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購入ガイド
課金概要

最終更新日：：2022-06-15 11:33:34
使用量に応じた支払い額が明確な請求書
月額料金が3000米ドル以上の場合、ビジネスサポートまで問い合わせ、より多くの割引情報を入手してくださ
い。
毎月10000分の[無料時間]をプレゼントします(https://intl.cloud.tencent.com/document/product/647/42735)。
価格計算ツールで速やかにビジネス費用を見積ります。

毎月の無料時間10000分
を有効にしたすべてのTencent Cloudアカウントには、毎月10000分の無料利用時間パックが提供されます。
ここからオーディオビデオ通話、インタラクティブライブストリーミング、クラウドレコーディング、ミクススト
リーミングトランスコードなど、すべての項目を差し引くことができます。詳細については、無料時間の説明をご
参照ください。
TRTC

基本サービス
基本サービスは、具体的なユースケースによって、ボイス・インタラクティブストリーミング、ビデオ・インタラ
クティブストリーミング、音声通話、ビデオ通話の4つに分けられ、4つの基本サービスは単独で使用すること
も、重複して使用することも可能です。各基本サービスに対応する課金説明は下表のとおりです：
サービス サービス説明
課金説明
2人または多人数での音声チャット。48kHz、ダブルサウンドチャンネルを
音声通話 サポート。また1つのルームで最大300人のオンライン同時接続と、最大50人 TRTC課金
のマイク通話同時接続をサポートしています。
人または多人数でのビデオ通話では、720P、1080PのHD画質をサポートし
ビデオ通 2ます。
1つのルームで最大300人のオンライン同時接続と、最大50人のカメラ
TRTC課金
話
同時起動をサポートしています。
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サービス サービス説明
課金説明
キャスターと視聴者の双方向対話型オーディオビデオマイク接続をサポート
しています。キャスターのルーム間（ライブストリーミングルーム間）PKも
インタラ サポートしています。スムーズなマイクのオン・オフに対応し、切替には待 Tencent Realクティブ つ必要がありません。キャスターの遅延は300ms未満です。1つのルームで Time
ライブス のマイク接続人数は制限なしで、最大50人のマイク同時接続をサポートして Communication
トリーミ います。
ング
低遅延ライブストリーミングモードでは、視聴者10万人の同時再生をサポー 課金
トしています。再生の遅延は1000msに抑えられています。
CDN Relayed Live Streamingモードでは、視聴者数は無制限です。

拡張サービス
はリアルタイムで音声/ビデオを利用するための拡張サービスを提供します。これらのサービスの課金につい
ては、以下の表をご参照ください：
TRTC

サービス サービス説明
クラウド オンライン教育、ライブ配信、テレビ会議、オンライン診断、リモート銀行などの
レコーデ 運用シーンでは、内容審査、動画保存、動画再生といったニーズに対応するため
ィング に、クラウドレコーディング機能でビデオ通話やインタラクティブなライブ配信を
レコーディングして保存することができます。

課金説明
クラウド
レコーデ
ィングの
課金説明

解像度区分の説明
動画の画質
ハイビジョン（HD）
フルハイビジョン（Full HD）
2K
4K

動画の解像度
解像度 ≤ 921,600（1280 × 720）
921,600（1280 × 720）＜ 解像度 ≤ 2,073,600（1920 × 1080）
2,073,600 (1920 × 1080) ＜ 解像度 ≤ 3,686,400 （2560 × 1440）
3,686,400 （2560 × 1440）＜ 解像度 ≤ 8,847,360 （4096 × 2160）
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課金

TRTC

最終更新日：：2022-05-27 11:46:06
ここでは、TRTCが音声通話、ビデオ通話、オーディオビデオインタラクティブストリーミングの使用料金を月次
集計する方法についてご紹介します。
ビジネス費用の見積もりが必要な場合、TRTC価格計算ツールを使用してください。
当社と販売契約を結んでいる場合、実際の課金情報は契約書のとおりです。
説明：
2021年10月27日以降、初めてTRTCコンソールでアプリケーション を作成したアカウントについては、本
ドキュメント内の「サブスクライブするビデオの総解像度」方式で従量課金を開始します。

料金の計算
は月末に、Tencent Cloudアカウントにおけるすべてのプロジェクトによって発生したオーディオとビデオ
の時間使用量（単位は分）を集計します。ビデオの時間使用量は、「サブスクライブするビデオの総解像度」に応
じて4つのグレードに分けられ、グレード別に価格が異なりますので、ご注意ください。TRTCがそれぞれの開発
者アカウントに提供する月間無料分数10000分を差し引いた後、TRTCは残りのオーディオ時間使用量とビデオ時
間使用量を対応する単価で乗じた後に合算し、その月の合計料金を算出します。
TRTC

