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アマゾンの用途 GameLift

アマゾンとは何ですか GameLift?
Amazon を使用すると、 GameLift セッションベースのマルチプレイヤーゲームのため、クラウドに低コ
ストの専用サーバーをデプロイ、スケールを有効にできます。AWSグローバルなコンピューティングイン
フラストラクチャに構築された Amazon GameLift は、高パフォーマンスで信頼性の高いゲームサーバーを
提供できるほか、世界中のプレイヤーの需要に合わせてリソースの使用を動的にスケールを有効にできま
す。

アマゾンの用途 GameLift
Amazon GameLift は次のようなユースケースやその他のユースケースをサポートしています。

• 独自のカスタムマルチプレイヤーゲームサーバーを使用するか、 ready-to-go リアルタイムサーバーを
使用してゲームをホストします。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) スポットインスタンスを使用して、低コストのホスティ
ングリソースを実行します。

• ゲームに必要なホスティングリソースの使用量を、使用状況に応じて自動的にスケーリングします。
• Amazon GameLift FleetIQ を使用して、Amazon EC2 コンピューティングリソースをすべて一箇所で管

理できます。
• GameLift FlexMatchAmazonでマルチプレイヤーゲームでプレイヤーをマッチさせましょう。
• Amazon GameLift Anywhere でゲームサーバーとクライアントのビルドを繰り返しテストします。
• 独自のハードウェアを使用しながら、Amazon ですべてを 1 GameLift Anywhere か所で管理できます。

Tip

Amazon GameLift ゲームサーバーホスティングを試すには、を参照してくださいAmazon の使用
を開始する。 GameLift (p. 23)。

Amazon GameLift ソリューションの使用を開始す
る

ゲーム開発者向けの Amazon GameLift ソリューション
• カスタムサーバー向けの Amazon GameLift ホスティング (p. 1)
• GameLift リアルタイムサーバーを使用したAmazonホスティング (p. 2)
• Amazon EC2 でホスティングするための Amazon GameLift FleetIQ (p. 2)
• GameLift FlexMatch マッチメイキング用アマゾン (p. 3)
• Amazon GameLift Anywhere ハードウェアホスティング (p. 3)

カスタムサーバー向けの Amazon GameLift ホスティ
ング
お客様独自のカスタムゲームサーバーをホストするのに必要な作業は Amazon GameLift が代行します。
自動スケーリング機能により、必要以上のリソースに支払う必要がなくなります。また、自動スケーリン

1
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GameLift リアルタイムサーバー
を使用したAmazonホスティング

グにより、待ち時間を最小限に抑えながら、新規プレイヤーがいつでもゲームに参加できるようになりま
す。

Amazon GameLift ホスティングの詳細については、を参照してくださいAmazon GameLift の仕組
み (p. 4)。

主な特徴

• auto スケーリング、マルチロケーションキュー、ゲームセッション配置などの Amazon GameLift 管理
機能を使用してください。

• Amazon Linux または Windows Server オペレーティングシステムで実行するゲームサーバーをデプロイ
できます。

• ゲームセッションとプレイヤーセッションを管理できます。
• サーバープロセスのヘルストラッキングをカスタマイズして問題を検出し、パフォーマンスの低いプロ

セスを解決します。
• AmazonAWS CloudFormation GameLift のテンプレートを使用してゲームリソースを管理します。

GameLift リアルタイムサーバーを使用したAmazonホ
スティング
リアルタイムサーバーを使用すれば、カスタム構築のゲームサーバーを必要としないゲームを立ち上げら
れます。この軽量サーバーソリューションは、ゲームに合わせて構成できるゲームサーバーを提供しま
す。

リアルタイムサーバーでの Amazon GameLift ホスティングの詳細については、を参照してくださいゲーム
と Amazon GameLift リアルタイムサーバーの統合 (p. 64)。

主な特徴

• auto スケーリング、マルチロケーションキュー、ゲームセッション配置などの Amazon GameLift 管理
機能を使用してください。

• Amazon GameLift ホスティングリソースを使用し、フリートのAWSコンピューティングハードウェアの
タイプを選択できます。

• ゲームクライアントとサーバー間のやり取りで、完全なネットワークスタックを活用できます。
• カスタマイズ可能なサーバーロジックにより、ゲームサーバーのコア機能を利用できます。
• リアルタイム設定およびサーバーロジックに対してライブ更新を行えます。

Amazon EC2 でホスティングするための Amazon 
GameLift FleetIQ
Amazon GameLift FleetIQ を使用すると、Amazon EC2 および Amazon EC2 Auto Scaling ホスティングリ
ソースと直接連携できます。これにより、Amazon GameLift の最適化による安価で回復力のあるゲームホ
スティングのメリットが得られます。このソリューションは、フルマネージド Amazon GameLift ソリュー
ションで提供されるものよりも高い柔軟性を必要とするゲームデベロッパー向けです。

Amazon GameLift FleetIQ がゲームホスティング用の Amazon EC2 および EC2 Auto Scaling とどのよう
に連携するかについては、Amazon GameLift FleetIQ 開発者ガイドを参照してください。

主な特徴

• FleetIQ アルゴリズムを使用してスポットインスタンスのバランシングを最適化します。

2
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GameLift FlexMatch マッチメイキング用アマゾン

• プレイヤールーティングの特徴を使って、ゲームサーバーのリソースを効率的に管理し、ゲームに参加
する際により良いプレイヤーエクスペリエンスを提供します。

• プレーヤーの使用状況に応じてホストする容量を自動的にスケールできます。
• 自分のインスタンスから Amazon EC2インスタンスを直接管理できますAWS アカウント。
• Windows、Linux、コンテナ、Kubernetes など、サポートされているゲームサーバーの実行形式のいず

れかを使用します。

GameLift FlexMatch マッチメイキング用アマゾン
FlexMatch カスタムルールセットを作成して、ゲームのマルチプレイヤーマッチを定義するために使用し
ます。 FlexMatch ルールセットを使用して試合ごとに互換性のあるプレーヤーを比較し、プレーヤーに理
想的なマルチプレイヤー体験を提供します。

詳細については FlexMatch、「Amazon とは GameLift FlexMatch?」を参照してください。

主な特徴

• マッチ作成速度とマッチクオリティのバランスを取ります。
• 定義された特性に基づいてプレーヤーまたはチームをマッチさせます。
• レイテンシーに基づいてプレイヤーをマッチに参加させるルールを定義します。

Amazon GameLift Anywhere ハードウェアホスティン
グ
Amazon GameLift Anywhere を使用して、環境内のあらゆるハードウェアを Amazon GameLift ゲームホス
ティングに統合できます。フリートと EC2Anywhere フリートをマッチメーカーキューとゲームセッショ
ンキューに統合して、ハードウェア全体でのマッチメイキングとゲームの配置を管理できます。

でのテストの詳細についてはAnywhere、を参照してくださいカスタムサーバー統合をテストしま
す (p. 59)。Anywhereフリート設定の詳細については、「」を参照してくださいAmazon GameLift フ
リートのセットアップ (p. 103)。

主な特徴

• ゲームサーバーとクライアントのビルドを高速かつ反復的にテストします。
• セットの Amazon GameLift ツールを使用して、ゲームを自分のハードウェアにデプロイします。
• どこにいても、プレイヤーに最も近いハードウェアを使用できます。

アマゾンへのアクセス GameLift
Amazon を使用するには、これらのツールを使用します GameLift。

アマゾン GameLift SDK

Amazon GameLift SDK には、ゲームクライアント、 GameLift ゲームサービスから Amazon と通信す
るために必要なライブラリが用意されています。詳細については、「アマゾンGameLift SDK をダウ
ンロード (p. 18)」を参照してください。

Amazon GameLift リアルタイムクライアント SDK

リアルタイムクライアント SDK を使用すると、ゲームクライアントは、リアルタイムサーバーに
Connectし、ゲームセッションに参加して、他のプレイヤーと同期することができます。SDK をダウ

3
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アマゾンの価格 GameLift

ンロードして、Realtime Servers クライアント API (C#) を使用して API (p. 225) 呼び出しを行う方
法について詳しく学んでください。

GameLift アマゾンコンソール

AWS Management Consoleゲームのデプロイの管理、リソースの設定、プレイヤーの使用状況とパ
フォーマンスメトリクスの追跡を行うには、Amazon GameLift のを使用します。Amazon GameLift コ
ンソールには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) でプログラムにより管理する代替 GUI が用
意されています。

AWS CLI

Amazon GameLift API を含む、AWS SDKへの呼び出しを行うには、このコマンドラインツールを
使用します。の使用方法についてはAWS CLI、『AWS Command Line Interfaceユーザガイド』の
「AWS CLIはじめに」を参照してください。

アマゾンの価格 GameLift
Amazon は、使用期間ごとにインスタンスに、 GameLift 転送されたデータ量に応じて帯域幅を請求しま
す。Amazon の課金および料金の詳細な一覧については GameLift、「Amazon GameLift の料金表」を参照
してください。

Amazon でのゲームのホスティングやマッチメイキングにかかる費用の計算については GameLiftAmazon 
GameLift 価格見積もりの生成 (p. 370)、「」を参照してください。AWS Pricing Calculator使用方法が説
明されています。

Amazon GameLift の仕組み
このトピックでは、ゲームホスティングのコアコンポーネントについて説明し、Amazon GameLift がマル
チプレイヤーゲームサーバーをプレイヤーに利用できるようにする方法について説明します。

Amazon GameLift でゲームホストするゲームの準備をスタートできますか？ チェックアウトAmazon 
GameLift マネージドホスティングロードマップ (p. 25)。

主要コンポーネント
Amazon GameLift を設定してゲームをホストするには次のコンポーネントを扱います。の図は、マネージ
ド Amazon を使用したゲームアーキテクチャ GameLift (p. 7)これらのコンポーネント間の関係を視覚
化しています。

• ゲームサーバーは、フリート上で稼働するゲームのサーバーソフトウェアです。ゲームサーバーのビル
ドまたはスクリプトを Amazon GameLift にアップロードし、Amazon に伝えます GameLift。Amazon 
GameLift Anywhere または Amazon GameLift FleetIQ を使用する場合、ゲームサーバーのビルドをコン
ピュートリソースに直接アップロードします。

• ゲームセッションとは、プレイヤーが参加する進行中のゲームです。有効期間やプレイヤー数など、
ゲームセッションの基本特性を定義します。その後、プレイヤーはゲームサーバーにConnectしてゲー
ムサーバーサーバーにConnectしてゲームサーバーにゲームサーバーConnect

• ゲームクライアントは、プレイヤーのデバイスで実行されるゲームのソフトウェアです。ゲームクラ
イアントは、Amazon から受信するConnect情報に基づいて、 GameLiftバックエンドサービスを介して
ゲームサーバーにゲームセッションに参加します。

• バックエンドサービスは、Amazon GameLift に関連するタスクを処理する追加のカスタムサービスで
す。ベストプラクティスとして、Amazon とのゲームクライアント通信はすべてバックエンドサービス
が処理する必要があります GameLift。
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ゲームサーバーのホスティング
アマゾンでは GameLift、マネージドアマゾン、Amazon GameLift FleetIQ GameLift、アマゾンの3種類の
方法でゲームサーバーをホストできます GameLift Anywhere。Amazon GameLift FleetIQ の詳細について
は、「Amazon  GameLift FleetIQ とは何ですか?」を参照してください。

フリートは、ゲームのニーズに合わせて設計できます。フリートの設計の詳細については、「」を参照し
てくださいAmazon GameLift フリート設計ガイド (p. 104)。

マネージドアマゾン GameLift

マネージド Amazon では GameLift、インスタンスと呼ばれる Amazon GameLift の仮想コンピューティ
ングリソースでゲームサーバーをホストできます。ホスティングリソースを設定するには、インスタンス
のフリートを作成し、それらをデプロイしてゲームサーバーインスタンスのフリートを作成し、それらを
デプロイしてゲームサーバーインスタンスのフリートを作成し、それらをデプロイしてゲームサーバーイ
ンスタンスのフリートを作成し

アマゾン GameLift Anywhere

Amazon では GameLift Anywhere、管理するコンピューティング上でゲームサーバーをホストできま
す。Anywhereお使いのコンピューティングを参照するフリートを作成して、ホスティングリソースを設定
します。

フリートのエイリアス

エイリアスはフリート間で転送できる名称で、一般的なフリートロケーションを設定する場合に便利で
す。エイリアスを使用すると、ゲームクライアントを変更せずにゲームクライアントをあるフリートから
別のフリートに切り替えることができます。コンテンツを指すターミナルエイリアスを作成することもで
きます。

ゲームセッションの実行
フリートにゲームサーバープロセスが起動されると、 GameLift 各インスタンスでゲームサーバープロセ
スが起動されると、フリートでゲームサーバープロセスが起動できるようになります。Amazon GameLift 
は、ゲームクライアントサービスがバックエンドサービスまたはAmazonにプレイスメントリクエストを
送信すると、 GameLift新しいゲームクライアントサービスが送信されます。

ゲームセッション配置と FleetIQ アルゴリズム

キューは FleetIQ アルゴリズムを使用して、新しいゲームサーバーを選択し、新しいゲームサーバーを選
択します。ゲームセッション配置のキー要素は Amazon GameLift ゲームセッションのキューです。フリー
トのフリートのリストを割り当てするには、キューでゲームセッションを配置できる場所を決定します。
ゲームセッションのキューの詳細と、ゲーム用にそれらを設計する方法については、「」を参照してくだ
さいゲームセッションキューの設計 (p. 138)。

ゲームへのプレーヤーのConnection

ゲームセッション配置プロセスのパートとして、キューまたはゲームセッションは、選択したゲームサー
バーに新しいゲームサーバーにゲームセッションをスタートするように選択したゲームサーバーにゲーム
サーバーを要求します。プロンプトに応答し、 GameLift プレイヤーConnectを受け入れる準備ができたら 
Amazon にゲームサーバー報告します。 GameLift その後、Amazon は接続情報をバックエンドサービス
またはゲームクライアントサービスに提供します。ゲームクライアントはこの情報を使用してゲームセッ
ションに直接Connectし、ゲームに参加します。

フリートの容量のスケーリング
フリートがアクティブになり、ゲームセッションをホストできるようになります。新規プレイヤー全員が
すぐにゲームを見つけることと、アイドル状態にあるリソースに多額の費用をかけることのバランスをと
ることをおすすめします。
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Amazon は非常に効果的なauto GameLift Scalingツールを提供するか、フリート容量をマニュアルで設
定することもできます。詳細については、「Amazon GameLift ホスティングキャパシティのスケーリン
グ (p. 129)」を参照してください。

Auto Scaling

Amazon GameLift では、次の 2 つのauto スケーリング方法を提供しています。

• ターゲットベースのauto スケーリング (p. 133)
• ルールベースのポリシーによる自動スケーリング (p. 134)

追加のスケーリング機能

• ゲームセッション保護 — スケールダウン中にアクティブプレイヤーをホストしているゲームセッション
を Amazon GameLift が停止することを防ぎます。

• [Scaling limits](スケーリング制限) – フリートのインスタンス数に下限と上限を設定することで全体的な
インスタンスの使用量をコントロールします。

• auto スケーリングの一時停止 — auto スケーリングポリシーを変更または削除せずに、フリートロケー
ションレベルでauto スケーリングを一時停止します。

• スケーリングメトリクス — フリートのキャパシティとスケーリングイベントの履歴を追跡します。

アマゾンのモニタリング GameLift
フリートが起動すると、Amazon GameLift はさまざまな情報を収集して、デプロイされているゲームサー
バーのパフォーマンスをモニタリングするに役立つさまざまな情報を収集します。この情報を使用して、
リソースの使用を最適化したり、問題をトラブルシューティングしたり、プレイヤーがゲームでどのよう
にアクティブになっているかを把握したりできます。 GameLift アマゾンは以下を収集します。

• 艦隊、場所、ゲームセッション、プレイヤーセッションの詳細
• 使用状況メトリクス
• サーバープロセスのヘルスを報告する
• ゲームセッションログ

Amazon でのモニタリングの詳細については GameLift、を参照してくださいアマゾンのモニタリング 
GameLift (p. 178)。

AWS他のリソースを使用する
AWSゲームサーバーとアプリケーションは他のリソースと通信できます。たとえば、プレイヤーの認証や
ソーシャル ネットワークのために一連のウェブサービスを使用する場合があります。AWSAWS アカウン
トゲームサーバーが管理するリソースにアクセスするには、Amazon GameLift AWS がリソースにアクセ
スすることを明示的に許可してください。

Amazon GameLift では、このタイプのアクセスを管理するためのオプションをいくつか提供しています。
詳細については、「フリートの他の AWS リソースと通信する (p. 42)」を参照してください。

プレーヤーがゲームに接続する方法
ゲームセッションは、Amazon GameLift で実行されているゲームのインスタンスです。ゲームをプレイ
するには、プレイヤーは既存のゲームセッションを見つけて参加するか、新しいゲームセッションを作成
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して参加することができます。プレーヤーは、ゲームセッション用のプレーヤーセッションを作成するこ
とで参加します。ゲームセッションがプレイヤーに対して開いている場合、 GameLift Amazonはプレイ
ヤーのためにスロットを予約し、接続情報を提供します。その後、プレイヤーはゲームセッションに接続
して、予約されたスロットを要求できます。

カスタムゲームサーバーでのゲームセッションとプレイヤーセッションの作成と管理の詳細については、
を参照してくださいAmazonGameLift をゲームクライアントに追加する (p. 44)。プレイヤーをリアルタ
イムサーバーに接続する方法については、を参照してくださいリアルタイムサーバー用のゲームサーバー
と連携 (p. 66)。

Amazon GameLift には、ゲームセッションとプレイヤーセッションに関連するさまざまな特徴がありま
す。

複数の場所で、利用可能なリソースを最大限に活用してゲームセッションを開催

Amazon GameLift が新しいゲームセッションをホストするためにリソースを選択する方法を設定する
際、複数のオプションから選択できます。複数の場所でフリートを運営している場合は、場所に関係
なく任意のフリートに新しいゲームセッションを配置するゲームセッションキューを設計できます。

ゲームセッションへのプレイヤーアクセスを制御

接続しているプレイヤーの数に関係なく、新規プレイヤーからの参加リクエストを許可または拒否す
るようにゲームセッションを設定します。

カスタムのゲームデータやプレイヤーデータを使用する

ゲームセッションオブジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトにカスタムデータを追加し
ます。Amazon は、新しいゲームセッションを開始するときに、 GameLiftゲームセッションデー
タをゲームサーバーに渡します。Amazon は、プレイヤーがゲームセッションにConnectすると、 
GameLift プレイヤーセッションデータをゲームサーバーに渡します。

利用可能なゲームセッションをフィルタリングして並べ替える

セッション検索やソート機能を使って、見込みのあるプレイヤーに最もマッチするものを見つけた
り、プレイヤーに利用可能なゲームセッションのリストから選択させたりできます。セッション検索
とソートを使用して、セッションの特性に基づいてゲームセッションを検索します。独自のカスタム
ゲームデータに基づいて検索およびソートすることもできます。

ゲームとプレイヤーの使用状況データを追跡する

ゲームセッションが完了したゲームセッションに自動的に保存するようにします。ゲームサーバーに 
Amazon GameLift を統合するときに、ログストレージをセットアップできます。詳細については、
「Amazon のサーバーメッセージのロギング GameLift (p. 193)」を参照してください。

セッションのメタデータと設定、プレイヤーセッションデータなど、ゲームセッションの詳細情報を
表示するには、Amazon GameLift コンソールを使用します。詳細については、「ゲームとプレイヤー
セッションのデータを表示する (p. 173)」および「メトリクス (p. 171)」を参照してください。

マネージド Amazon を使用したゲームアーキテク
チャ GameLift

次の図表は、マネージド Amazon GameLift ソリューションを使用してホストされるゲームアーキテクチャ
のキーコンポーネントを示しています。
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このアーキテクチャのキーコンポーネントには次が含まれています。

ゲームクライアント

Amazon でホストされているゲームに参加するには GameLift、ゲームクライアントはまず利用可能
なゲームセッションを見つける必要があります。ゲームクライアントは、既存のゲームセッションを
検索し、マッチメイキングをリクエストするか、 GameLift バックエンドサービスを通じて Amazon 
と通信することによって新しいゲームセッションを開始します。バックエンドサービスは Amazon 
GameLift に送り返されます。この応答として、サービスはゲームセッション情報を受信して、ゲーム
クライアントに送り返されます。その後、ゲームクライアントはゲームサーバーに接続します。詳細
については、「Amazon lexatch のゲームの準備 GameLift (p. 35)」を参照してください。

バックエンドサービス

バックエンドサービスは、AWS SDK の Amazon GameLift サービス API GameLift オペレーションを
呼び出すことによって、ゲームクライアントと Amazon 間の通信を処理します。バックエンドサービ
スは、プレイヤーの認証と承認、インベントリ、通貨管理など、他のゲーム固有のタスクにも使用で
きます。詳細については、「ゲームクライアントサービスの設計 (p. 29)」を参照してください。

外部サービス

ゲームは、サブスクリプションメンバーシップの検証など、外部サービスに依存する場合がありま
す。外部サービスは、バックエンドサービスと Amazon を通じてゲームサーバーに情報を渡すことが
できます GameLift。

ゲームサーバー

ゲームサーバーソフトウェアを Amazon にアップロードすると GameLift、Amazon はゲームセッショ
ンをホストし、 GameLift プレイヤーの接続を受け入れるためにホストマシンにデプロイします。ゲー
ムサーバーは、Amazon GameLift と通信して、ゲームセッションのスタート、新しく接続されたプ
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レイヤーの検証、ゲームセッションの状態、プレイヤーの接続、プレイヤーの接続、プレイヤーの接
続、利用可能なリソースのレポートをリクエストします。

カスタムゲームサーバーは、Amazon GameLift GameLift サーバー SDK を使用して Amazon と通信し
ます。ゲームクライアントは、 GameLift バックエンドサービスを経由して Amazon から接続の詳細
を受け取った後、ゲームサーバーに直接Connectします。詳細については、「ゲームをカスタムゲー
ムサーバーと統合 (p. 35)」を参照してください。

リアルタイムサーバーは、カスタムスクリプトを実行するゲームサーバーです。ゲームに参加すると
き、ゲームクライアントはRealtime CliftSDK を使用して Realtime サーバーに直接Connectします。詳
細については、「ゲームと Amazon GameLift リアルタイムサーバーの統合 (p. 64)」を参照してく
ださい。

ホスト管理ツール

ホスティングリソースを設定および管理する場合、ゲームの所有者は、ホスティング管理ツールを
使用して、ゲームサーバービルドとスクリプト、フリート、マッチメイキング、キューを管理しま
す。AWSSDK とコンソールに設定されている Amazon GameLift ツールには、ホスティングリソース
を複数の方法で管理できます。個々のゲームサーバーにリモートアクセスしてトラブルシューティン
グを行うことができます。
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セットアップ
AmazonAWS アカウント を使用してマルチプレイヤーゲームをホストするように GameLift 設定をするた
めのヘルプを提供します。

Tip

Amazon GameLift ゲームサーバーホスティングを試すには、を参照してくださいAmazon の使用
を開始する。 GameLift (p. 23)。

トピック
• AWS アカウント のセットアップ (p. 10)
• アマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)
• AWS請求アラートの設定 (p. 19)
• GameLiftアマゾンのホスティングロケーション (p. 20)

AWS アカウント のセットアップ
AmazonGameLift を使い始めるには、作成して設定しますAWS アカウント。を作成するための料金はかか
りませんAWS アカウント。このセクションでは、アカウントの作成、ユーザーの設定、権限の設定につい
て説明します。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 10)
• 管理ユーザーを作成する (p. 11)
• Amazon のユーザー権限を管理するGameLift (p. 11)
• Set up programmatic access for users (p. 12)
• ゲームへのプログラマティックアクセスを設定する (p. 13)
• アマゾンの IAM 権限の例GameLift (p. 13)
• Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。
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管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

Amazon のユーザー権限を管理するGameLift
AmazonGameLift リソースの必要に応じて、追加のユーザーを作成するか、既存のユーザーにアクセス権
限を拡張します。ベストプラクティス (IAM のセキュリティのベストプラクティス) として、すべてのユー
ザーに最小権限の権限を適用してください。権限構文のガイダンスについては、を参照してくださいアマ
ゾンの IAM 権限の例GameLift (p. 13)。

以下の手順に従って、AWSアカウント内のユーザーの管理方法に基づいてユーザー権限を設定します。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
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• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。
「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

IAM ユーザーと作業する場合、ベストプラクティスとして、個々のユーザーではなく、常にロールまたは
ユーザーグループにアクセス許可を付与します。

Set up programmatic access for users
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。

• 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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アクセスキーを使用する場合は、「AWSアクセスキー管理のベストプラクティス」を参照してください。

ゲームへのプログラマティックアクセスを設定する
ほとんどのゲームでは、バックエンドサービスを使用してAWS SDKGameLift を使用して Amazon と通信
します。たとえば、(ゲームクライアントの代わりに動作する) バックエンドサービスを使用して、ゲーム
セッションをリクエストしたり、プレイヤーをゲームに参加させたり、その他のタスクを実行したりしま
す。これらのサービスには、AmazonGameLift サービス API への呼び出しを認証するためのプログラムに
よるアクセスとセキュリティ認証情報が必要です。

Amazon の場合GameLift、AWS Identity and Access Management (IAM) でプレイヤーユーザーを作成して
このアクセスを管理します。次のいずれかののいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのい
ずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれ
かのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのいずれか

• プレイヤーユーザー権限を持つ IAM ロールを作成し、プレイヤーユーザーが必要なときにそのロール
を引き受けられるようにします。バックエンドサービスには、Amazon にリクエストを送信する前に、
この役割を引き受けるためのコードを含める必要がありますGameLift。セキュリティ上のベスト・プラ
クティスに従い、ロールでは制限付きの一時的なアクセスが提供されます。ロールは、AWSリソース上
で実行されるワークロード (IAM ロール) またはリソース外 (IAM Roles Anywhere) で実行されるワーク
ロードに使用できます。AWS

• IAM ユーザーを作成し、そのIAM ユーザーを作成し、そのユーザーをグループに追加します。このオプ
ションは、プレイヤーユーザーに長期間の認証情報を提供します。バックエンドサービスはこの認証情
報を保存して Amazon と通信する際に使用する必要がありますGameLift。

権限ポリシーの構文については、を参照してくださいプレイヤーユーザー権限の例 (p. 14)。

ワークロードが使用する権限の管理の詳細については、「IAM ID: IAM の一時的な認証情報」を参照して
ください。

アマゾンの IAM 権限の例GameLift
これらの例の構文を使用して、AmazonGameLift リソースへのアクセスを必要とするユーザーにAWS 
Identity and Access Management (IAM) 権限を設定します。ユーザーアクセス許可の詳細については、
「」を参照してくださいAmazon のユーザー権限を管理するGameLift (p. 11)。IAM Identity Center の
外部でユーザーの権限を管理する場合、ベストプラクティスとして、個々のユーザーではなく、必ず IAM 
ロールまたはユーザーグループにアクセス許可をアタッチすることをお勧めします。

AmazonGameLift FleetIQ をスタンドアロンソリューションとして使用している場合は、
「AmazonGameLift FleetIQAWS アカウント 用のセットアップ」を参照してください。

管理者権限の例
これらの例では、ユーザーに AmazonGameLift ゲームホスティングリソースを管理するためのフルアクセ
ス権が与えられます。

Example AmazonGameLift リソース権限の構文

次の例では、すべての AmazonGameLift リソースへのアクセスを拡張します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "gamelift:*", 
    "Resource": "*" 
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  }
}

Example デフォルトで有効になっていないリージョンをサポートする AmazonGameLift リソース
権限の構文

次の例では、デフォルトで有効になっていないすべての AmazonGameLiftAWS リソースとリージョン
へのアクセスを拡張します。デフォルトで有効になっていないリージョンの詳細と有効化方法について
は、AWS リージョンの「管理」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:DescribeRegions", 
      "gamelift:*" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}

Example AmazonGameLiftPassRole リソースと権限の構文

次の例では、すべての AmazonGameLift リソースへのアクセスを拡張し、ユーザーが IAM サービスロー
ルを AmazonGameLift に渡すことを許可します。サービスロールを設定すると、で説明されているよう
に、AmazonGameLiftAmazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16) は出品者に代わっ
て他のリソースやサービスへのアクセスが制限されます。たとえば、CreateBuildリクエストに応答
する場合、Amazon は Amazon S3GameLift バケット内のビルドファイルにアクセスする必要がありま
す。PassRoleアクションの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM: IAMAWS ロールを特定のサー
ビスに渡す」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "gamelift:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:PassedToService": "gamelift.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

プレイヤーユーザー権限の例
これらの例では、バックエンドサービスまたは他のエンティティが AmazonGameLift API に API 呼び出し
を行うことができます。ゲームセッション、プレイヤーセッション、マッチメイキングを管理するための
一般的なシナリオについて説明します。詳細については、「ゲームへのプログラマティックアクセスを設
定する (p. 13)」を参照してください。
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Example ゲームセッション配置アクセス許可の詳細については

次の例では、ゲームセッション配置キューを使用してゲームセッションを作成し、プレイヤーセッション
を管理する AmazonGameLift API へのアクセスを拡張しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "PlayerPermissionsForGameSessionPlacements", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "gamelift:StartGameSessionPlacement", 
      "gamelift:DescribeGameSessionPlacement", 
      "gamelift:StopGameSessionPlacement", 
      "gamelift:CreatePlayerSession", 
      "gamelift:CreatePlayerSessions", 
      "gamelift:DescribeGameSessions" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}

Example ユーザーのアクセス許可の詳細については

次の例では、FlexMatchマッチメイキングアクティビティを管理する AmazonGameLift API へのアクセス
を拡張します。FlexMatch新規または既存のゲームセッションのプレイヤーをマッチングし、Amazon で
ホストされているゲームのゲームセッションのプレースメントを開始しますGameLift。詳細については
FlexMatch、「Amazon とはGameLiftFlexMatch?」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "PlayerPermissionsForGameSessionMatchmaking", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "gamelift:StartMatchmaking", 
      "gamelift:DescribeMatchmaking", 
      "gamelift:StopMatchmaking", 
      "gamelift:AcceptMatch", 
      "gamelift:StartMatchBackfill", 
      "gamelift:DescribeGameSessions" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}

Example 手動ゲームセッション配置権限の構文

次の例では、指定されたフリートでゲームセッションとプレイヤーセッションを手動で作成する 
AmazonGameLift API へのアクセスを拡張します。このシナリオは、プレイヤーが利用可能なゲームセッ
ションのリストから選択して参加できるゲーム ("list-and-pick" メソッド) など、プレースメントキューを使
用しないゲームをサポートします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "PlayerPermissionsForManualGameSessions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "gamelift:CreateGameSession", 
      "gamelift:DescribeGameSessions", 

15

https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/flexmatchguide/match-intro.html


Amazon GameLift デベロッパーガイド
IAM サービスロールを設定する

      "gamelift:SearchGameSessions", 
      "gamelift:CreatePlayerSession", 
      "gamelift:CreatePlayerSessions", 
      "gamelift:DescribePlayerSessions" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}

Amazon 用の IAM サービスロールを設定する 
GameLift
一部の Amazon GameLift 機能では、AWS所有リソースへの制限付きアクセスを拡張する必要がありま
す。これを行うには、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールを作成します。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。

このトピックでは、Amazon GameLift がホストするソリューションで使用されるサービスロールについて
説明します。Amazon GameLift FleetIQ を使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスでのゲームホスティングを最適化する場合は、「Amazon GameLift FleetIQAWS アカウント 用の
セットアップ」を参照してください。

