では、す
べての Amazon Translate アクションにすべてのカスタム用語リソースを許可しています。

Example

{ 
        "Sid": "Example1", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "translate:*", 
        "Resource": [ 
             "arn:aws:translate:us-west-2:123456789012:terminology/*" 
        ]
}           

次のポリシー例では、GetParallelDataアクションの特定のparallel データリソースへのアクセスを拒否しま
す。

Example

{ 
        "Sid": "Example2", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "translate:GetParallelData", 
        "Resource": [ 
             "arn:aws:translate:us-west-2:123456789012:parallel-data/test-parallel-data" 
        ]
}            

カスタママネージドキーをカスタム用語で使用するための許可
Amazon Translate カスタム用語でAWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマー管理キーを使用
する場合、KMS キーポリシーに追加のアクセス許可が必要になる場合があります。

ImportTerminologyカスタマー管理キーを使用してオペレーションを呼び出すには、既存の KMS キー
ポリシーに次の権限を追加します。

{ 
    "Id": "key-consolepolicy-3", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow access for use with Amazon Translate", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "IAM USER OR ROLE ARN" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateAlias", 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:DescribeKey", 
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                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:GetKeyPolicy", 
                "kms:PutKeyPolicy", 
                "kms:RetireGrant" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

KMSGetTerminology カスタマー管理キーを使用してインポートされたカスタム用語のオペレーション
を呼び出すには、KMS キーポリシーに次の権限を追加します。

{ 
    "Id": "key-consolepolicy-3", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow access for use with Amazon Translate", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "IAM USER OR ROLE ARN" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GetKeyPolicy", 
                "kms:PutKeyPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

カスタマー管理キーを使用してインポートされたカスタム用語集のListTerminologies
orDeleteTermionlogy オペレーションを呼び出すには、AWS KMS特別な権限は必要ありません。

カスタマー管理キーをすべてのカスタム用語操作で使用するには、KMS キーポリシーに次の権限を追加し
ます。

{ 
    "Id": "key-consolepolicy-3", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow access for use with Amazon Translate", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "IAM USER OR ROLE ARN" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:GetKeyPolicy", 
                "kms:PutKeyPolicy", 
                "kms:RetireGrant" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Amazon Translate のオペレーションとリソースの詳細については、『サービス認証リファレンス』の
「Amazon Translate のアクション、リソース、条件キー」を参照してください。

AWSAmazon Translate の管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。はじめに、AWS管理ポリシーを使用できます。これら
のポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウントで利用できます。AWS 
マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照し
てください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能のポリシー一覧と説明について
は、IAM ユーザーガイドの AWS ジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。

トピック
• AWS マネージドポリシー: TranslateFullAccess (p. 97)
• AWS マネージドポリシー: TranslateReadOnly (p. 98)

AWS マネージドポリシー: TranslateFullAccess
このポリシーは、Amazon 翻訳リソース、Amazon Comprehend DetectDominantLanguage API オペレー
ション、および必要な CloudWatch API オペレーションへのフルアクセスを許可します。このポリシーで
は、Amazon S3 バケットと IAM ロールの一覧表示および取得権限も付与されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "translate:*", 
                "comprehend:DetectDominantLanguage", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
} 
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AWS マネージドポリシー: TranslateReadOnly
このポリシーは、アカウントに関連付けられているリソースを変更しない Amazon Translate API 
オペレーションにアクセスする権限を付与します。このポリシーでは、Amazon Comprehend 
DetectDominantLanguage API CloudWatch オペレーションと必要な API オペレーションへのアクセス権
限も付与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "translate:TranslateText", 
                "translate:GetTerminology", 
                "translate:ListTerminologies", 
                "translate:ListTextTranslationJobs", 
                "translate:DescribeTextTranslationJob", 
                "translate:GetParallelData", 
                "translate:ListParallelData", 
                "comprehend:DetectDominantLanguage", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
} 
         

Amazon Translate の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
次の情報は、Amazon Translate と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復
に役立ちます。

トピック
• Amazon Translate でアクションを実行する権限がない (p. 98)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 99)
• 自分の以外のユーザーに Amazon TranslateAWS アカウント リソースへのアクセスを許可した

い (p. 99)

Amazon Translate でアクションを実行する権限がない
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、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。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の translate:GetWidget 許可がないとい
う場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 translate:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo のポリシーでは、my-example-widget アクションを使用して
translate:GetWidget リソースにアクセスすることを許可するように更新する必要があります。
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サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon Translate にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Translate でア
クションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サー
ビスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の以外のユーザーに Amazon TranslateAWS アカウント リ
ソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon Translate がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「Amazon Translate で 
IAM が機能する仕組み (p. 87)」を参照してください。

• 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 Translate のモニタリング
モニタリングは、Amazon Translate およびソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマンスを維
持する上で重要な部分です。AWS では、Amazon Translate のモニタリングに使用できるさまざまなツー
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ルを提供しています。こうしたツールをいくつか設定することで、ソリューションのモニタリングをカス
タマイズできます。モニタリングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。