ステップ1：基本の課金計算式を理解します：

月額料金 = オーディオ時間使用量 × オーディオ単価 + 各グレードのビデオ時間使用量 × 対応するビデオ単価

ステップ2：オーディオ時間使用量とビデオ時間使用量を計算します：

各セッションの時間使用量は、このセッションのすべてのユーザーに発生した時間使用量の総和です。
ビデオ時間使用量：ユーザーがビデオストリームのサブスクリプションに成功すると、ビデオ時間使用量が発
生します。オーディオストリームとビデオストリームを同時にサブスクリプションする場合、ビデオ使用量の
みが計算されるので、ご注意ください。
オーディオ時間使用量：ユーザーがビデオストリームをサブスクリプションしていない場合、オーディオスト
リームをサブスクリプションするか否かにかかわらず、オーディオ時間使用量が発生します。すなわち、ユー
ザーがルームに参加した後、ビデオストリームをサブスクリプションした場合、ビデオ使用量のみが計算され
るが、ビデオまたはオーディオストリームをサブスクリプションしていない場合は、ルームに滞在する時間が
計算され、オーディオ使用量とします。
©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ステップ3：各グレードの単価。
使用量のタイプ
オーディオ
ハイビジョン（HD）
フルハイビジョン（Full
HD）

単価
（米ドル/1000分）

ユーザーがサブスクリプションしたビデオの総解像度

0.99

-

3.99
8.99

ビデオ2K

15.99

ビデオ4K

35.99

解像度 ≤ 921,600（1280x720）
921,600（1280 × 720）＜ 解像度 ≤ 2,073,600（1920 ×
1080）
2,073,600 (1920 × 1080) ＜ 解像度 ≤ 3,686,400 （2560 ×
1440）
3,686,400 （2560 × 1440）＜ 解像度 ≤ 8,847,360
（4096 × 2160）

例えば、ユーザーAが960×720の解像度で2つのビデオストリームを同時にサブスクリプションする場合、このユ
ーザーが受信するビデオの総解像度は960×720+960×720=1,382,400となり、そのビデオ使用量はFHDタイプの単
価で課金されます。

課金の例1
本節では、TRTCの費用計算について説明します。
6人のユーザーが同時に1つのチャンネルに加入し、60分間のビデオインタラクティブライブライブストリーミン
グを行ったとします。
ビデオインタラクティブストリーミングにはキャスター3名（キャスターA、B、C）がおり、キャスターAのビデ
オ解像度は960×720、キャスターBとCのビデオ解像度は640×480です。視聴者2名がすべてのキャスターのビデオ
ストリームをサブスクリプションしたが、もう1人の視聴者がビデオストリームでなくオーディオストリームだけ
をサブスクリプションしたとします。さらに、キャスターAは、チャンネル内の他のすべてのユーザーと画面を共
有しました。この場合、送受信される画面共有ストリームの解像度は1920×1080となります。

ステップ1：各ユーザーがサブスクリプションしたビデオ総解像度および時間使用量を計算します

下表は、各ユーザーが受信するビデオストリームの総解像度を計算して、各ユーザーのビデオ使用量のグレード
および対応する単価を得る方法について示します：
ユーザー サブスクリプションしたビデオストリーム ビデオの解像度 総解像度

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ユーザー サブスクリプションしたビデオストリーム ビデオの解像度 総解像度

総解像度のグレー

キャスタ キャスターB+キャスターCのビデオストリ
ーA + 画 ーム
面共有

614,400

ハイビジョン (HD

3,072,000

ビデオ2K

3,072,000

ビデオ2K

3,379,200

ビデオ2K

3,379,200

ビデオ2K

-

オーディオ

640 × 480 × 2

キャスタ キャスターA + キャスターC + キャスター
ーB
Aが共有した画面ビデオストリーム

(960 × 720) +

キャスタ キャスターA +キャスターB + キャスターA
ーC
が共有した画面ビデオストリーム

(960 × 720) +
(640 × 480) +

視聴者1
視聴者2
視聴者3

(640 × 480) +
(1920 × 1080)

(1920 × 1080)

キャスター3名+キャスターAが共有した画
面

(960 × 720) +
(640 × 480 × 2)
+ (1920 ×

キャスター3名+キャスターAが共有した画
面

(960 × 720) +
(640 × 480 × 2)
+ (1920 ×

ビデオストリームでなく、オーディオスト
リームだけをサブスクリプションします

-

1080)

1080)

図例：

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ステップ2：対応するグレードの単価を検索し、計算式により費用を計算します

月額料金 = オーディオ時間使用量 × オーディオ単価 + 各グレードのビデオ時間使用量 × 対応するビデオ単価で上
記シーンの費用を計算します：
合計料金
有料サービス
単価
合計使用量（分） =
（米ドル）
（ビデオ解像度のグ 各ユーザーの使用量の総和
（米ドル/ 各サービス料金
（米ドル）
（小数点第2位を
レード）
1000分）
四捨五入）
HD