以下の手順では、サービスロールを作成し、Amazon GameLift ユースケースを指定します。指定された構
文でカスタムポリシーを作成します。

AWS のサービス のロールを作成するには (IAM コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. AWS のサービス のロールタイプを選択します。
4. サービスのユースケースを選択します。ユースケースは、サービスに必要な信頼ポリシーを含めるよ

うに定義されています。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. 可能であれば、アクセス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択します。または、[Create policy]

(ポリシーの作成) を選択して、新しいブラウザータブを開き、最初から新しいポリシーを作成しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイド の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

7. ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻ります。サービスに割り当てるアクセス許可
ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにします。

選択したユースケースに応じて、サービスでは次のようなことが可能になる場合があります。

• サービスがロールのアクセス許可を定義しているため、何もありません。
• 制限されたアクセス権限から選択します。
• すべてのアクセス権限から選択します。
• 今回は、ポリシーなしを選択します。しかし、後でポリシーを作成し、それをロールにアタッチす

ることは可能です。
8. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。これは、サービスロールに使用できる高度な機能で

あり、サービスリンクされたロールではありません。

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

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. [ロール名] で、ロール名のカスタマイズの度合いはサービスによって定義されます。サービスのロー

ル名が定義されている場合、このオプションを変更することはできません。その他の場合、サービス
はロールのプレフィックスを定義し、オプションのサフィックスを入力できるようにするかもしれま
せん。一部のサービスでは、ロール名全体を指定することができます。

可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力
します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。ロール名では大文
字と小文字が区別されないため、PRODROLE および prodrole の両方の名前を持つロールを作成する
ことはできません。さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があります。そのため、作成
後はロールの名前を変更できません。

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

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

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

14. ロールを確認してから、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

権限ポリシーの構文
• Amazon GameLift がサービスロールを引き継ぐための権限

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "gamelift.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

• AWSデフォルトで有効になっていないリージョンへのアクセス権限

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "gamelift.amazonaws.com", 
          "gamelift.ap-east-1.amazonaws.com", 
          "gamelift.me-south-1.amazonaws.com", 
          "gamelift.af-south-1.amazonaws.com", 
          "gamelift.eu-south-1.amazonaws.com"  
        ] 

17

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html#access_policies_create-start
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_tags.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_tags.html


Amazon GameLift デベロッパーガイド
アマゾンGameLift SDK をダウンロード

      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

アマゾンGameLift SDK をダウンロード
このトピックでは、GameLiftカスタムゲームサーバーのビルドおよびリアルタイムサーバーのマネージド
ソリューションで使用できる SDK について説明します。AmazonGameLift SDK を使用して、Amazon と
通信するマルチプレイヤーゲームサーバー、ゲームクライアント、GameLiftゲームサービスを開発しま
す。

ゲームエンジンで AmazonGameLift SDK を使用する方法の詳細については、「」を参照してくださいゲー
ムエンジンとアマゾン GameLift (p. 47)。AmazonGameLift SDK バージョンと SDK の互換性の最新の
情報については、「」を参照してくださいAmazonGameLift リリースノート (p. 375)。

カスタム ゲームサーバーの場合
AmazonGameLift Server SDK で、64 ビットのカスタムゲームサーバーを作成してデプロイしま
す。Amazon は、この SDK を使用することでGameLift、AmazonGameLift ホストリソース全体にわたって
ゲームサーバーストリソースデプロイおよび管理できます。開始するには、AmazonGameLift マネージド
サーバー SDK をダウンロードしてください。設定情報については、を参照してくださいAmazon GameLift 
をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

[SDK support]（SDK サポート）

AmazonGameLift マネージドサーバー SDK ダウンロードには、以下のバージョンのソースが含まれていま
す。ゲームに必要なバージョンをビルドしてください。ビルド手順と最小要件については、各バージョン
の README ファイルを参照してください。

• C++
• C++ for Unreal Engine (プラグイン)
• C# (.NET 4)
• C# (.NET 6)
• Go

[Development environments]（開発環境）

以下のサポートされている開発用オペレーティングシステムとゲームエンジン用に、必要に応じて SDK を
ソースからビルドします。

• [Operating systems]（オペレーティングシステム） - Windows、Linux
• [Game engines]（ゲームエンジン-O3DE、Unreal Engine、Unity、C++、C#、または Go ライブラリを

Supportするエンジン

[Game server operating systems]（ゲーム サーバーオペレーティングシステム）

AmazonGameLift Server SDK を使用して、以下のプラットフォームで実行されるゲームサーバーを作成し
ます。

• Windows Server 2016
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• Amazon Linux 2
• ウィンドウズサーバー 2012 (ウィンドウズ 2012GameLift のアマゾンよくある質問をご覧ください)
• アマゾン Linux (アマゾン LinuxGameLift のアマゾンよくある質問をご覧ください)

リアルタイムサーバー
マルチプレイヤーゲームをホストするリアルタイムサーバーを設定してデプロイします。ゲームクライア
ントがリアルタイムサーバーに接続できるようにするには、AmazonGameLift Realtime Client SDK を使用
してください。ゲームクライアントは、この SDK を使用して、リアルタイムサーバー、およびサーバーに
接続する他のゲームクライアントとメッセージを交換します。はじめに、AmazonGameLift リアルタイム
クライアント SDK をダウンロードしてください。設定情報については、を参照してくださいリアルタイム
サーバー用のゲームサーバーと連携 (p. 66)。

[SDK support]（SDK サポート）

リアルタイムクライアント SDK には、以下の言語の出典が含まれています。

• C# (.NET)

[Development environments]（開発環境）

以下のサポートされている開発用オペレーティングシステムとゲームエンジン用に、必要に応じて SDK を
ソースからビルドします。

• [Operating systems]（オペレーティングシステム-Windows、Linux、Android、iOS
• [Game engines]（ゲームエンジン） - Unity、C# ライブラリをsupportするエンジン。

[Game server operating systems]（ゲーム サーバーオペレーティングシステム）

リアルタイムサーバーは、以下のプラットフォームで実行されるホストリソースデプロイできます。

• Amazon Linux
• Amazon Linux 2

クライアントサービスの場合
AWSSDK で AmazonGameLift API を使用して 64 ビットのクライアントサービスを作成します。クライア
ントサービスでこの SDK を使用することで、ゲームセッションを検索または作成し、Amazon でホストさ
れているゲームにプレイヤーを参加させることができますGameLift。はじめに、AWSSDK をダウンロー
ドしてください。Amazon で SDK を使用する方法の詳細についてはGameLift、AmazonGameLift API リ
ファレンスをご覧ください。

AWS請求アラートの設定
請求イベントの通知を受け取ることができるように、請求アラートを設定できます。詳細については、請
求アラームの作成を参照してください。

請求アラートの受信に加えて、 GameLift AmazonのBilling and Cost Management コンソール（https:// 
console.aws.amazon.com/billing/）では、現在の見積もりを表示することができます。これにより、リ
ソース消費の確認、将来の使用状況に関する決定、およびスケーリングニーズの判断に役立ちます。
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不必要な料金が発生しないように、使用していないときにフリートを縮小 (p. 131)できます。

GameLiftアマゾンのホスティングロケーション
GameLiftAWS リージョンAmazonは複数のLocal Zones で利用できます。ロケーションの詳細なリストに
ついては、の「AmazonGameLift エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレン
ス。

GameLiftアマゾンホスティング
AmazonGameLift フリートを作成すると、AmazonGameLift は現在のフリートにフリートのリソースを作
成しますAWS リージョン。GameLiftAmazonはこの地域を艦隊の本拠地地域と呼んでいます。フリートを
管理するには、そのフリートに本拠地のリージョンからアクセスしてください。

マルチロケーションフリートは、フリートのホームリージョンに加えて、他の場所にインスタンスをデプ
ロイします。マルチロケーションフリートでは、場所ごとに容量を個別に管理でき、場所別にゲームセッ
ションを配置できます。 マルチロケーションフリートは、Amazon がSupportするGameLiftリージョンま
たはローカルゾーンにリモート拠点を持つことができます。次の図は、2 つのリージョンにリソースがあ
る複数拠点のフリートを示しています。この図では、us-west-2リージョンには 2 つのゲームサーバーが
含まれ、us-east-2リージョンには 1 つのゲームサーバーがあります。

デフォルトで有効になっていないリージョンのインスタンスでマルチロケーションフリートを使用
する場合は (p. 20)、でそれらのリージョンを有効にする必要がありますAWS アカウント。ま
た、AmazonGameLiftec2:DescribeRegions 管理者ポリシーでアクションが許可されている必要があり
ます。デフォルトで有効になっていないリージョンの詳細と有効化方法については、AWS リージョンの
「管理」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。デフォルトで有効になっていないリージョンのポ
リシーの例については、「」を参照してください管理者権限の例 (p. 13)。

Important

デフォルトで有効になっていないリージョンを使用するには、で有効にしますAWS アカウント。

• 2022年2月28日より前に作成した、有効化されていないリージョンのフリートは影響を受けま
せん。
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• 新しいマルチロケーションフリートを作成したり、既存のマルチロケーションフリートを更新
したりするには、まず使用するリージョンを有効にします。

ゲームセッションの配置では、AmazonGameLift がサポートする任意の場所にゲームセッションキューを
作成できます。Amazon は、GameLiftキューを作成した場所からゲームセッションを配置します。

ローカルゾーン
ローカルゾーンは、AWS リージョンユーザーに近い場所に位置する場所の拡張です。Local Zones は、イ
ンターネットへの独自の接続を持っています。Local Zones は、Local Zones で作成したリソースが、低
いレイテンシーの通信をローカルユーザーに提供できます。AWS Direct Connect詳細については、「AWS 
Local Zones」を参照してください。

Local Zones のコードは、そのリージョンコードの後に、物理的な場所を示す識別子が続きます。たとえ
ば、us-west-2-lax-1ローカルゾーンはロサンゼルスにあります。利用可能な Local Zones のリストに
ついては、「」を参照してください利用可能な Local Zones (p. 21)。

Amazon は、GameLiftお客様がフリート用に選択した各ロケーションでゲームをホストします。次の
図は、リージョンに 2 つのゲームサーバー、us-west-2リージョンに 1 つのゲームサーバー、us-
west-2-lax-1ローカルゾーンに 1 つのゲームサーバーがあるフリートを示しています。us-east-2

利用可能な Local Zones
次の表には、利用可能な Local Zones とその物理的な場所を示します。

ローカルゾーン ロケーション (都市圏名)

us-east-1-atl-1 アトランタ

us-east-1-chi-1 シカゴ

us-east-1-dfw-1 ダラス

us-east-1-iah-1 ヒューストン

us-east-1-mci-1 カンザスシティ

us-west-2-den-1 デンバー

us-west-2-lax-1 ロサンゼルス
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ローカルゾーン ロケーション (都市圏名)

us-west-2-phx-1 フェニックス

アマゾンGameLiftAnywhere
AmazonGameLiftAnywhere を使用して独自のハードウェアでフリートを作成し、Amazon 
を使用してゲームビルド、スクリプト、ゲームサーバー、クライアントを管理できます
GameLift。GameLiftAnywhereAmazonは、GameLift Amazonがサポートしているすべての地域でご利用い
ただけます。Anywhereフリートの作成とゲームサーバー統合のテストの詳細については、「」 GameLift 
Anywhereアマゾンフリートを作成 (p. 114) と「」を参照してくださいカスタムサーバー統合をテストし
ます (p. 59)。

AmazonGameLiftAnywhere では、AmazonGameLift 統合ゲームサーバーをホストするために使用している
ハードウェアの物理的な場所を表すカスタムロケーションを作成できます。

アマゾンGameLiftFlexMatch
FlexMatchで、AmazonGameLift がSupportする場所は、すべてマッチ生成ゲームセッションをホストでき
ます。Amazon は、GameLiftお客様がマッチメイキング設定を作成したリージョンでマッチメイキングリ
クエストを処理します。マッチメーキング設定を参照するリクエストの場合、Amazon はそれらのリクエ
ストを、GameLiftその設定を作成したリージョンのどこにあってもルーティングします。アマゾンの詳細
についてはGameLiftFlexMatch、「アマゾンとはGameLiftFlexMatch?」を参照してください。

GameLift中国のアマゾン
Sinnet が運営する中国 (北京) リージョンで運用しているリソースで AmazonGameLift を使用する場
合は、AWS (中国) アカウントが別途必要になります。中国リージョンでは使用できない機能がありま
す。GameLiftこれらのリージョンでの Amazon の使用に関する詳細については、以下の関連リソースを参
照してください。

• 中国のAmazon Web Services
• AmazonGameLift (中国でのAmazon Web Services 開始)
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Amazon の使用を開始する。 
GameLift

Amazon GameLift をゲームに使用する前に、以下の例を試してみることをお勧めします。カスタムサー
バーの例では、Amazon GameLift コンソールでゲームホスティングの経験がわかります。リアルタイム
サーバーの例では、リアルタイムサーバーのサンプルは、リアルタイムサーバーのホスティングできるよ
うにゲームを準備する方法がわかります。

自分のゲームで Amazon GameLift を使い始めるには、を参照してくださいAmazon GameLift マネージド
ホスティングロードマップ (p. 25)。

カスタムサーバーの例
この例は、Amazon GameLift でのライブカスタムゲームのデモです。例では、以下の手順を具体的に説明
します。

• サンプルを作成しています。
• ゲームサーバーを稼働させるためのフリートを作成します。
• サンプルゲームクライアントからゲームサーバーに接続する。
• フリートとゲームセッションのメトリックを確認する。

これらの手順を実行すると、複数のゲームクライアントを起動してゲームをプレイし、ホスティングデー
タを生成できます。次に、Amazon GameLift コンソールで、ホスティングリソースを表示したり、メトリ
クスを追跡したり、ホスティング容量をスケールする方法を試してみたりしてください。

開始するには、Amazon GameLift コンソールにサインインします。

リアルタイムサーバーのサンプルゲーム
この例は、Mega Frog Race という名前の完全なマルチプレイヤーゲームで、ソースコードが含まれてい
ます。この例は、ゲームクライアントをリアルタイムサーバーと統合する方法を示しています。また、こ
のサンプルをスタート地点として使用して、 GameLift 次のようなAmazonの特徴を試すスタート地点とし
て使用することもできます FlexMatch。

実践的なチュートリアルについては、for Games ブログの「 JavaScriptAWSわずか数行でマルチプレイ
ヤーモバイルゲーム用のサーバーを作成する」を参照してください。

Mega Frog Race のソースコードについては、GitHub リポジトリを参照してください。

出典コードには以下のパートが含まれます。

• ゲームクライアント-Unity で作成された C++ ゲームクライアントの出典コード。ゲームクライアント
は、ゲームセッション接続情報を取得し、サーバーに接続し、他のプレイヤーとアップデートを交換し
ます。

• バックエンドサービス — Amazon への直接 APIAWS Lambda 呼び出しを管理する関数のソースコード 
GameLift。
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• リアルタイムサーバーのフリートを設定する出典スクリプトファイル。このスクリプトには、リアルタ
イムサーバーが Amazon GameLift と通信し、ゲームをホストするために必要な最低限の設定が含まれて
います。
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ホスティングオプションを選択してください

Amazon GameLift マネージドホス
ティングロードマップ

このトピックでは、セッションベースのマルチプレイヤーゲームのさまざまな Amazon GameLift ホスティ
ングオプションを選択できます。このセクションの残りのトピックでは、Amazon GameLift をマネージド
ホスティングに使用する方法について説明します。

ゲームを本番環境に移行する準備を始める前に、ローンチアンケートに記入して Amazon GameLift チーム
との連携を開始してください。

トピック
• ホスティングオプションを選択してください (p. 25)
• Amazon 用にゲームを準備する GameLift (p. 27)
• Amazon との統合をテストしてください GameLift (p. 27)
• Amazon GameLift リソースの計画とデプロイ (p. 28)
• ゲームクライアントサービスの設計 (p. 29)
• Amazon のメトリクスとロギングの設定 GameLift (p. 32)
• ゲーム起動チェックリスト (p. 32)

ホスティングオプションを選択してください
次のフローチャートでは、ユースケースに合った適切な Amazon GameLift ソリューションを見つけるため
の質問を投げかけています。

1. ゲームサーバー管理のためのマネージドソリューションが必要ですか?

• はい — ステップ 2 に進みます。
• いいえ — Amazon EC2 インスタンスの自己管理型ゲームサーバーを検討してください。

2. ゲームサーバーをホストするインスタンスを完全に制御する必要がありますか?

• はい — Amazon GameLift FleetIQ を検討してください。
• いいえ、ステップ 3 に進みます。

3. Amazon GameLift で使用したい既存のインフラストラクチャはありますか?

• はい—アマゾンを検討してください GameLiftAnywhere。
• いいえ — ステップ 4 に進みます。

4. 既存のゲームサーバーロジックがなくてもゲームは軽量ですか？

• はい — リアルタイムサーバーを検討してください。
• いいえ — カスタムサーバーを検討してください。
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GameLift フローチャートに記載されているAmazonのホスティングオプションについて、さらに詳しく説
明します。

アマゾン GameLift Anywhere

Amazon GameLift 管理ツールを活用して、Amazon GameLift Anywhere を使用して自分のハードウェ
アでゲームをホストできます。Anywhereフリートを使用してゲームサーバーを繰り返しテストするこ
ともできます。詳細については、「 GameLift Anywhereアマゾンフリートを作成 (p. 114)」を参照し
てください。

マネージドアマゾン GameLift

マネージド Amazon GameLift ホスティングには次の 2 つのオプションがあります。

カスタムサーバー — Amazon は、 GameLift ゲームサーバーのバイナリを実行するカスタムサーバー
をホストします。

リアルタイムサーバー — Amazon GameLift が軽量ゲームサーバーをホストします。
Amazon GameLift FleetIQ

フローチャートでは、リフトアンドシフト移行とは、ゲームアーキテクチャに変更を加えることが
できない場合の移行を指します。Amazon GameLift FleetIQ を使用すると、既存のデプロイを変更
する必要が少なくなり、フリート管理用の Amazon GameLift ツールが提供されます。詳細について
は、Amazon GameLift FleetIQ デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon GameLift Anywhere またはマネージド Amazon をご利用になる場合は GameLift、Amazon 用に
ゲームを準備する GameLift (p. 27)引き続きご利用ください。
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Amazon 用にゲームを準備する GameLift
このトピックでは、マルチプレイヤーゲームをマネージド Amazon GameLift ホスティングと統合するため
の準備手順について説明します。ゲームを準備するには、ゲームと Amazon 間の通信を有効にする必要が
あります GameLift。

カスタムゲームサーバーを準備する
ゲームセッションを開始および停止し、その他のタスクを実行するには、ゲームサーバーが Amazon 
GameLift にそのステータスを通知できる必要があります。Amazon との通信を有効にするには GameLift、
ゲームサーバープロジェクトにコードを追加します。詳細については、「ゲームをカスタムゲームサー
バーと統合 (p. 35)」を参照してください。

1. Amazon GameLift でホストするためのカスタムゲームサーバーを準備します。

• Amazon GameLift Server SDK を取得して、任意のプログラム言語とゲームエンジンを使用して構
築します。

• ゲームサーバープロジェクトにコードを追加して、Amazon との通信を有効にします GameLift。
2. Amazon GameLift によってホストされるゲームセッションにConnectするゲームクライアントを準備

します。

• AWSSDK をバックエンドサービスとゲームクライアントプロジェクトに追加します。詳細について
は、「クライアントサービス用 Amazon GameLift SDK のダウンロード (p. 19)」を参照してくださ
い。

• ゲームセッションに関する情報を取得する機能を追加して新しいゲームセッションを配置し、ゲー
ムセッションのプレイヤー用の容量を予約します。

• (オプション) FlexMatch プレイヤーのマッチメイキングに使用します。詳細については、
「AmazonFlexMatch GameLift ホスティングとの統合」を参照してください。

リアルタイムサーバーを準備する
Amazon GameLift Realtime Servers は、ゲームに合わせて構成できる軽量なサーバーソリューションを提
供します。リアルタイムサーバーは、Amazon GameLift がゲームサーバーに提供するのと同じ利点を提供
しますが、ゲームサーバーのカスタマイズ性は低下します。

Amazon でホスティングするためのリアルタイムスクリプトを作成します GameLift。

リアルタイムスクリプトには、サーバー構成とオプションのカスタムゲームロジックが含まれてい
ます。リアルタイムサーバーは、ゲームセッションを開始および停止し、プレイヤーの接続を受け入
れ、Amazon GameLift との通信と、ゲーム内のプレイヤー間の通信を管理するように設計されていま
す。ゲーム用にカスタムサーバーロジックを追加するためのフックもあります。リアルタイムサーバーは 
Node.js と JavaScript. 詳細については、Realtime スクリプトの作成 (p. 70)およびAmazon との統合を
テストしてください GameLift (p. 27)を参照してください。

Amazon との統合をテストしてください GameLift
Amazon GameLift では、ゲームサーバーをテストする際の高速イテレーションをサポートしています。こ
のトピックでは、利用可能なテストの種類について説明します。

カスタムゲームサーバー

Amazon GameLift を使用して、環境内のあらゆるハードウェアを Amazon GameLift ゲームホスティン
グアーキテクチャに統合できます。Amazon はハードウェアを Amazon GameLift Anywhere GameLift 
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Anywhere にフリートで登録するので、ローカル開発用のコンピューターでテストできます。Amazon で
のテストの詳細については GameLift Anywhere、を参照してくださいカスタムサーバー統合をテストしま
す (p. 59)。Amazon GameLift Anywhere を使用してオンプレミスソリューションでゲームをホストする
方法の詳細については、を参照してくださいAmazonGameLift コンピュートリソースの選択 (p. 104)。

Realtime サーバー

Realtime サーバーを使用した、いつでもスクリプトを更新できます。Realtime スクリプトを更新する
と、Amazon GameLift は数分以内に新しいバージョンをホスティングリソースに配布します。Amazon 
GameLift が新しいスクリプトをデプロイすると、新しいゲームセッションはすべて新しいスクリプトバー
ジョンを使用します。Amazon GameLift が新しいスクリプトをデプロイしたら、すぐにテストを開始でき
ます。リアルタイムサーバーの詳細については、以下を参照してください。ゲームと Amazon GameLift リ
アルタイムサーバーの統合 (p. 64)

Amazon GameLift リソースの計画とデプロイ
グローバルな Amazon GameLift リソースのデプロイを計画するには、次のヒントを使用してくださ
い。Amazon でゲームをホストできる場所については GameLift、を参照してくださいGameLiftアマゾンの
ホスティングロケーション (p. 20)。

Amazon GameLift リソースをデプロイするには、次のタスクを実行します。

• ゲームサーバーをPackage 化して Amazon GameLift またはハードウェアにアップロードします。サー
バーをAmazonにアップロードするときは GameLift、AWS リージョン所有するフリートのホームにのみ
アップロードします。Amazonは、 GameLift サーバーをフリート内の他の場所に自動的に配布します。
詳細については、「構築とスクリプトを Amazon にアップロード GameLift (p. 94)」を参照してくだ
さい。

• ゲーム用の Amazon GameLift フリートを設計してデプロイしましょう。使用するコンピューティングリ
ソースの種類、デプロイ先のリージョン、キューの使用有無などのオプションを決めます。詳細につい
ては、「Amazon GameLift フリート設計ガイド (p. 104)」を参照してください。

• キューを作成して、新しいゲームセッションの配置とスポットインスタンス戦略を管理します。詳細に
ついては、「ゲームセッションキューの設計 (p. 138)」を参照してください。

• オートスケーリングを使用して、予測されるユーザーの需要に対してフリートのホスティング容
量を管理します。詳細については、「Amazon GameLift ホスティングキャパシティのスケーリン
グ (p. 129)」を参照してください。

• FlexMatch ゲームにはマッチメイキングルールを使用してください。詳細については、
「AmazonFlexMatch GameLift ホスティングとの統合」を参照してください。

Amazon GameLift リソースを自動的にデプロイする
Amazon GameLift リソースのグローバルなデプロイを効率化するために、コードとしてのインフラストラ
クチャ (IaC) を使用してリソースを定義することをお勧めします。Amazon GameLiftAWS CloudFormation 
はテンプレートをサポートしているため、デプロイ固有の設定のパラメータをテンプレートに設定できま
す。

AWS CloudFormationスタックのデプロイを管理するには、次のような継続的インテグレーションおよび
継続的デリバリー (CI/CD) ツールとサービスの使用をお勧めしますAWS CodePipeline。これにより、自
動的にデプロイしたり、ゲームサーバーのバイナリをビルドするたびに承認を得てデプロイしたりできま
す。

CI/CD ツールまたはサービスを使用した、新しいゲームサーバーバージョンの Amazon GameLift リソース
デプロイの一般的な一般的な手順は次のとおりです。
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• ゲームサーバーバイナリの構築とテスト
• Amazon GameLift またはお使いのハードウェアにバイナリをアップロードします。
• 新しいビルドに新しい艦隊を配備します。
• 新しいフリートをデプロイしたら、以前のバージョンのフリートを Amazon GameLift キューから削除

し、新しいフリートに置き換えます。
• 以前のバージョンのフリートがすべてのゲームセッションを正常に終了すると、AWS CloudFormation

それらのフリートのスタックが削除されます。

を使用して Amazon GameLift リソースを定義することもできます。AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK)AWS CDKの詳細については、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)デベロッパーガイドを参照し
てください。

ゲームクライアントサービスの設計
プレイヤーを認証し、Amazon GameLift API と通信するゲームクライアントサービスを実装することをお
勧めします。カスタムゲームクライアントサービスを実装すると、次のことが可能になります。

• プレイヤーの認証をカスタマイズできます。
• Amazon GameLift がゲームセッションをマッチングして開始する方法を管理できます。
• クライアントを信頼する代わりに、マッチメイキングのスキルレーティングなどのプレイヤー属性に

は、プレーヤーデータベースを使用してください。

ゲームクライアントサービスを使用すると、ゲームクライアントが Amazon GameLift API と直接やり取り
することによるセキュリティリスクも軽減されます。

プレーヤーの認証
Amazon Cognito とプレイヤーセッション ID を使用してゲームクライアントを認証できます。プレイヤー 
ID のライフサイクルとプロパティを管理するには、Amazon Cognito ユーザープールを使用します。

必要に応じて、カスタム ID ソリューションを構築してホストすることもできますAWS。API Gateway 
で、カスタム認可ロジックに Lambda オーソライザーを使用することもできます。

その他のリソース:

• ID プール (フェデレーティッドアイデンティティ) の使用 (Amazon Cognito 開発者ガイド)
• ユーザープールを使い始める (Amazon Cognito 開発者ガイド)
• Amazon Cognito でプレイヤー認証を設定する方法 (AWSゲームブログ用)

サーバーレスバックエンドを備えたスタンドアロン
ゲームセッションサーバー
サーバーレスのクライアントサービスアーキテクチャを使用すると、バックエンドは Amazon GameLift 
API に直接アクセスするのではなく、高度にスケーラブルなデータベースからマッチメイキングチケット
のステータスをチェックすることができます。

次の図は、で構築されたサーバーレスバックエンドを示しています。AWS のサービスこれによ
り、Amazon GameLift フリートで実行されているゲームにプレイヤーをマッチングできます。次のリス
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トでは、図の各番号付きコールアウトについて説明します。この例を試すには、「AWSマルチプレイヤー
セッションベースのゲームホスティングをオンにする」を参照してください GitHub。

1. ゲームクライアントは Amazon Cognito アイデンティティプールから Amazon Cognito ユーザーアイデ
ンティティを要求します。

2. ゲームクライアントは一時的なアクセス認証情報を受け取り、Amazon API Gateway API を介してゲー
ムセッションを要求します。

3. API Gateway は、AWS Lambda関数を呼び出します。
4. Lambda 関数は Amazon DynamoDB NoSQL テーブルからプレイヤーデータをリクエストします。この

関数は、リクエストコンテキストデータに Amazon Cognito ID を提供します。
5. Lambda 関数は Amazon GameLift FlexMatch のマッチメイキングを通じてマッチをリクエストします。
6. FlexMatch 適切なレイテンシーを持つプレイヤーグループをマッチさせ、Amazon GameLift キューを通

じてゲームセッションの配置を要求します。キューには、1AWS リージョン つ以上のロケーションを含
むフリートがあります。

7. Amazon GameLift Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックに Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) GameLift のトピックにイベント通知を送信します。

8. Lambda 関数は Amazon SNS イベントを受け取り、それを処理します。
9. MatchmakingSucceededマッチメイキングチケットがイベントの場合、Lambda 関数は結果をゲーム

サーバーのポートと IP アドレスとともに DynamoDB テーブルに書き込みます。
10.ゲームクライアントは API Gateway に対して署名付きリクエストを行い、特定の間隔でマッチメイキン

グチケットのステータスをチェックします。
11.API Gateway は、マッチメイキングチケットのステータスをチェックする Lambda 関数を使用します。
12.Lambda 関数は DynamoDB テーブルをチェックして、チケットが成功したかどうかを確認します。成

功すると、関数はゲームサーバーのポートと IP アドレス、およびプレイヤーセッション ID をクライア
ントに送信します。チケットが成功しなかった場合、関数はマッチの準備がまだできていないことを確
認する応答を送信します。

13.ゲームクライアントは、バックエンドサービスが提供するポートと IP アドレスを使用して、TCP また
は UDP を使用してゲームサーバーに接続します。ゲームクライアントは、プレイヤーセッション ID を
ゲームサーバーに送信し、Amazon GameLift Server SDK を使用して ID を検証します。
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WebSocketベースのバックエンドを備えたスタンドア
ロンゲームセッションサーバー
Amazon API Gateway WebSocket ベースのアーキテクチャを使用すると、サーバーが開始するメッセージ
を使用して、マッチメイキングリクエストを行い、マッチメイキングの完了のプッシュ通知を送信できま
す。 WebSockets このアーキテクチャにより、クライアントとサーバー間の双方向通信が可能になり、パ
フォーマンスが向上します。

API Gateway WebSock API の使用方法の詳細については、「 WebSocket API の使用」を参照してくださ
い。

次の図は、API GatewayAWS のサービス などを使用して Amazon WebSocket GameLift フリートで実行さ
れているゲームにプレイヤーをマッチングさせるベースのバックエンドアーキテクチャを示しています。
次のリストでは、図の各番号付きコールアウトについて説明します。

1. ゲームクライアントは Amazon Cognito アイデンティティプールから Amazon Cognito ユーザーアイデ
ンティティを要求します。

2. ゲームクライアントは Amazon Cognito 認証情報を使用して、API Gateway API WebSocket への接続に
署名します。
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メトリクスとロギングの設定

3. API Gateway は、AWS Lambda接続で関数を呼び出します。この関数は Amazon DynamoDB テーブル
に接続情報を保存します。

4. ゲームクライアントは、 WebSocket 接続を介して API Gateway API を介して Lambda 関数にメッセー
ジを送信し、セッションをリクエストします。

5. Lambda 関数はメッセージを受信し、Amazon GameLift FlexMatch マッチメイキングを通じて一致をリ
クエストします。

6. FlexMatch プレイヤーグループとのマッチの後、Amazon FlexMatch GameLift キューを通じてゲーム
セッションの配置を要求します。

7. Amazon GameLift Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックに Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) GameLift のトピックにイベント通知を送信します。

8. Lambda 関数は Amazon SNS イベントを受け取り、それを処理します。
9. MatchmakingSucceededマッチメイキングチケットがイベントの場合、Lambda 関数は DynamoDB 

に正しいプレイヤー接続を要求します。次に、 WebSocket 関数は接続を介して API Gateway API を介
してゲームクライアントにメッセージを送信します。このアーキテクチャでは、ゲームクライアントは
マッチメイキングのステータスを積極的にポーリングしません。