Amazon Translate はソリューションでもっとも重要なメトリクスを表示する事前設定済みのグラフを提供
します。各グラフはソリューションのパフォーマンス概要を示しています。ソリューションパフォーマン
スの経時的な違いを見るためには、グラフで表示する時間範囲を変更できます。

また、Amazon Translate CloudWatch をモニタリングするために、Amazon Translate をモニタリングする
こともできます。を使用すると CloudWatch、ソリューションの特定のメトリクスのモニタリングを自動
化できます。メトリクスが設定したしきい値の外にある場合は通知が届きます。 CloudWatch API を使用
して、ご自分のニーズに合わせたカスタムモニタリングアプリケーションを作成できます。詳細について
は、Amazon CloudWatch  CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon とは」を参照してください。

次の表は Amazon Translate が提供する事前設定済みのグラフをそれぞれ説明したものです。

グラフ 説明

成功したリクエストカウント

指定した期間中に成功した Amazon Translate への
リクエスト数です。

調整済みリクエストカウント

指定した期間中に調整した Amazon Translate へ
のリクエスト数です。この情報を使用してアプリ
ケーションが Amazon Translate にリクエストを送
信するのが早すぎるか判断します。

平均応答時間

Amazon Translate が指定期間中にリクエストを処
理した平均時間です。
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グラフ 説明

文字数カウント

指定した指定期間中に Amazon Translate へ送信
した文字数の合計です。この合計数が請求されま
す。

ユーザーエラーカウント

指定した期間中に発生したユーザーエラーの数で
す。ユーザーエラーは、HTTP エラーコード 400～
499 の範囲内です。

システムエラーカウント

指定した期間中に発生したシステムエラーの数で
す。システムエラーは、HTTP エラーコード 500～
599 の範囲内です。

Amazon Translate のモニタリング
Amazon では CloudWatch、アカウントの個別の Amazon Translate オペレーションまたはグローバルな 
Amazon Translate メトリクスのメトリクスのメトリクスのメトリクスのメトリクスのメトリクスのメト
リクスを取得できます。メトリクスを使用すると、Amazon Translate ソリューションの状態をトラッキ
ングし、定義されているしきい値を 1 つ以上のメトリクスが超えた場合に通知するようにアラームをセッ
トアップできます。たとえば、指定期間中に Amazon Translate に送信されたリクエスト数をモニタリン
グして、リクエストのレイテンシーを確認し、エラー数がしきい値を超えた場合はアラームを生成できま
す。
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Amazon Translate CloudWatch のメトリクスについて
Amazon Translate オペレーションのメトリクスを取得するには、以下の情報を指定する必要があります。

• メトリクスディメンション。ディメンションは、メトリクスを識別するための名前と値のペアのセット
です。Amazon Translate には 2 つのディメンションがあります。
• Operation

• Language pair

• メトリクス名 (SuccessfulRequestCount、RequestCharacters など)。メトリクスの一覧につい
ては、「CloudWatch Amazon Translate のメトリクス (p. 104)」を参照してください。

Amazon Translate のメトリックスはAWS Management Console、、AWS CLI、または CloudWatch API 
を使用して取得できます。 CloudWatchAPI は Amazon AWS Software Development Kits (SDK) の 1 つま
たは CloudWatch API ツールでも使用できます。

以下の表は、 CloudWatch メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介するのは
使用開始するための提案事項であり、総括的な一覧ではありません。

どうすればよいか? このメトリクスをモニタリングする

成功したリクエストの数をトラッキングします SuccessfulRequestCount のメトリクスの sum
統計

アプリケーションが最大しきい値に到達した場合
に通知します

ThrottledCount のメトリクスの sum 統計

アプリケーションの応答時間を検索します ResponseTime のメトリクスの average 統計

アプリケーションのエラー数を見つけます ServerErrorCount と UserErrorCount のメト
リクスの sum 統計をモニタリングします。

請求可能な文字の数を検索します CharacterCount のメトリクスの sum 統計

Amazon Translate CloudWatch をモニタリングするには適切な権限が必要です。 CloudWatch 詳細につい
ては、Amazon  CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch の認証とアクセス制御」を参照して
ください。

Amazon Translate メトリクスの表示
Amazon Translate CloudWatch のメトリクスをコンソールに表示します。

メトリクスを表示するには (CloudWatch コンソール)

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

2. [Metrics] で、[All Metrics]、[AWS/Translate] の順に選択します。
3. ディメンションを選択して、メトリクスの名前を選び [Add to graph] を選択します。
4. 日付範囲の値を選択します。指定した日付範囲のメトリクスカウントがグラフに表示されます。
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ルのログ記録AWS CloudTrail