60 × 1 = 60

3.99

(60/1000) ×
3.99 = 0.2394

ビデオ2K

60 × 4 = 240

15.99

(240/1000) ×
15.99 = 3.8376

オーディオ

60 × 1 = 60

0.99

(60/1000) ×
0.99 = 0.0594

4.14

課金の例2
本節では、TRTCの費用計算について説明します。
6人のユーザーが同時に1つのチャンネルに加入し、60分間のビデオインタラクティブライブライブストリーミン
グを行ったとします。
ビデオインタラクティブストリーミングにはキャスター4名（キャスターA、B、C、D）がおり、キャスターA・
B・Cが設定するライブストリーミングのビデオ解像度は480 × 480、キャスターDはオーディオストリームだけを
©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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プッシュします。視聴者1名がすべてのキャスターのビデオストリームをサブスクリプションし、もう1人の視聴
者がビデオストリームでなくオーディオストリームだけをサブスクリプションしたとします。

ステップ1：各ユーザーがサブスクリプションしたビデオ総解像度および時間使用量を計算します

下表は、各ユーザーが受信するビデオストリームの総解像度を計算して、各ユーザーのビデオ使用量のグレード
および対応する単価を得る方法について示します：
ユーザー サブスクリプションしたビデオストリーム ビデオの解像度 解像度の和 ビデオ総解像度の
B + キャスターCのビデオスト
キャスタ キャスター
リーム + キャスターDのオーディオストリ
ーA
ーム
A + キャスターCのビデオスト
キャスタ キャスター
リーム + キャスターDのオーディオストリ
ーB
ーム
A + キャスターBのビデオスト
キャスタ キャスター
リーム + キャスターDのオーディオストリ
ーC
ーム
キャスタ キャスターA + キャスターB + キャスター
ーD
Cのビデオストリーム
キャスターA + キャスターB + キャスター
視聴者1 Cのビデオストリーム + キャスターDのオ
ーディオストリーム
視聴者2 ビデオストリームでなく、オーディオスト
リームだけをサブスクリプションしました

480× 480 × 2

460,800

ハイビジョン (H

480× 480 × 2

460,800

ハイビジョン (H

480× 480 × 2

460,800

ハイビジョン (H

480 × 480 × 3

691,200

ハイビジョン (H

480 × 480 × 3

691,200

ハイビジョン (H

-

-

オーディオ

ステップ2：対応するグレードの単価を検索し、計算式により費用を計算します。

月額料金 = オーディオ時間使用量 × オーディオ単価 + 各グレードのビデオ時間使用量 × 対応するビデオ単価で上
記シーンの費用を計算します：
合計料金
有料サービス
単価
合計使用量（分） =
（米ドル）
（ビデオ解像度のグ 各ユーザーの使用量の総和
（米ドル/ 各サービス料金
（米ドル）
（小数点第2位を
レード）
1000分）
四捨五入）
HD

60 × 5 = 300

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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オーディオ

60 × 1 = 60

0.99

(60/1000) ×
0.99 = 0.0594

注意事項
ここでは参考として、詳細な注意事項についてご説明します。

価格計算ツール

価格計算ツールを確認してください。

TRTC

時間使用量の精度

は、時間の集計精度は秒とし、その月の累計秒数を分数に変換した上で課金します。毎月の使用量が各月末
に決済されると、TRTCはその月に発生したオーディオと各タイプのビデオ使用量（単位は秒）を合算し、60で除
してオーディオの分数と各タイプのビデオの分数を算出し、最後に切り上げます。例えば、1か月に59秒のオーデ
ィオ時間使用量が発生した場合、オーディオ使用量データは1分としてカウントされます。61秒のビデオ時間使用
量が発生した場合、ビデオ使用量データは2分としてカウントされます。月間使用量の誤差は1分以内です。
TRTC

デュアルストリーム解像度

デュアルストリームモードでは、ユーザーの解像度の計算方法は次のとおりです：
高画質ストリームをサブスクリプションする場合、ユーザーの総解像度は、送信者が設定した高画質ストリー
ムの解像度に基づいて計算されます。
低画質ストリームをサブスクリプションする場合、ユーザーの総解像度は、ユーザーが実際に受信した解像度
に基づいて計算されます。

画面共有ストリームの解像度

お客様のシナリオに画面共有が含まれる場合、画面共有ストリームのビデオ単価は、 TRTCVideoEncParam で
設定したビデオ解像度に基づきます。設定方法については、次の説明をご参照ください：
フルプラットフォームC++:startScreenCapture
iOS: startScreenCaptureInApp startScreenCaptureByReplaykit
macOS: startScreenCapture
Android:startScreenCapture

端末では、デバイスとブラウザの制限により、一部のブラウザは設定された画面プロパティに完全に適応で
きない場合があります。この場合、ブラウザが自動的に解像度を調整し、実際の解像度に応じて料金が計算されま
す。詳細については、setScreenProfileをご参照ください。
Web

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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その他の製品またはサービスの料金

お客様のシナリオが、オーディオ・ビデオ通話やインタラクティブライブストリーミングだけでなく、クラウド
レコーディングなどその他のTRTC製品またはサービスにも関連する場合、追加料金がかかります。詳細は、各
TRTC製品またはサービスの課金説明をご参照ください。