10.ゲームクライアントは、 WebSocket 接続を介してゲームサーバーのポートと IP アドレス、およびプレ
イヤーセッション ID を受け取ります。

11.ゲームクライアントは、バックエンドサービスが提供するポートと IP アドレスを使用して、TCP また
は UDP を使用してゲームサーバーに接続します。ゲームクライアントは、プレイヤーセッション ID を
ゲームサーバーに送信し、Amazon GameLift Server SDK を使用して ID を検証します。

Amazon のメトリクスとロギングの設定 GameLift
Amazon GameLift ゲームサーバーとリソースから収集されたデータを使用して、異常を発見することがで
きます。メトリクスを使ってパフォーマンスを改善することもできます。

GameLift Amazonで注目すべき主な分野は次のとおりです。

• Amazon GameLift サービスメトリクス — Amazon GameLift は、ゲームサーバー、フリート、キュー
などのリソースに関する Amazon CloudWatch メトリクスを提供します FlexMatch。これらのメトリッ
クスは Amazon GameLift CloudWatch コンソールとコンソールにあります。の Amazon GameLift メ
トリクスの詳細については CloudWatch、を参照してください GameLift アマゾンでアマゾンを監視 
CloudWatch (p. 178)。

• ゲームサーバーの指標 — Amazon GameLift はゲームサーバーの指標にアクセスできません。ただし、 
CloudWatch CloudWatch エージェントを使用してカスタムメトリクスをゲームサーバーから直接送信で
きます。フリートAWS Identity and Access Management (IAM) ロールとAWS SDK を使用して、に直接
メトリクスを送信することもできます CloudWatch。メトリクスの設定方法の例については、「AWSon 
でのマルチプレイヤーセッションベースのゲームホスティング」を参照してください GitHub。このリポ
ジトリには、C# StatsD CloudWatch クライアントのサンプルエージェント設定とコードが含まれていま
す。

• ゲームサーバーログ — ゲームサーバー上のゲームサーバーログファイルを設定するには、Amazon 
GameLift Server SDK 設定を使用します。Amazon CloudWatch Logs をリアルタイムのログ管理ソ
リューションとして使用したり、 CloudWatch エージェントでログを設定したりすることもできます。
詳細については、「Amazon のサーバーメッセージのロギング GameLift (p. 193)」を参照してくださ
い。

ゲーム起動チェックリスト
これらのチェックリストを使用して、ゲームのデプロイフェーズを検証できます。チェックリストで
[Critical]（重要）とマークされている項目は、本番起動開始に不可欠です。
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トピック
• オンボーディング (p. 33)
• テスト (p. 33)
• 起動する (p. 34)
• 起動後のタスク (p. 34)

オンボーディング
次のチェックリストを使用して、Amazon GameLift ホスティングにゲームをオンボーディングするための
項目を追跡してください。[Critical] （重要）とマークされた項目は、本番起動開始に不可欠です。

• [重要] Amazon  GameLift コンソールで Amazon GameLift オンボーディングアンケートに記入してくだ
さい。

• [重要] ゲームクライアントがゲームサーバーとやり取りするためのバックエンドサービスを設計して実
装します (p. 29)。

• [重要] Amazon GameLift サーバーインスタンスに提供する AWS Identity and Access Management(IAM) 
ロールを作成して (p. 10)、AWS他のリソースにアクセスできるようにします。

• [重要]AWS リージョン  FlexMatch 他のフォームやキューへのフェイルオーバーを設計して実装しま
す (p. 20)。

• ゲームのキューとフリートの構造を考慮して、ターゲットロケーションへのフリートのロールアウトを
計画します (p. 20)。

• AWS CloudFormationおよびを使用して、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用してデプロ
イを自動化します (p. 156)AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。

• Amazon  CloudWatch および Amazon Simple Storage Service を使用して、ログと分析を収集しま
す (p. 178)。

テスト
Amazon GameLift ホスティングでゲームを開発する際のテスト項目を確認するには、次のチェックリスト
を使用してください。[Critical] （重要）とマークされた項目は、本番起動開始に不可欠です。

• [重要] ローンチアンケートに記入し、記入したアンケートを Amazon GameLift ローンチチームに提出し
てください。ローンチアンケートは Amazon GameLift コンソールにあります。

• [重要] 本番環境を本番環境のニーズに合わせてスケールアップできるように、Amazon GameLift AWS 
のサービス のサービスクォータやその他のクォータの引き上げをリクエストしてください (p. 374)。

• [重要] 稼働中のフリートで開いているポートが、サーバーが使用できるポートの範囲と一致しているこ
とを確認してください。

• [重要] RDP ポート 3389 と SSH ポート 22 を閉じます。
• DevOps ゲーム管理の計画を立てましょう。Amazon CloudWatch Logs または Amazon CloudWatch カ

スタムメトリクスを使用している場合は、サーバーフリートの重大または重大な問題に対するアラーム
を定義します。障害をシミュレートし、ランブックをテストします。

• フル使用時にインスタンスで実行されているサーバーの数をチェックください。サーバーインスタンス
タイプの機能内であることを確認します (p. 104)。

• 最初はより保守的なスケーリングポリシーを調整し (p. 129)、必要と思われるよりも多くのアイドル容
量を提供します。後でコストを最適化できます。20% のアイドル容量を持つターゲットベースのスケー
リングポリシーの使用を検討します。

• FlexMatch レイテンシールールを使用して、AWS リージョン地理的に同じ地域にいるプレイヤーをマッ
チングします。負荷テストクライアントからの合成レイテンシー データを使用して、これがロード時に
どのように動作するかをテストします。
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• プレイヤー認証とゲームセッションインフラストラクチャの負荷テストを行い、需要を満たすように効
果的にスケーリングできるかどうかを確認します。

• 数日間稼働したままになっているサーバーが引き続き接続を受け付けることができることを確認しま
す。

• AWS Supportプランレベルを「ビジネス」または「エンタープライズ」に引き上げて、AWS問題や障害
が発生した場合に対応できるようにします。

起動する
以下のチェックリストを使用して、Amazon でホストされているゲームの発売アイテムを追跡してくださ
い GameLift。[Critical] （重要）とマークされた項目は、本番起動開始に不可欠です。

• [Critical]（重要）スケールダウンでアクティブなゲームセッションを削除できないように、すべてのライ
ブフリートで、フリート保護ポリシーをフルプロテクションに設定します (p. 109)。

• [重要] 車両の最大サイズは、ピーク時に予想される需要に最低限対応できる大きさに設定してくださ
い (p. 130)。予期せぬ需要に備えて、最大サイズを 2 倍にすることをお勧めします。

• 開発チーム全員にローンチイベントに参加してもらい、ローンチルームでゲームのリリースを監視する
ように勧めてください。

• プレイヤーのレイテンシーとプレイヤー体験を監視します。

起動後のタスク
以下のチェックリストを使用して、Amazon でホストされているゲームの発売後のアイテムを追跡してく
ださい GameLift。

• アイドル容量を最小限に抑えるようにスケーリングルールを調整します。 (p. 129)
• FlexMatchレイテンシー要件に基づいてルールを変更したり、場所を追加したりできます (p. 105)。
• パフォーマンス効率がフリートコストに直接影響するため、サーバーの実行可能ファイルを最適化しま

す。同じインフラストラクチャでより多くのゲームセッションを実行するには、インスタンスあたりの
サーバープロセスの数を増やします。

• 分析データを使用して (p. 178)、継続的な開発を促進し、プレイヤーエクスペリエンスとゲームの寿命
を向上させ、収益化を最適化します。
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Amazon lexatch のゲームの準備 
GameLift

マルチプレイヤーゲームを Amazon でホスティングできるように準備するには GameLift、ゲームと 
Amazon 間の通信を設定します GameLift。このセクションのトピックは、Amazon、カスタムゲームサー
バー GameLift、リアルタイムサーバーとのゲームの統合、 FlexMatchとのマッチメイキングの追加につい
て詳しく説明しています。

トピック
• ゲームをカスタムゲームサーバーと統合 (p. 35)
• ゲームと Amazon GameLift リアルタイムサーバーの統合 (p. 64)
• Unity 用 AmazonGameLift プラグインとゲームを統合する (p. 74)
• Amazon GameLift インスタンスのフリートデータを取得する (p. 91)
• FlexMatch マッチメイキングの追加 (p. 92)

ゲームをカスタムゲームサーバーと統合
マルチプレイヤーゲームとカスタムゲームサーバーを Amazon GameLift で動作するよう準備するために
必要なツールがすべて用意されています GameLift。Amazon GameLift SDK には、ゲームクライアントと
サーバーに Amazon と通信するために必要なライブラリが含まれています GameLift。SDK の詳細につい
ては、を参照してくださいアマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)。

このセクションのトピックでは、Amazon でのデプロイ前に、ゲームクライアントとゲームサーバーに 
Amazon GameLift GameLift 機能を追加する方法について詳しく説明しています。ゲームを Amazon で稼
働させるための完全なロードマップについては GameLift、を参照してくださいAmazon GameLift マネージ
ドホスティングロードマップ (p. 25)。

トピック
• Amazon GameLift とゲームクライアントのやり取り (p. 35)
• ゲームサーバーを Amazon と統合 GameLift (p. 38)
• ゲームクライアントを Amazon と統合 GameLift (p. 43)
• ゲームエンジンとアマゾン GameLift (p. 47)
• カスタムサーバー統合をテストします (p. 59)

Amazon GameLift とゲームクライアントのやり取り
このトピックでは、ゲームクライアント、バックエンドサービス、ゲームサーバー、および Amazon の間
のやり取りについて説明します GameLift。

次の図は、ゲームクライアント、バックエンドサービス、Amazon GameLift SDK、マネージド EC2 ゲー
ムサーバー、Amazon GameLift サーバー SDK、Amazon 間の相互作用を示しています GameLift。表示さ
れるインタラクションの詳細については、このページの以下のセクションを参照してください。
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ゲームサーバーの初期化
以下の手順では、ゲームサーバーでゲームセッションをホストする準備をする際に発生するインタラク
ションについて説明します。

1. Amazon は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) GameLift インスタンスでサーバーの実行
ファイルを起動します。

2. ゲームサーバーは以下を呼び出します。

a. InitSDK() はサーバー SDK を初期化します。
b. ProcessReady()ゲームセッションの準備状況、接続情報、およびゲームセッションログファイ

ルの場所を伝えるため。

次に、サーバープロセスは、Amazon GameLift からのコールバックを待機します。
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3. Amazon GameLift ACTIVE はサーバープロセスのステータスを更新して、ゲームセッションの配置を
有効にします。

4. Amazon GameLift onHealthCheck がコールバックの呼び出しを開始し、サーバープロセスがアク
ティブである間に定期的に呼び出します。サーバープロセスは、正常でないかを 1 分以内に報告する
ことができます。

ゲームセッションを作成する
ゲームサーバーを初期化した後、プレイヤーをホストするゲームセッションを作成すると、次の操作が発
生します。

1. バックエンドサービスは SDK オペレーションを呼び出しますStartGameSessionPlacement()。
2. GameLift GameSessionPlacementPENDINGAmazonはステータスを記載した新しいチケットを作成

し、バックエンドサービスに返します。
3. バックエンドサービスは、キューからプレイスメントチケットのステータスを取得します。詳細につ

いては、「ゲームセッション配置のイベン通知を設定 (p. 146)」を参照してください。
4. Amazon は、適切なフリートを選択して、 GameLift 0ゲームセッションのあるフリート内のアクティ

ブなサーバープロセスを検索することからゲームセッションの配置を開始します。Amazon GameLift 
がサーバープロセスを見つけると、Amazon GameLift は次の処理を行います。

a. ゲームセッション設定と、GameSessionACTIVATINGプレースメントリクエストからのプレイ
ヤーデータとステータスを含むオブジェクトを作成します。

b. サーバープロセスで onStartGameSession コールバックを呼び出します。Amazon は、 
GameLift GameSessionサーバープロセスがゲームセッションをセットアップする可能性がある
ことを示す情報をオブジェクトに渡します。

c. 1サーバープロセスのゲームセッション数をに変更します。
5. onStartGameSessionサーバープロセスはコールバック関数を実行します。サーバープロセスは、

プレーヤーの接続の準備ができたら、ActivateGameSession()呼び出し、プレーヤーの接続を待機
します。

6. Amazon は、 GameLift GameSessionサーバープロセスの接続情報でオブジェクトを更新します。(こ
の情報には、報告されたポート設定が含まれます)ProcessReady()。 GameLift Amazonもステータ
スをに変更しますACTIVE。

7. DescribeGameSessionPlacement()バックエンドサービスがを呼び出して、更新されたチケット
ステータスを検出します。次に、バックエンドサービスは接続情報を使用してゲームクライアントを
サーバープロセスに接続し、ゲームセッションに参加します。

ゲームにプレイヤーを追加する
このシーケンスでは、既存のゲームセッションにプレーヤーを追加するプロセスを説明します。プレイ
ヤーセッションは、ゲームセッション配置リクエストのパートとしてリクエストすることもできます。

1. バックエンドサービスは、ゲームセッション ID を使用してクライアント 
APICreatePlayerSession() オペレーションを呼び出します。

2. Amazon は、 GameLift ゲームセッションのステータスを確認し (必要ありますACTIVE)、ゲームセッ
ションで開いているプレイヤースロットを探します。スロットが空いている場合、 GameLift Amazon
は次のことを行います。

a. PlayerSession新しいオブジェクトを作成し、ステータスをに設定しますRESERVED。
b. PlayerSessionバックエンドサービスリクエストにオブジェクトで応答します。

3. バックエンドサービスは、ゲームクライアントをプレイヤーセッション ID でサーバープロセスに直接
接続します。
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4. サーバーはサーバー APIAcceptPlayerSession() オペレーションを呼び出して、プレイヤーセッ
ション ID を検証します。検証された場合、Amazon GameLift PlayerSession はオブジェクトを
サーバープロセスに渡します。サーバープロセスは接続を受け入れるか、または拒否します。

5. Amazon GameLift は次のいずれかを実行します。

a. 接続が受け入れられると、Amazon GameLift PlayerSession はステータスをに設定しま
すACTIVE。

b. CreatePlayerSession()バックエンドサーバーの最初の呼び出しから60秒以内に応答がない
場合、 GameLift PlayerSessionTIMEDOUT Amazonはステータスをに変更し、ゲームセッショ
ンのプレイヤースロットを再度開きます。

プレイヤーを削除する
新しいプレーヤーが参加できるスペースを作るためにゲームセッションからプレーヤーを削除すると、次
のような相互作用が発生します。

1. プレーヤーがゲームから切断されます。
2. サーバーは切断された接続を検出し、サーバー API 操作を呼び出しま

すRemovePlayerSession()。
3. Amazon GameLift PlayerSessionCOMPLETED がステータスをに変更し、ゲームセッションのプ

レーヤースロットを再び開きます。

ゲームセッションをシャットダウンします
このやり取り (やり取り) は、サーバープロセスが現在のゲームセッションをシャットダウンするときに発
生します。

1. サーバーは、ゲームセッションとサーバーをシャットダウンします。
2. サーバーは AmazonProcessEnding() を呼び出します GameLift。
3. GameLift Amazonは、以下のことを行います。

a. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にゲーム セッションログをアップロードします。
b. GameSessionステータスをに変更しますTERMINATED。
c. TERMINATEDサーバープロセスのステータスをに変更します。
d. インスタンスリソースをリサイクルします。

ゲームサーバーを Amazon と統合 GameLift
カスタムゲームサーバーを Amazon GameLift インスタンスにデプロイして実行したら、Amazon GameLift 
(および場合によっては他のリソース) と通信できる必要があります。このセクションでは、ゲームサー
バーソフトウェアを Amazon と統合する方法について説明します GameLift。

Note

以下の手順では、すでにゲームサーバープロジェクトがあることを前提としています。AWS アカ
ウント

このセクションのトピックでは、次の統合タスクの処理方法について説明します。

• Amazon GameLift とゲームサーバー間の通信を確立します。
• ゲームクライアントとゲームサーバー間の安全な接続を確立するために、TLS 証明書を取得します。
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• AWSゲームサーバーソフトウェアが他のリソースとやり取りするための権限を提供します。
• ゲームサーバープロセスが、実行されているフリートに関する情報を取得できるよう許可します。

トピック
• Amazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)
• フリートの他の AWS リソースと通信する (p. 42)

Amazon GameLift をゲームサーバーに追加する
各ゲームサーバープロセスは Amazon GameLift GameLift が開始するイベントに応答できる必要があるた
め、カスタムゲームサーバーは Amazon と通信する必要があります。また、ゲームサーバーは、サーバー
プロセスのステータスと、 GameLiftプレイヤーの接続についてAmazonに知らせる必要があります。ゲー
ムサーバー、バックエンドサービス、ゲームクライアント、Amazon GameLift がどのように連携してゲー
ムホスティングを管理するかについては、を参照してくださいAmazon GameLift とゲームクライアントの
やり取り (p. 35)。

Amazon と連携するゲームサーバーを準備するには GameLift、ゲームサーバープロジェクトにAmazon 
GameLift Server SDKを追加し、このトピックで説明されている機能を構築します。Server SDK は複数の
言語で用意されています。Amazon GameLift サーバー SDK の詳細については、を参照してくださいアマ
ゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)。

Server SDK API リファレンス

• アマゾンC++ GameLift Server API 5.x C++ Server API リファレンス (p. 243)
• C# GameLift 用アマゾンサーバー SDK 5.x リファレンス (p. 281)
• Unreal Engine の Amazon GameLift サーバー SDK リファレンス (p. 332)

サーバープロセスを初期化する

Amazon GameLift との通信を確立し、サーバープロセスがゲームセッションをGame Senctする準備がで
きたことを報告するコードを追加します。このコードは、Amazon GameLift コードの前に実行されなけれ
ばならない。

1. を呼び出して Amazon GameLift API クライアントを初期化しますInitSdk()。Amazon 
GameLift Anywhere コンピュートリソース上のサーバープロセスを初期化するに
は、InitSdk()ServerParameters以下を指定して呼び出します。

• ゲームサーバーへの接続に使用される Web ソケットの URL。
• ゲームサーバーをホストするために使用されるプロセスの ID。
• ゲームサーバープロセスをホストするコンピュートの ID。
• Amazon GameLift GameLift Anywhere コンピューティングを含むフリートの ID。
• Amazon GameLift オペレーションによって生成された認証トークンGetComputeAuthToken。

2. GameLift サーバープロセスが、ゲームセッションをGameする準備ができたことをAmazonに通知し
ます。次の情報を使用してProcessReady() (C# (p. 283)) (C++ (p. 245)) (Unreal (p. 336)) を呼
び出します。(サーバープロセスごとに 1ProcessReady() 回だけ呼び出す必要があることに注意し
てください)。

• サーバープロセスが使用するポート番号。バックエンドサービスは、サーバープロセスに接続して
ゲームセッションに参加するポート番号と IP アドレスをゲームクライアントに提供します。

• ゲームセッションログなど、Amazon GameLift に保持させたいファイルの場所。サーバープロ
セスは、ゲームセッション中にこれらのファイルを生成します。これらは、サーバープロセス
が実行されているインスタンスに一時的に保存され、インスタンスがシャットダウンすると失
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われます。 GameLift出品したファイルはすべてAmazonにアップロードされます。これらのファ
イルには、Amazon GameLift コンソールから、または Amazon GameLift API オペレーション
GetGameSessionLogUrl() を呼び出すことでアクセスできます。

• Amazon GameLift がサーバープロセスに呼び出すことができるコールバック関数の
名前。ゲームサーバーはこれらの関数を実装する必要があります。詳細については、
「ProcessParameters (p. 256)」を参照してください。
• (オプション)onHealthCheck — Amazon GameLift はこの関数を定期的に呼び出し、サーバーか

らヘルスステータスレポートをリクエストします。
• onStartGameSession— Amazon はクライアントのリクエスト CreateGameSession() GameLift

に応答してこの関数を呼び出します。
• onProcessTerminate— Amazon GameLift はサーバープロセスを強制的に停止させ、正常に

シャットダウンさせます。
• (オプション)onUpdateGameSession — Amazon GameLift は、更新されたゲームセッションオ

ブジェクトをゲームサーバーに配信するか、マッチバックフィルリクエストに応じてステータス
更新を提供します。FlexMatch バックフィル機能にはこのコールバックが必要です。

ゲームサーバーを設置し、AWS所有または管理するリソースに安全にアクセスできます。詳細につい
ては、「フリートの他の AWS リソースと通信する (p. 42)」を参照してください。

(オプション) サーバープロセスのヘルスを報告する

ゲームサーバーにコードを追加してコールバック関数を実装しますonHealthCheck()。Amazon 
GameLift はこのコールバックメソッドを定期的に呼び出して、健康指標を収集します。このコールバック
関数を実装する場合は、以下を実行します：

• サーバープロセスのヘルスステータスを評価します。たとえば、外部の依存関係に障害が発生した場合
は、サーバープロセスが異常であると報告できます。

• 状態評価を完了し、60 秒以内にコールバックに応答します。 GameLift その時間内に応答を受け取らな
い場合、自動的にサーバープロセスを異常とみなします。

• ブール値を返します。正常の場合は true、異常の場合は false です。

ヘルスチェックコールバックを実装しない場合、サーバーが応答しない場合を除き、Amazon GameLift は
サーバープロセスを正常とみなします。

Amazon GameLift は、サーバープロセスの状態を利用して、異常なプロセスを終了し、リソースを消去
します。サーバープロセスが異常と報告され続ける場合や、ヘルスチェックに 3 回連続して応答しない場
合、Amazon GameLift はそのプロセスをシャットダウンして新しいプロセスをスタートすることがありま
す。Amazon は、 GameLift フリートのサーバープロセスのヘルス状態に関するメトリクスを収集します。

(オプション) TLS 証明書を取得

TLS 証明書の生成が有効になっているフリートでサーバーが実行されている場合は、TLS 証明書を
取得してゲームクライアントとのセキュリティ保護ありの接続を確立し、クライアントサーバー通
信を暗号化できます。証明書のコピーがインスタンスに保存されます。ファイルの場所を取得するに
は、GetComputeCertificate() (C# (p. 289)) (C++ (p. 253)) を呼び出します。

ゲームセッションをスタートする

コールバック関数 onStartGameSession を実装するコードを追加します。Amazon GameLift はこの
コールバックを呼び出して、サーバー上でゲームセッションを開始します。

onStartGameSessionこの関数は、GameSession入力パラメータとしてオブジェクトを取ります。この
オブジェクトには、最大プレイヤー数などのキーゲームセッション情報が含まれます。ゲームデータとプ
レイヤーデータを含めることもできます。この関数の実装は、以下のタスクを実行する必要がある:
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• GameSessionプロパティに基づいて、新しいゲームセッションを作成するためのアクションを開始しま
す。少なくとも、ゲームサーバーは、サーバープロセスに接続するときにゲームクライアントがリファ
レンスするゲームセッション ID を関連付ける必要があります。

• 必要に応じて、ゲームデータとプレイヤーデータを処理します。GameSessionこのデータはオブジェク
ト内にあります。

• GameLift 新しいゲームセッションでプレイヤーを受け入れる準備が整うと、Amazon に通知します。
サーバー API オペレーションActivateGameSession() (C# (p. 284)) (C++ (p. 248)) (アンリア
ル (p. 334)) を呼び出します。呼び出しの成功に応じて、Amazon GameLift ACTIVE はゲームセッショ
ンのステータスをに変更します。

(オプション) 新しいプレイヤーを確認する
プレイヤーセッションのステータスを追跡する場合は、新しいプレイヤーがゲームサーバーにConnectす
るときに、プレイヤーを検証するコードを追加します。Amazon では、 GameLift 現在のプレイヤーと利用
可能なゲームセッションスロットの数を追跡します。

検証のために、ゲームセッションへのアクセス許可を要求するゲームクライアントには、プレイヤーセッ
ション ID を含める必要があります。Amazon は、プレイヤーが StartGameSessionPlacement() または
StartMatchmaking() を使用してゲームへの参加をリクエストすると、この ID GameLift を自動的に生成し
ます。次に、プレイヤーセッションでは、ゲームセッションにオープンスロットを予約します。

ゲームサーバープロセスはゲームクライアントの接続要求を受け取ると、プレイヤーセッション ID を使
用してAcceptPlayerSession() (C# (p. 286)) (C++ (p. 250)) (Unreal (p. 333)) を呼び出します。そ
れに応じて、Amazon は、プレイヤーセッション ID GameLift がゲームセッションで予約されているオー
プンスロットに対応していることを確認します。Amazon がプレイヤーセッション ID GameLift を検証す
ると、サーバープロセスは接続を受け入れます。その後、プレーヤーはゲームセッションに参加できま
す。Amazon がプレイヤーセッション ID GameLift を検証しない場合、サーバープロセスは接続を拒否し
ます。

(オプション) プレイヤーセッションの終了を報告する
プレイヤーセッションのステータスを追跡している場合は、 GameLift プレイヤーがゲームセッションの終
了をAmazonに通知するコードを追加します。このコードは、サーバープロセスが接続中断を検出するた
びに実行する必要があります。 GameLift Amazonはこの通知を使用して、ゲームセッションにおける現在
のプレイヤーと使用可能なスロットの数を追跡します。

切断された接続を処理するには、コードに、対応するプレイヤーセッション ID を使用してサーバー API 
オペレーションRemovePlayerSession() (C# (p. 286)) (C++ (p. 250)) (Unreal (p. 337)) への呼び出
しを追加します。

ゲームセッションを終了する
サーバープロセスのシャットダウンシーケンスに、 GameLift ゲームセッションの終了をAmazonに通知す
るコードを追加します。ホスティングリソースをリサイクルして更新するため、Amazon GameLift はゲー
ムセッションの完了後にサーバープロセスをシャットダウンします。

サーバープロセスのシャットダウンコードの開始時に、サーバー API オペレーションProcessEnding()
(C#) (C++ (p. 247) (p. 284)) (Unreal (p. 336)) を呼び出します。この呼び出しは、 GameLift サー
バープロセスがシャットダウンしていることを Amazon に通知します。Amazon は、ゲームセッション
ステータスを、 GameLift TERMINATEDサーバープロセスステータスをに変更します。呼び出しの終了
はProcessEnding()、プロセスが安全にシャットダウンされます。

サーバープロセスのシャットダウン通知に応答する
Amazon からの通知に応答してサーバープロセスをシャットダウンするコードを追加します 
GameLift。Amazon GameLift は、サーバープロセスが一貫して正常でないと報告された場合、またはサー
バープロセスが実行されているインスタンスが終了している場合に、この通知を送信します。Amazon 
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GameLift では、容量スケールダウンイベントの一環として、またはスポットインスタンスの中断に応じ
て、インスタンスを停止できます。

シャットダウン通知を処理するには、ゲームサーバーコードに次の変更を加えます。

• コールバック関数 onProcessTerminate() を実装します。この関数は、サーバープロセスをシャット
ダウンするコードを呼び出します。Amazon GameLift がこのオペレーションを起動すると、スポットイ
ンスタンスの中断は、2 分間の通知を提供します。この通知により、サーバープロセスが、プレイヤー
を適切に切断してゲームステートデータを保存し、他のクリーンアップタスクを実行できるようになり
ます。

• ゲームサーバーのシャットダウンコードからサーバー API オペレーションGetTerminationTime()
(C# (p. 285)) (C++ (p. 249)) を呼び出します。 GameLift Amazonがサーバープロセスを停止する呼び
出しを発行した場合、GetTerminationTime()予想終了時間を返します。

• ゲームサーバーのシャットダウンコードの開始時に、サーバー API オペレーションProcessEnding()
(C#) (C++ (p. 247) (p. 284)) (Unreal (p. 336)) を呼び出します。この呼び出しは、 GameLift サー
バープロセスがシャットダウンしていることをAmazonに通知し、 GameLiftTERMINATED Amazonは
サーバープロセスのステータスをに変更します。呼び出しの終了はProcessEnding()、プロセスが安
全にシャットダウンされます。

フリートの他の AWS リソースと通信する
このトピックでは、ゲームサーバーソフトウェアを、AWS他のリソースと直接かつ安全に通信できるよう
に設定する方法について説明します。この接続を使用して、次のようなタスクを実行できます。

• Amazon CloudWatch Logs にインスタンスログデータを送信する。
• Amazon CloudWatch メトリクスをキャプチャして、インスタンスのパフォーマンスをよりよく把握で

きます。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにリモートに保存されている機密情報 (パスワー

ドなどAmazon Simple S3) バケットに保存されている情報を取得する。
• ゲームモードやインベントリなどAmazon DynamoDB や他のデータストレージサービスに保存されてい

るゲームデータを読み取りと書き込みができる。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用して、シグナルを直接インスタンスに送信しま

す。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) にデプロイおよび実行されているカスタムリソースにア

クセスする。

ホストされているソフトウェアを所有するAWSリソースと連携させるには、Amazon の限定アクセス許可
を設定できます GameLift。このアクセスを確立するには、次のいずれかの方法を使用します。

• IAM ロールを使用して、他の AWS リソースにアクセスする (p. 42)
• VPC ピアリングを使用して AWS リソースにアクセスする (p. 43)

IAM ロールを使用して、他の AWS リソースにアクセスする

ゲームサーバーや他のアプリケーション最初にAWSリソースにアクセスするには、以下の手順を実行す
る。

アクセスをセットアップするには

1. Amazon の IAM サービスロールを設定します GameLift。Amazon のAWS Identity and Access 
Management (IAM) サービスロールを設定する方法については GameLift、を参照してくださ
いAmazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)。ロールを作成したら、そのロール
の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。ARN はフリートの作成中に使用します。
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2. サービスロールを Amazon GameLift フリートに関連付けます。フリートの作成中に、サービスロール 
ARN をフリートに提供します。これで、フリート内のどのインスタンスでも実行されるアプリケー
ションがその役割を引き受け、アクセスに必要な認証情報を取得できます。フリートを作成する方法
については、「」を参照してくださいAmazonGameLift マネージドフリートを作成 (p. 110)。

3. サービスロールを引き受けるコードを、ゲームサーバーに追加します。Amazon GameLift インス
タンス上で稼働しているすべてのゲームサーバーが、関連する IAM サービスロールを引き継ぐ
ことができます。これには、ゲームサーバーや他の実行可能ファイル (スクリプトやデーモンな
ど) が含まれます。ロールを割り当てるコードを追加する方法については、「」を参照してくださ
いGetFleetRoleCredentials() (p. 290)。

アプリケーションコードでは、AWSリソースにアクセスする前に、アプリケーション最初に、アプリ
ケーション最初に、アプリケーション最初に Assual を引き受ける必要があります。ロールを引き継ぐ
には、アプリケーションがAWS Security Token Service (AWS STS)AssumeRole API オペレーション
を呼び出し、サービスロール ARN を指定する必要があります。このオペレーションは、AWSアプリ
ケーションにリソースへのアクセス権を提供する一時的な認証情報のセットを返します。詳細につい
ては、IAM ユーザーガイドの「AWS リソースを使用した一時的なセキュリティ認証情報の使用」を参
照してください。

VPC ピアリングを使用して AWS リソースにアクセスする
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ピア接続を使用して、Amazon GameLift インスタンスで実行
されているアプリケーションと別のAWSリソースとの通信を実行できます。VPC は、ユーザーが定義する
仮想プライベートネットワークであり、ユーザーによって管理されている一連のリソースが含まれていま
すAWS アカウント。Amazon GameLift フリートごとに専用の VPC があります。VPC ピアリングを使用
すると、フリート用の VPCAWS と他のリソース用のVPCとの間に、直接ネットワーク接続を確立できま
す。