での Amazon Translate API コールのログ記録AWS 
CloudTrail
Amazon Translate は Amazon Translate 内の IAMAWS エンティティまたはサービスによって実行された
アクションを記録するサービスであると統合されています。AWS CloudTrail CloudTrail Amazon Translate 
へのすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。これには、Amazon Translate コンソール
からのコールと、Amazon Translate API オペレーションへのコードコールが含まれます。 CloudTrail 証
跡を作成する場合は、Amazon Translate CloudTrail のイベントなど、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon Simple Storage Service) バケットへの Amazon Translate イベントなど、イベントの継続的な配
信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で最
新のイベントを表示できます。 CloudTrail によって収集された情報を使用して、Amazon Translate に対す
るリクエスト、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

トピック
• Amazon Translate の情報 CloudTrail (p. 103)
• Amazon Translate ログファイルエントリの理解 (p. 104)

Amazon Translate の情報 CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。Amazon Translate でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail AWSイベント履歴のその他のサービスイベントとと
もにイベントのイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロード
できます。詳細については、 CloudTrail イベント履歴履歴でのイベントの表示を参照してください。

Amazon Translate のイベントなどの AWS アカウントにおけるイベントを継続的に記録するには、追跡を
作成します。証跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを提供できます。デフォルト
では、コンソールで作成した証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡では、AWS パーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定した S3 バケットにログファイルが
配信されます。 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたイベントデータをより詳細に分析し、それ
に基づく対応を行うことができます。AWS詳細については、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルの受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らのログファイルの受け取る」

Amazon Translate のすべてのアクションは API CloudTrail リファレンスセクションによってログに記録さ
れ、文書化されています。たとえば、、ImportTerminologyTranslateTextおよびアクションを呼び
出すとDeleteTerminology、 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、ルートユーザーの認証情報を使用して送信されたか
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。
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Amazon Translate ログファイルエントリの理解
証跡の設定を行うことで、指定した Amazon S3 バケットへイベントをログファイルとして配信すること
が可能になります。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任
意のソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなど
に関する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタッ
クトレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail TranslateTextアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Administrator", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Administrator" 
    }, 
    "eventTime": "2019-09-03T20:32:50Z", 
    "eventSource": "translate.amazonaws.com", 
    "eventName": "TranslateText", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.207 Python/3.4.7 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.197", 
    "requestParameters": { 
        "text": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
        "sourceLanguageCode": "en", 
        "targetLanguageCode": "fr" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "translatedText": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS", 
        "sourceLanguageCode": "en", 
        "targetLanguageCode": "fr" 
    }, 
    "requestID": "f56da956-284e-4983-b6fc-59befa20e2bf", 
    "eventID": "1dc75278-84d7-4bb2-861a-493d08d67391", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

CloudWatch Amazon Translate の指標とディメンショ
ン
ソリューションのパフォーマンスをモニタリングするには、Amazon Translate の Amazon CloudWatch メ
トリクスとディメンションを使用します。

CloudWatch Amazon Translate のメトリクス

メトリクス 説明

CharacterCount リクエスト内の請求可能な文字の数を検索します。

有効なディメンション: 言語ペア、オペレーション

有効な統計: 平均、最大、平均、合計
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メトリクス 説明
単位: 個

ResponseTime リクエストに応答するまでにかかった時間です。

有効なディメンション: 言語ペア、オペレーション

有効な統計: データサンプル、平均

単位: データサンプルの場合は個。平均統計の場合はミリ秒。

ServerErrorCount サーバーエラーの数。サーバーエラーの HTTP レスポンスコード範囲は 
500〜599 です。

有効なディメンション: オペレーション

有効な統計: 合計、平均

単位: 個

SuccessfulRequestCount 成功した翻訳リクエストの数です。成功したリクエストのレスポンスコー
ドは 200〜299 です。

有効なディメンション: オペレーション

有効な統計: 合計、平均

単位: 個

ThrottledCount スロットリングリクエスト件名の数です。ThrottledCount を使用し
て、アプリケーションによる Amazon Translate へのリクエストの送信速
度が、アカウントでの受信設定よりも早いかどうかを判断します。詳細は
「Amazon Translate Limits」を「Amazon Web Services 全般のリファレ
ンス」でご覧ください。

有効なディメンション: オペレーション

有効な統計: 合計、平均

単位: 個

UserErrorCount 発生したユーザーエラーの数です。ユーザーエラーの HTTP レスポンス
コード範囲は 400〜499 です。

有効なディメンション: オペレーション

有効な統計: 合計、平均

単位: 個

CloudWatch Amazon Translate のサイズ
次のディメンションを使用して Amazon Translate メトリクスをフィルターすることができます。メトリ
クスはソース言語とターゲット言語でグループ化されます。

ディメンション 説明

LanguagePair 特定の言語だけを含むようにメトリクスを制限します。
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ディメンション 説明

Operation 特定のオペレーションを使用するものだけにメトリクスを制限します。

Amazon Translate の Amazon Translate イベントを 
EventBridge
Amazon Translate は Amazon EventBridge と統合されており、翻訳ジョブやparallel データリソースに影
響する変更に関する通知が行われます。AWSサービスからのイベントは、 EventBridge ほぼリアルタイム
にに提供されます。簡単なルールを記述して、注目するイベントと、イベントがルールに一致した場合に
自動的に実行するアクションを指定できます。たとえば、自動的に開始できるアクションには以下のよう
なものがあります。