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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クラウドレコーディング課金
最終更新日：：2022-02-22 16:56:44

本文ではTRTCクラウドレコーディング製品の料金集計方式を紹介します。
当社と販売契約を結んでいる場合、実際の課金情報は契約書のとおりとなります。

料金の構成
は月末に、Tencent Cloudアカウントにおけるすべてのプロジェクトによって発生したその月のオーディオ
レコーディング時間とビデオレコーディング時間の使用量（単位は分）を集計します。ビデオレコーディングの時
間使用量は、総解像度に応じて4つのグレードに分けられ、グレード別に価格が異なりますので、ご注意くださ
い。TRTCがそれぞれの開発者アカウントに提供する月間無料分数10000分を差し引いた後、TRTCは残りのオー
ディオレコーディング時間使用量とビデオレコーディング時間使用量を対応する単価で乗じた後に合算し、その
月の合計料金を算出します。
料金の基本的な公式は次のとおりです。
月額料金 = オーディオ時間使用量 × オーディオ単価 + 各グレードのビデオ時間使用量 × 対応するビデオ単価
TRTC

時間使用量

クラウドレコーディングサービスの時間使用量は、レコーディング開始で時間使用量を計算してからレコー
ディング終了で停止するまでです。オーディオストリームとビデオストリームの両方である場合、ビデオ料金のみ
計算されます。
ビデオ時間使用量 = すべてのレコーディングプロセスのRTCルーム内でのビデオのレコーディング時間。
オーディオ時間使用量 = すべてのレコーディングプロセスのRTCルーム内での合計時間－ビデオ時間。オーディ
オをレコーディングしたかどうかに関わらず、どちらもオーディオ時間使用量とします。
時間の計算とレコーディングが必要なオーディオストリームおよびビデオストリームの数は関係なく、同じレコ
ーディングプロセス下で計算を重複させることはできません。例えば、1個のレコーディングプロセスの起動と同
時にAとBのビデオストリーミングを5分間レコーディングする場合、レコーディングサービスの時間は5分にな
り、そのレコーディングサービスの総解像度グレードに対応する料金がかかります。
時間の計算とレコーディングプロセスの数には関係があります。ルーム内で複数のレコーディングプロセスを同時
に起動する場合、すべてのレコーディングプロセスの時間を計算してその月のレコーディングサービスの合計使
用量を算出する必要があります。
TRTC

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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レコーディングサービスとは、クラウドレコーディングが提供するクラウドサービスの全体的な製品コンセプト
を指し、レコーディングプロセスとは、インターフェースを呼び出してレコーディングを使用する単一の起動/停
止タスクを指します。
レコーディングプロセス中は、レコーディングサーバーが室内のオーディオビデオストリーミングをサブスクラ
イブするため、TRTCサービスの時間使用量が発生しますので、ご注意ください。

単価

クラウドレコーディングのオーディオビデオの単価は以下のとおりです。
タイプ
ビデオ使用量タイプ
単価（米ドル/1000分）
レコーディングオーディオ
なし
1.49

TRTC

HD

レコーディングビデオ

（

5.99

）

FHD Full HD

13.49

2K

23.99

2K+

53.99

は、レコーディングプロセスでサブスクライブしたすべてのビデオストリームの総解像度に応じて、ビデオ
使用量を次の4つのタイプに分類し、各タイプのビデオ料金を計算します。
ビデオ使用量タイプ
レコーディングビデオの総解像度
HD
総解像度 ≤ 921,600（1280 × 720）
FHD（Full HD）
921,600（1280 × 720）＜ 総解像度 ≤ 2,073,600（1920 × 1080）
2K
2,073,600 (1920 × 1080) ＜ 総解像度 ≤ 3,686,400 （2560 × 1440）
2K+
3,686,400 （2560 × 1440）＜ 総解像度 ≤ 8,847,360 （4096 × 2160）
TRTC

例えば、レコーディングプロセスで960×720の解像度で2つのビデオストリームを同時にレコーディングする場
合、このレコーディングプロセスのビデオ総解像度は960×720+960×720=1,382,400となり、その使用量はFHD
（Full HD）タイプの単価で課金されます。