ゲームサーバー用のVPC GameLift ピアリングConnectを設定するプロセスを合理化します。ピアリン
グリクエストを処理し、ルートテーブルを更新し、必要に応じて接続を設定します。ゲームサーバー
用のVPC ピアリングを設定する方法については、「」を参照してくださいアマゾンの VPC ピアリング 
GameLift (p. 162)。

ゲームクライアントを Amazon と統合 GameLift
このセクションのトピックでは、バックエンドサービスに追加できるマネージド Amazon GameLift 機能に
ついて説明します。バックエンドサービスは次のタスクを処理します。

• Amazon GameLift からのアクティブなゲームセッションについての情報をリクエストします。
• 既存のゲームセッションにプレイヤーを参加させます。
• 新しいゲームセッションを作成し、プレイヤーをそのセッションに参加させます。
• 既存のゲームセッションのメタデータを変更します。

ゲームクライアントが Amazon GameLift および Amazon で実行される Amazon ゲームサーバーの操作方
法についての詳細は GameLift、「」を参照してくださいAmazon GameLift とゲームクライアントのやり取
り (p. 35)。

前提条件

• AWS アカウント。
• Amazon にアップロードされたゲームサーバーのビルド GameLift。
• ゲームをホストするための艦隊。

トピック
• AmazonGameLift をゲームクライアントに追加する (p. 44)
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• プレイヤー ID を生成 (p. 47)

AmazonGameLift をゲームクライアントに追加する
GameLiftゲームセッション情報を必要とするゲームコンポーネントへの Amazon の統合、新しいゲーム
セッションの作成、ゲームへのプレイヤーの追加。ゲームのアーキテクチャに応じて、この機能はプレイ
ヤーの認証、マッチメーキング、ゲームセッションの配置などのタスクを処理するバックエンドサービス
にあります。

Note

AmazonGameLift がホストするゲームのマッチメイキングを設定する方法の詳細について
は、AmazonGameLiftFlexMatch 開発者ガイドを参照してください。

GameLiftバックエンドサービスに Amazon をセットアップする

AmazonGameLift クライアントを初期化し、キー設定を保存するコードを追加します。このコード
は、Amazon に依存するコードの前に実行されなければならないGameLift。

1. クライアント設定を設定します。デフォルトのクライアント設定を使用するか、カスタムクライアン
ト設定オブジェクトを作成します。詳細については、AWS::Client::ClientConfiguration(C++) または
AmazonGameLiftConfig(C#) を参照してください。

クライアント設定では、Amazon に連絡するときに使用するターゲットリージョンとエンドポイント
を指定しますGameLift。リージョンは、使用するデプロイ済みリソース (艦隊、キュー、マッチメー
カー) のセットを識別します。デフォルトのクライアント設定では、ロケーションは米国東部 (バー
ジニア北部) リージョンに設定されます。他のリージョンを使用するには、カスタム設定を作成しま
す。

2. AmazonGameLift クライアントを初期化します。Aws::GameLift:GameLiftClient () (C++) または
AmazonGameLiftClient() (C#) をデフォルトのクライアント設定またはカスタムクライアント設定で使
用します。

3. 各プレイヤーに一意の識別子を生成するメカニズムを追加します。詳細については、「プレイヤー ID 
を生成 (p. 47)」を参照してください。

4. 以下の情報を収集し、保存する。

• 対象艦隊 — AmazonGameLift API リクエストの多くは、群を指定する必要があります。そのために
は、フリートIDまたはターゲットフリートを指すエイリアスIDを使用してください。ベストプラク
ティスとして、フリートエイリアスを使用すると、バックエンドサービスを更新せずにプレイヤー
をあるフリートから別のフリートに切り替えることができます。

• ターゲットキュー — マルチフリートキューを使用して新しいゲームセッションを行うゲームでは、
使用するキューの名前を指定します。

• AWS認証情報 — Amazon へのすべての呼び出しは、GameLiftAWS アカウントゲームをホストする
認証情報を提供する必要があります。これらの認証情報は、ゲームへのプログラマティックアクセ
スを設定する (p. 13)で説明されているようにプレイヤーユーザーを作成することで取得します。プ
レイヤーユーザーのアクセスを管理する方法に応じて、次の操作を行います。
• ロールを使用してプレイヤーのユーザー権限を管理する場合は、AmazonGameLift API を呼び出

す前にそのロールを引き受けるコードを追加してください。ロールを引き受けるリクエストで
は、一時的セキュリティ認証情報のセットが返ります。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「IAM ロール (AWSAPI) への切り替え」を参照してください。

• 長期間のセキュリティ認証情報がある場合は、保存されている認証情報を検索して使用するよう
にコードを構成してください。AWSSDK およびツールリファレンスガイドの「長期認証情報によ
る認証」を参照してください。認証情報の保存については、(C++) と (.NET)AWS の API リファ
レンスを参照してください。

• 一時的なセキュリティ認証情報がある場合は、IAM ユーザーガイドの「AWSSDK での一時的な
セキュリティ認証情報の使用」で説明されているように、AWS Security Token Service (AWS 
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STS) を使用して認証情報を定期的に更新するコードを追加します。コードは、古い認証情報が期
限切れになる前に新しい認証情報をリクエストする必要があります。

ゲームセッションの実行

コードを追加して、利用可能なゲームセッションを検索し、ゲームセッションの設定とメタデータを管理
します。

アクティブなゲームセッションを検索する

特定のゲームセッション、すべてのアクティブなセッション、SearchGameSessionsまたは一連の検索条
件を満たすセッションに関する情報を取得するために使用します。この呼び出しは、GameSession検索リ
クエストと一致するアクティブなゲームセッションごとにオブジェクトを返します。

プレイヤーが参加できるアクティブなゲームセッションのフィルタリングされたリストを取得するには、
検索条件を使用します。たとえば、次のようにセッションをフィルタリングできます。

• 満員のゲームセッションを除外:CurrentPlayerSessionCount = MaximumPlayerSessionCount.
• セッションの実行時間に基づいてゲームセッションを選択する:評価CreationTime。
• カスタムゲームプロパティに基づいてゲームセッションを検索す

る:gameSessionProperties.gameMode = "brawl".

ゲームセッションの管理

ゲームのセッション情報を取得または更新するには、次のいずれかのオペレーションを使用します。

• DescribeGameSessionDetails() — ゲームセッション情報に加えて、ゲームセッションの保護ステータス
を取得します。

• UpdateGameSession() — ゲームセッションのメタデータと設定を必要に応じて変更します。
• GetGameSessionLogUrl— 保存されているゲームセッションログにアクセスします。

ゲームセッションの作成

デプロイ済みフリートで新しいゲームセッションを起動し、それらのセッションをプレイヤーが使用でき
るようにするコードを追加します。AWS リージョンゲームを複数のリージョンにデプロイするのか、単一
のリージョンにデプロイするのかに応じて、ゲームセッションを作成する方法は2つあります。

マルチロケーションキューにゲームセッションを作成する

新しいゲームセッションのリクエストをキューに入れるのに使用しますStartGameSessionPlacement。こ
の操作を使用するには、キューを作成します。これにより、AmazonGameLift が新しいゲームセッション
を配置する場所が決まります。キューの詳細とその使用方法については、「」を参照してくださいゲーム
セッション配置用の Amazon GameLift キューを設定する (p. 137)。

ゲームセッションプレースメントを作成するときは、使用するキューの名前、ゲームセッション名、最大
同時プレイヤー数、およびオプションのゲームプロパティセットを指定します。オプションで、自動的に
ゲームセッションに参加するプレイヤーのリストを提供することもできます。関連するリージョンのプレ
イヤーレイテンシーデータを含めた場合、AmazonGameLift はこの情報を使用して、最適なゲームプレイ
エクスペリエンスをプレイヤーに提供するフリートに、新しいゲームセッションを配置します。

ゲームセッション配置は非同期プロセスです。リクエストを送信したら、成功させたり、
タイムアウトさせたりできます。また、を使用していつでもリクエストをキャンセルできま
すStopGameSessionPlacement。プレースメントリクエストのステータスを確認するには、お電話くださ
いDescribeGameSessionPlacement。

特定の艦隊でゲームセッションを作成
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CreateGameSessionを使用して、指定したフリートで新しいセッションを作成します。この同期オペ
レーションは、フリートに新しいゲームセッションをホストするための使用可能なリソースがあるか
どうかによって、成功か失敗かが決まります。AmazonGameLift が新しいゲームセッションを作成し
て、GameSessionオブジェクトを返したら、そのゲームセッションにプレイヤーを参加させることができ
ます。

この操作を使用するときは、フリートIDまたはエイリアスID、セッション名、およびゲームの最大同時プ
レイヤー数を指定します。オプションで、一連のゲームプロパティを含めることができます。ゲームプロ
パティは、キーバリューペアの配列で定義されます。

AmazonGameLift リソース保護機能を使用して、1 人のプレイヤーが作成できるゲームセッションの数を
制限する場合は、ゲームセッション作成者のプレイヤー ID を提供してください。

ゲームセッションにプレイヤーを参加させる

アクティブなゲームセッションでプレイヤースロットを予約し、ゲームクライアントをゲームセッション
に接続するコードを追加します。

1. ゲームセッション内のプレイヤースロットを予約する

プレイヤースロットを予約するには、ゲームセッションに新しいプレイヤーセッションを作成しま
す。プレイヤーセッションの詳細については、「」を参照してくださいプレーヤーがゲームに接続す
る方法 (p. 6)。

新しいプレイヤーセッションを作成する方法は 2 つあります。

• 新しいゲームセッションで、StartGameSessionPlacement1人以上のプレイヤーのスロットを予約
するために使用します。

• ゲームセッション ID を使用するCreatePlayerSession、またはゲームセッション ID
CreatePlayerSessionsを持つ 1 人以上のプレイヤー用にプレイヤースロットを予約します。

AmazonGameLift はまず、ゲームセッションが新しいプレイヤーを受け入れ、使用可能なプレイヤー
スロットがあることを確認します。成功すると、AmazonGameLift はプレイヤー用にスロットを予約
し、新しいプレイヤーセッションを作成して、PlayerSessionオブジェクトを返します。このオブジェ
クトには、ゲームクライアントがゲームセッションにConnectするために必要な DNS 名、IP アドレ
ス、ポートが含まれます。

プレイヤーセッションリクエストには、各プレイヤーの一意の ID が含まれている必要があります。詳
細については、「プレイヤー ID を生成 (p. 47)」を参照してください。

プレーヤーセッションには、カスタムプレーヤーデータのセットを含めることができます。このデー
タは、新しく作成されたプレイヤーセッションオブジェクトに保存されます。このオブジェクト
は、DescribePlayerSessions() を呼び出すことで取得できます。GameLiftまた、Amazon では、プレ
イヤーがゲームセッションに直接接続したときに、このオブジェクトをゲームサーバーに渡します。
複数のプレイヤーセッションをリクエストする場合は、リクエスト内のプレイヤー ID にマップされて
いる各プレイヤーのプレイヤーデータの文字列を指定します。

2. ゲームセッションにConnectする

ゲームクライアントにコードを追加し、ゲームセッションの接続情報を含む PlayerSession オブ
ジェクトを取得します。この情報を使用して、サーバーへの直接接続を確立します。

• 指定されたポートと、サーバープロセスに割り当てられた DNS 名または IP アドレスを使用して接
続できます。

• フリートで TLS 証明書の生成が有効になっている場合は、DNS の名前およびポートを使用して接
続します。

• ゲームサーバーが受信プレイヤーの接続を検証する場合は、プレイヤーセッション ID をリファレン
スします。
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接続されると、ゲームクライアントとサーバープロセスは、AmazonGameLift を介さずに直接通信し
ます。サーバーは AmazonGameLift との通信を維持して、プレイヤーの接続ステータス、ヘルスス
テータスなどを報告します。ゲームサーバーが受信プレイヤーを検証する場合、プレイヤーセッショ
ン ID がゲームセッション内の予約済みスロットと一致することを検証し、プレーヤーの接続を受け入
れるか拒否します。プレイヤーが切断されると、サーバープロセスが接続中断を報告します。

プレイヤー ID を生成
Amazon GameLift では、ゲームセッションに接続されるプレイヤーを表すためにプレイヤーセッション
を使用します。Amazon GameLift は、Amazon と統合されたゲームクライアントを使用してプレーヤーが
ゲームセッションに接続するたびに、プレーヤーセッションを作成します GameLift。プレイヤーがゲーム
を離れると、そのプレイヤーセッションは終了します。Amazon GameLift はプレイヤーセッションを再利
用しません。

次のコード例では、ユニークなプレイヤー ID がランダムに生成されます。

bool includeBrackets = false;
bool includeDashes = true;
string playerId = AZ::Uuid::CreateRandom().ToString<string>(includeBrackets, 
 includeDashes);

プレイヤーセッションの詳細については、「」を参照してくださいゲームとプレイヤーセッションのデー
タを表示する (p. 173)。

ゲームエンジンとアマゾン GameLift
マネージド Amazon GameLift サービスは、O3DE、Unreal Engine、Unity など、C++ または C# ライブラ
リをSupportするほとんどの主要なゲームエンジンで使用できます。ゲームに必要なバージョンを構築しま
す。構築手順および最小要件については、各バージョンの README ファイルを参照してください。利用
可能な Amazon GameLift SDK、サポートされている開発プラットフォームおよびオペレーティングシステ
ムの詳細に関しては、アマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)ゲームサーバー用の「」を参照して
ください。

このトピックに記載されているエンジン固有の情報に加えて、Amazon GameLift をゲームサーバー、クラ
イアント、サービスと統合する際に役立つその他のヘルプは、以下のトピックを参照してください。

• Amazon GameLift マネージドホスティングロードマップ (p. 25)— Amazon GameLift をゲームに正常に
統合してホスティングリソースをセットアップするための 6 ステップのワークフローです。

• Amazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)— Amazon GameLift をゲームサーバーに統合
する詳しい手順です。

• AmazonGameLift をゲームクライアントに追加する (p. 44) – ゲームセッションの作成やプレイヤーの
ゲームへの参加を含む、ゲームクライアントまたはサービスに統合する詳しい手順です。

O3DE
ゲームサーバー

[Game for C++]（SDK for C++） GameLift を使用して、Amazon GameLift でホストできるようにゲーム
サーバーを準備します (p. 242)。必要な機能をゲームサーバーに統合する方法については、「Amazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)」を参照してください。

ゲームクライアントとゲームサービス
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GameLift ゲームクライアントやゲームサービスがAmazonのサービスとの連動を有効にし、利用可能な
ゲームセッションの検索や新規作成、ゲームへの参加者追加などを行うことができます。コアクライア
ント機能については、[AWSSDK for C++]（SDK for C++ ）で説明されています。Amazon GameLift を 
O3DE ゲームプロジェクトに統合するには、Amazon GameLift を O3DE ゲームクライアントとサーバーに
追加する (p. 48)とを参照してくださいAmazonGameLift をゲームクライアントに追加する (p. 44)。

Unreal Engine
ゲームサーバー

プロジェクトに追加し、必要なサーバー機能を実装するために、[ GameLift Server SDK for Unreal Engine]
（サーバー SDK for Unreal Engine (p. 332)）をプロジェクトに追加し、必要なサーバー機能を実装し
ます。 GameLift Unreal Engine プラグインのセットアップと Amazon GameLift コードの追加について
は、「」を参照してくださいAmazon GameLift を Unreal Engine ゲームサーバープロジェクトに追加す
る (p. 50)。

ゲームクライアントとゲームサービス

GameLift ゲームクライアントやゲームサービスがAmazonのサービスとの連動を有効にし、利用可能な
ゲームセッションの検索や新規作成、ゲームへの参加者追加などを行うことができます。コアクライアン
ト機能については、[AWSSDK for C++]（SDK for C++ ）で説明されています。 GameLift 任意のゲームプ
ロジェクトに Amazon を統合するには、「」を参照してくださいAmazonGameLift をゲームクライアント
に追加する (p. 44)。

Unity
ゲームサーバー

[Game for C#]（Game for C# (p. 281)）をプロジェクトに追加し、必要なサーバー機能を実装します。 
GameLift GameLift Unity での設定と Amazon GameLift コードの追加については、「」を参照してくださ
いAmazonGameLift を Unity ゲームサーバープロジェクトに追加する (p. 56)。

ゲームクライアントとゲームサービス

GameLift ゲームクライアントやゲームサービスがAmazonのサービスとの連動を有効にし、利用可能な
ゲームセッションの検索や新規作成、ゲームへの参加者追加などを行うことができます。コアクライ
アント機能については、AWS SDK for .NET で説明されています。Unity GameLift ゲームプロジェクト
に Amazon を統合するには、「」を参照してくださいAmazonGameLift をゲームクライアントに追加す
る (p. 44)。

その他のエンジン
ゲームサーバーとクライアントで利用可能な Amazon GameLift SDK リストについては、「」を参照して
くださいthe section called “アマゾンGameLift SDK をダウンロード” (p. 18)。

Amazon GameLift を O3DE ゲームクライアントとサーバーに追
加する
オープンソースのクロスプラットフォームのリアルタイム 3D エンジンである O3DE を使用して、ゲーム
やシミュレーションを含む高性能のインタラクティブな体験を作成できます。O3DE レンダラーとツール
はモジュラーフレームワークに包まれており、お好みの開発ツールで変更や拡張が可能です。

モジュラーフレームワークは、標準のインターフェースとアセットを備えたライブラリを含む Gem を使
用します。自分の Gem を選択し、要件に基づいて追加する機能を選択します。

Amazon GameLift Gem には次の機能があります。
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GameLift アマゾン統合

O3DE ネットワークレイヤーを拡張し、マルチプレイヤー Gem を Amazon GameLift 専用サーバーソ
リューションと連携させるためのフレームワーク。Gem は Amazon GameLift サーバー SDK とAWS 
SDK (p. 242) クライアント (Amazon GameLift サービス自体を呼び出す) の両方との統合を可能にし
ます。

ビルドとパッケージの管理

専用サーバービルドとAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (AWS CDK) アプリケーションをパッ
ケージ化し、オプションでアップロードしてリソースをセットアップおよび更新する手順。

GameLift アマゾンジェムのセットアップ

このセクションの手順に従って、O3DE で Amazon GameLift Gem をセットアップします。

前提条件

• AmazonAWS のアカウントを設定します GameLift。詳細については、「AWS アカウント のセットアッ
プ (p. 10)」を参照してください。

• O3DEAWS の認証情報を設定します。詳細については、「AWS認証情報の設定」を参照してください。
• AWS CLIとを設定しますAWS CDK。詳細については、AWS Command Line Interfaceおよび AWS 

Cloud Development Kit (AWS CDK).

Amazon GameLift Gem とその依存関係を有効にする

1. プロジェクトマネージャーを開きます。
2. プロジェクトの下のメニューを開き、[プロジェクト設定を編集...] を選択します。 。
3. 「ジェムの設定」を選択します。
4. Amazon GameLift Gem と以下の従属ジェムをオンにします。

• AWSCore Gem — O3DEAWS のサービス で使用するフレームワークを提供します。
• Multiplayer Gem — ネットワークフレームワークを拡張してマルチプレイヤー機能を提供します。

Amazon GameLift Gem スタティックライブラリを含めてください

1. プロジェクトサーバーターゲットの広告を含めてくださ
い。Gem::AWSGameLift.Server.StaticBUILD_DEPENDENCIES

ly_add_target( 
    NAME YourProject.Server.Static STATIC 
    ... 
    BUILD DEPENDCIES 
        PUBLIC 
            ... 
        PRIVATE 
            ... 
            Gem::AWSGameLift.Server.Static
)

2. プロジェクトサーバーのシステムコンポーネントで「必須」AWSGameLiftService に設定します。

void 
 YourProjectServerSystemComponent::GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType& 
 required)
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{ 
    ... 
    required.push_back(AZ_CRC_CE("AWSGameLiftServerService")); 
    ...
}

3. (オプション) C++ で Amazon GameLift サービスリクエストを行うに
は、Gem::AWSGameLift.Client.StaticBUILD_DEPENDENCIESクライアントターゲットのにを
含めてください。

ly_add_target( 
    NAME YourProject.Client.Static STATIC 
    ... 
    BUILD_DEPENDENCIES 
    PUBLIC 
        ... 
    PRIVATE 
        ... 
        Gem::AWSCore.Static 
        Gem::AWSGameLift.Client.Static
}

ゲームと専用サーバーを統合

Session Management インテグレーションを使用して、ゲームと専用ゲームサーバー内のゲームセッショ
ンを管理します。サポートするには FlexMatch、「FlexMatch 統合」を参照してください。

Amazon GameLift を Unreal Engine ゲームサーバープロジェクト
に追加する
このトピックの説明に従って、ゲームサーバープロジェクトで Amazon GameLift Server SDK プラグイン 
for Unreal Engine をセットアップして使用する方法を説明します。

前提条件

• アンリアルエンジンを実行できる Windows コンピュータ。
• 次のいずれかを実行してみてください。

• Microsoft Visual Studio 2019
• GNU コンパイラコレクション (GCC) 4.9 以降。

• CMake バージョン 3.1 以降
• PATH で利用可能な Git クライアント。
• Windows コンピュータでの Linux のクロスコンパイルについては、Unreal Engine ドキュメンテーショ

ンウェブサイトの Linux ゲーム開発要件の「クロスコンパイルツールチェーン」を参照してください。
• アンリアルエンジンのサブスクリプション。
• GitHub アンリアルエンジンアカウントに関連付けられたアカウント。詳細については、アンリアルエン

ジンウェブサイトの GitHub「アンリアルエンジンのソースコードへのアクセス」を参照してください。

ソースからアンリアルエンジンをビルド

ビルド用のサーバーターゲットを指定したり、Linux 用にクロスコンパイルしたりするには、Unreal 
Engine をソースからビルドする必要があります。詳細については、Unreal Engine ドキュメンテーション
ウェブサイトの「ソースから Unreal Engine をビルドする」チュートリアルを参照してください。
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開発環境で

1. アンリアルエンジンのソースを開発環境にクローンします。

git clone https://github.com/EpicGames/UnrealEngine.git

2. ゲームの開発に使用しているバージョンのタグを確認してください。例:

git checkout tags/5.1.1-release -b 5.1.1-release

3. チェックアウトしたソースのルートフォルダーで、を実行しますsetup.bat。
4. 同じフォルダーで、を実行しますGenerateProjectFiles.bat。

Visual Studio で、

1. 前の手順で作成した Unreal Engine ソリューションファイルを開きます。例えば、UE5.sln。
2. Solution Explorer ペインで、Unreal プロジェクトノードのコンテンツ (右クリック) メニューを開き

ます。(たとえば、UE5.) 次に、「ビルド」を選択し、開発エディタ Win64 ターゲットで Unreal プロ
ジェクトをビルドします。

Note

ビルドの完了には時間がかかる場合があります。
3. ソリューションエクスプローラーペインで、アンリアルプロジェクトのコンテキストメニューをもう

一度開き、「スタートアッププロジェクトとして設定」を選択します。
4. Visual Studio ウィンドウの上部にある緑色の矢印 (デバッグの開始) を選択します。

Unreal Editor の新しいソースビルドインスタンスが起動します。Unreal Editor の詳細について
は、Unreal Engine ドキュメンテーションウェブサイトの「Unreal Editor インターフェイス」を参照
してください。

Unreal Editor で

1. 次のいずれかを実行します。
• 既存のプロジェクトを選択します。
• サードパーソンテンプレートのスターターコンテンツを使用して新しいプロジェクトを作成しま

す。このテンプレートの詳細については、Unreal Engine ドキュメンテーションウェブサイトの
「サードパーソンテンプレート」を参照してください。

アンリアルエディタは、アンリアルプロジェクトとゲームプロジェクトを含む Visual Studio ソリュー
ションを開きます。プロジェクトが初期化されました。

2. Visual Studio ウィンドウを閉じて、アンリアルエンジンで続行します。

Amazon GameLift プラグイン for Unreal Engine をセットアップする

次の手順に従って、ゲームサーバープロジェクトで Amazon GameLift Server SDK プラグイン for Unreal 
Engine を準備します。

開発環境で

1. Amazon GameLift サーバー SDK をダウンロードします。
2. アンリアルエンジン用の C++ サーバー SDK ライブラリをビルドします。

51

https://docs.unrealengine.com/5.1/en-US/unreal-editor-interface/
https://docs.unrealengine.com/5.1/en-US/third-person-template-in-unreal-engine/
http://aws.amazon.com/gamelift/getting-started/#Developer_Resources_and_Documentation


Amazon GameLift デベロッパーガイド
ゲームエンジンとアマゾン GameLift

ダウンロードした SDKGameLift-cpp-ServerSDK-<version> のディレクトリで、-
DBUILD_FOR_UNREAL=1パラメーターを使用してコンパイルし、サーバー SDK をビルドします。を
使用してコンパイルする方法を以下の例に示しますcmake。
• Windows の場合:

a. 下記を実行します。

mkdir out
cd out
cmake -G "Visual Studio 16 2019" -DBUILD_FOR_UNREAL=1 ..
msbuild ALL_BUILD.vcxproj /p:Configuration=Release

Windows ビルドでは、out\gamelift-server-sdk\Releaseフォルダーに次のバイナリ
ファイルが作成されます。

• out\prefix\bin\aws-cpp-sdk-gamelift-server.dll

• out\prefix\lib\aws-cpp-sdk-gamelift-server.lib

b. 2 つのライブラリファイルを Amazon GameLift Unreal EngineThirdParty
\GameLiftServerSDK\Win64 プラグインパッケージのフォルダにコピーします。

• Linux の場合:

a. 下記を実行します。

mkdir out
cd out
cmake -DBUILD_FOR_UNREAL=1 ..
make

Linux ビルドでは、out/gamelift-server-sdkディレクトリに次のバイナリファイルが生
成されます。

• out/prefix/lib/libaws-cpp-sdk-gamelift-server.so

b. ライブラリファイルを Amazon GameLift Unreal EngineThirdParty
\GameLiftServerSDK\Linux\x86_64-unknown-linux-gnu プラグインパッケージの
ディレクトリにコピーします。

最小要件やビルドオプションなど、C++ SDK のビルドの詳細については、README.mdダウンロード
に含まれるファイルを参照してください。

3. Amazon GameLift プラグインをプロジェクトにインポートします。

a. プロジェクトパッケージに、という名前のディレクトリを作成しますPlugins。
b. Pluginsプロジェクトパッケージに新しく作成したディレクトリにディレクトリをコピーしま

す。GameLiftServerSDK

c. プラグインをゲームプロジェクトに追加します。プラグインファイルは、生成されたバイナリ
ファイルを含め、プラグインの GameLiftServerSDK ディレクトリ内のすべてを含む必要があ
ります。

d. .uprojectファイルを編集して、プラグインをゲームプロジェクトに追加します。

"Plugins": [ 
 { 
  "Name": "GameLiftServerSDK", 
  "Enabled": true 
 }
]
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e. プラグインをプロジェクトのビルド依存関係として一覧表示するに
はModuleRules、ProjectName.Build.csSource/ProjectNameディレクトリ内のファイル
を編集します。

// Copyright 1998-2019 Epic Games, Inc. All Rights Reserved. 
  
using UnrealBuildTool; 
  
public class test23 : ModuleRules
{ 
    public test23(ReadOnlyTargetRules Target) : base(Target) 
    { 
        PCHUsage = PCHUsageMode.UseExplicitOrSharedPCHs; 
  
        PublicDependencyModuleNames.AddRange(new string[] { "Core", "CoreUObject", 
 "Engine", "InputCore", "HeadMountedDisplay", "GameLiftServerSDK" }); 
    }
}

4. プロジェクトのサーバーターゲットを作成します。

a. ProjectName.Target.csProjectNameServer.Target.csファイルをという名前の新しい
ファイルにコピーします。

b. ProjectNameServer.Target.csファイルで、クラス定義を新しい名前に一致するように編集
し、を更新しますTargetTypeServer。

// Copyright 1998-2019 Epic Games, Inc. All Rights Reserved. 
  
using UnrealBuildTool;
using System.Collections.Generic; 
  
public class testGameLift23ServerTarget : TargetRules
{ 
    public testGameLift23ServerTarget(TargetInfo Target) : base(Target) 
    { 
        Type = TargetType.Server; 
        ExtraModuleNames.Add("testGameLift23"); 
    }
}

このファイルは、お使いの Unreal Engine のバージョンによって外観が異なります。
5. プロジェクトを生成して開きます。

a. プロジェクトファイルで、ファイルのコンテンツ (右クリック) メニューを開いて、
[GuStudiouProject プロジェクトファイルの生成] (VisuStudio プロジェクトファイルの生成) を
選択します。

b. Visual Studio で、プロジェクトのソリューションファイルを開きます。

ディレクトリ構造に、Pluginsフォルダと新しいサーバーターゲットが表示されます。

GameLift アマゾンコードを追加
これでプラグインは使えるようになりましたが、まだ使用するためのコードを書いていません。はじめ
に、Unreal EngineGameMode サンプルプロジェクトに含まれている既存のファイルを使用してください。
次のコード例にはGameMode.h、GameMode.cpp変更されたファイルとが含まれています。

GameMode.h

// Copyright Epic Games, Inc. All Rights Reserved. 
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#pragma once 
  
#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/GameModeBase.h"
#include "GameLift426TestGameMode.generated.h" 
  
DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(GameServerLog, Log, All); 
  
  
UCLASS(minimalapi)
class AGameLift426TestGameMode : public AGameModeBase
{ 
    GENERATED_BODY() 
  
public: 
    AGameLift426TestGameMode(); 
  
protected: 
    virtual void BeginPlay() override; 
  
private: 
    void InitGameLift();
};

GameMode.cpp

// Copyright Epic Games, Inc. All Rights Reserved. 
  