• AWS Lambda 関数の呼び出し
• AWS Systems Manager の実行コマンドの呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「イベントに応答する Amazon EventBridge ルー
ルの作成」を参照してください。

Amazon Translate イベント
以下に、Amazon Translate のイベントの例を示します。

バッチ翻訳ジョブのイベント

バッチ翻訳ジョブを実行するには、Amazon Translate コンソールまたは StartTextTranslationJob オペレー
ションを使用します。Amazon Translate では、これらのジョブが正常に完了した時または失敗した時にイ
ベントが送信されます。これらのイベントは次の例のようになります。

{ 
 "version": "0",  
 "id": "CWE-event-id",  
 "detail-type": "Translate TextTranslationJob State Change",  
 "source": "aws.translate",  
 "account": "111122223333",  
 "time": "2017-04-22T03:31:47Z",  
 "region": "us-east-1",  
 "resources": [],  
 "detail": { 
    "jobId": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",  
    "jobStatus": "STATUS"  
 }  
}

jobStatus 属性の値は、Amazon Translate から送信されたイベントのジョブの状態によって異なりま
す。jobStatus 値は次のとおりです。

• COMPLETED — ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• COMPLETED_WITH_ERROR — ジョブの完了時にエラーが発生しました。エラーは、ジョブの出力で分析

できます。
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• STOPPED — ジョブが停止されました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するには、DescribeTextTranslationJob オペレー

ションを使用します。

parallel データリソースのイベント

Amazon Translate を使用して並列データリソースを作成または更新すると、オペレーションが成功したか
失敗したかを示すイベントが送信されます。

Amazon Translate コンソールまたは CreateParallelData オペレーションを使用して、並列データリソース
を作成します。これを行うと、Amazon Translate により次のようなイベントが送信されます。

{ 
 "version": "0",  
 "id": "CWE-event-id",  
 "detail-type": "Translate Parallel Data State Change",  
 "source": "aws.translate",  
 "account": "111122223333",  
 "time": "2017-04-22T03:31:47Z",  
 "region": "us-east-1",  
 "resources": [arn:aws:translate:us-east-1:111122223333:parallel-data/
ExampleParallelData],  
 "detail": { 
    "operation": "CreateParallelData", 
    "name": "ExampleParallelData",  
    "status": "STATUS" 
 }  
}

status 属性の値は次の通りです。

• ACTIVE — CreateParallelData オペレーションが成功し、リソースを使用する準備が整いました。
• FAILED – CreateParallelData オペレーションは失敗しました。

Amazon Translate コンソールまたは UpdateParallelData オペレーションを使用して、並列データリソース
を更新します。これを行うと、Amazon Translate により次のようなイベントが送信されます。

{ 
 "version": "0",  
 "id": "CWE-event-id",  
 "detail-type": "Translate Parallel Data State Change",  
 "source": "aws.translate",  
 "account": "111122223333",  
 "time": "2017-04-22T03:31:47Z",  
 "region": "us-east-1",  
 "resources": [arn:aws:translate:us-east-1:111122223333:parallel-data/
ExampleParallelData],  
 "detail": { 
    "operation": "UpdateParallelData", 
    "name": "ExampleParallelData",  
    "status": "STATUS", 
    "latestUpdateAttemptStatus": "STATUS", 
    "latestUpdateAttemptAt": "2017-04-22T03:31:47Z" 
 }  
}

status 属性は、更新により置き換えられる旧バージョンの並列データリソースのステータスを示しま
す。値は次のとおりです。
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• ACTIVE — 旧バージョンは正常に作成または更新されました。
• FAILED — 旧バージョンの作成または更新に失敗しました。

latestUpdateAttemptStatus 属性は、更新により作成される新バージョンの並列データリソースのス
テータスを示します。値は次のとおりです。

• ACTIVE — UpdateParallelData オペレーションは成功し、更新されたリソースを使用する準備が整
いました。

• FAILED – UpdateParallelData オペレーションは失敗しました。

Amazon Translate のコンプライアンス検証
Amazon Translate のセキュリティとコンプライアンスは、複数の AWS コンプライアンスプ
ログラムの一環として、サードパーティー監査機関によって評価されます。このプログラムに
は、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。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、「Downloading reports in AWS Artifact」(AWS Artifact のレ
ポートのダウンロード) をご参照ください。

Amazon Translate を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコ
ンプライアンス目的、適用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
立つ以下のリソースを提供しています。

• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド-これらのデプロイメントガイドでは、
アーキテクチャー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
スライン環境をにデプロイするための手順を説明しますAWS。