課金の例
©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ここでは、TRTCによるビデオの総解像度、各サービスタイプの時間使用量および関連料金の計算方法についてご
説明します。
お客様のTencent CloudアカウントにtestRTCという名前のプロジェクトがある場合、プロジェクトにオーディオ
ビデオサービスを使用する以外に、クラウドレコーディングによってオーディオビデオのインタラクションプロ
セスのレコーディング保存を行います。使用状況は以下のとおりです。
レコーディング1
2022 年 2 月 11 日に、4人がチャネルに入り、ビデオ通話を5,000秒行うと、クラウドレコーディングプロセスを1
個起動し、4つのオーディオをレコーディングします。
使用量集計：オーディオ時間使用量のみの合計 5,000 秒
レコーディング2
2022 年 2 月 12日に、4人がチャネルに入り、ビデオ通話を5,000秒行うと、シングルストリーミングレコーディ
ングとミクスストリーミングレコーディングの計2個のクラウドレコーディングプロセスを起動し、各レコーディ
ングプロセスで4つのオーディオをレコーディングします。
使用量集計：オーディオ時間使用量のみの合計 5,000 + 5,000 = 10,000 秒
レコーディング3
2022 年 2 月 13 日に、4人がチャネルに入り、ビデオ通話を3,500秒行うと、クラウドレコーディングプロセスを1
個起動し、4つのオーディオとビデオをレコーディングします。各ビデオの解像度は640 x 360です。
使用量集計：HDビデオ時間使用量のみの合計 3,500 秒
サブスクライブするビデオストリーム
ビデオの総解像度 総解像度 レコーディング使用量タイプ
4名のキャスターでのオーディオビデオ
640 × 360 × 4
921,600
HD
ストリーミング
レコーディング4
2022 年 2 月 14 日に、3人がチャネルに入り、ビデオでのインタラクションを1,800秒行うと、ビデオ解像度はそ
れぞれ 640 x 360、1280 x 720、960 x 720になります。1,800秒後に4人目がチャネルに参加し、ビデオでのインタ
ラクションに 540 秒参加すると、ビデオ解像度は 1920 x 1080になります。クラウドレコーディングプロセスを1
個起動し、全ユーザーのオーディオビデオストリーミングをすべてレコーディングします。
使用量集計：FHDビデオ時間使用量 1,800 秒、2K+ビデオ時間使用量 540 秒。
サブスクライブするビデオストリーム ビデオの総解像度

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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サブスクライブするビデオストリーム ビデオの総解像度
3名のキャスターでのオーディオビデ
640 x 360 + 1280 x
オストリーミング
720 + 960 x 720
名のキャスターでのオーディオビデ
オストリーミング
4

640 x 360 + 1280 x
720 + 960 x 720 +

総解像度

レコーディング使用量タイプ

1,843,200

FHD

3,916,800

2K+

1920 x 1080

料金の計算
課金サービス（レコーディング使用量タイプ）
オーディオ

合計時間使用量（分）

サービス料金（米ドル）

250

(250/1000) x 1.49 = 0.3725

HD

59

(59/1000) x 5.99 = 0.35341

FHD

30

(30/1000) x 13.49 = 0.4047

2K+

9

(9/1000) x 53.99 = 0.48591

合計

-

1.61652 ≈ 1.62

注意事項

時間使用量の精度

は、時間の集計精度は秒とし、その月の累計秒数を分数に変換した上で課金します。毎月の使用量が各月末
に決済されると、TRTCはその月に発生したオーディオと各タイプのビデオ使用量（単位は秒）を合算し、60で除
してオーディオの分数と各タイプのビデオの分数を算出し、最後に切り上げます。例えば、1か月に59秒のオーデ
ィオ時間使用量が発生した場合、オーディオ使用量データは1分としてカウントされます。61秒のビデオ時間使用
量が発生した場合、ビデオ使用量データは2分としてカウントされます。月間使用量の誤差は1分以内です。
TRTC

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ミクスストリーミング転送課金
最終更新日：：2022-06-28 10:18:40

本文ではTRTC ミクスストリーミング転送製品の料金集計方法を紹介します。
当社と販売契約を結んでいる場合、実際の課金情報は契約書のとおりとなります。

料金の構成
ミクスストリーミング転送は、CDNライブストリーミング視聴を実現するために使われており、次のステップを
含みます。

キャスターとマイク視聴者は、TRTCプッシュからオーディオビデオ通話とライブストリーミングを実装できま
す。
2. ミクスストリーミングトランスコードのサーバーは、TRTCサービスからのサブスクリプションのストリーム
（UDPプロトコル）です。
3. ミクスストリーミングトランスコードのサーバーは、サブスクリプションのストリームに対してミクスストリ
ーミングトランスコード処理を実行します。
4. ミクスストリーミングトランスコードサーバーは、トランスコーディングしたストリームをCDNにプッシュし
ます。
1.