#include "GameLift426TestGameMode.h"
#include "GameLift426TestCharacter.h"
#include "UObject/ConstructorHelpers.h"
#include "GameLiftServerSDK.h" 
  
DEFINE_LOG_CATEGORY(GameServerLog); 
  
AGameLift426TestGameMode::AGameLift426TestGameMode()
{ 
    UE_LOG(LogInit, Log, TEXT("Game Mode Constructor")); 
  
    // set default pawn class to our Blueprinted character 
    static ConstructorHelpers::FClassFinder<APawn> PlayerPawnBPClass(TEXT("/Game/
ThirdPersonCPP/Blueprints/ThirdPersonCharacter")); 
    if (PlayerPawnBPClass.Class != NULL) 
    { 
        DefaultPawnClass = PlayerPawnBPClass.Class; 
    }
} 
  
void AGameLift426TestGameMode::BeginPlay()
{
#if WITH_GAMELIFT 
    InitGameLift();
#endif
} 
  
void AGameLift426TestGameMode::InitGameLift()
{     
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Initializing the GameLift Server")); 
  
    //Getting the module first. 
    FGameLiftServerSDKModule* gameLiftSdkModule = 
 &FModuleManager::LoadModuleChecked<FGameLiftServerSDKModule>(FName("GameLiftServerSDK")); 
  
    //Define the server parameters 
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    FServerParameters serverParameters; 
  
    //AuthToken returned from the "aws gamelift get-compute-auth-token" API. Note this will 
 expire and require a new call to the API after 15 minutes. 
    if (FParse::Value(FCommandLine::Get(), TEXT("-authtoken="), 
 serverParameters.m_authToken)) 
    { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("AUTH_TOKEN: %s"), *serverParameters.m_authToken) 
    } 
  
    //The Host/Compute ID of the GameLift Anywhere instance. 
    if (FParse::Value(FCommandLine::Get(), TEXT("-hostid="), serverParameters.m_hostId)) 
    { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("HOST_ID: %s"), *serverParameters.m_hostId) 
    } 
  
    //The EC2 or Anywhere Fleet ID. 
    if (FParse::Value(FCommandLine::Get(), TEXT("-fleetid="), serverParameters.m_fleetId)) 
    { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("FLEET_ID: %s"), *serverParameters.m_fleetId) 
    } 
  
    //The WebSocket URL (GameLiftServiceSdkEndpoint). 
    if (FParse::Value(FCommandLine::Get(), TEXT("-websocketurl="), 
 serverParameters.m_webSocketUrl)) 
    { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("WEBSOCKET_URL: %s"), 
 *serverParameters.m_webSocketUrl) 
    } 
  
    //The PID of the running process 
    serverParameters.m_processId = FString::Printf(TEXT("%d"), GetCurrentProcessId()); 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("PID: %s"), *serverParameters.m_processId); 
  
    //InitSDK will establish a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication. 
    gameLiftSdkModule->InitSDK(serverParameters); 
  
    //When a game session is created, GameLift sends an activation request to the game 
 server and passes along the game session object containing game properties and other 
 settings. 
    //Here is where a game server should take action based on the game session object. 
    //Once the game server is ready to receive incoming player connections, it should 
 invoke GameLiftServerAPI.ActivateGameSession() 
    auto onGameSession = [=](Aws::GameLift::Server::Model::GameSession gameSession) 
    { 
        FString gameSessionId = FString(gameSession.GetGameSessionId()); 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("GameSession Initializing: %s"), *gameSessionId); 
        gameLiftSdkModule->ActivateGameSession(); 
    }; 
  
    FProcessParameters params; 
    params.OnStartGameSession.BindLambda(onGameSession); 
  
    //OnProcessTerminate callback. GameLift will invoke this callback before shutting down 
 an instance hosting this game server. 
    //It gives this game server a chance to save its state, communicate with services, 
 etc., before being shut down. 
    //In this case, we simply tell GameLift we are indeed going to shutdown. 
    params.OnTerminate.BindLambda([=]() { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Game Server Process is terminating")); 
        gameLiftSdkModule->ProcessEnding(); 
        }); 
  
    //This is the HealthCheck callback. 
    //GameLift will invoke this callback every 60 seconds or so. 
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    //Here, a game server might want to check the health of dependencies and such. 
    //Simply return true if healthy, false otherwise. 
    //The game server has 60 seconds to respond with its health status. GameLift will 
 default to 'false' if the game server doesn't respond in time. 
    //In this case, we're always healthy! 
    params.OnHealthCheck.BindLambda([]() { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Performing Health Check")); 
        return true; 
        }); 
  
    //This game server tells GameLift that it will listen on port 7777 for incoming player 
 connections. 
    params.port = 7777; 
  
    //Here, the game server tells GameLift what set of files to upload when the game 
 session ends. 
    //GameLift will upload everything specified here for the developers to fetch later. 
    TArray<FString> logfiles; 
    logfiles.Add(TEXT("GameLift426Test/Saved/Logs/GameLift426Test.log")); 
    params.logParameters = logfiles; 
  
    //Calling ProcessReady tells GameLift this game server is ready to receive incoming 
 game sessions! 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Calling Process Ready")); 
    gameLiftSdkModule->ProcessReady(params);
}

次のステップ

アンリアルエンジン環境の設定とセットアップが完了し、Amazon GameLift をゲームに統合できるように
なりました。

GameLift ゲームに Amazon を追加する方法を説明します。

• Amazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)
• Unreal Engine の Amazon GameLift サーバー SDK リファレンス (p. 332)

ゲームのテスト方法については、を参照してくださいカスタムサーバー統合をテストします (p. 59)。

AmazonGameLift を Unity ゲームサーバープロジェクトに追加す
る
このトピックでは、Unity ゲームサーバープロジェクトで AmazonGameLift C# Server SDK をセッ
トアップする方法について説明します。使用しているオペレーティングシステムが、マネージド 
AmazonGameLift サービスでサポートされるかどうか不明な場合は、「」を参照してくださいカスタム 
ゲームサーバーの場合 (p. 18)。

AmazonGameLift プラグインを Unity 用に設定したら、で AmazonGameLift Unity サンプルを試してみる
ことができますGitHub。

ユニティ用の C# サーバー SDK のセットアップ

次の手順に従って、AmazonGameLift Server SDK for C# を構築し、ご使用の Unityゲームサーバープロ
ジェクトに追加します。

UnityGameLift Server SDK for Unity をセットアップするには

1. AmazonGameLift サーバー SDK をダウンロードします。ゲームシステム要件がサポートされているこ
とを確認するには、「アマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)」を参照してください。Server 
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SDK zip ファイルには、プロジェクトの必要に応じて SDK を構築できるように、出典ファイルととも
に C# Server SDK が含まれています。

2. C# SDK ライブラリを構築します。IDE で、使用したいC# Server SDKのソリューション ファイルを
ロードします。IDE 機能を使用して、NuGetプロジェクトのファイルを復元します。C# Server SDK 
の最小要件と追加の構築オプションについては、README.md ファイルを参照してください。C# SDK 
ライブラリを生成するソリューションを構築します。

3. 構成設定を確認します。Unity エディタで、ゲームプロジェクトを開きます。Unity エディタ
で、[File]（アーカイブ）、[Build Settings]（構築設定）、[Player Settings] （プレイヤー設定）の順に
選択します。[Other Settings] (その他の設定)、[Configuration] (設定)の下で、次の設定をチェックしま
す。

• [Scripting Runtime Version (スクリプトのランタイムバージョン)]: 使用している .NET ソリューショ
ンに設定します。

4. Unity プロジェクトに AmazonGameLift ライブラリを追加します。Unity エディタで、ソリューション
構築によって生成されたライブラリを、プロジェクトの Assets/Plugins ディレクトリにインポー
トします。使用している SDK バージョンのライブラリの一覧については、README.md ファイルを参
照してください。

AmazonGameLift サーバーコードの追加
AmazonGameLift 機能を追加する方法の詳細については、以下のトピックを参照してください。

• Amazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)
• C# GameLift サーバー SDK リファレンス (p. 281)

以下のコード例では、MonoBehavior「」を使用して Amazon でシンプルなゲームサーバーを初期化する
方法を示しますGameLift。

using UnityEngine;
using Aws.GameLift.Server;
using System.Collections.Generic;

public class GameLiftServerExampleBehavior : MonoBehaviour
{ 
    //This is an example of a simple integration with GameLift server SDK that makes game 
 server  
    //processes go active on Amazon GameLift 
    public void Start() 
    { 
        //Set the port that your game service is listening on for incoming player 
 connections (hard-coded here for simplicity) 
        var listeningPort = 7777; 

        //InitSDK establishes a local connection with the Amazon GameLift agent to enable  
        //further communication. 
        var initSDKOutcome = GameLiftServerAPI.InitSDK(); 
        if (initSDKOutcome.Success) 
        { 
            ProcessParameters processParameters = new ProcessParameters( 
                (gameSession) => { 
                    //Respond to new game session activation request. GameLift sends 
 activation request  
                    //to the game server along with a game session object containing game 
 properties  
                    //and other settings. Once the game server is ready to receive player 
 connections,  
                    //invoke GameLiftServerAPI.ActivateGameSession() 
                    GameLiftServerAPI.ActivateGameSession(); 
                }, 
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                () => { 
                    //OnProcessTerminate callback. GameLift invokes this callback before 
 shutting down  
                    //an instance hosting this game server. It gives this game server a 
 chance to save 
                    //its state, communicate with services, etc., before being shut down.  
                    //In this case, we simply tell GameLift we are indeed going to shut 
 down. 
                    GameLiftServerAPI.ProcessEnding(); 
                },  
                () => { 
                    //This is the HealthCheck callback. 
                    //GameLift invokes this callback every 60 seconds or so. 
                    //Here, a game server might want to check the health of dependencies 
 and such. 
                    //Simply return true if healthy, false otherwise. 
                    //The game server has 60 seconds to respond with its health status.  
                    //GameLift will default to 'false' if the game server doesn't respond 
 in time. 
                    //In this case, we're always healthy! 
                    return true; 
                }, 
                //Here, the game server tells GameLift what port it is listening on for 
 incoming player  
                //connections. In this example, the port is hardcoded for simplicity. 
 Active game 
                //that are on the same instance must have unique ports. 
                listeningPort,  
                new LogParameters(new List<string>() 
                { 
                    //Here, the game server tells GameLift what set of files to upload when 
 the game session ends. 
                    //GameLift uploads everything specified here for the developers to 
 fetch later. 
                    "/local/game/logs/myserver.log" 
                })); 

            //Calling ProcessReady tells GameLift this game server is ready to receive 
 incoming game sessions! 
            var processReadyOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessReady(processParameters); 
            if (processReadyOutcome.Success) 
            { 
                print("ProcessReady success."); 
            } 
            else 
            { 
                print("ProcessReady failure : " + processReadyOutcome.Error.ToString()); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            print("InitSDK failure : " + initSDKOutcome.Error.ToString()); 
        } 
    } 

    void OnApplicationQuit() 
    { 
        //Make sure to call GameLiftServerAPI.ProcessEnding() when the application quits.  
        //This resets the local connection with GameLift's agent. 
        GameLiftServerAPI.ProcessEnding(); 
    }
}
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カスタムサーバー統合をテストします
Amazon GameLift を使用して、環境内のあらゆるハードウェアを Amazon GameLift ゲームホスティン
グに統合できます。Amazon は、Anywhereお客様のハードウェアをフリートとして Amazon GameLift 
Anywhere GameLift に登録します。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)Anywhere フリートを
マッチメーカーキューとゲームセッションキューに統合して、Amazon のゲームサーバー全体でのマッチ
メイキングとゲームプレースメントを管理できます GameLift。独自のハードウェアを使用して、ゲーム
サーバープロジェクトを繰り返しテストおよびビルドできます。

Amazon を使用するには GameLift Anywhere、Amazon GameLift サーバー SDK バージョン 5 以降をダウ
ンロードして統合してください。

トピック
• 初回開発 (p. 59)
• ゲームサーバーで反復処理 (p. 63)

初回開発
ゲームの開発が完了し、Amazon と統合する準備が整いました GameLift。Amazon EC2 フリートの作成
とゲームサーバーコードの反復処理は、ビルドをアップロードし、イテレーションごとに新しいフリー
トを作成するため時間がかかります。Anywhere開発用ラップトップでフリートを使用すると、Amazon 
GameLift とゲームサーバーのコードの反復処理が速くなります。

Anywhere以下の手順に従ってフリートを作成し、Amazon GameLift コンソールまたはAWS Command 
Line Interface (AWS CLI) を使用してラップトップでゲームセッションを開始します。

Console

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [ホスティング] で、[ロケーション] を選択します。
3. [ロケーションを作成] を選択します。
4. [ロケーションの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。

a. ロケーション名を入力します。これにより、Amazon GameLift Anywhere がフリートでゲー
ムを実行するために使用するコンピューティングリソースの場所が示されます。カスタムロ
ケーション名は custom- で始める必要があります。

b. [作成] を選択します。
5. Anywhereフリートを作成します。

a. ナビゲーションペインの [ホスティング] で、[Fleets] を選択します。
b. [フリート] ページで、[フリートの作成] を選択します。
c. 「コンピューティングタイプを選択」 ステップで、「Anywhere」を選択し、「次へ」を選

択します。
d. フリート詳細の定義ステップで、新しいフリートを定義します。詳細については、「新しい 

Amazon GameLift フリートを作成する (p. 109)」を参照してください。
e. 「ロケーションの選択」 ステップで、作成したカスタムロケーションを選択します。
f. 残りのフリート作成手順を完了して、Anywhereフリートを作成します。

6. 作成したフリートにラップトップをコンピュートリソースとして登録します。register-
computeコマンド (または RegisterComputeAPI オペレーション) を使用してくださ
い。fleet-id前のステップで作成したものを含めて、compute-nameとラップトップを追加し
ますip-address。

aws gamelift register-compute \ 
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    --compute-name DevLaptop \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --ip-address 10.1.2.3 \ 
    --location custom-location-1

出力例:

Compute { 
    FleetId = fleet-1234, 
    ComputeName = DevLaptop, 
    Status = ACTIVE, 
    IpAddress = 10.1.2.3, 
    GameLiftServiceSdkEndpoint = wss://12345678.execute-api.amazonaws.com/ 
    Location = custom-location
}

7. ゲームサーバーのデバッグセッションを開始します。

a. 作成したフリート内のラップトップの認証トークンを取得します。get-compute-auth-
tokenコマンド (または GetComputeAuthTokenAPI オペレーション) を使用してくださ
い。

aws gamelift get-compute-auth-token \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --compute-name DevLaptop

出力例:

ComputeAuthToken { 
  FleetId = fleet-1234, 
  ComputeName = DevLaptop, 
  AuthToken = abcdefg123, 
  ExpirationTime = 1897492857.11
}

b. ゲームサーバーの実行ファイルのデバッグインスタンスを実行します。デバッグインスタン
スを実行するには、ゲームサーバーがを呼び出す必要がありますInitSDK() (p. 282)。プロ
セスが、ゲームセッションをホストする準備ができたら、ゲームサーバーがを呼び出しま
すProcessReady() (p. 283)。

8. ゲームセッションを作成して、Amazon GameLift Anywhere との最初の統合をテストしま
す。create-game-sessionコマンド (または CreateGameSessionAPI オペレーション) を使
用してください。

aws gamelift create-game-session \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --name DebugSession \ 
    --maximum-player-session-count 2

出力例:

GameSession { 
    FleetId = fleet-1234, 
    GameSessionId = 1111-1111, 
    Name = DebugSession, 
    IpAddress = 10.1.2.3, 
    Port = 1024, 
    ...
}
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Amazon GameLift は、onStartGameSession()登録されたサーバープロセスにメッセージを送
信します。メッセージには、ゲームプロパティ、ゲームセッションデータ、マッチメーカーデー
タなど、GameSessionゲームセッションに関する前のステップのオブジェクトが含まれていま
す。

9. ゲームサーバーにロジックを追加して、onStartGameSession()サーバープロセスがメッセー
ジにで応答するようにしますActivateGameSession()。このオペレーションは、 GameLift 
サーバーがゲームセッション作成メッセージを受信して受け入れたことをAmazonに送信しま
す。詳細については、「 GameLift アマゾンサーバー SDK リファレンス (p. 242)」を参照して
ください。

これで、ゲームサーバーがゲームセッションを実行して、テストしてイテレーションに使用できるよ
うになりました。ゲームサーバーで反復処理を行うには、次のセクションに進みます。

AWS CLI

1. create-locationコマンド (または CreateLocationAPI オペレーション) を使用してカスタ
ムロケーションを作成します。カスタムロケーションには、Amazon GameLift Anywhere がフ
リートでゲームを実行するために使用するハードウェアの場所が示されます。

aws gamelift create-location \ 
    --location-name custom-location-1

出力例:

{ 
    Location { 
        LocationName = custom-location-1 
    }
}

2. create-fleetコマンド (または CreateFleetAPI オペレーション) を使用して、Anywhereカス
タムロケーションでフリートを作成します。Amazonは、 GameLiftお客様の居住地域と指定した
カスタムロケーションにフリートを作成します。

aws gamelift create-fleet \ 
    --name LaptopFleet \ 
    --compute-type ANYWHERE \ 
    --locations "location=custom-location-1"

出力例:

Fleet { 
    Name = LaptopFleet, 
    ComputeType = ANYWHERE, 
    FleetId = fleet-1234, 
    Status = ACTIVE 
    ...
}

3. 作成したフリートにラップトップをコンピュートリソースとして登録します。register-
computeコマンド (または RegisterComputeAPI オペレーション) を使用してくださ
い。fleet-id前のステップで作成したものを含めて、compute-nameとラップトップのパブ
リックを追加しますip-address。

aws gamelift register-compute \ 
    --compute-name DevLaptop \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
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    --ip-address 10.1.2.3 \ 
    --location custom-location-1

出力例:

Compute { 
    FleetId = fleet-1234, 
    ComputeName = DevLaptop, 
    Status = ACTIVE, 
    IpAddress = 10.1.2.3, 
    GameLiftServiceSdkEndpoint = wss://12345678.execute-api.amazonaws.com/ 
    Location = custom-location-1
}

4. ゲームサーバーのデバッグセッションを開始します。

a. 作成したフリート内のラップトップの認証トークンを取得します。get-compute-auth-
tokenコマンド (または GetComputeAuthTokenAPI オペレーション) を使用してくださ
い。

aws gamelift get-compute-auth-token \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --compute-name DevLaptop

出力例:

ComputeAuthToken { 
  FleetId = fleet-1234, 
  ComputeName = DevLaptop, 
  AuthToken = abcdefg123, 
  ExpirationTime = 1897492857.11
}

b. ゲームサーバーの実行ファイルのデバッグインスタンスを実行します。デバッグインス
タンスを実行するには、ゲームサーバーがを呼び出す必要がありますInitSDK()。プロ
セスが、ゲームセッションをホストする準備ができたら、ゲームサーバーがを呼び出しま
すProcessReady()。

5. ゲームセッションを作成して、Amazon GameLift Anywhere との最初の統合をテストしま
す。create-game-sessionコマンド (または CreateGameSessionAPI オペレーション) を使
用してください。

aws gamelift create-game-session \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --name DebugSession \ 
    --maximum-player-session-count 2

出力例:

GameSession { 
    FleetId = fleet-1234, 
    GameSessionId = 1111-1111, 
    Name = DebugSession, 
    IpAddress = 10.1.2.3, 
    Port = 1024, 
    ...
}
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Amazon GameLift は、onStartGameSession()登録されたサーバープロセスにメッセージを送
信します。メッセージには、ゲームプロパティ、ゲームセッションデータ、マッチメーカーデー
タなど、GameSessionゲームセッションに関する前のステップのオブジェクトが含まれていま
す。

6. ゲームサーバーにロジックを追加して、onStartGameSession()サーバープロセスがメッセー
ジにで応答するようにしますActivateGameSession()。このオペレーションは、 GameLift 
サーバーがゲームセッション作成メッセージを受信して受け入れたことをAmazonに送信しま
す。詳細については、「 GameLift アマゾンサーバー SDK リファレンス (p. 242)」を参照して
ください。

これで、ゲームサーバーがゲームセッションを実行して、テストしてイテレーションに使用できるよ
うになりました。ゲームサーバーで反復処理を行うには、次のセクションに進みます。

ゲームサーバーで反復処理
このユースケースでは、ゲームサーバーをセットアップしてテストし、バグを発見したシナリオを考えて
みましょう。Amazon では GameLift Anywhere、コードを繰り返し処理できるため、Amazon EC2 フリー
トを使用する際の面倒なセットアップを回避できます。

1. 可能であればGameSession、既存のものをクリーンアップしてください。ゲームサーバーがクラッ
シュしたり、呼び出されない場合ProcessEnding()、Amazon GameLift GameSession はゲーム
サーバーがヘルスチェックを送信しなくなった後にクリーンアップします。

2. ゲームサーバーのコードを変更し、コンパイルして、次のテストに備えます。
3. Anywhere以前のフリートはまだアクティブで、ラップトップはフリートのコンピュートリソースとし

て登録されたままです。テストを再開するには、新しいデバッグインスタンスを作成します。

a. 作成したフリート内のラップトップの認証トークンを取得します。get-compute-auth-
tokenコマンド (または GetComputeAuthTokenAPI オペレーション) を使用してください。

aws gamelift get-compute-auth-token \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --compute-name DevLaptop

出力例:

ComputeAuthToken { 
  FleetId = fleet-1234, 
  ComputeName = DevLaptop, 
  AuthToken = hijklmnop456, 
  ExpirationTime = 1897492857.11
}

b. ゲームサーバーの実行ファイルのデバッグインスタンスを実行します。デバッグインスタンスを
実行するには、ゲームサーバーがを呼び出す必要がありますInitSDK()。プロセスが、ゲーム
セッションをホストする準備ができたら、ゲームサーバーがを呼び出しますProcessReady()。

4. これで、フリートにサーバープロセスが使用可能になりました。ゲームセッションを作成し、次のテ
ストを実行します。create-game-sessionコマンド (または CreateGameSessionAPI オペレー
ション) を使用してください。

aws gamelift create-game-session \ 
    --fleet-id fleet-1234 \ 
    --name SecondDebugSession \ 
    --maximum-player-session-count 2
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Amazon GameLift は、onStartGameSession()登録されたサーバープロセスにメッセージを送信
します。メッセージには、ゲームプロパティ、ゲームセッションデータ、マッチメーカーデータな
ど、GameSessionゲームセッションに関する前のステップのオブジェクトが含まれています。

5. ゲームサーバーにロジックを追加して、onStartGameSession()サーバープロセスがメッセージに
で応答するようにしますActivateGameSession()。このオペレーションは、 GameLift サーバーが
ゲームセッション作成メッセージを受信して受け入れたことをAmazonに送信します。詳細について
は、「 GameLift アマゾンサーバー SDK リファレンス (p. 242)」を参照してください。

ゲームサーバーのテストが完了したら、引き続き Amazon GameLift をフリートとゲームサーバーの管理に
使用できます。詳細については、「 GameLift Anywhereアマゾンフリートを作成 (p. 114)」を参照してく
ださい。

ゲームと Amazon GameLift リアルタイムサーバー
の統合

このトピックでは、マネージド Amazon および Realtime GameLift サーバーソリューションの概要に関し
て説明します。ここでは、どのような場合にこのソリューションがゲームに適しているか、Realtime サー
バーがどのようにマルチプレイヤーゲームをサポートしているかについて説明します。

ゲームを稼働させるための完全なロードマップについては、「」を参照してくださいAmazon GameLift マ
ネージドホスティングロードマップ (p. 25)。

Tip

Amazon GameLift ゲームサーバーホスティングを試すには、を参照してくださいAmazon の使用
を開始する。 GameLift (p. 23)。

リアルタイムサーバーとは
Realtime サーバーは、 ready-to-go マルチプレイヤーゲームで使用するために Amazon GameLift が提供す
る, 軽量なゲームサーバーです。リアルタイムサーバーを使用すると、カスタムゲームサーバーの開発、テ
スト、デプロイのプロセスが不要になります。このソリューションにより、ゲームの完了までにかかる時
間と労力を最小限に抑えることができます。

主な特徴

• ゲームクライアントとサーバー間のやり取りのための完全なネットワークスタック
• ゲームサーバーのコア機能
• カスタマイズ可能なサーバーロジック
• リアルタイム設定およびサーバーロジックへライブ更新
• FlexMatch マッチメイキング
• ホスティングリソースの柔軟な制御

フリートを作成し、設定スクリプトを提供することで、Realtime サーバーを設定します。Realtime サー
バーの作成とゲームクライアントの準備方法の詳細については、「」を参照してくださいリアルタイム
サーバーを準備する (p. 27)。

Realtime サーバーがゲームセッションを管理する方法
Realtime スクリプトに組み込んで、ゲームセッション管理用のカスタムロジックを追加できます。サー
バー固有のオブジェクトにアクセスするコードを記述したり、コールバックを使用してイベント駆動型ロ
ジックを追加したり、イベント以外のシナリオに基づいてロジックを追加したりできます。
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クライアントサーバーとのやり取り

リアルタイムクライアントとサーバーの相互作用
ゲームセッション中、ゲームクライアントはバックエンドサービスを介してリアルタイムサーバーにメッ
セージを送信することで対話します。その後、バックエンドサービスはメッセージをゲームクライアント
間で中継して、アクティビティ、ゲームの状態、および関連するゲームデータを交換します。

さらに、ゲームロジックを Realtime スクリプトに追加することで、クライアントとサーバーのやり取り方
法をカスタマイズできます。カスタムゲームロジックにより、Realtime サーバーでイベント駆動型レスポ
ンスを開始するコールバックを実装できます。

通信プロトコル

Realtime サーバーと接続されたゲームクライアントは、2 つのチャネルとして、確実な配信のための TCP 
接続と迅速な配信のための UDP チャネルが使用されます。メッセージを作成するときは、メッセージの
タイプに応じて使用するプロトコルを選択します。メッセージ配信はデフォルトで UDP に設定されてい
ます。UDP チャネルが利用できない場合、Amazon はフォールバックとして TCP GameLift を使用して
メッセージを送信します。

メッセージの内容

メッセージの内容は、必須のオペレーションコード (opCode) とオプションのペイロードの 2 つの要素で
構成されています。メッセージのopCode は特定のプレイヤーのアクティビティやゲームイベントを識別
し、ペイロードはオペレーションコードに関連する追加データを提供します。これらの要素はどちらも開
発者定義です。ゲームクライアントは、受信したメッセージに含まれるopCodes に基づいて動作します。

プレイヤーグループ

Realtime サーバーはプレイヤーのグループを管理する機能を提供します。デフォルトでは、 GameLift 
Amazonはゲームに接続するすべてのプレイヤーを「全プレイヤー」グループに入れます。さらに、開発
者は自分のゲームに他のグループを設定でき、プレイヤーは同時に複数のグループのメンバーになること
ができます。グループメンバーは、メッセージを送信したり、グループ内のすべてのプレイヤーとゲーム
データを共有したりできます。グループの用途の 1 つは、プレイヤーチームを設定し、チームのコミュニ
ケーションを管理することです。

TLS 証明書を使用したRealtime サーバー

Realtime サーバーでは、サーバー認証とデータパケット暗号化がサービスに組み込まれています。これら
のセキュリティ機能は、TLS 証明書の生成を有効にすると有効になります。ゲームクライアントがリアル
タイムサーバーに接続しようとすると、サーバーは自動的に TLS 証明書を返し、クライアントはそれを
検証します。Amazon GameLift では TCP (WebSockets) 通信には TLS を使用し、UDP トラフィックには 
DTLS を使用して暗号化を行います。

Realtime サーバーのカスタマイズ
Realtime サーバーはステートレスな中継サーバーとして機能します。Realtime サーバーは、ゲームに接続
されたゲームクライアント間でメッセージとゲームデータのパケットを中継します。ただし、リアルタイ
ムサーバーはメッセージを評価したり、データを処理したり、ゲームプレイロジックを実行したりしませ
ん。このように使用すると、各ゲームクライアントはゲームの状態を独自に把握し、中継サーバーを通じ
て他のプレイヤーに最新情報を提供します。各ゲームクライアントは、これらの更新を組み込み、独自の
ゲーム状態を調整します。

Realtime スクリプト機能に追加することで、サーバーをカスタマイズできます。たとえば、ゲームロジッ
クを使用すると、ゲームの状態をサーバーが確認できるステートフルなゲームを構築できます。

Amazon GameLift では、Realtime スクリプト用に一連のサーバー側のコールバックを定義しています。こ
れらのコールバックを実装して、イベント駆動型の機能をサーバーに追加します。例えば、以下のことが
可能です。

• ゲームクライアントがサーバーに接続を試みるときにプレイヤーを認証します。
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• リクエストに応じて、プレーヤーがグループに参加できるかどうかを検証します。
• 特定のプレイヤーやターゲットプレイヤーからのメッセージをいつ配信するか、それに応じて追加の処

理を行うかを決定します。
• プレイヤーがグループを脱退したり、サーバーから切断したりすると、すべてのプレイヤーに通知しま

す。
• ゲームセッションオブジェクトまたはメッセージオブジェクトの内容を表示し、データを使用します。

Realtime サーバーのデプロイと更新
Realtime サーバーの主な利点は、いつでもスクリプトを更新できることです。スクリプトを更新する
と、Amazon GameLift は数分以内にすべてのホスティングリソースに新しいバージョンを配布しま
す。Amazon GameLift が新しいスクリプトをデプロイすると、それ以降に作成されたすべての新しいゲー
ムセッションでは、新しいスクリプトバージョンが使用されます。(既存のゲームセッションは引き続き元
のバージョンを使用します。)

ゲームとリアルタイムサーバーの統合の開始方法
• リアルタイムサーバー用のゲームサーバーと連携 (p. 66)
• Realtime スクリプトの作成 (p. 70)

リアルタイムサーバー用のゲームサーバーと連携
このトピックでは、AmazonGameLift がホストするゲームセッションに参加できるようにゲームクライア
ントを準備する方法について説明します。

ゲームクライアントを準備するために必要なタスクは 2 セットあります。

• 既存のゲームに関する情報の取得、マッチメーキングのリクエスト、新しいゲームセッションの開始、
およびプレイヤー用のゲームセッションスロットの予約を行うようにゲームクライアントを設定しま
す。

• ゲームクライアントがリアルタイムサーバーでホストされているゲームセッションに参加してメッセー
ジを交換できるようにします。

ゲームセッションとプレイヤーセッションの検索と作成
ゲームセッションを作成または開始し、FlexMatch マッチメーキングをリクエストし、プレイヤーセッ
ションを作成してゲーム内のプレイヤーのスペースを予約するようにゲームクライアントを設定します。
ベストプラクティスは、バックエンドサービスを作成しておき、それを使用して、ゲームクライアントの
アクションによってトリガーされたときに、AmazonGameLift サービスに直接リクエストを送信すること
です。その後、バックエンドサービスは関連する応答をゲームクライアントに中継します。

1. AWSSDK をゲームクライアントに追加し、AmazonGameLift クライアントを初期化して、フリートと
キューでホスティングリソースを使用するように設定します。AWSSDK は複数の言語で利用できま
す。AmazonGameLift SDK を参照してくださいクライアントサービスの場合 (p. 19)。

2. GameLiftバックエンドサービスに機能を追加します。詳細な手順についてはAmazonGameLift をゲーム
クライアントに追加する (p. 44)、「FlexMatchマッチメイキングの追加」を参照してください。ベス
トプラクティスは、ゲームセッションの配置を使用して新しいゲームセッションを作成することです。
この方法では、GameLiftの機能を最大限に活用して、新しいゲームセッションを迅速かつインテリジェ
ントに配置できるだけでなく、プレイヤーのレイテンシーデータを使用してゲームラグを最小限に抑え
ることができます。少なくとも、バックエンドサービスは新しいゲームセッションをリクエストし、そ
れに応じてゲームセッションデータを処理できる必要があります。また場合によっては、既存のゲーム
セッションを検索して情報を取得し、プレイヤーセッションをリクエストして、既存のゲームセッショ
ンで効果的にプレイヤースロットが予約されるようにする機能を追加する必要があります。
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3. 接続情報をゲームクライアントに返します。バックエンドサービスに応じて、ゲームセッションオブ
ジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトを受け取る AmazonGameLift サービスにリクエストし
ます。これらのオブジェクトには、Realtime Server で実行されているゲームセッションにゲームクラ
イアントが接続するために必要な情報、特に接続の詳細 (IP アドレスおよびポート) とプレイヤーセッ
ション ID が含まれています。

サーバーConnect
ゲームクライアントがリアルタイムサーバー上のホスト型ゲームセッションに直接接続し、サーバーや他
のプレイヤーとメッセージを交換できるようにします。

1. リアルタイムクライアント SDK を入手して構築し、それをゲームクライアントプロジェクトに追加し
ます。SDK の要件およびクライアントライブラリの構築方法については、README ファイルを参照し
てください。

2. 使用するクライアント/サーバー接続のタイプをクライアント設定で指定して Client() (p. 226) を呼び
出します。

Note

TLS 証明書の生成が有効になっているセキュリティ保護ありのフリートで実行されている 
Realtime サーバーに接続する場合は、セキュリティ保護ありの接続タイプを指定する必要があ
ります。

3. ゲームクライアントに次の機能を追加します。詳細については、「リアルタイムサーバークライアント 
API (C#) リファレンス (p. 225)」を参照してください。
• ゲームに接続する/ゲームから切断する