• AWSHIPAA コンプライアンス — Amazon Web Services ホワイトペーパー「HIPAA セキュリティとコ
ンプライアンスのための設計」を参照してください。このホワイトペーパーでは、AWS企業がを使用し
て HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスの一覧については、「AWS Services in 
Scope by Compliance Program」(コンプライアンスプログラム対象範囲内の AWS のサービス) を参照して
ください。一般的な情報については、AWS「コンプライアンスプログラム」を参照してください。

Amazon Translate の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
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Amazon Translate のインフラストラクチャセキュ
リティ

マネージドサービスである Amazon Translate は、「Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概
要」ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されてい
ます。

ネットワーク経由で Amazon Translate にアクセスするには、AWS が発行した API コールを使用します。
クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS1.2以
降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパル
に関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS 
Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名
することもできます。

Amazon Translate とインターフェイス VPC エンド
ポイント (AWS PrivateLink)

VPC と Amazon Translate とのプライベート接続を確立するには、インターフェイス 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 テクノロジーを利用してい
ますので、Amazon Translate API にプライベートにアクセスできますので、インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS ダイレクトコネクト接続のいずれも必要としません。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 Translate API と通信できます。VPC と Amazon 
Translate との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 Translate VPC エンドポイントに関する考慮
事項
Amazon Translate 用の 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 Translate 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 Translate 用のインターフェイス VPC エンド
ポイントの作成
Amazon Translate サービス用の VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC コンソールまたは 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイ
ドのインターフェイスエンドポイントの作成を参照してください。

109

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html
http://aws.amazon.com/privatelink
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html#vpce-interface-limitations
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html#create-interface-endpoint


Amazon Translate デベロッパーガイド
Amazon Translate 用の VPC エンドポイントポリシーの作成

以下のサービス名を使用して、Amazon Translate のエンドポイントを作成します。

• com.amazonaws.region.translate

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 
(translate.us-east-1.amazonaws.com など) を使用して、Amazon Translate への 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 のインターフェイ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 Translate 用の VPC エンドポイントポリシー
の作成
Amazon Translate へのアクセスをコントロールするVPC エンドポイントに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 Translate のリアルタイム翻訳アクションの VPC エンドポイントポリシー

以下は、Amazon Translate でリアルタイム翻訳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、登録
されている Amazon Translate アクションへのアクセスを許可します。

{ 
            "Statement":[ 
                { 
                    "Principal":"*", 
                    "Effect":"Allow", 
                    "Action":[ 
                        "translate:TranslateText", 
                    ], 
                    "Resource":"*" 
                } 
            ] 
        }

例: Amazon Translate バッチ翻訳アクションのための VPC エンドポイントポリシー

Amazon Translateのバッチ翻訳のためのエンドポイントポリシーの例を次に示します。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、登録されてい
る Amazon Translate アクションへのアクセスを許可します。

{ 
            "Statement":[ 
                { 
                    "Principal":"*", 
                    "Effect":"Allow", 
                    "Action":[ 
                        "translate:StartTextTranslationJob", 
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                        "iam:PassRole" 
                    ], 
                    "Resource":"*" 
                } 
            ] 
        }
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ガイドラインと制限
次のセクションには、Amazon Translate のガイドラインと制限に関する情報が含まれています。

トピック
• AWS でサポートされているリージョン (p. 112)
• のコンプライアンス (p. 112)
• Throttling (p. 112)
• ガイドライン (p. 112)
• サービス制限 (p. 112)

AWS でサポートされているリージョン
Amazon TranslateAWS をサポートするリージョンのリストについては、『AWS一般リファレンス』の
「Amazon Translate エンドポイントとクォータ」を参照してください。

のコンプライアンス
Amazon Translate コンプライアンスプログラムの詳細については、「AWS コンプライアンス」、「AWS 
コンプライアンスプログラム」、および「AWS コンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービ
ス」を参照してください。

Throttling
Amazon Translate は、お客様の運用トラフィックに対応するようにスケールされます。継続的なスロット
リングが発生した場合は、AWS Supportにお問い合わせください。

ガイドライン
Amazon Translate では、分析モデルの品質を継続的に向上させるため、お客様のデータを保存する場合が
あります。詳細については、「Amazon Translate に関するよくある質問」を参照してください。

このデータの提供をオプトアウトできます。詳細については、「AI サービスオプトアウトポリシー」を参
照してください。

サービス制限
Amazon Translate には次のサービス制約事項があります。
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サービス制限