ステップ1 TRTCのインタラクションで発生する料金については、TRTC課金をご参照ください。
ステップ2/3/4 ミクスストリーミング転送機能の使用により発生する料金のうち、ステップ2で発生するサブスク
リプション料金は、TRTCにより減額され課金されません。TRTCは、ステップ3で発生するミクスストリーミン
©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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グトランスコード料金、およびステップ4で発生する転送料金に対して課金します。
注意：
ご優待特典：
TRTCは、ステップ2で発生するサブスクリプション料金を課金しないだけでなく、転送のターゲットが
Tencent Cloud CSSである場合は、ステップ4で発生する転送料金を課金しないという特典も提供します。
その場合は、ミクスストリーミング転送のすべての使用料金が、ステップ3のミクスストリーミングトラン
スコード料金のみで構成されることになります。
は月末に、Tencent Cloudアカウントにおけるすべてのプロジェクトによって発生したその月のミクススト
リーミングトランスコードの使用量を集計します。それには、オーディオミクスストリーミングトランスコード時
間とビデオミクスストリーミングトランスコード時間の使用量（単位は分）、およびTencent Cloud以外のサード
パーティのライブストリーミングプラットフォームへの転送、またはCDNの転送帯域幅使用量（単位はMbps）が
含まれます。ビデオミクスストリーミングトランスコードの時間使用量は、総解像度とビデオコーデック標準に応
じて8つのグレードに分けられ、グレード別に価格が異なりますので、ご注意ください。TRTCは、オーディオミ
クスストリーミングトランスコード時間使用量と、ビデオミクスストリーミングトランスコード時間使用量にそ
れぞれ対応する単価を乗じ、合計することでミクスストリーミングトランスコード機能料金を算出します。さら
に、転送帯域幅使用量に単価を乗じて、転送機能料金を算出します。これらの料金の合計が、その月の料金総額に
なります。
料金の基本的な公式は次のとおりです。
月額料金 = ミクスストリーミングトランスコード時間料金 + 転送帯域幅料金
TRTC

ミクスストリーミングトランスコード料金

ミクスストリーミングトランスコードのサーバーが、サブスクリプションのオーディオビデオストリーミングに
対し、ミクスストリーミングトランスコード処理を実行する際にはミクスストリーミングトランスコード料金が
発生します。
時間の計算とミクスストリーミングトランスコードが必要なオーディオストリームおよびビデオストリームの数
は関係なく、同じミクスストリーミングトランスコードプロセス下で計算を重複させることはできません。例え
ば、1個のミクスストリーミングトランスコードプロセスを起動して、AとBのビデオストリームをサブスクリプシ
ョンし、ミクスストリーミングトランスコードと合成して出力する場合、記録される使用時間は5分間となり、そ
のミクスストリーミングトランスコードプロセスの総解像度に対応する料金が課金されます。
時間の計算とミクスストリーミングトランスコードプロセスの数には関係があります。ルーム内で複数のミクスス
トリーミングトランスコードプロセスを同時に起動する場合、すべてのミクスストリーミングトランスコードプ
ロセスの時間を計算してその月の合計使用量を算出する必要があります。
ミクスストリーミングトランスコード部分の課金の計算式は、次のとおりです。
©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ミクスストリーミングトランスコード時間料金 = オーディオ時間使用量 × オーディオ単価 + 各グレードのビデオ
時間使用量 × 対応するビデオ単価
説明：
同一時間内に、オーディオストリームトランスコードおよびビデオストリームトランスコードが行われた
場合は、ビデオトランスコード料金のみが課金され、オーディオトランスコード料金は課金されません。
ミクスストリーミングトランスコード単価
TRTC オーディオビデオミクスストリーミングトランスコード単価は次のとおりです。
使用量のタイプ
ビデオ使用量タイプ
単価（米ドル/千分間）
オーディオ
無
1.99
高精細度（HD）
5.99
FHD（Full HD）
13.99
H.264 ビデオ

ビデオ

H.265

2K

25.99

2K+

69.99

高精細度（HD）
FHD（Full HD）

17.99
37.99

2K

69.99

2K+

189.99

は、各ミクスストリーミング転送プロセスでサブスクライブしたすべてのビデオの総解像度に応じて、ビデ
オ使用量を4つのタイプに分類し、各タイプのビデオ料金を計算します。
TRTC

ビデオ使用量タイプ
HD

（

）

FHD Full HD
2K
2K+

レコーディングビデオの総解像度
総解像度 ≤ 921,600（1280 × 720）
921,600（1280 × 720）＜ 総解像度 ≤ 2,073,600（1920 × 1080）
2,073,600 (1920 × 1080) ＜ 総解像度 ≤ 3,686,400 （2560 × 1440）
3,686,400 （2560 × 1440）＜ 総解像度 ≤ 8,847,360 （4096 × 2160）