• Connect() (p. 226)
• Disconnect() (p. 227)

• ターゲットの受信者にメッセージを送信する
• SendMessage() (p. 228)

• メッセージを受信して処理する
• OnDataReceived() (p. 231)

• プレイヤーグループに参加する/プレイヤーグループから離脱する
• JoinGroup() (p. 228)
• RequestGroupMembership() (p. 229)
• LeaveGroup() (p. 229)

4. 必要に応じてクライアントコールバック用のイベントハンドラを設定します。リアルタイムサーバーク
ライアント API (C#) リファレンス:非同期コールバック (p. 230) を参照してください。

TLS 証明書の生成が有効になっているリアルタイムフリートを使用する場合、サーバーは TLS 証明書を使
用して自動的に認証されます。TCP および UDP トラフィックは、トランスポートレイヤーセキュリティ
を提供するために、転送時に暗号化されます。TCP トラフィックは TLS 1.2 を使用して暗号化され、UDP 
トラフィックは DTLS 1.2 を使用して暗号化されます。

ゲームクライアントの例
リアルタイムサーバーと連携して (C#)) リアルタイムサーバーと連携して (C#)
この例は、基本的なゲームクライアントとリアルタイムクライアント SDK (C#) の統合を示しています。
図に示すように、この例では、リアルタイムクライアントオブジェクトを初期化し、イベントハンドラ
を設定します。またクライアントサイドコールバックを実装し、リアルタイムサーバーに接続して、メッ
セージを送信して切断します。

using System;
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using System.Text;
using Aws.GameLift.Realtime;
using Aws.GameLift.Realtime.Event;
using Aws.GameLift.Realtime.Types;

namespace Example
{ 
    /** 
     * An example client that wraps the GameLift Realtime client SDK 
     *  
     * You can redirect logging from the SDK by setting up the LogHandler as such: 
     * ClientLogger.LogHandler = (x) => Console.WriteLine(x); 
     * 
     */ 
    class RealTimeClient 
    { 
        public Aws.GameLift.Realtime.Client Client { get; private set; } 
         
        // An opcode defined by client and your server script that represents a custom 
 message type 
        private const int MY_TEST_OP_CODE = 10; 

        /// Initialize a client for GameLift Realtime and connect to a player session. 
        /// <param name="endpoint">The DNS name that is assigned to Realtime server</param> 
        /// <param name="remoteTcpPort">A TCP port for the Realtime server</param> 
        /// <param name="listeningUdpPort">A local port for listening to UDP traffic</
param> 
        /// <param name="connectionType">Type of connection to establish between client and 
 the Realtime server</param> 
        /// <param name="playerSessionId">The player session ID that is assigned to the 
 game client for a game session </param> 
        /// <param name="connectionPayload">Developer-defined data to be used during client 
 connection, such as for player authentication</param> 
       public RealTimeClient(string endpoint, int remoteTcpPort, int listeningUdpPort, 
 ConnectionType connectionType, 
                    string playerSessionId, byte[] connectionPayload) 
        { 
            // Create a client configuration to specify a secure or unsecure connection 
 type 
            // Best practice is to set up a secure connection using the connection type 
 RT_OVER_WSS_DTLS_TLS12. 
            ClientConfiguration clientConfiguration = new ClientConfiguration() 
      { 
                // C# notation to set the field ConnectionType in the new instance of 
 ClientConfiguration 
          ConnectionType = connectionType 
      }; 

            // Create a Realtime client with the client configuration             
            Client = new Client(clientConfiguration); 

            // Initialize event handlers for the Realtime client 
            Client.ConnectionOpen += OnOpenEvent; 
            Client.ConnectionClose += OnCloseEvent; 
            Client.GroupMembershipUpdated += OnGroupMembershipUpdate; 
            Client.DataReceived += OnDataReceived; 

            // Create a connection token to authenticate the client with the Realtime 
 server 
            // Player session IDs can be retrieved using AWS SDK for GameLift 
            ConnectionToken connectionToken = new ConnectionToken(playerSessionId, 
 connectionPayload); 

            // Initiate a connection with the Realtime server with the given connection 
 information 
            Client.Connect(endpoint, remoteTcpPort, listeningUdpPort, connectionToken); 
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        } 

        public void Disconnect() 
        { 
            if (Client.Connected) 
            { 
                Client.Disconnect(); 
            } 
        } 

        public bool IsConnected() 
        { 
            return Client.Connected; 
        } 

        /// <summary> 
        /// Example of sending to a custom message to the server. 
        ///  
        /// Server could be replaced by known peer Id etc. 
        /// </summary> 
        /// <param name="intent">Choice of delivery intent i.e. Reliable, Fast etc. </
param> 
        /// <param name="payload">Custom payload to send with message</param> 
        public void SendMessage(DeliveryIntent intent, string payload) 
        { 
            Client.SendMessage(Client.NewMessage(MY_TEST_OP_CODE) 
                .WithDeliveryIntent(intent) 
                .WithTargetPlayer(Constants.PLAYER_ID_SERVER) 
                .WithPayload(StringToBytes(payload))); 
        } 

        /** 
         * Handle connection open events 
         */ 
        public void OnOpenEvent(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 

        /** 
         * Handle connection close events 
         */ 
        public void OnCloseEvent(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 

        /** 
         * Handle Group membership update events  
         */ 
        public void OnGroupMembershipUpdate(object sender, GroupMembershipEventArgs e) 
        { 
        } 

        /** 
         *  Handle data received from the Realtime server  
         */ 
        public virtual void OnDataReceived(object sender, DataReceivedEventArgs e) 
        { 
            switch (e.OpCode) 
            { 
                // handle message based on OpCode 
                default: 
                    break; 
            } 
        } 

        /** 
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         * Helper method to simplify task of sending/receiving payloads. 
         */ 
        public static byte[] StringToBytes(string str) 
        { 
            return Encoding.UTF8.GetBytes(str); 
        } 

        /** 
         * Helper method to simplify task of sending/receiving payloads. 
         */ 
        public static string BytesToString(byte[] bytes) 
        { 
            return Encoding.UTF8.GetString(bytes); 
        } 
    }
}

Realtime スクリプトの作成
ゲームにリアルタイムサーバーを使用するには、リアルタイムサーバーのフリートを設定してオプション
でカスタマイズするためのスクリプト ( JavaScriptコードの形式) を提供する必要があります。このトピッ
クでは、リアルタイムスクリプトを作成するための主なステップについて説明します。スクリプトの準備
ができたら、Amazon GameLift サービスにアップロードし、それを使用してフリートを作成します (「」
を参照リアルタイムサーバースクリプトを Amazon にアップロードします GameLift (p. 100))。

リアルタイムサーバーで使用するスクリプトを準備するには、リアルタイムスクリプトに以下の機能を追
加します。

ゲームセッションライフサイクルの管理 (必須)
最低限、リアルタイムスクリプトに Init() 関数を含めて、この関数で、リアルタイムサーバーがゲーム
セッションの開始準備をするようにします。新しいゲームセッションを引き続きフリートで開始できるよ
うに、ゲームセッションを終了する方法も提供することを強くお勧めします。

Init() コールバック関数が呼び出されると、リアルタイムセッションオブジェクトを渡されます。この
セッションオブジェクトには、リアルタイムサーバーのインターフェイスが含まれています。このイン
ターフェイスの詳細については、「リアルタイムサーバーインターフェイス (p. 238)」を参照してくださ
い。

ゲームセッションを正常に終了するには、スクリプトはリアルタイムサーバーの
session.processEnding 関数も呼び出す必要があります。この関数には、セッションをいつ終了する
かを決定するための何らかのメカニズムが必要です。スクリプト例のコードは、プレイヤーの接続を確認
し、指定された時間内にセッションに接続しているプレイヤーがいなければゲームセッションの終了をト
リガーする、シンプルなメカニズムを示しています。

基本的な設定のリアルタイム -- サーバープロセスの開始と終了 -- 基本的にステートレスな中継サーバーと
して動作します。リアルタイムサーバーは、ゲームに接続されているゲームクライアント間でメッセージ
とゲームデータを中継しますが、データを処理したりロジックを実行したりするための独立したアクショ
ンは行いません。ゲームのニーズに応じて、ゲームイベントなどのメカニズムによってトリガーされる
ゲームロジックをオプションで追加することができます。

サーバーサイドのゲームロジックの追加 (オプション)
オプションでリアルタイムスクリプトにゲームロジックを追加できます。たとえば、以下のいずれかまた
はすべてを実行できます。スクリプト例のコードは実例を提供しています。Amazon GameLift リアルタイ
ムサーバーのリファレンス (p. 236) を参照してください。

• イベント駆動型のロジックを追加する。クライアントサーバーイベントに応答するためのコールバック
関数を実装します。コールバックの完全なリストについては、「リアルタイムサーバーのスクリプト
コールバック (p. 236)」を参照してください。
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• サーバーにメッセージを送信してロジックを起動する。ゲームクライアントからサーバーに送信
されるメッセージ専用に一連のオペレーションコードを作成し、受信を処理するための関数を追加
します。コールバック onMessage で gameMessage を使用してメッセージの内容を解析します 
(「gameMessage.opcode (p. 241)」を参照)。

• 他の AWS リソースにアクセスできるようにゲームロジックを有効にします。詳細については、「フ
リートの他の AWS リソースと通信する (p. 42)」を参照してください。

• ゲームロジックが実行されているインスタンスのフリート情報へのアクセスを許可します。詳細につ
いては、「Amazon GameLift インスタンスのフリートデータを取得する (p. 91)」を参照してくださ
い。

リアルタイムサーバースクリプトの例
この例は、リアルタイムサーバーをデプロイするために必要な基本スクリプトといくつかのカスタムロ
ジックを示しています。また、必要な Init() 関数を含み、プレイヤーの接続のない期間に基づいてゲー
ムセッションの終了をトリガーするタイマーメカニズムを使用しています。さらに、コールバックの実装
など、カスタムロジック用のフックもいくつか含まれています。

// Example Realtime Server Script
'use strict';

// Example override configuration
const configuration = { 
    pingIntervalTime: 30000, 
    maxPlayers: 32
};

// Timing mechanism used to trigger end of game session. Defines how long, in milliseconds, 
 between each tick in the example tick loop
const tickTime = 1000;

// Defines how to long to wait in Seconds before beginning early termination check in the 
 example tick loop
const minimumElapsedTime = 120;

var session;                        // The Realtime server session object
var logger;                         // Log at appropriate level 
 via .info(), .warn(), .error(), .debug()
var startTime;                      // Records the time the process started
var activePlayers = 0;              // Records the number of connected players
var onProcessStartedCalled = false; // Record if onProcessStarted has been called

// Example custom op codes for user-defined messages
// Any positive op code number can be defined here. These should match your client code.
const OP_CODE_CUSTOM_OP1 = 111;
const OP_CODE_CUSTOM_OP1_REPLY = 112;
const OP_CODE_PLAYER_ACCEPTED = 113;
const OP_CODE_DISCONNECT_NOTIFICATION = 114;

// Example groups for user-defined groups
// Any positive group number can be defined here. These should match your client code.
// When referring to user-defined groups, "-1" represents all groups, "0" is reserved.
const RED_TEAM_GROUP = 1;
const BLUE_TEAM_GROUP = 2;

// Called when game server is initialized, passed server's object of current session
function init(rtSession) { 
    session = rtSession; 
    logger = session.getLogger();
}

// On Process Started is called when the process has begun and we need to perform any
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// bootstrapping.  This is where the developer should insert any code to prepare
// the process to be able to host a game session, for example load some settings or set 
 state
//
// Return true if the process has been appropriately prepared and it is okay to invoke the
// GameLift ProcessReady() call.
function onProcessStarted(args) { 
    onProcessStartedCalled = true; 
    logger.info("Starting process with args: " + args); 
    logger.info("Ready to host games..."); 

    return true;
}

// Called when a new game session is started on the process
function onStartGameSession(gameSession) { 
    // Complete any game session set-up 

    // Set up an example tick loop to perform server initiated actions 
    startTime = getTimeInS(); 
    tickLoop();
}

// Handle process termination if the process is being terminated by GameLift
// You do not need to call ProcessEnding here
function onProcessTerminate() { 
    // Perform any clean up
}

// Return true if the process is healthy
function onHealthCheck() { 
    return true;
}

// On Player Connect is called when a player has passed initial validation
// Return true if player should connect, false to reject
function onPlayerConnect(connectMsg) { 
    // Perform any validation needed for connectMsg.payload, connectMsg.peerId 
    return true;
}

// Called when a Player is accepted into the game
function onPlayerAccepted(player) { 
    // This player was accepted -- let's send them a message 
    const msg = session.newTextGameMessage(OP_CODE_PLAYER_ACCEPTED, player.peerId, 
                                             "Peer " + player.peerId + " accepted"); 
    session.sendReliableMessage(msg, player.peerId); 
    activePlayers++;
}

// On Player Disconnect is called when a player has left or been forcibly terminated
// Is only called for players that actually connected to the server and not those rejected 
 by validation
// This is called before the player is removed from the player list
function onPlayerDisconnect(peerId) { 
    // send a message to each remaining player letting them know about the disconnect 
    const outMessage = session.newTextGameMessage(OP_CODE_DISCONNECT_NOTIFICATION, 
                                                session.getServerId(), 
                                                "Peer " + peerId + " disconnected"); 
    session.getPlayers().forEach((player, playerId) => { 
        if (playerId != peerId) { 
            session.sendReliableMessage(outMessage, playerId); 
        } 
    }); 
    activePlayers--;
}
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// Handle a message to the server
function onMessage(gameMessage) { 
    switch (gameMessage.opCode) { 
      case OP_CODE_CUSTOM_OP1: { 
        // do operation 1 with gameMessage.payload for example sendToGroup 
        const outMessage = session.newTextGameMessage(OP_CODE_CUSTOM_OP1_REPLY, 
 session.getServerId(), gameMessage.payload); 
        session.sendGroupMessage(outMessage, RED_TEAM_GROUP); 
        break; 
      } 
    }
}

// Return true if the send should be allowed
function onSendToPlayer(gameMessage) { 
    // This example rejects any payloads containing "Reject" 
    return (!gameMessage.getPayloadAsText().includes("Reject"));
}

// Return true if the send to group should be allowed
// Use gameMessage.getPayloadAsText() to get the message contents
function onSendToGroup(gameMessage) { 
    return true;
}

// Return true if the player is allowed to join the group
function onPlayerJoinGroup(groupId, peerId) { 
    return true;
}

// Return true if the player is allowed to leave the group
function onPlayerLeaveGroup(groupId, peerId) { 
    return true;
}

// A simple tick loop example
// Checks to see if a minimum amount of time has passed before seeing if the game has ended
async function tickLoop() { 
    const elapsedTime = getTimeInS() - startTime; 
    logger.info("Tick... " + elapsedTime + " activePlayers: " + activePlayers); 

    // In Tick loop - see if all players have left early after a minimum period of time has 
 passed 
    // Call processEnding() to terminate the process and quit 
    if ( (activePlayers == 0) && (elapsedTime > minimumElapsedTime)) { 
        logger.info("All players disconnected. Ending game"); 
        const outcome = await session.processEnding(); 
        logger.info("Completed process ending with: " + outcome); 
        process.exit(0); 
    } 
    else { 
        setTimeout(tickLoop, tickTime); 
    }
}

// Calculates the current time in seconds
function getTimeInS() { 
    return Math.round(new Date().getTime()/1000);
}

exports.ssExports = { 
    configuration: configuration, 
    init: init, 
    onProcessStarted: onProcessStarted, 
    onMessage: onMessage, 
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    onPlayerConnect: onPlayerConnect, 
    onPlayerAccepted: onPlayerAccepted, 
    onPlayerDisconnect: onPlayerDisconnect, 
    onSendToPlayer: onSendToPlayer, 
    onSendToGroup: onSendToGroup, 
    onPlayerJoinGroup: onPlayerJoinGroup, 
    onPlayerLeaveGroup: onPlayerLeaveGroup, 
    onStartGameSession: onStartGameSession, 
    onProcessTerminate: onProcessTerminate, 
    onHealthCheck: onHealthCheck
};

Unity 用 AmazonGameLift プラグインとゲームを統
合する

マルチプレイヤーカスタムゲームサーバーを AmazonGameLift で動作するように準備するためのツール
が用意されていますGameLift。Unity 用 AmazonGameLift プラグインを使用すると、AmazonGameLift リ
ソースへのアクセスが容易になり、AmazonGameLift を Unity ゲームに統合できます。Unity 用プラグイン
を使用して AmazonGameLift API にアクセスして一般的なゲームシナリオのAWS CloudFormationテンプ
レートをデプロイできます。

AmazonGameLift プラグインを Unity 用に設定したら、で AmazonGameLift Unity サンプルを試してみる
ことができますGitHub。

トピック
• Unity 用プラグインのインストールとセットアップ (p. 74)
• ローカルでゲームをテストする (p. 76)
• シナリオのデプロイ (p. 77)
• UnityGameLift でゲームを Amazon と統合する方法 (p. 81)
• サンプルゲームのインポートと実行 (p. 88)

Unity 用プラグインのインストールとセットアップ
このセクションでは、Unity 用 AmazonGameLift プラグインのダウンロード、インストール、セットアッ
プについて説明します。

前提条件

• Unity for Windows 2019.4 LTS、Windows 2020.3 LTS、または Unity for macOS
• Java の現在のバージョン
• .NET 4.x の現在のバージョン

Unity 用プラグインをダウンロードしてインストールするには

1. Unity 用 AmazonGameLift プラグインをダウンロードします。最新バージョンは、Unity 用 
AmazonGameLift プラグインのリポジトリページにあります。最新リリースでは、「Assets」を選択
し、com.amazonaws.gamelift-version.tgzファイルをダウンロードします。

2. Unity を起動し、プロジェクトを選択します。
3. 上部のナビゲーションバーの「ウィンドウ」で、「Package マネージャー」 を選択します。
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4. 「Package マネージャ」タブで「+」を選択し、「tarball からパッケージを追加...」を選択します。 :

5. 「ディスク上のパッケージを選択」ウィンドウで、com.amazonaws.gameliftフォルダーに移動し
てファイルを選択しcom.amazonaws.gamelift-version.tgz 、「開く」を選択します。
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6. Unity がプラグインをロードすると、AmazonGameLift が Unity メニューに新しい項目として表示され
ます。スクリプトのインストールと再コンパイルには数分かかる場合があります。AmazonGameLift 
プラグイン設定タブが自動的に開きます。

7. SDK ペインで、Use .NET 4.x を選択します。

設定すると、ステータスが [未構成] から [構成済み] に変わります。

ローカルでゲームをテストする
AmazonGameLift ローカルを使用して、GameLiftローカルデバイスで Amazon を実行しま
す。AmazonGameLift Local を使用すると、ネットワーク接続なしでコードの変更を数秒で確認できま
す。
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ローカルテストの設定
1. Unity 用プラグインウィンドウで、[Test]（テスト）タブを選択します。
2. テストペインで、「AmazonGameLift ローカルをダウンロード」を選択します。Unity 用プラグインは

ブラウザウィンドウを開き、GameLift_06_03_2021.zipファイルをダウンロードフォルダにダウ
ンロードします。

ダウンロードには、C# サーバー SDK、.NET ソースファイル、および Unity と互換性のある.NET コ
ンポーネントが含まれています。

3. ダウンロードした GameLift_06_03_2021.zip ファイルを解凍します。
4. AmazonGameLift プラグイン設定ウィンドウで、「AmazonGameLift Local Path」を選択し、解凍し

たフォルダに移動してファイルを選択しGameLiftLocal.jar、「開く」を選択します。

設定すると、ローカルテストのステータスが [未構成] から [構成済み] に変わります。
5. JRE のステータスを確認します。ステータスが「未構成」の場合は、「JREをダウンロード」を選択

し、推奨されるJavaバージョンをインストールします。

Java 環境をインストールして構成すると、ステータスは「構成済み」に変わります。

ローカルゲームを実行する
1. Unity 用プラグインタブで、[Test]（テスト）タブで、[Test]（テスト）タブ
2. テストペインで、「ローカルテスト UI を開く」を選択します。
3. [Local Testing]（ローカルテスト） ウィンドウで、[Server executable path](サーバー実行可能パス) を

指定します。... を選択して、サーバーアプリケーションのパスと実行可能ファイル名を選択します。
4. [Local Testing]（ローカルテスト） ウィンドウで、GL ローカルポート を指定します。
5. [Deploy & Run]（デプロイ & 実行）を選択し、サーバーをデプロイして実行します
6. ゲームサーバーを停止するには、[Stop]（停止）を選択するか、ゲームサーバーウィンドウを閉じま

す。

シナリオのデプロイ
シナリオでは、AWS CloudFormationテンプレートを使用して、ゲームをカスタマイズするために必要な
リソースを含むスタックを作成します。このセクションでは、AmazonGameLift が提供するシナリオとそ
の使用方法について説明します。

前提条件

シナリオをデプロイするには、AmazonGameLift サービスの IAM ロールが必要です。Amazon のロールを
作成する方法についてはGameLift、を参照してくださいAWS アカウント のセットアップ (p. 10)。

各シナリオには、次のリソースへのアクセス権限が必要です。

• Amazon GameLift
• Amazon S3
• AWS CloudFormation
• API Gateway
• AWS Lambda
• AWS WAFV2
• Amazon Cognito
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シナリオ
Unity 用 AmazonGameLift プラグインには、次のシナリオが含まれます。

認証のみ

このシナリオでは、ゲームサーバー機能なしでプレイヤー認証を実行するゲームバックエンドサービスを
作成します。テンプレートは、お使いのアカウントに以下のリソースを作成します。

• プレイヤー認証情報を保存する Amazon Cognito ユーザープール。
• Amazon API Gateway RESTAWS Lambda エンドポイントベースのハンドラーで、ゲームを開始して

ゲーム接続情報を表示します。

単一地域艦隊

このシナリオでは、このシナリオでは、AmazonGameLift フリートでゲームバックエンドサービスを作成
します。これにより、次のリソースが作成されます。

• プレイヤーが認証してゲームを開始するための Amazon Cognito ユーザープール。
• AWS Lambdaフリートに空きプレイヤースロットがある既存のゲームセッションを検索するハンドラー

です。空きスロットが見つからない場合は、新しいゲームセッションを作成します。

キューとカスタムマッチメーカーを備えたマルチリージョンの艦隊

シナリオでは、AmazonGameLift キューとカスタムマッチメーカーを使用して、ウェイティングプール内
の最も古いプレイヤーをグループ化してマッチを形成します。これにより、次のリソースが作成されま
す。

• AmazonGameLift がメッセージを発行する Amazon Simple Notification Service トピック。SNS の
トピックと通知の詳細については、を参照してくださいゲームセッション配置のイベン通知を設
定 (p. 146)。

• メッセージによって呼び出される Lambda 関数で、プレースメントとゲーム接続の詳細を通知します。
• 配置とゲーム接続の詳細を保存する Amazon DynamoDB テーブル。 GetGameConnectionコールがこ

のテーブルから読み取りされ、ゲームクライアントに接続情報を返します。

待ち行列とカスタムマッチメーカーで艦隊を見つけよう

このシナリオでは、AmazonGameLift キューとカスタムマッチメーカーを使用してマッチを作成し、3 つ
のフリートを設定します。これにより、次のリソースが作成されます。

• スポット使用不能の耐久性を提供するように、異なるインスタンスタイプを含む 2 つのスポットフリー
トで、スポット使用不能の耐久性を提供します。

• 他のスポットフリートのバックアップとして機能するオンデマンドフリートです。フリートの設計の詳
細については、を参照してくださいAmazon GameLift フリート設計ガイド (p. 104)。

• サーバーの可用性を高め、コストを抑えるための AmazonGameLift キューです。キューについての詳細
とベストプラクティスに関しては、「ゲームセッションキューの設計 (p. 138)」を参照してください。

FlexMatch

このシナリオではFlexMatch、マネージドマッチメイキングサービスを使用して、ゲームプレイヤー
同士のマッチングを行います。詳細についてはFlexMatch、「Amazon とは」を参照してください
GameLiftFlexMatch。このシナリオでは、次のリソースが作成されます。

• StartGameリクエストを受け取った後にマッチメイキングチケットを作成する Lambda 関数。
• FlexMatchマッチイベントを監視する独立した Lambda 関数。
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不必要な料金が発生しないようにAWS アカウント、各シナリオで作成されたリソースは、使用後に削除し
てください。AWS CloudFormation対応するスタックを削除します。

AWS認証情報の更新
Unity 用 AmazonGameLift プラグインでは、シナリオをデプロイするためのセキュリティ認証情報が必要
です。新しい認証情報を作成するか、既存の認証情報を使用できます。

認証情報の設定の詳細については、AWS 認証情報の理解と取得を参照してください。

AWS認証情報を更新するには

1. Unity の Unity 用プラグインタブで、[Deploy]（デプロイ）タブで、[Deploy]（デプロ
2. デプロイペインで、AWS認証情報を選択します。
3. AWS新しい認証情報を作成するか、既存の認証情報を選択できます。

• 認証情報を作成するには、[新しい認証情報プロファイルを作成] を選択し、[新しいプロファイル
名]、[AWSアクセスキー ID]、[AWS秘密キー]、および [] を指定しますAWS リージョン。

• 既存の認証情報を選択するには、Choose existing credentials profile profile profile profile を選択
し、プロファイル名およびを選択しますAWS リージョン。

4. 「AWS認証情報の更新」ウィンドウで、「認証情報プロファイルの更新」を選択します。

アカウントのブートストラップの更新
ブートストラップの場所は、デプロイ中に使用される Amazon S3 バケットです。これは、ゲームサー
バーのアセットやその他の依存関係を保存するために使用されます。AWS リージョンバケットに選択する
は、シナリオのデプロイに使用するリージョンと同じである必要があります。

Amazon S3 バケットの詳細については、Amazon Simple ストレージサービスバケットの作成、設定、操
作を参照してください。

アカウントのブートストラップの場所を更新するには

1. Unity の Unity 用プラグインタブで、[Deploy]（デプロイ）タブで、[Deploy]（デプロ
2. デプロイペインで、「アカウントブートストラップの更新」を選択します。
3. アカウントブーストラップウィンドウで、既存の Amazon S3 バケットを選択するか、新しい 

Amazon S3 バケットを作成します。
• 既存のバケットを選択するには、[既存の Amazon S3 バケットを選択] を選択し、[更新] を選択し

て選択内容を保存します。
• 新しい Amazon S3 バケットを作成を選択して新しい Amazon Simple Storage Service バケット

を作成してから、ポリシーを選択します。Amazon S3 バケットの有効期限がポリシーで指定され
ています。バケットを作成するには、[Create](作成) を選択します。

ゲームシナリオのデプロイ
Amazon でゲームをテストするには、シナリオを使用できますGameLift。各シナリオでは、AWS 
CloudFormationテンプレートを使用して、必要なリソースを含むスタックを作成します。ほとんどの
シナリオでは、ゲームサーバーの実行可能ファイルとビルドパスが必要です。シナリオをデプロイする
と、AmazonGameLift はデプロイのひとつのパートとしてゲームアセットをブートストラップの場所にコ
ピーします。

AWS認証情報と、シナリオをデプロイするためのAWS アカウント ブートストラップを設定する必要があ
ります。
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シナリオをデプロイするには

1. Unity の Unity 用プラグインタブで、[Deploy]（デプロイ）タブで、[Deploy]（デプロ
2. デプロイペインで、「デプロイ UI を開く」を選択します。
3. 「デプロイ」ウィンドウで、シナリオを選択します。
4. ゲーム名を入力します。また、名前は一意である必要があります。ゲーム名は、AWS 

CloudFormationシナリオをデプロイするときのスタック名の一部です。
5. ゲームサーバーのビルドフォルダーパスを選択します。構築フォルダのパスは、サーバーの実行可能

ファイルと依存関係を含むフォルダを指します。
6. ゲームサーバービルドの.exe ファイルパスを選択します。構築実行可能ファイルのパスは、ゲーム

サーバーの実行可能ファイルを指します。
7. 「デプロイを開始」を選択して、シナリオのデプロイを開始します。アップデートのステータスは、

[デプロイ] ウィンドウの [現在の状態] で確認できます。シナリオがデプロイされるまでに最大 30 分か
かる場合があります。

8. シナリオのデプロイが完了すると、[Current State]（現在のステート）が更新され、ゲームにコピーし
て貼り付けられる Cognito クライアント ID および API Gateway エンドポイントが含まれます。

9. ゲーム設定を更新するには、Unity メニューで、[Clion Connection Settings]（クライアント接続設定に
移動）を選択します。これにより、Unity 画面の右側に Inspector タブが表示されます。

10. ローカルテストモードを選択解除します。
11. API Gateway エンドポイントと Coginito クライアント ID を入力します。AWS リージョンシナリオ

のデプロイに使用したものと同じを選択します。その後、展開されたシナリオリソースを使用して、
ゲームクライアントを再構築して実行できます。

シナリオによって作成されたリソースの削除
シナリオ用に作成されたリソースを削除するには、AWS CloudFormation対応するスタックを削除しま
す。

80



Amazon GameLift デベロッパーガイド
UnityGameLift でゲームを Amazon と統合する方法

シナリオによって作成されたリソースを削除するには

1. AmazonGameLift Plugin for Unity デプロイウィンドウで、「AWS CloudFormationコンソールを表
示」AWS CloudFormation を選択してコンソールを開きます。

2. AWS CloudFormationコンソールで [Stacks]（スタック）を選択し、デプロイ中に指定したゲーム名を
含むスタックを選択します。

3. [Delete] を選択してスタックを削除します。スタックの削除には数分かかります。AWS 
CloudFormationシナリオで使用されているスタックを削除すると、そのステータスはに変わりま
すROLLBACK_COMPLETE。

UnityGameLift でゲームを Amazon と統合する方法
GameLift以下のタスクを完了して、Unity ゲームをと統合します。

• Amazon GameLift を Unity ゲームサーバープロジェクトに追加してください (p. 82)
• AmazonGameLift を Unity ゲームクライアントプロジェクトに追加してください (p. 84)

次の図表は、ゲームを統合するフローの例を示しています。この図では、GameLiftゲームサーバーを含
むフリートがAmazonにデプロイされています。ゲームクライアントはゲームサーバーと通信し、ゲーム
サーバーは Amazon と通信しますGameLift。
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Amazon GameLift を Unity ゲームサーバープロジェクトに追加し
てください
このトピックは、Amazon でホストするためのカスタムサーバーを準備するのに役立ちます GameLift。
ゲームサーバーは、状態を Amazon GameLift に通知し、プロンプトが表示されたときにゲームセッショ
ンを開始および停止し、その他のタスクを実行できる必要があります。詳細については、「Amazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)」を参照してください。

前提条件

ゲームサーバーを統合する前に、次のタスクを完了します。

• Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)
• Unity 用プラグインのインストールとセットアップ (p. 74)
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新しいサーバープロセスの設定

Amazon GameLift と通信を設定し、サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたこと
を報告します。

1. を呼び出してサーバー SDK を初期化しますInitSDK()。
2. サーバーがゲームセッションを受け入れる準備をするには、接続ポートとゲー

ムセッションの場所の詳細を指定して呼び出しますProcessReady()。、、な
どOnGameSession()、Amazon GameLift サービスが呼び出すコールバック関数の名前を含めてくだ
さいOnHealthCheck()。OnGameSessionUpdate()OnProcessTerminate()Amazon GameLift 
からコールバックには数分かかることがあります。