同時実行リアルタイム翻訳

説明 制限

文字エンコーディング UTF-8

最大入力テキスト 10,000 バイト

非同期バッチ翻訳の制限

説明 制限

文字エンコーディング UTF-8

ドキュメントあたりの最大文字数 1,000,000

ドキュメントあたりの最大サイズ 20 MB

1 つのドキュメント内の翻訳可能なテキストの最大サイズ 1 MB

バッチジョブリクエストのターゲット言語の最大数 10

バッチ内のドキュメントの最大数 1,000,000

バッチ内の合計ドキュメントの最大サイズ 5 GB

同時バッチ翻訳ジョブの最大数 10

キューに入れられたバッチ変換ジョブの最大数 1,000

StartTextTranslationJob API アクションの 1 秒あたりのトランザク
ション

5

DescribeTextTranslationJob API アクションの 1 秒あたりのトランザ
クション

10

ListTextTranslationJobs API アクションの 1 秒あたりのトランザク
ション

10

StopTextTranslationJob API アクションの 1 秒あたりのトランザク
ション

5

カスタム用語の制限

説明 制限

最大カスタム用語ファイルサイズ 10 MB

各 AWS リージョンの AWS アカウントあたりのカスタム用語の最大
数

100

カスタム用語ファイルあたりのターゲット言語の最大数 10

1 カスタム用語あたりのソーステキストとターゲットテキストの最
大長

200 バイト

TranslateText または StartTextTranslationJob リクエスト
あたりの用語ファイルの最大数。

1

ImportTerminology API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 5
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サービス制限

説明 制限

GetTerminology API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 10

ListTerminologies API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 10

DeleteTerminology API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 5

並列データ制限

説明 制限

各リージョンの AWS アカウントあたりの並列データリソースの最
大数

1,000

並列データ入力ファイルの最大サイズ 5 GB

並列データリソース内のソース言語の最大数 1

並列データ入力ファイル内の 1 つのセグメントまたはレコードの最
大サイズ

1000 バイト

並列データリソースの作成または更新の同時操作の最大数 1

CreateParallelData API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 5

GetParallelData API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 10

ListParallelData API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 10

UpdateParallelData API アクションの 1 秒あたりのトランザクショ
ン

5

DeleteParallelData API アクションの 1 秒あたりのトランザクション 5
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Amazon Translate のドキュメント履
歴

以下の表は、Amazon Translate の今回のリリースのドキュメント内容をまとめたものです。

変更 説明 日付

非同期バッチ処理用の追加リー
ジョンのSupport

Translate は、非同期バッチ処理
用の追加リージョンをサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「Amazon Translate によ
る非同期バッチ処理」を参照して
ください。

2023 年 3 月 28 日

リアルタイム翻訳の入力サイズ
の増加

リアルタイム翻訳用に最大
10,000文字を入力できるように
なりました。詳細については、
「Amazon Translate (コンソー
ル) 入門」を参照してください。

2022 年 12 月 16 日

バッチモードのネストされた入
力フォルダーのSupport

ネストされた入力フォルダーを
バッチ翻訳ジョブに提供できるよ
うになりました。詳細については
「Amazon Translate でのバッチ
翻訳ジョブの実行」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 18 日

バッチモードの自動言語検出の
Support

バッチ翻訳ジョブでソース言語
を自動検出できるようになりまし
た。その結果、さまざまなソース
言語のドキュメントをバッチ翻訳
ジョブに入力できるようになりま
した。詳細については「Amazon 
Translate でのバッチ翻訳ジョブ
の実行」を参照してください。

2022 年 11 月 18 日

複数のターゲット言語のSupport バッチ翻訳ジョブで複数のター
ゲット言語を指定できるよう
になりました。詳細については
「Amazon Translate でのバッチ
翻訳ジョブの実行」を参照してく
ださい。

2022 年 10 月 10 日

タグのSupport Amazon Translate ParallelDataで
用語集リソースにタグを付け
たり、カスタム用語集リソー
スを作成できるようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
Translate でのリソースにタグを
付ける」を参照してください。

2022 年 10 月 6 日

その他の言語の形式サポート Amazon Translate でオランダ
語、韓国語、メキシコスペイン

2022 年 10 月 5 日
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語の翻訳形式レベルを設定できる
ようになりました。詳細について
は、「Amazon Translate での形
式設定」を参照してください。

個別の API リファレンス Amazon Translate API リファレ
ンスは、開発者ガイドとは別のド
キュメントになりました。詳細に
ついては、「Amazon Translate 
API リファレンス」を参照してく
ださい。

2022 年 8 月 25 日

新機能 翻訳出力の形式レベルを設定でき
るようになりました。詳細につい
ては、「Amazon Translate での
形式設定」を参照してください。

2022 年 2 月 22 日

新機能 翻訳出力内の不適切な単語やフ
レーズをマスクできるように
なりました。詳細については、
「Amazon Translate における不
適切な言葉やフレーズのマスキン
グ」を参照してください。

2021 年 11 月 24 日

AWS PrivateLink のサポート AWS PrivateLink を使用して 
VPC と Amazon Translate との間
でプライベート接続を確立できる
ようになりました。詳細について
は、「Amazon Translate とイン
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。

2021 年 11 月 24 日

並列データ更新 Amazon Translate でサポートさ
れている言語を使用した並列デー
タリソースを作成できるように
なりました。言語の 1 つとして
英語を使用する必要はなくなり
ました。並列データの詳細につ
いては、「parallel データを使用
した翻訳のカスタマイズ (Active 
Custom Translation)」を参照して
ください。

2021 年 11 月 15 日

カスタム用語の方向性 任意の言語をソース言語または
ターゲット言語とする多方向の用
語集を作成できます。詳細につい
ては、「カスタム用語の作成」を
参照してください。