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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例えば、ミクスストリーミングトランスコードプロセスで960 × 720の解像度の2つのビデオストリームを受信
し、ミクスストリーミングトランスコードを実行する場合、このミクスストリーミングトランスコードプロセス
のビデオ総解像度は、960 × 720 + 960 × 720 = 1,382,400となり、そのミクスストリーミングトランスコードプロ
セスの使用量は、FHD（Full HD）タイプの単価で計算されます。
ミクスストリーミングトランスコードの課金の例
音声マイク接続ライブストリーミング
キャスターが単独で、音声ライブストリーミングを30分間継続します。その後、もう一名のキャスターと共に、
音声マイク接続ライブストリーミングを実施します。ミクスストリーミングトランスコードを使用すると、オーデ
ィオと合成されて1つのストリームとなり、Tencent Cloud CSSにプッシュされ、マイク接続ライブストリーミン
グプロセスが30分間継続されます。
課金方法：前半の30分間は、単独によるライブストリーミングが行われ、Tencent Cloud CSSにオーディオストリ
ームされます。オーディオミクスストリーミングトランスコード料金は発生しません。後半の30分間は、音声マ
イク接続ライブストリーミングで、オーディオトランスコード料金が発生します。
ミクスストリーミングトランスコード料金 = 1.99 × 30/1,000 = 0.0597米ドル
ビデオマイク接続ライブストリーミング
キャスターAが単独で、ビデオライブストリーミングを実行します。解像度は1920 × 1080で、30分間継続しま
す。その後、もう一名のキャスターBと共に、ビデオマイク接続ライブストリーミングを実行します。Bがプッシ
ュする解像度は1280 × 720です。2名のキャスターがそれぞれ使用するミクスストリーミングトランスコードは、
ビデオを合成して1つのビデオストリームとなり、Tencent Cloud CSSにプッシュされ、マイク接続ライブストリ
ーミングプロセスが10分間継続されます。
そのうち、キャスターAが合成したレイアウトは、Aをメイン画面に、Bを右上隅のミニウィンドウ画面にします。
合成されたビデオ解像度は1920 × 1080で、Tencent Cloud CSSにプッシュされます。キャスターBが合成したレイ
アウトは、Bをメイン画面に、Aを右上隅のマイク接続ミニウィンドウ画面にします。合成されたビデオ解像度は
1280 × 720で、Tencent Cloud CSSにプッシュされます。
課金方法：前半の30分間は、キャスターAの単独によるライブストリーミングでTencent Cloud CSSにプッシュさ
れたビデオストリームについては、ミクスストリーミングトランスコード料金は発生しません。後半の10分間
は、2名のキャスターによるビデオマイク接続ライブストリーミングでは、2つのミクスストリーミングトランス
コードプロセスが起動し、それぞれビデオトランスコード料金が発生します。総解像度は1920 × 1080 + 1280 ×
720 = 2,995,200です。 H.264 2Kビデオ使用量タイプに属し、合成後のビデオ出力は、解像度とは関係ありませ
ん。
ミクスストリーミングトランスコード料金 = 25.99 × 10/1,000 + 25.99 × 10/1,000 = 0.5198米ドル

転送料金
©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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ミクスストリーミングトランスコードのサーバーが、トランスコードされたストリームをCDNにプッシュするこ
とで発生する帯域幅料金です。プッシュするターゲットがすべてTencent Cloud CSSである場合は、すべての転送
料金が不要となり、その部分の帯域幅の消耗は課金されません。プッシュするターゲットがサードパーティのラ
イブストリーミングまたはCDNである場合、課金ルールは次のとおりです。
転送部分の課金公式は次のとおりです。
転送帯域幅料金 = 転送月間ピーク帯域幅使用量 × 転送単価
転送単価
TRTC オーディオビデオミクスストリーミングトランスコード単価は次のとおりです。
使用量のタイプ
単価（米ドル/Mbps/月）
月間ピーク帯域幅
18.99
転送課金の例
サードパーティのライブストリーミングプラットフォームに転送するビデオストリームのビットレートが
500Kbps（このビットレートはオーディオビットレートとビデオビットレートの和です）、当日の同時転送最大
チャネル数が10の場合、当日の帯域幅ピーク値は次のようになります。
500（Kbps） × 10 = 5,000（Kbps） = 5Mbps。
2022年6月に転送サービスを使用し、5Mbpsのピーク帯域幅が発生した場合、2022年6月に支払いが必要な転送帯
域幅の請求書は次のとおりとなります。
転送月間ピーク帯域幅の料金 = 18.99（米ドル/Mbps/月）× 5（Mbps）= 94.95 米ドル。

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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無料時間の説明

最終更新日：：2022-06-15 11:33:34

無料時間の説明
がアクティブ化されているすべてのTencent Cloudアカウントには、毎月10,000分の無料時間パックが提供
されます。
無料時間は、次の順で合計分数から差し引かれます。
オーディオ通話・ビデオ通話・インタラクティブライブストリーミングのうち、
1. オーディオ分数
2. HDビデオ分数
3. FHDビデオ分数
4. 2Kビデオ分数
5. 4Kビデオ分数
TRTC

その他
5. クラウドレコーディングオーディオ分数
6. クラウドレコーディングHDビデオ分数
7. クラウドレコーディングFHDビデオ分数
8. クラウドレコーディング2Kビデオ分数
9. クラウドレコーディング4Kビデオ分数
実際の使用分数が10,000分を超えない場合、その月は無料になります。10,000分の無料割り当てが差し引かれた
後、残りの分数については対応するサービス料金が差し引かれます。
無料時間の説明：
毎月の残りの分数は、その月の最終日に期限切れになり、翌月には使用できなくなります。コンソールのパッ
ケージ管理で確認できます。
1:1:1:1の割合で、オーディオ、HDビデオ、FHDビデオ、2Kビデオ、4Kビデオの時間をそれぞれ差し引きます。
つまり、各タイプの課金は1分を計算すると、お試しパックの時間から1分間を差し引きます。各タイプの使用
量に応じて、実際に使用した時間に相当する分数を、無料時間からリアルタイムで差し引きます。