3. Amazon GameLift ACTIVE はサーバープロセスのステータスをに更新します。
4. GameLift onHealthCheckアマゾンは定期的に電話をかけます。

次のコード例は、Amazon で簡単なサーバープロセスの設定方法を示します GameLift。

//initSDK
var initSDKOutcome = GameLiftServerAPI.InitSDK(); 
            
//processReady
// Set parameters and call ProcessReady
var processParams = new ProcessParameters( 
    this.OnGameSession, 
    this.OnProcessTerminate, 
    this.OnHealthCheck, 
    this.OnGameSessionUpdate, 
    port, 
    // Examples of log and error files written by the game server 
    new LogParameters(new List<string>()           
        { 
            "C:\\game\\logs", 
            "C:\\game\\error" 
        })
); 
                
var processReadyOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessReady(processParams); 
                
// Implement callback functions
void OnGameSession(GameSession gameSession)
{ 
    // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
    // When ready to receive players 
    var activateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.ActivateGameSession();
} 
                
void OnProcessTerminate()
{ 
    // game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
    // such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup 
    var ProcessEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();
} 
                
bool OnHealthCheck()
{ 
    bool isHealthy; 
    // complete health evaluation within 60 seconds and set health 
    return isHealthy;
}
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ゲームセッションをスタートする

ゲームの初期化が完了したら、ゲームセッションを開始できます。

1. コールバック関数 onStartGameSession を実装します。Amazon GameLift はこのメソッドを呼び
出して、サーバープロセスで新しいゲームセッションを開始し、プレイヤーの接続を受け取ります。

2. ゲームセッションをアクティブにするには、を呼び出しますActivateGameSession()。SDK の詳
細については、「」を参照してくださいGameLiftアマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:アクショ
ン (p. 300)。

次のコード例は、Amazon でゲームセッションを開始する方法を示しています GameLift。

void OnStartGameSession(GameSession gameSession)
{ 
    // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map    
    ... 
    // When ready to receive players    
    var activateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.ActivateGameSession();
}

ゲームセッションを終了する

GameLift ゲームセッションの終了をAmazonに通知します。ベストプラクティスとして、ゲームセッショ
ンが完了すると、ホスティングリソースをリサイクルおよび更新するために、サーバープロセスはシャッ
トダウンされます。

1. AmazononProcessTerminate GameLift からのリクエストを受信して呼び出すように、という名前
の関数を設定しますProcessEnding()。

2. プロセスのステータスがに変わりますTERMINATED。

次の例は、ゲームセッションのプロセスを終了する方法を示しています。

var processEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();

if (processReadyOutcome.Success) 
   Environment.Exit(0);

// otherwise, exit with error code
Environment.Exit(errorCode); 
     

サーバーの作成、ビルド、Amazon へのアップロード GameLift

ゲームサーバーを Amazon と統合したら GameLift、構築ファイルをフリートにアップロードし
て、Amazon GameLift がゲームホスティング用にデプロイできるようにします。サーバーを Amazon に
アップロードする方法の詳細については GameLift、を参照してくださいカスタムゲームサーバー構築を 
Amazon にアップロードするGameLift (p. 94)。

AmazonGameLift を Unity ゲームクライアントプロジェクトに追
加してください
このトピックは、バックエンドサービスを介して AmazonGameLift がホストするゲームセッションに接続
するようにゲームクライアントを設定するのに役立ちます。AmazonGameLift API を使用して、マッチメ
イキングの開始、ゲームセッションの配置のリクエストなどを行います。
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AmazonGameLift サービスと通信できるようにするコードをバックエンドサービスプロジェクトに追加し
ます。バックエンドサービスは、サービスとのすべてのゲームクライアント通信を処理します。GameLift
バックエンドサービスの詳細については、「」を参照してくださいゲームクライアントサービスの設
計 (p. 29)。

バックエンドサーバーは次のゲームクライアントタスクを処理します。

• プレイヤーの認証をカスタマイズします。
• AmazonGameLift サービスからのアクティブなゲームセッションについての情報をリクエストします。
• 新しいゲームセッションを作成します。
• 既存のゲームセッションにプレイヤーを追加する。
• 既存のゲームセッションからプレイヤーを削除します。

トピック
• 前提条件  (p. 85)
• ゲームクライアントを初期化する (p. 85)
• 特定の艦隊でゲームセッションを作成 (p. 86)
• ゲームセッションへのプレイヤーの追加 (p. 86)
• ゲームセッションからプレイヤーを削除する (p. 87)

前提条件

AmazonGameLift クライアントとのゲームサーバー通信をセットアップする前に、次のタスクをすべて完
了してください。

• AWS アカウント のセットアップ (p. 10)
• Unity 用プラグインのインストールとセットアップ (p. 74)
• Amazon GameLift を Unity ゲームサーバープロジェクトに追加してください (p. 82)
• Amazon GameLift フリートのセットアップ (p. 103)

ゲームクライアントを初期化する

ゲームクライアントを初期化するコードを追加します。起動時にこのコードを実行してください。他の 
AmazonGameLift 機能には必要です。

1. [初期化]AmazonGameLiftClient。AmazonGameLiftClientデフォルトのクライアント構成または
カスタム構成のいずれかを使用して呼び出します。クライアントの設定方法の詳細については、を参
照してくださいGameLiftバックエンドサービスに Amazon をセットアップする (p. 44)。

2. ゲームセッションにConnectするための一意のプレイヤー ID を生成します。詳細については、プレイ
ヤー ID を生成 (p. 47)を参照してください。

以下の例は、AmazonGameLift クライアントをセットアップする方法を示しています。

public class GameLiftClient
{ 
    private GameLift gl; 
    //A sample way to generate random player IDs.  
    bool includeBrackets = false; 
    bool includeDashes = true; 
    string playerId = AZ::Uuid::CreateRandom().ToString<string>(includeBrackets, 
 includeDashes); 
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    private Amazon.GameLift.Model.PlayerSession psession = null; 
    public AmazonGameLiftClient aglc = null; 

    public void CreateGameLiftClient() 
    { 
        //Access Amazon GameLift service by setting up a configuration.  
        //The default configuration specifies a location.  
        var config = new AmazonGameLiftConfig(); 
        config.RegionEndpoint = Amazon.RegionEndpoint.USEast1; 
    
        CredentialProfile profile = null; 
        var nscf = new SharedCredentialsFile(); 
        nscf.TryGetProfile(profileName, out profile); 
        AWSCredentials credentials = profile.GetAWSCredentials(null);  
        //Initialize GameLift Client with default client configuration. 
        aglc = new AmazonGameLiftClient(credentials, config);  
         
    }
}

特定の艦隊でゲームセッションを作成

デプロイ済みフリートで新しいゲームセッションを起動し、それらのセッションをプレイヤーが使用でき
るようにするコードを追加します。AmazonGameLift が新しいゲームセッションを作成して [ゲームセッ
ション] を返したらGameSession、そのゲームセッションにプレイヤーを追加できます。

• 新しいゲームセッションをリクエストします。
• CreateGameSession()ゲームでフリートを使用する場合は、フリートまたはエイリアス ID、

セッション名、ゲームの最大同時プレイヤー数を指定してコールします。
• ゲームがキューを使用している場合は、電話してくださいStartGameSessionPlacement()。

次の例は、ゲームセッションを作成する方法を示しています。

public Amazon.GameLift.Model.GameSession()
{ 
    var cgsreq = new Amazon.GameLift.Model.CreateGameSessionRequest(); 
    //A unique identifier for the alias with the fleet to create a game session in. 
    cgsreq.AliasId = aliasId;  
    //A unique identifier for a player or entity creating the game session  
    cgsreq.CreatorId = playerId;  
    //The maximum number of players that can be connected simultaneously to the game 
 session. 
    cgsreq.MaximumPlayerSessionCount = 4;  
       
    //Prompt an available server process to start a game session and retrieves connection 
 information for the new game session 
    Amazon.GameLift.Model.CreateGameSessionResponse cgsres = 
 aglc.CreateGameSession(cgsreq); 
    string gsid = cgsres.GameSession != null ? cgsres.GameSession.GameSessionId : "N/A"; 
    Debug.Log((int)cgsres.HttpStatusCode + " GAME SESSION CREATED: " + gsid); 
    return cgsres.GameSession;
}

ゲームセッションへのプレイヤーの追加

AmazonGameLift が新しいゲームセッションを作成して [オブジェクトを返したら]（ゲームセッショ
ン）GameSessionオブジェクトを返したら、そのゲームセッションにプレイヤーを追加できます。
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1. 新しいプレイヤーセッションを作成して、ゲームセッションにプレイヤースロットを新しいプレイ
ヤーセッションを作成してください。CreatePlayerSessionCreatePlayerSessionsまたはに
は、ゲームセッション ID と各プレイヤーの固有の ID を使用してください。

2. ゲームセッションにConnectします。PlayerSessionオブジェクトを取得して、ゲームセッションの
接続情報を取得します。この情報を使用して、サーバープロセスへの直接接続を確立できます。

a. 指定されたポートと、サーバープロセスの DNS 名または IP アドレスの DNS 名を使用します。
b. フリートのDNS名とポートを使用してください。フリートで TLS 証明書の生成が有効になってい

る場合は、DNS 名とポートが必要です。
c. プレイヤーセッション ID を参照してください。プレイヤーセッション ID は、ゲームサーバーが

受信プレイヤー接続を検証する場合に必要です。

次の例は、ゲームセッションでプレイヤースポットを予約する方法を示しています。

public Amazon.GameLift.Model.PlayerSession 
 CreatePlayerSession(Amazon.GameLift.Model.GameSession gsession)
{ 
    var cpsreq = new Amazon.GameLift.Model.CreatePlayerSessionRequest(); 
    cpsreq.GameSessionId = gsession.GameSessionId;  
    //Specify game session ID. 
    cpsreq.PlayerId = playerId;  
    //Specify player ID. 
    Amazon.GameLift.Model.CreatePlayerSessionResponse cpsres = 
 aglc.CreatePlayerSession(cpsreq); 
    string psid = cpsres.PlayerSession != null ? cpsres.PlayerSession.PlayerSessionId : "N/
A"; 
    return cpsres.PlayerSession;   
}

次のコードは、プレイヤーをゲームセッションに接続する方法を示しています。

public bool ConnectPlayer(int playerIdx, string playerSessionId)
{ 
    //Call ConnectPlayer with player ID and player session ID.  
    return server.ConnectPlayer(playerIdx, playerSessionId);
}

ゲームセッションからプレイヤーを削除する

プレーヤーがゲームを離れるときに、そのプレーヤーをゲームセッションから削除できます。

1. プレイヤーのサーバープロセスとの接続が切断されたことを AmazonGameLift サービスに通知しま
す。プレイヤーのセッション IDRemovePlayerSession で呼び出します。

2. RemovePlayerSessionそれが戻ることを確認しますSuccess。その後、GameLiftGameLift 
Amazonはプレイヤースロットを新しいプレイヤーに割り当てられるよう利用可能に変更します。

次の例は、プレイヤーセッションを削除する方法を示しています。

public void DisconnectPlayer(int playerIdx)
{ 
    //Receive the player session ID.  
    string playerSessionId = playerSessions[playerIdx]; 
    var outcome = GameLiftServerAPI.RemovePlayerSession(playerSessionId); 
    if (outcome.Success) 
    { 
        Debug.Log (":) PLAYER SESSION REMOVED"); 
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    } 
    else 
    { 
        Debug.Log(":(PLAYER SESSION REMOVE FAILED. RemovePlayerSession() 
        returned " + outcome.Error.ToString()); 
    }
}

サンプルゲームのインポートと実行
Unity 用 AmazonGameLift プラグインには、ゲームと Amazon を統合するための基本を探索するために使
用できるサンプルゲームが含まれていますGameLift。このセクションでは、ゲームクライアントとゲーム
サーバーを構築し、AmazonGameLift Local を使用してローカルでテストします。

前提条件
• AWS アカウント のセットアップ (p. 10)
• Unity 用プラグインのインストールとセットアップ (p. 74)

サンプルゲームサーバーを構築して実行する
サンプルゲームのゲームサーバーファイルを設定します。

1. Unity のメニューで [AmazonGameLift] を選択し、[Import]（サンプルゲームのインポート）を選択し
ます。

2. [Import Game]（サンプルゲームのインポート）ウィンドウで、[Import]（インポート）を選択して、
ゲームとそのアセットと依存関係をインポートします。

3. ゲームサーバーを構築します。Unity のメニューで [AmazonGameLift] を選択し、[Apply Build 
Settings]（サンプルサーバー構築構築Build MacOS ettings）を選択します。ゲームサーバーの設定を
行うと、Unity はアセットを再コンパイルします。

4. Unity のメニューで [ファイル] を選択し、次に [ビルド] を選択します。[Server Build] を選択し、
[Build] を選択して、サーバーファイル専用のビルドフォルダーを選択します。

Unity はサンプルゲームサーバーを構築し、実行可能ファイルと必要なアセットを指定されたビルド
フォルダーに配置します。

サンプルゲームクライアントを構築して実行する
サンプルゲームのゲームクライアントファイルを設定します。

1. Unity のメニューで [AmazonGameLift] を選択し、[Apply Build Build Settings]（サンプルクライアント
構築構築Build MacOS ettings）を選択します。ゲーム クライアントの設定後、Unity はアセットを再
コンパイルします。

2. Unity のメニューで、[Go To Client Settings]（クライアント設定に移動） を選択します。これに
より、[Inspector] タブを Unity 画面の右側に表示します。AmazonGameLift クライアント設定タブ
で、ローカルテストモードを選択します。

3. ゲーム クライアントを構築します。Unity のメニューで、「ファイル」を選択します。「Server 
Build」がオフになっていることを確認し、「Build」を選択し、クライアントファイル専用のビルド
フォルダーを選択します。

Unity はサンプルゲームクライアントを構築し、実行可能ファイルと必要なアセットを指定されたクラ
イアント構築フォルダーに配置します。
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4. これで、ゲームサーバーとクライアントを構築できました。次のステップでは、ゲームを実行し、
ゲームが Amazon とどのように連携するかを確認しますGameLift。

サンプルゲームをローカルでテスト
AmazonGameLift Local を使用してインポートしたサンプルゲームを実行します。

1. ゲームサーバーを起動します。Unity の Unity 用プラグインタブで、[Deploy]（デプロイ）タブで、
[Deploy]（デプロ

2. テストペインで、「ローカルテスト UI を開く」を選択します。
3. [Local Testing]（ローカルテスト） ウィンドウで、[Game Server .exe File Path]（ゲームサー

バー .exe ファイルパス） を指定します。パスには実行可能ファイル名を含める必要があります。例
えば、C:/MyGame/GameServer/MyGameServer.exe。

4. [デプロイして実行] を選択します。Unity 用プラグインはゲームサーバーを起動し、AmazonGameLift 
Local ログウィンドウを開きます。ウィンドウには、ゲームサーバーと AmazonGameLift Local との間
で送信されるメッセージを含むログメッセージが含まれます。

5. ゲーム クライアントを起動します。サンプルゲームクライアントでビルド場所を見つけ、実行ファイ
ルを選択します。

6. AmazonGameLift サンプルゲームで、E メールアドレスとパスワードを入力して、[ログイン] を選択
します。メールアドレスとパスワードは検証も使用もされていません。

7. AmazonGameLift サンプルゲームで、「開始」を選択します。ゲームクライアントはゲームセッショ
ンを検索します。セッションが見つからない場合は、セッションを作成します。その後、ゲームクラ
イアントはゲームセッションを開始します。ゲームのアクティビティはログで確認できます。

ゲームサーバーログのサンプル

...
2021-09-15T19:55:3495 PID:20728 Log :) GAMELIFT AWAKE  
2021-09-15T19:55:3512 PID:20728 Log :) I AM SERVER  
2021-09-15T19:55:3514 PID:20728 Log :) GAMELIFT StartServer at port 33430.  
2021-09-15T19:55:3514 PID:20728 Log :) SDK VERSION: 4.0.2  
2021-09-15T19:55:3556 PID:20728 Log :) SERVER IS IN A GAMELIFT FLEET  
2021-09-15T19:55:3577 PID:20728 Log :) PROCESSREADY SUCCESS.  
2021-09-15T19:55:3577 PID:20728 Log :) GAMELIFT HEALTH CHECK REQUESTED (HEALTHY)
...
2021-09-15T19:55:3634 PID:20728 Log :) GAMELOGIC AWAKE  
2021-09-15T19:55:3635 PID:20728 Log :) GAMELOGIC START  
2021-09-15T19:55:3636 PID:20728 Log :) LISTENING ON PORT 33430  
2021-09-15T19:55:3636 PID:20728 Log SERVER: Frame: 0 HELLO WORLD!  
...
2021-09-15T19:56:2464 PID:20728 Log :) GAMELIFT SESSION REQUESTED
2021-09-15T19:56:2468 PID:20728 Log :) GAME SESSION ACTIVATED
2021-09-15T19:56:3578 PID:20728 Log :) GAMELIFT HEALTH CHECK REQUESTED (HEALTHY)
2021-09-15T19:57:3584 PID:20728 Log :) GAMELIFT HEALTH CHECK REQUESTED (HEALTHY)
2021-09-15T19:58:0334 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8695 Connection accepted: playerIdx 0 
 joined
2021-09-15T19:58:0335 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8696 Connection accepted: playerIdx 1 
 joined  
2021-09-15T19:58:0338 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8697 Msg rcvd from playerIdx 0 Msg: 
 CONNECT: server IP localhost  
2021-09-15T19:58:0338 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8697 Msg rcvd from player 0:CONNECT: 
 server IP localhost  
2021-09-15T19:58:0339 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8697 CONNECT: player index 0  
2021-09-15T19:58:0339 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8697 Msg rcvd from playerIdx 1 Msg: 
 CONNECT: server IP localhost  
2021-09-15T19:58:0339 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8697 Msg rcvd from player 1:CONNECT: 
 server IP localhost  
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2021-09-15T19:58:0339 PID:20728 Log SERVER: Frame: 8697 CONNECT: player index 1

AmazonGameLift ローカルログのサンプル

12:55:26,000  INFO || - [SocketIOServer] main - Session store / pubsub factory used: 
 MemoryStoreFactory (local session store only)
12:55:28,092  WARN || - [ServerBootstrap] main - Unknown channel option 'SO_LINGER' for 
 channel '[id: 0xe23d0a14]'
12:55:28,101  INFO || - [SocketIOServer] nioEventLoopGroup-2-1 - SocketIO server started at 
 port: 5757
12:55:28,101  INFO || - [SDKConnection] main - GameLift SDK server (communicates with your 
 game server) has started on http://localhost:5757
12:55:28,120  INFO || - [SdkWebSocketServer] WebSocketSelector-20 - WebSocket Server 
 started on address localhost/127.0.0.1:5759
12:55:28,166  INFO || - [StandAloneServer] main - GameLift Client server (listens for 
 GameLift client APIs) has started on http://localhost:8080
12:55:28,179  INFO || - [StandAloneServer] main - GameLift server sdk http listener has 
 started on http://localhost:5758
12:55:35,453  INFO || - [SdkWebSocketServer] WebSocketWorker-12 - onOpen 
 socket: /?pID=20728&sdkVersion=4.0.2&sdkLanguage=CSharp and handshake /?
pID=20728&sdkVersion=4.0.2&sdkLanguage=CSharp
12:55:35,551  INFO || - [HostProcessManager] WebSocketWorker-12 - client connected with pID 
 20728
12:55:35,718  INFO || - [GameLiftSdkHttpHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - GameLift 
 API to use: ProcessReady for pId 20728
12:55:35,718  INFO || - [ProcessReadyHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - Received 
 API call for processReady from 20728
12:55:35,738  INFO || - [ProcessReadyHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - 
 onProcessReady data: port: 33430 
 12:55:35,739  INFO || - [HostProcessManager] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - Registered 
 new process with pId 20728
12:55:35,789  INFO || - [GameLiftSdkHttpHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - GameLift 
 API to use: ReportHealth for pId 20728
12:55:35,790  INFO || - [ReportHealthHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - Received 
 API call for ReportHealth from 20728
12:55:35,794  INFO || - [ReportHealthHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - 
 ReportHealth data: healthStatus: true 
 12:56:24,098  INFO || - [GameLiftHttpHandler] Thread-12 - API to use: 
 GameLift.DescribeGameSessions
12:56:24,119  INFO || - [DescribeGameSessionsDispatcher] Thread-12 - Received API call to 
 describe game sessions with input: {"FleetId":"fleet-123"}
12:56:24,241  INFO || - [GameLiftHttpHandler] Thread-12 - API to use: 
 GameLift.CreateGameSession
12:56:24,242  INFO || - [CreateGameSessionDispatcher] Thread-12 - Received API call to 
 create game session with input: {"FleetId":"fleet-123","MaximumPlayerSessionCount":4}
12:56:24,265  INFO || - [HostProcessManager] Thread-12 - Reserved process: 20728 for 
 gameSession: arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-123/gsess-59f6cc44-4361-42f5-95b5-
fdb5825c0f3d
12:56:24,266  INFO || - [WebSocketInvoker] Thread-12 - StartGameSessionRequest: 
 gameSessionId=arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-123/gsess-59f6cc44-4361-42f5-95b5-
fdb5825c0f3d, fleetId=fleet-123, gameSessionName=null, maxPlayers=4, properties=[], 
 ipAddress=127.0.0.1, port=33430, gameSessionData?=false, matchmakerData?=false, 
 dnsName=localhost
12:56:24,564  INFO || - [CreateGameSessionDispatcher] Thread-12 - GameSession with id: 
 arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-123/gsess-59f6cc44-4361-42f5-95b5-fdb5825c0f3d 
 created
12:56:24,585  INFO || - [GameLiftHttpHandler] Thread-12 - API to use: 
 GameLift.DescribeGameSessions
12:56:24,585  INFO || - [DescribeGameSessionsDispatcher] Thread-12 - Received API call to 
 describe game sessions with input: {"FleetId":"fleet-123"}
12:56:24,660  INFO || - [GameLiftSdkHttpHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - GameLift 
 API to use: GameSessionActivate for pId 20728
12:56:24,661  INFO || - [GameSessionActivateHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - 
 Received API call for GameSessionActivate from 20728
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12:56:24,678  INFO || - [GameSessionActivateHandler] GameLiftSdkHttpHandler-thread-0 - 
 GameSessionActivate data: gameSessionId: "arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-123/
gsess-59f6cc44-4361-42f5-95b5-fdb5825c0f3d"

サーバープロセスをシャットダウンする
サンプルゲームが完成したら、Unity のサーバーをシャットダウンします。

1. ゲーム クライアントで、[Quit]（終了） を選択するか、ウィンドウを閉じて、ゲーム クライアントを
停止します。

2. Unityでは、[Local Testing]（ローカルテスト） ウィンドウで [Stop]（停止） を選択するか、ゲーム 
サーバー Windowsを閉じて、サーバーを停止します。

Amazon GameLift インスタンスのフリートデータ
を取得する

カスタムゲーム構築または Realtime Servers スクリプトが Amazon GameLift フリートに関する情報を必
要とする場合があります。例えば、ゲーム構築またはスクリプトに次のコードが含まれる場合がありま
す。

• フリートデータに基づいてアクティビティをモニタリングします。
• メトリクスをロールアップして、フリートデータでアクティビティを追跡します。(多くのゲームでは、 

LiveOpsこのデータをアクティビティを行っています。)
• マッチメイキング、追加の容量スケーリング、テストなど、カスタムゲームサービスに関連するデータ

を提供します。

フリート情報は、次の場所の各インスタンスで JSON ファイルとして利用できます。

• Windows: C:\GameMetadata\gamelift-metadata.json
• Linux: /local/gamemetadata/gamelift-metadata.json

gamelift-metadata.jsonこのファイルには、Amazon GameLift フリートリソースの属性が含まれてい
ます。

JSON ファイルの例:

{ 
    "buildArn":"arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:build/
build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff", 
    "buildId":"build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff", 
    "fleetArn":"arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa", 
    "fleetDescription":"Test fleet for Really Fun Game v0.8", 
    "fleetId":"fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa", 
    "fleetName":"ReallyFunGameTestFleet08", 
    "fleetType":"ON_DEMAND", 
    "instanceRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/S3AccessForGameLift", 
    "instanceType":"c5.large", 
    "serverLaunchPath":"/local/game/reallyfungame.exe"
}
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FlexMatch マッチメイキングの追加
Amazon GameLift FlexMatch を使用して、プレイヤーのマッチメイキング機能を Amazon GameLift でホ
ストされているゲームに追加します。カスタムゲームサーバーまたはリアルタイムサーバーで使用できま
す FlexMatch 。

FlexMatch マッチメイキングの追加 プレイヤーの属性とゲームモードに基づいて、ゲームに適したマッチ
ング方法を設計します。 FlexMatch ゲームを探している選手の評価、1 つ以上のチームとの試合の形成、
試合をホストするためにゲームセッションのスタートのナットとボルトを管理します。

FlexMatch 完全サービスを使用するには、キューを使用してホスティングリソースを設定する必要があり
ます。Amazon GameLift はキューを使用して、複数のリージョンとコンピューティングタイプのゲームに
最適なホスティング場所を特定します。特に、Amazon GameLift キューは、ゲームクライアントによって
提供されるレイテンシーデータを使用して、プレイ時にプレイヤーが可能な限り低いレイテンシーを経験
するようにゲームセッションを配置できます。

FlexMatch マッチメイキングをゲームに統合するための詳細なヘルプを含める方法の詳細について
は、Amazon GameLift FlexMatch 開発者ガイドの以下のトピックを参照してください。

• GameLift FlexMatch アマゾンの仕組み
• FlexMatch 統合ステップ
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Amazon GameLift ホスティングリ
ソースの管理

このセクションでは、ゲームサービスを実行し、 GameLift プレイヤーのゲームセッションをホストするた
めのAmazonマネージドリソースの設定に関する詳細情報を提供します。リソースを設定およびデプロイ
し、プレイヤーの需要を満たすために容量をスケーリングし、ゲームセッションをホストするための利用
可能なリソースを見つける必要があります。

次の図は、Amazon GameLift リソースオブジェクトの相互関係を示しています。ビルドまたはスクリプト
によりフリートを作成し、エイリアスによりエイリアスを与え、エイリアスによりフリートをゲームセッ
ションキューに追加できます。 FlexMatch マッチメーキングを使用するゲームの場合、ゲームセッション
キューとマッチメーキングルールセットによりマッチメーキング設定を作成します。

ゲームサーバーコード
• ビルド-Amazon GameLift で実行され、プレイヤーのゲームセッションをホストするカスタム構築

されたゲームサーバーソフトウェア。ゲームビルドとは、特定のオペレーティングシステムでゲー
ムサーバーを実行するファイルのセットで、Amazon と統合する必要があります GameLift。ゲーム
ビルドファイルを、 GameLift AWS リージョンフリートをセットアップする予定の Amazon にアッ
プロードします。詳細については、「カスタムゲームサーバー構築を Amazon にアップロードする
GameLift (p. 94)」を参照してください。

• スクリプト — リアルタイムサーバーで使用するための設定とカスタムゲームロジック。スクリ
プトによりゲームクライアント用にリアルタイムサーバーを設定するために使用します。また 
JavaScript、カスタムゲームロジックを追加するためにも使用します。詳細については、「リアル
タイムサーバースクリプトを Amazon にアップロードします GameLift (p. 100)」を参照してくだ
さい。

フリート

ゲームサービスを実行し、プレイヤーのゲームセッションをホストします。フリートを配備できるに
ついては、「」を参照してくださいGameLiftアマゾンのホスティングロケーション (p. 20)。フリー
トを作成する詳細については、」」を参照してくださいAmazon GameLift フリートのセットアッ
プ (p. 103)。

エイリアス

プレイヤーが接続しているフリートをいつでも変更できるフリートの抽象識別子です。詳細について
は、「Amazon GameLift フリートにエイリアスを追加する (p. 122)」を参照してください。
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ゲームセッションキュー

新しいゲームセッションのリクエストを受け取り、新しいセッションをホストするための利用可能
なゲームサーバーを検索します。ゲームセッションキューの詳細については、」」を参照してくださ
いゲームセッション配置用の Amazon GameLift キューを設定する (p. 137)。

構築とスクリプトを Amazon にアップロード 
GameLift

マルチプレイヤーゲームサーバーを Amazon でホストするためにデプロイする前に GameLift、ゲームサー
バーファイルをアップロードする必要があります。このセクションのトピックでは、カスタムゲーム サー
バー 構築ファイルまたはリアルタイムサーバーのサーバースクリプトファイルの準備とアップロードに関
するガイダンスを提供します。

トピック
• カスタムゲームサーバー構築を Amazon にアップロードするGameLift (p. 94)
• リアルタイムサーバースクリプトを Amazon にアップロードします GameLift (p. 100)

カスタムゲームサーバー構築を Amazon にアップロー
ドするGameLift
ゲームサーバーを Amazon と統合したらGameLift、ビルドファイルを AmazonGameLift にアップロードし
ます。このトピックでは、ゲームの構築ファイルをパッケージ化し、オプションの構築インストールスク
リプトを作成した後、AWS Command Line Interface(AWS CLI) またはAWS SDK を使用してそれらのファ
イルをアップロードする方法について説明します。

トピック
• ゲームビルドファイルをパッケージ化する (p. 94)
• AmazonGameLift ビルドを作成する (p. 95)
• 構築ファイルを更新する (p. 98)
• ビルドインストールスクリプトを追加する (p. 98)

ゲームビルドファイルをパッケージ化する
設定したゲームサーバーを Amazon にアップロードする前にGameLift、ゲーム構築ファイルを構築ディレ
クトリにパッケージ化します。このディレクトリには、ゲームサーバーの実行と、ゲームセッションのホ
ストを行うために必要なコンポーネントがすべて含まれている必要があります。以下に例を示します。

• [Game server binaries] (ゲームサーバーバイナリ) - ゲームサーバーを実行するために必要なバイナリ
ファイル。ビルドには、同じプラットフォームで実行するようにビルドされた複数のゲームサーバーの
バイナリを含めることができます。サポートされているプラットフォームの一覧については、「」を参
照してくださいアマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)。

• 依存関係 — ゲームサーバーの実行ファイルの実行に必要なすべての依存ファイル。例として、アセッ
ト、設定ファイル、依存ライブラリがあります。

• インストールスクリプト (オプション) — AmazonGameLift ホスティングサーバーにゲームビルドをイン
ストールするタスクを処理するスクリプトファイル。このファイルをビルドディレクトリのルートに置
きます。AmazonGameLift はフリート作成の一部としてインストールスクリプトを実行します。
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インストールスクリプトを含む、構築内の任意のアプリケーションについて、AWSの他のサービスのリ
ソースに安全にアクセスするようにセットアップできます。これを行う方法については、「」を参照して
くださいフリートの他の AWS リソースと通信する (p. 42)。

ビルドファイルをパッケージ化したら、ゲームサーバーがターゲット OS のクリーンインストールで実行
できることを確認します。これにより、必要なすべての依存関係がパッケージに含まれていて、インス
トールスクリプトが正確であることが検証されます。

AmazonGameLift ビルドを作成する
ビルドを作成してファイルをアップロードするときは、いくつかのオプションがあります。

• ファイルディレクトリから構築を作成する (p. 95)。 これは、最もシンプルで一般的に使用されるオ
プションです。

• Amazon Simple Simple Simple SSimple Storage Service (Amazon S3) で構築を作成します (p. 96)。
このオプションを使用すると、Amazon S3 で構築バージョンを管理できます。

いずれの方法でも、AmazonGameLift は、一意の構築 ID と他のメタデータを使用して新しい構築リソー
スを作成します。ビルドは Initialized ステータスで開始されます。AmazonGameLift によってゲームサー
バーファイルが取得されると、構築は [Ready]（準備完了）ステータスに移行されます。