2021 年 11 月 11 日
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新しい言語 Amazon Translate では、アイル
ランド語、マラーティー語、ポル
トガル語 (ポルトガル)、パンジャ
ブ語がサポートされるようになり
ました。Amazon Translate でサ
ポートされているすべての言語に
ついては、「サポートされている
言語と言語コード」を参照してく
ださい。

2021 年 11 月 10 日

新しいカスタム暗号化設定 AWS Key Management Service 
で管理する独自のカスタマーマ
ネージドキーを使用して、翻訳出
力を暗号化できるようになりまし
た。詳細については「バッチ翻訳
ジョブの実行」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 5 日

新たなファイル形式サポート Amazon Translate では、非
同期バッチ処理用として XML 
Localization Interchange File 
Format (XLIFF) ファイルがサ
ポートされるようになりました。
サポートされる形式については、
「サポートされるファイル形式」
を参照してください。

2021 年 6 月 9 日

EventBridge 統合 翻訳ジョブやparallel EventBridge 
データリソースに影響する
変更に関する通知を行うため
に、Amazon Translate から 
Amazon Eventにイベントが送信
されるようになりました。詳細に
ついては、「Amazon Translate 
イベントのモニタリング」を参照
してください EventBridge。

2021 年 6 月 4 日

新しいクォータ Amazon Translate では、キュー
に入れられた最大 1000 個のバッ
チ翻訳ジョブがサポートされ
るようになりました。Amazon 
Translate のすべてのクォータに
ついては、「ガイドラインと制
限」を参照してください。

2021 年 4 月 23 日

クォータの増加 並列データ入力ファイルの最大サ
イズが 1 MB から 5 MB に増加し
ました。Amazon Translate のす
べてのクォータについては、「ガ
イドラインと制限」を参照してく
ださい。

2021 年 3 月 31 日
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新しい言語 Amazon Translate では現在、ア
ルメニア語、カタロニア語、ペ
ルシア語（ペルシア語）、フィ
リピン語タガログ語、グジャラー
ト語、ハイチクレオール語、ア
イスランド語、カンナダ語、カザ
フ語、リトアニア語、マケドニア
語、マラヤーラム語、マルタ語、
モンゴル語、シンハラ語、テルグ
語、ウズベク語、ウェールズ語が
サポートされています。Amazon 
Translate でサポートされている
すべての言語については、「サ
ポートされている言語と言語コー
ド」を参照してください。

2020 年 11 月 23 日

新機能 並列データを使用してバッチ翻訳
ジョブをカスタマイズできるよう
になりました。並列データはソー
ステキストの例とその翻訳例で構
成されています。並列データを使
用するジョブは、Active Custom 
Translation (アクティブカスタム
翻訳) ジョブと呼ばれます。これ
らのジョブの実行中、Amazon 
Translate では並列データ内の
例が反映されるように翻訳出力
が調整されます。詳細について
は、「parallel データによる翻訳
のカスタマイズ (Active Custom 
Translation)」を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 23 日

新たなファイル形式サポート Amazon Translate では、非
同期バッチ処理の入力とし
て、Word ドキュメント (.docx)、 
PowerPoint プレゼンテーショ
ン (.pptx)、Excel ワークブック 
(.xlsx) という Office Open XML 
ファイル形式がサポートされるよ
うになりました。詳細については
「バッチ翻訳ジョブの開始」を参
照してください。

2020 年 7 月 29 日

新しい言語 Amazon Translate で、スペイン
語 (メキシコ) の翻訳がサポート
されるようになりました。サポー
トされているすべての言語につい
ては、「サポートされている言語
と言語コード」を参照してくださ
い。

2020 年 4 月 30 日
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新しい地域 Amazon Translate では 欧州 (ロ
ンドン) リージョンにおける非同
期バッチ処理がサポートされてい
ます。非同期バッチ処理を利用で
きるすべての AWS リージョンに
ついては、「利用可能なリージョ
ン」を参照してください。

2020 年 4 月 20 日

新機能 Amazon Translate に非同期バッ
チ翻訳機能が追加されました。詳
細については、「非同期バッチ処
理」を参照してください。

2019 年 12 月 23 日

新しい地域 Amazon Translate では、アジア
パシフィック (香港)、アジアパシ
フィック (シドニー)、欧州 (ロン
ドン)、欧州 (パリ)、欧州 (ストッ
クホルム)、米国西部 (北カリフォ
ルニア) の各リージョンのサポー
トが追加されました。Amazon 
Translate でサポートされてい
る AWS リージョンの完全なリ
ストについては、Amazon Web 
Services 全般リファレンスの
「AWS リージョン表」または
「AWS のリージョンとエンドポ
イント」を参照してください。