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.
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課金に関するよくあるご質問
最終更新日：：2022-06-21 09:54:20

サービス使用量が大量なのですが、割引は受けられますか。

の月間消費金額が3,000米ドルを超える場合は、お問い合わせからご連絡いただき、契約締結で長期間割引
の取り決めを行うことが可能です。
TRTC

TRTC

はどのように課金されますか。

の課金項目はサービスのタイプによって基本サービスと付加価値サービスの2つに分かれます。詳細な課金
説明については、課金概要をご参照ください。ユーザーには毎月10000分の無料時間を提供しています。
TRTC

価格計算ツール

価格計算ツールを確認してください。

TRTC

どのように請求書と控除明細を確認できますか。

料金センター > 請求書詳細で請求書と控除明細の詳細を確認することができます。

どのように従量課金明細を確認/取得できますか。

リアルタイム使用量：TRTCコンソール - 使用量の統計画面で、使用状況のグラフや詳細なフローデータを直接
確認することができます。単日では5分ごとの明細を、複数日では1日ごとに集計した明細を表示します。分単
位でカウントされます。
請求書使用量：Tencent Cloud料金センターで、出力した請求書に対応する使用量の明細をダウンロードできま
す。ダウンロードの結果は、5分ごとの明細と日ごとの明細を含むExcelファイルです。秒単位でカウントされ
ます。
注意：
リアルタイム使用量データはリアルタイムに変化するため、最終的な決済使用量とは若干異なる場合があり
ます。請求書使用量を基準としてください。

どのようにパッケージの残りの分数を確認できますか。

パッケージはリアルタイム控除方式を採用し、5分ごとに一度、残りの分数を更新します。パッケージ管理画面で
パッケージの残りの分数を確認できます。

秒単位で課金され、1分未満の残高は1分としてカウントすると、パッケージを使用した時に分数を
多く差し引くことになりませんか。
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いいえ。パッケージから差し引かれる分数は、当日の累積時間に応じて計算され、二重に差し引かれることはあ
りません。
パッケージから分数を差し引く操作例は下表のとおりです：
統計区間 区間サービス使用量 累計サービス使用量 累計課金時間 区間控除時間 累計控除時間
00:00:00
00:04:59
00:05:00
00:09:59
00:10:00
00:14:59

秒

30

秒

50

秒

90

30

20

40

秒

1

分

1

秒

1

秒

2

分控除

1

分

0

分

1

分控除

分控除

1

分控除

2

分控除
分控除

自分の業務の基本サービス使用量と料金の見積もりはどのように行えますか。

ご自身の業務で発生する使用量と料金の見積もり方法がわからない場合は、TRTC価格計算機による計算補助を利
用することができます。

ビデオ通話やビデオ・インタラクティブストリーミングで、どうして音声時間が発生するのです
か。

通常の状況で、ユーザーが1つのオーディオ・ビデオストリーミングを購読する際は、オーディオデータとビデオ
データの両方が含まれます。送信者がカメラをオフ、受信者がビデオ画面をオフ、受信者のネットワーク異常、部
屋に1人しかいない等の状況がある場合、ユーザーが実際にはビデオ画面を受信していないことになります。料金
を節約するため、ユーザーがビデオ画面を受信しない時は、TRTCは音声時間によって使用量をカウントします。

画面共有はどのように課金されますか。

画面共有は、画面シェアとも呼ばれますが、単独のビデオストリームです。ユーザーが画面共有でビデオストリー
ムを購読し、ビデオ画面を受信すると、ビデオ時間に応じて課金されます。
CDN

ライブストリーミングの視聴はどのように課金されますか。

は
によりCSSの能力を使用し、CDN relayed live streamingの機能をご提供しています。CSSは
実際のご利用状況に応じてCDN relayed live streaming≻関連費用を請求します。
TRTC Relayed Push

1

人しかルームにいない場合も課金されますか。

人しかルームにいない場合、ストリームをプッシュしなくても（アップストリームデータが生成されなくて
も）、TRTCのクラウドサービスリソースを消費します。ルームに1人の場合は、他の人のオーディオ・ビデオス
1
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トリーミングを購読できず、ビデオ画面を受信することはないため、音声時間によってサービス使用量をカウント
します。

サービスのステータスが「サービス停止」と表示されるのはなぜですか。

アカウントに支払い遅延があるためサービス停止に至った場合：支払い遅延の解消の後、サービス
は自動的に復旧します。
手動操作でアプリケーションを無効化したため、サービスが停止状態となっている場合：【アプリケーション
の有効化】をクリックするとサービスを再開できます。
Tencent Cloud

©2013-2022 Tencent Cloud. All rights reserved.

Page 25 of 25