2019 年 11 月 25 日

新しい言語 Amazon Translate では、翻訳対
象の新しい言語として、アフリ
カーンス語、アルバニア語、アム
ハラ語、アゼルバイジャン語、ベ
ンガル語、ボスニア語、ブルガリ
ア語、カナダフランス語、クロア
チア語、ダリ語、エストニア語、
グルジア語、ハウサ語、ラトビ
ア語、パシュト語、セルビア語、
スロバキア語、スロベニア語、
ソマリア語、スワヒリ語、タガ
ログ語、タミル語が追加されまし
た。Amazon Translate で直接翻
訳できる言語の組み合わせの一覧
については、「サポートされてい
る言語」を参照してください。

2019 年 11 月 25 日

新しい言語 Amazon Translate では、翻訳可
能な言語として、ギリシャ語、
ハンガリー語、ルーマニア語、タ
イ語、ウクライナ語、ウルドゥー
語、およびベトナム語が追加さ
れました。Amazon Translate で
直接翻訳できる言語の組み合わせ
の一覧については、「サポートさ
れている言語」を参照してくださ
い。

2019 年 10 月 3 日
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新機能 Amazon Translate に FedRAMP 
コンプライアンスが追加されまし
た。詳細については、「コンプラ
イアンス」を参照してください。

2019 年 7 月 31 日

新機能 Amazon Translate に SOC コン
プライアンスが追加されました。
詳細については、「コンプライア
ンス」を参照してください。

2019 年 5 月 30 日

新しい地域 Amazon Translate では、アジ
アパシフィック (ムンバイ)、ア
ジアパシフィック (シンガポー
ル)、アジアパシフィック (東
京)、およびカナダ (中部) の各
リージョンのサポートが追加さ
れました。Amazon Translate で
サポートされている AWS リー
ジョンの完全なリストについて
は、Amazon Web Services 全般
リファレンスの「AWS リージョ
ン表」または「AWS のリージョ
ンとエンドポイント」を参照して
ください。

2019 年 5 月 8 日

新しい言語 Amazon Translate では、翻訳
対象の新しい言語として、ヒン
ディー語、マレー語、ノルウェー
語、ペルシャ語が追加されまし
た。Amazon Translate で直接翻
訳できる言語の組み合わせの一覧
については、「サポートされてい
る言語」を参照してください。

2019 年 5 月 6 日

新しい地域 Amazon Translate では、欧州 
(フランクフルト) およびアジ
アパシフィック (ソウル) リー
ジョンのサポートが追加され
ました。Amazon Translate で
サポートされている AWS リー
ジョンの完全なリストについて
は、Amazon Web Services 全般
リファレンスの「AWS リージョ
ン表」または「AWS のリージョ
ンとエンドポイント」を参照して
ください。

2019 年 2 月 28 日

新機能 Amazon Translate に PCI コンプ
ライアンスが追加されました。詳
細については、「コンプライアン
ス」を参照してください。

2018 年 12 月 12 日
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新機能 Amazon Translate では、翻訳中
により高度な制御を可能にする
ため、4 つの新しい API とカスタ
ム用語機能が追加されました。翻
訳リクエストでカスタム用語を使
用すると、ブランド名、キャラク
ター名、モデル名、およびその他
の独自コンテンツを、標準的な翻
訳やコンテキストとは無関係に、
毎回目的どおりに翻訳することが
できます。詳細については、「カ
スタム用語」を参照してくださ
い。

2018 年 11 月 27 日

新しい言語 Amazon Translate では、デン
マーク語、オランダ語、フィン
ランド語、ヘブライ語、インド
ネシア語、韓国語、ポーランド
語、およびスウェーデン語でド
キュメントを翻訳できるようにな
りました。Amazon Translate で
はサポートされていない言語ペ
アの数を大幅に減らすことで直
接翻訳を継続的に強化していま
す。Amazon Translate で直接翻
訳できる言語の組み合わせにつ
いては、「サポートされている言
語」を参照してください。

2018 年 11 月 20 日

新機能 Amazon Translate に英語以外
のサポート対象言語間の直接翻
訳が追加されました。Amazon 
Translate で直接翻訳できる言語
の組み合わせについては、「サ
ポートされている言語」を参照し
てください。

2018 年 10 月 29 日

新機能 Amazon Translate に HIPAA コン
プライアンスが追加されました。
詳細については、「コンプライア
ンス」を参照してください。

2018 年 10 月 25 日

新機能 Amazon Translate では、新たな
翻訳言語として、繁体字中国語、
チェコ語、イタリア語、日本語、
ロシア語、トルコ語が追加され
ました。Amazon Translate でサ
ポートされている言語の一覧につ
いては、「サポートされている言
語」を参照してください。

2018 年 7 月 17 日

新機能 Amazon Translate にソース言語
の自動検出へのサポートが追加
されました。詳細については、
「Amazon Translate の仕組み」
を参照してください。

2018 年 4 月 4 日
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新しいガイド (p. 115) Amazon Translate 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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API リファレンス
Amazon Translate API リファレンスは別のドキュメントになりました。詳細については、「Amazon 
Translate API リファレンス」を参照してください。
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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。

cxxv
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