ビルドの準備ができたら、新しい AmazonGameLift フリートにデプロイできます。詳細については、
「AmazonAmazonGameLift マネージドフリートを作成 (p. 110)GameLift によって新しいフリートが設定
されると、構築ファイルが各フリートインスタンスにダウンロードされ、構築ファイルがインストールさ
れます。

ファイルディレクトリから構築を作成する

ローカルディレクトリを含む任意の場所に保存されたゲームビルドを作成するには、create-buildAWS 
CLIコマンドを使用します。このコマンドで AmazonGameLift に新しい構築レコードを作成し、指定した
場所からファイルをアップロードします。

アップロードリクエストを送信します。create-buildコマンドラインウィンドウで次のコマンドとパラメー
タを入力します。

aws gamelift create-build \ 
    --name user-defined name of build \ 
    --operating-system supported OS \ 
    --server-sdk-version Amazon GameLift server SDK version \ 
    --build-root build path \ 
    --build-version user-defined build number \ 
    --region region name

• operating-system— ゲームサーバービルドのランタイム環境。OS. 値を指定する必要があります。これ
を後で更新することはできません。

• server-sdk-version—GameLift ゲームサーバーを Amazon と統合するために使用した Amazon サー
バー SDK のバージョンGameLift。値を指定しない場合、AmazonGameLift はデフォルト値を使用しま
す4.0.2。

• build-root-構築ファイルのディレクトリパス。
• name-新しい構築にわかりやすい名前。
• build-version-構築ファイルのバージョンの詳細。
• region-AWS 構築を作成するリージョン。フリートをデプロイする予定のリージョンで構築を作成しま

す。ゲームを複数のリージョンにゲームをデプロイする場合は、リージョンごとに構築を作成してくだ
さい。
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Note

を使用して現在のデフォルトリージョンを表示しますaws configure get region。デフォルトの
リージョンを変更するには、aws configure set region region nameコマンドを使用します。

例

aws gamelift create-build \ 
    --operating-system AMAZON_LINUX \ 
    --server-sdk-version "5.0.0" \ 
    --build-root "~/mygame" \ 
    --name "My Game Nightly Build" \ 
    --build-version "build 255" \ 
    --region us-west-2

aws gamelift create-build \ 
    --operating-system WINDOWS_2016 \ 
    --server-sdk-version "5.0.0" \ 
    --build-root "C:\mygame" \ 
    --name "My Game Nightly Build" \ 
    --build-version "build 255" \ 
    --region us-west-2

アップロードリクエストに応じて、GameLift Amazon はアップロードの進捗状況をお知らせします。アッ
プロードが成功すると、Amazon は新しいビルドレコード IDGameLift を返します。アップロードの時間は
ゲームファイルのサイズおよび接続速度によって異なります。

Amazon S3 内のファイルを使用して構築を作成する
構築ファイルをAmazon S3 に保存し、GameLiftそこから Amazon にアップロードできます。ビルドを作
成するときに S3 バケットの場所を指定すると、Amazon は Amazon S3GameLift からビルドファイルを直
接取得します。

ビルドリソースを作成するには

1. 構築ファイルをAmazon S3 に保存する。パッケージ化された構築ファイルを含む .zip ファイルを作成
し、の S3AWS アカウント バケットにアップロードします。バケットラベル付けとファイル名をメモ
しておきます。AmazonGameLift 構築を作成するときに必要になります。

2. AmazonGameLift に構築ファイルへのアクセス権を付与します。の指示に従って IAM ロールを作成
しますAmazon S3 でゲームビルドファイルにアクセスする (p. 215)。ロールを作成したら、新しい
ロールの Amazon リソースネーム (ARN) をメモしておきます。これはビルドを作成するときに必要に
なります。

3. ビルドを作成します。AmazonGameLiftAWS CLI コンソールまたはを使用して、新しいビルドレコー
ドを作成します。で説明されているように、PassRole権限が必要ですアマゾンの IAM 権限の例
GameLift (p. 13)。

Console

1. AmazonGameLift コンソールのナビゲーションペインで、[ホスティング]、[ビルド] を選択しま
す。

2. 「ビルド」ページで、「ビルドを作成」を選択します。
3. [ビルドの作成] ページの [ビルド設定] で、次の操作を行います。

a. [名前] に、スクリプト名を入力します。
b. [バージョン] に、バージョンを入力します。ビルドの内容を更新できるため、バージョン

データは更新の追跡に役立ちます。
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c. オペレーティングシステム (OS) については、ゲームサーバーの OS を選択します。ビルド
の OS を後で更新することはできません。

d. ゲームサーバービルドでは、Amazon S3 にアップロードしたビルドオブジェクトの S3 URI
を入力し、オブジェクトバージョンを選択します。Amazon S3 URI とオブジェクトバージョ
ンを覚えていない場合は、Browse S3 を選択し、ビルドオブジェクトを検索してください。

e. IAM ロールには、Amazon が S3GameLift バケットとビルドオブジェクトにアクセスできる
ようにするために作成したロールを選択します。

4. (オプション)「タグ」で、「Key」と「Value」のペアを入力してビルドにタグを追加します。
5. [作成] を選択します。

Amazon は、IDGameLift を新しい構築に割り当て、指定された.zip ファイルをアップロードします。
ビルドページで、ステータスを含む新しいビルドを表示できます。

AWS CLI

新しいビルドを定義し、サーバービルドファイルをアップロードするには、create-buildコマンド
を使用します。

1. コマンドラインウィンドウを開き、を使用できるディレクトリに切り替えますAWS CLI。
2. create-build以下のコマンドを入力します。

aws gamelift create-build \ 
    --name user-defined name of build \ 
    --server-sdk-version Amazon GameLift server SDK version \ 
    --operating-system supported OS \ 
    --build-version user-defined build number \ 
    --storage-location "Bucket"=S3 bucket label,"Key"=Build .zip file 
 name,"RoleArn"=Access role ARN} \ 
    --region region name

• name-新しい構築にわかりやすい名前。
• server-sdk-version—GameLift ゲームサーバーを Amazon と統合するために使用した Amazon 

サーバー SDK のバージョンGameLift。値を指定しない場合、AmazonGameLift はデフォルト
値を使用します4.0.2。

• operating-system-ゲームサーバー構築の OS。OS 値を指定する必要があります。これを後で更
新することはできません。

• build-version-構築ファイルのバージョンの詳細。ゲームサーバーの新しいバージョンごとに新
しいビルドリソースが必要になるため、この情報は役に立ちます。

• storage-location
• Bucket-構築を含む S3 バケットの名前。たとえば、「my_build_files」。
• Key-構築ファイルを含む .zip ファイルの名前。たとえば、「my_game_build_7.0.1, 7.0.2"。
• RoleARN-作成した IAM ロールに割り当てられた ARN。たとえば、"arn: aws: iam: 

111122223333: role/GameLiftAccess」。ポリシーの例については、Amazon S3 でゲームビ
ルドファイルにアクセスする (p. 215)を参照してください。

• region-AWS フリートをデプロイする予定のリージョンで構築を作成します。ゲームを複数の
リージョンにゲームをデプロイする場合は、リージョンごとに構築を作成してください。

Note

configure getコマンドを使用して現在のデフォルトリージョンを確認することを
お勧めします。デフォルトのリージョンを変更するには、configure setコマンド
を使用します。

例
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aws gamelift create-build \ 
    --operating-system WINDOWS_2016 \ 
    --storage-location 
 "Bucket"="my_game_build_files","Key"="mygame_build_101.zip","RoleArn"="arn:aws:iam::111122223333:role/
gamelift" \ 
    --name "My Game Nightly Build" \ 
    --build-version "build 101" \ 
    --region us-west-2

3. 新しいビルドを表示するには、describe-buildコマンドを使用します。

構築ファイルを更新する
ビルドリソースのメタデータは、AmazonGameLift update-buildAWS CLIコンソールまたはコマンドを
使用して更新できます。

AmazonGameLift ビルドを作成した後は、それに関連するビルドファイルを更新することはできません。
新しいファイルセットごとに、新しい AmazonGameLift 構築を作成します。upload-buildコマンドを使
用すると、AmazonGameLift はリクエストごとに新しいビルドレコードを自動的に作成します。create-
buildコマンドを使用して構築ファイルを指定する場合は、新しい構築の .zip ファイルを別の名前で 
Amazon S3 にアップロードし、その新しいファイル名を参照して構築を作成します。

更新したビルドをデプロイする場合は、次のヒントを試してみてください。

• 必要に応じて、キューを使用し、フリートを交換します。Amazon でゲームクライアントを設定すると
きはGameLift、フリートの代わりにキューを指定します。キューでは、新しいビルドの新しいフリート
をキューに追加したり、古いフリートを削除したりできます。詳細については、「ゲームセッション配
置用の Amazon GameLift キューを設定する (p. 137)」を参照してください。

• エイリアスを使用してプレイヤーを新しいゲームビルドに転送します。ゲームクライアントを Amazon 
に統合するときはGameLift、フリート ID の代わりにフリートエイリアスを指定します。詳細について
は、「Amazon GameLift フリートにエイリアスを追加する (p. 122)」を参照してください。

• 自動ビルド更新を設定します。ビルドシステムに AmazonGameLift デプロイを組み込むためのサンプル
スクリプトと情報については、AWSゲームテックブログの「AmazonGameLift へのデプロイを自動化す
る」を参照してください。

ビルドインストールスクリプトを追加する
ゲーム構築のオペレーティングシステム (OS) 用のインストールスクリプトを作成します。

• Windows: という名前のバッチファイルを作成しますinstall.bat。
• Linux: という名前のシェルスクリプトファイルを作成しますinstall.sh。

インストールスクリプトを作成するときは、次の点に留意してください。

• このスクリプトはユーザー入力を一切受け付けません。
• AmazonGameLift はビルドをインストールし、ビルドパッケージ内のファイルディレクトリを以下の場

所にあるホスティングサーバーに再作成します。
• ウィンドウズ艦隊:C:\game
• Linux フリート数:/local/game

• ユーザーとしての実行は、インストールプロセスで、インスタンスのファイル構造へのアクセスが制限
されます。このユーザーには、ビルドファイルがインストールされているディレクトリに対する完全な
権限があります。インストールスクリプトが管理者権限を必要とするアクションを実行する場合は、管
理者アクセス権を指定します (Linuxsudo の場合、Windowsrunas の場合)。インストールスクリプトに
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関連するアクセス許可の失敗により、スクリプトに問題があることを示すイベントメッセージが生成さ
れます。

• Linux では、AmazonGameLift は bash などの一般的なシェルインタープリター言語をサポートしていま
す。shebang (#!/bin/bash など) を、インストールスクリプトの先頭に追加します。お好みのシェル
コマンドがサポートされていることを確認するには、アクティブな Linux インスタンスにリモートアク
セスし、シェルプロンプトを開きます。詳細については、「AmazonGameLift フリートインスタンスへ
のリモートアクセス (p. 126)」を参照してください。

• インストールスクリプトは VPC ピア接続に依存することはできません。VPC ピアリング接続
は、AmazonGameLift がビルドをフリートインスタンスにインストールするまで利用できません。

Example Windows インストール bash ファイル

install.batこのサンプルファイルは、ゲームサーバーに必要な Visual C++ ランタイムコンポーネント
をインストールし、結果をログファイルに書き込みます。スクリプトは、ルートのビルドパッケージにコ
ンポーネントファイルを含めます。

vcredist_x64.exe /install /quiet /norestart /log c:\game\vcredist_2013_x64.log

Example Linux インストールシェルスクリプト

install.shこのサンプルファイルでは、インストールスクリプトで bash を使用し、結果をログファイ
ルに書き込みます。

#!/bin/bash
echo 'Hello World' > install.log

install.shこのサンプルファイルでは、AmazonCloudWatch エージェントを使用してシス
テムレベルおよびカスタムメトリクスを収集し、ログローテーションを処理する方法を示しま
す。AmazonGameLift はサービス VPC で実行されているため、AmazonGameLift に許可を与えて
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受ける必要があります。AmazonGameLift 
がロールを引き受けることができるようにするには、AWS管理ポリシーを含むロールを作成した
後CloudWatchAgentAdminPolicy、フリートを作成するときにそのロールを使用します。

sudo yum install -y amazon-cloudwatch-agent
sudo yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo yum install -y collectd
cat <<'EOF' > /tmp/config.json
{ 
    "agent": { 
        "metrics_collection_interval": 60, 
        "run_as_user": "root", 
        "credentials": { 
            "role_arn": "arn:aws:iam::account#:role/rolename" 
        } 
    }, 
    "logs": { 
        "logs_collected": { 
            "files": { 
                "collect_list": [ 
                    { 
                        "file_path": "/tmp/log", 
                        "log_group_name": "gllog", 
                        "log_stream_name": "{instance_id}" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }, 
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    "metrics": { 
       "namespace": "GL_Metric", 
        "append_dimensions": { 
            "ImageId": "${aws:ImageId}", 
            "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
            "InstanceType": "${aws:InstanceType}" 
        }, 
        "metrics_collected": { 
            // Configure metrics you want to collect. 
            // For more information, see Manually create or edit the CloudWatch agent 
 configuration file. 
        } 
    }
}
EOF
sudo mv /tmp/config.json /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m 
 ec2 -s -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json
sudo systemctl enable amazon-cloudwatch-agent.service

リアルタイムサーバースクリプトを Amazon にアップ
ロードします GameLift
ゲームにリアルタイムサーバーをデプロイする準備ができたら、完了したリアルタイムサーバースクリプ
トファイルを Amazon GameLift にアップロードします。これを行うには、Amazon GameLift スクリプト
リソースを作成し、スクリプトファイルの場所を指定します。既存のスクリプトリソースの新しいファイ
ルをアップロードして、すでにデプロイされているサーバースクリプトファイルを更新することもできま
す。

新しいスクリプトリソースを作成すると、Amazon は一意のスクリプト ID (な
どscript-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff） GameLift を割り当て、スクリプトファイ
ルのコピーをアップロードします。アップロードの時間はスクリプトファイルのサイズおよび接続速度に
よって異なります。

スクリプトリソースを作成すると、Amazon は新しい Realtime Server GameLift 群を使用してスクリプト
をデプロイします。Amazon GameLift は、サーバースクリプトをフリート内の各インスタンスにインス
トールし、/local/gameスクリプトファイルを配置します。

サーバスクリプトに関連するフリートアクティベーションの問題をトラブルシューティングするには、を
参照してくださいAmazon GameLift フリート問題のデバッグ (p. 123)。

スクリプトファイルをパッケージ化する
サーバースクリプトでは、1 つ以上のファイルを組み合わせて単一 .zip のファイルにまとめ、アップロー
ドすることができます。.zip ファイルには、スクリプトの実行に必要なすべてのファイルが含まれている
必要があります。

zip スクリプトファイルは、ローカルファイルディレクトリまたは Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのいずれかに保存することができます。

ローカルディレクトリからスクリプトファイルをアップロードす
る
スクリプトファイルをローカルに保存している場合は、 GameLift そこからスクリプトファイルを Amazon 
にアップロードすることができます。スクリプトリソースを作成するには、Amazon GameLift コンソール
または AWS Command Line Interface(AWS CLI) のいずれかを使用します。
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Amazon GameLift console

スクリプトリソースを作成するには

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ホスティング]、[スクリプト] を選択します。
3. 「スクリプト」ページで、「スクリプトの作成」を選択します。
4. [スクリプトの作成] ページの [スクリプト設定] で、次の操作を行います。

a. [名前] に、スクリプト名を入力します。
b. （オプション）「バージョン」に、バージョン情報を入力します。スクリプトの内容を更新

できるため、バージョンデータは更新の追跡に役立ちます。
c. [スクリプトソース] で、[.zip ファイルをアップロード] を選択します。
d. スクリプトファイルの場合は、[ファイルを選択] を選択し、スクリプトを含む.zip ファイル

を参照して、そのファイルを選択します。
5. (オプション)「タグ」で、「キー」と「値」のペアを入力して、スクリプトにタグを追加しま

す。
6. [作成] を選択します。

Amazon は、ID GameLift を新しいスクリプトに割り当て、指定された.zip ファイルをアップロー
ドします。スクリプトページで、新しいスクリプトとそのステータスを表示できます。

AWS CLI

create-scriptAWS CLIコマンドを使用して新しいスクリプトを定義し、サーバースクリプトファ
イルをアップロードします。

スクリプトリソースを作成するには

1. .zip ファイルを、を使用できるディレクトリに配置しますAWS CLI。
2. コマンドラインウィンドウを開き、.zip ファイルを置いたディレクトリに切り替えます。
3. create-script次のコマンドとパラメータを入力します。--zip-fileパラメータには、必

ず.zipfileb:// ファイルの名前に文字列を追加してください。Amazon GameLift が圧縮コンテ
ンツを処理できるように、ファイルはバイナリとして識別されます。

aws gamelift create-script \ 
    --name user-defined name of script \ 
    --script-version user-defined version info \ 
    --zip-file fileb://name of zip file \ 
    --region region name

例

aws gamelift create-script \ 
    --name "My_Realtime_Server_Script_1" \ 
    --script-version "1.0.0" \ 
    --zip-file fileb://myrealtime_script_1.0.0.zip \ 
    --region us-west-2

リクエストに応じて、Amazon GameLift は新しいスクリプトオブジェクトを返します。
4. 新しいスクリプトを表示するには、を呼び出しますdescribe-script。
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Amazon S3 からのスクリプトファイルのアップロード
スクリプトファイルは Amazon S3 バケットに保存する、 GameLift そしてそこから Amazon にアップ
ロードすることができます。スクリプトを作成するときに S3 バケットの場所を指定すると、Amazon は 
Amazon S3 GameLift からスクリプトファイルを取得します。

スクリプトリソースを作成するには

1. スクリプトファイルを S3 バケットに保存します。サーバースクリプトファイルを含む.zip ファイル
を作成し、それを管理している S3 バケットにアップロードします。AWS アカウントオブジェクトの 
URI をメモしておきます。Amazon GameLift スクリプトを作成するときに必要です。

Note

Amazon は、ピリオド (,) を含む名前の S3 GameLift バケットからのアップロードをサポート
していません。

2. Amazon GameLift にスクリプトファイルへのアクセスを許可します。サーバースクリプトを含む 
S3 GameLift バケットへのアクセスを Amazon に許可するAWS Identity and Access Management 
(IAM) ロールを作成するには、の指示に従いますAmazon 用の IAM サービスロールを設定する 
GameLift (p. 16)。新しいロールを作成したら、スクリプトを作成するときに必要な名前を書き留めて
おきます。

3. [Create a script].(スクリプトを作成します)。Amazon GameLift AWS CLI コンソールまたはを使用し
て、新しいスクリプトレコードを作成します。このリクエストを実行するには、「」に記載のとお
り、IAMPassRole 許可が必要ですアマゾンの IAM 権限の例GameLift (p. 13)。

Amazon GameLift console

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[ホスティング]、[スクリプト] を選択
します。

2. 「スクリプト」ページで、「スクリプトの作成」を選択します。
3. [スクリプトの作成] ページの [スクリプト設定] で、次の操作を行います。

a. [名前] に、スクリプト名を入力します。
b. （オプション）「バージョン」に、バージョン情報を入力します。スクリプトの内容を更新

できるため、バージョンデータは更新の追跡に役立ちます。
c. [スクリプトソース] には、Amazon S3 URI を選択します。
d. Amazon S3 にアップロードしたスクリプトオブジェクトの S3 URI を入力し、オブジェクト

バージョンを選択します。Amazon S3 URI とオブジェクトバージョンを覚えていない場合
は、[Browse S3] を選択し、スクリプトオブジェクトを検索してください。

4. (オプション)「タグ」で、「キー」と「値」のペアを入力して、スクリプトにタグを追加しま
す。

5. [作成] を選択します。

Amazon は、ID GameLift を新しいスクリプトに割り当て、指定された.zip ファイルをアップロー
ドします。スクリプトページで、新しいスクリプトとそのステータスを表示できます。

AWS CLI

create-scriptAWS CLIコマンドを使用して新しいスクリプトを定義し、サーバースクリプトファ
イルをアップロードします。

1. コマンドラインウィンドウを開き、を使用できるディレクトリに切り替えますAWS CLI。
2. create-script次のコマンドとパラメータを入力します。--storage-locationパラメータでは、スクリ

プトファイルの Amazon S3 バケットの場所を指定します。
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aws gamelift create-script \ 
    --name [user-defined name of script] \ 
    --script-version [user-defined version info] \ 
    --storage-location "Bucket"=S3 bucket name,"Key"=name of zip file in S3 
 bucket,"RoleArn"=Access role ARN \ 
    --region region name

例

aws gamelift create-script \ 
    --name "My_Realtime_Server_Script_1" \ 
    --script-version "1.0.0" \ 
    --storage-location "Bucket"="gamelift-
script","Key"="myrealtime_script_1.0.0.zip","RoleArn"="arn:aws:iam::123456789012:role/
S3Access" \ 
    --region us-west-2

リクエストに応じて、Amazon GameLift は新しいスクリプトオブジェクトを返します。
3. 新しいスクリプトを表示するには、を呼び出しますdescribe-script。

スクリプトファイルを更新する
スクリプトリソースのメタデータは、Amazon GameLift update-scriptAWS CLIコンソールまたはコマ
ンドを使用して更新できます。

スクリプトリソースのスクリプトコンテンツを更新することもできます。Amazon は、 GameLift 更新され
たスクリプトリソースを使用するすべてのフリートインスタンスにスクリプトコンテンツをデプロイしま
す。更新されたスクリプトがデプロイされると、インスタンスは新しいゲームセッションの開始時にそれ
を使用します。アップデート時にすでに実行されているゲームセッションでは、更新されたスクリプトは
使用されません。

スクリプトファイルを更新するには

• ローカルに保存されているスクリプトファイルの場合、更新されたスクリプト.zip ファイルをアップ
ロードするには、Amazon GameLift update-script コンソールまたはコマンドを使用します。

• Amazon S3 バケットに保存されたスクリプトファイルの場合、更新されたスクリプトファイルを S3 バ
ケットにアップロードします。Amazon は、 GameLift 更新されたスクリプトファイルを定期的にチェッ
クし、S3 バケットから直接取得します。

Amazon GameLift フリートのセットアップ
このセクションでは、Amazon で使用するフリートの設計、構築、保守に関する詳細な情報を提供します 
GameLift。Amazon GameLift フリートを使用して、カスタムゲームサーバーとリアルタイムサーバーをデ
プロイできます。

フリートは、ホスティングリソースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの集
合または物理ハードウェアとして表します。フリートの場所によって、プレイヤーのゲームセッションを
ホストするために、インスタンスまたはハードウェアをデプロイする場所が決まります。フリートのサイ
ズ、およびサポートできるゲームセッションとプレイヤーの数は、提供するインスタンスの数またはハー
ドウェアの量によって異なります。仮想インスタンスは、手動で調整することも、自動スケーリングを使
用して調整することもできます。

本番稼働の多くのゲームは、複数のフリートを使用します。たとえば、複数のバージョンのゲームサー
バーを同時に実行したり、スポットフリートのバックアップ容量を提供したり、冗長性を構築したりする
には、複数のフリートを使用できます。
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ゲームのニーズに合わせて設計されたフリートの作成方法を学ぶには、から始めましょうAmazon 
GameLift フリート設計ガイド (p. 104)。フリートが稼働したら、Amazon GameLift ホスティングキャパ
シティのスケーリング (p. 129)Amazon GameLift フリートにエイリアスを追加する (p. 122)、およびを
参照してくださいゲームセッション配置用の Amazon GameLift キューを設定する (p. 137)。

トピック
• Amazon GameLift フリート設計ガイド (p. 104)
• 新しい Amazon GameLift フリートを作成する (p. 109)
• GameLift アマゾンのフリートを管理 (p. 120)
• Amazon GameLift フリートにエイリアスを追加する (p. 122)
• Amazon GameLift フリート問題のデバッグ (p. 123)
• AmazonGameLift フリートインスタンスへのリモートアクセス (p. 126)

Amazon GameLift フリート設計ガイド
この設計ガイドでは、Amazon で使用する一連のホスティングリソースを作成する方法について説明しま
す GameLift。ホスティングリソースを選択し、それらの組み合わせをゲーム用に最適に設定する方法につ
いて説明します。

トピック
• AmazonGameLift コンピュートリソースの選択 (p. 104)
• Amazon GameLift がゲームサーバーを起動する方法を管理する (p. 106)
• Amazon でスポットインスタンスを使用する GameLift (p. 108)

AmazonGameLift コンピュートリソースの選択
ゲームサーバーをデプロイし、プレイヤーのゲームセッションをホストします。AmazonGameLift は、イ
ンスタンスと呼ばれる Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) リソースを使用します。インスタンスを使用
して新しいフリートを設定する際に、必要なインスタンスタイプや、そこでのゲームサーバープロセスの
実行方法を決定します。マネージド EC2 フリートがアクティブになり、ゲームセッションをホストする準
備ができたら、プレイヤーの需要に合わせて必要に応じてインスタンスを追加および削除できます。

AmazonGameLift ゲームサーバーは、次の 2 種類のコンピューティングタイプを組み合わせてデプロイで
きます。

• マネージド EC2 — マネージド EC2 フリートは Amazon EC2 インスタンスを使用してゲームサーバー
をホストします。Amazon がインスタンスを管理し、GameLiftゲームのホスティングからハードウェア
とソフトウェアを管理する負担を取り除きます。

• AmazonGameLiftAnywhere — AmazonGameLiftAnywhere フリートは既存のインフラストラクチャを使
用してゲームサーバーをホストし、AmazonGameLift はマッチメイキングとキューを管理します。

フリートのコンピューティングリソースを選択するときは、次の要素を考慮してください。
• 使用可能なハードウェア (p. 105)
• 艦隊の所在地 (p. 105)
• オンデマンドインスタンス vs スポットインスタンス (p. 105)
• オペレーティングシステム (p. 105)
• インスタンスのタイプ (p. 105)
• Service Quotas (p. 106)
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使用可能なハードウェア
導入する既存のインフラストラクチャを検討してください。ゲームを Amazon に移行する間もGameLift、
インフラストラクチャを引き続き使用できます。Amazon ではGameLiftAnywhere、AmazonGameLift が管
理する EC2 インスタンスと共に独自のインフラストラクチャを使用できます。また、既存のインフラスト
ラクチャを使用して、サポートされている AmazonGameLift ロケーションよりもプレイヤーに近い場所で
ゲームをホストすることもできます。AmazonGameLiftAnywhere フリートのセットアップの詳細について
は、を参照してください GameLift Anywhereアマゾンフリートを作成 (p. 114)。

艦隊の所在地
ゲームサーバーをデプロイする予定の地理的な場所を検討してください。使用可能なインスタンスタイプ
はAWS リージョン、ローカルゾーンによって異なります。

複数の場所で使用しているフリートの場合、インスタンスの可用性とクォータは、フリートのホームリー
ジョンと選択したリモートロケーションの組み合わせによって異なります。フリートロケーションの詳細
については、「を参照してくださいGameLiftアマゾンのホスティングロケーション (p. 20)。

AmazonGameLiftAnywhere フリートの場合は、物理ハードウェアの設置場所を決定します。カスタムロ
ケーションの詳細については、「を参照してくださいアマゾンGameLiftAnywhere (p. 22)。

オンデマンドインスタンス vs スポットインスタンス
Amazon EC2 オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスは、ハードウェアとパフォーマンスは同
じですが、可用性とコストが異なります。

オンデマンドインスタンス

オンデマンドインスタンスは必要なときに取得でき、必要な期間保管できます。オンデマンドインスタン
スの費用は固定であり、使用時間に応じて支払いが発生します。長期契約はありません。

スポットインスタンス

スポットインスタンスは、使用されていないAWSのコンピューティング容量を利用することで、オンデマ
ンドインスタンスに代わるコスト効率の高い方法を提供できます。スポットインスタンスの料金は、各ロ
ケーションの各インスタンスタイプの需要と供給に基づいて変動します。 AWS必要なときにスポットイ
ンスタンスを中断できます。AmazonGameLift はキューと FleetIQ アルゴリズムを使用して、AWSスポッ
トインスタンスを中断させる原因を特定し、インスタンスをリサイクル状態にします。次に、インスタン
スにアクティブなゲームセッションがない場合、AmazonGameLift はインスタンスを置き換えようとしま
す。

スポットインスタンスの使用方法の詳細については、「を参照してくださいAmazon でスポットインスタ
ンスを使用する GameLift (p. 108)。

オペレーティングシステム
AmazonGameLift インスタンスは、Microsoft Windows または Amazon Linux で実行されるゲームサー
バービルドをサポートします。ゲームビルドをAmazonにアップロードするときにGameLift、ゲームのオ
ペレーティングシステムを指定します。ゲームビルドをデプロイする Amazon EC2 フリートを作成する
と、Amazon は、GameLiftビルドのオペレーティングシステムを使用して自動的にセットアップします。
サポートされているゲームサーバーオペレーティングシステムの詳細については、「を参照してくださ
いアマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)。

AmazonGameLiftAnywhere フリートを使用する場合、ハードウェアがサポートする任意のオペレーティン
グシステムを使用できます。AmazonGameLiftAnywhere フリートでは、Amazon を使用してリソースを 1 
か所で管理しながら、GameLiftゲームビルドをハードウェアにデプロイする必要があります。

インスタンスのタイプ
Amazon EC2 フリートのインスタンスタイプによって、インスタンスが使用するハードウェアの種類が決
まります。インスタンスタイプごとに、コンピューティングパワー、メモリ、ストレージの異なる組み合
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わせが提供されます。各インスタンスタイプの詳細については、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を
参照してください。

ゲームの使用可能なインスタンスタイプから選択するときは、次の要素を参照してください。

• ゲームサーバービルドのコンピューティング要件。
• インスタンスごとに実行する予定のサーバープロセスの数。

より大きいインスタンスタイプを使用すれば、各インスタンスで複数のサーバープロセスを実行できま
す。これにより、プレイヤーの需要を満たすために必要なインスタンスの数を減らすことができます。イ
ンスタンスごとに複数のプロセスを実行できますAmazon GameLift がゲームサーバーを起動する方法を管
理する (p. 106)。

Service Quotas
Amazon のデフォルトのサービスクォータとGameLift、お客様の現在のクォータを確認するにはAWS アカ
ウント、次の操作を行います。

• Amazon の一般的なサービスクォータ情報についてはGameLift、の「AmazonGameLift エンドポイント
とクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

• アカウントのロケーションごとに使用できるインスタンスタイプのリストについては、Amazon
GameLiftコンソールのサービスクォータページを開いてください。このページには、各ロケーションで
の各インスタンスタイプのアカウントの現在の使用状況も表示されます。

• アカウントのリージョンごとのインスタンスタイプの現在のクォータの一覧については、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを実行しますdescribe-ec2-instance-limits。この
コマンドは、デフォルトリージョン (または指定した別のリージョン) にあるアクティブなインスタンス
の数を返します。

ゲームのリリースの準備が整ったら、AmazonGameLift コンソールでローンチアンケートに記入してくだ
さい。AmazonGameLift チームはローンチアンケートを使用して、ゲームの正しい割り当てと制限を決定
します。

Amazon GameLift がゲームサーバーを起動する方法を管理する
インスタンスごとに複数のゲームサーバープロセスを実行するようにマネージド EC2 フリートのランタイ
ム設定を定義できます。これにより、ホスティングリソースがより効率的に使用されます。

フリートが複数のプロセスを管理する方法
Amazon GameLift はフリートのランタイム設定を使用して、各インスタンスで実行するプロセスのタイプ
と数を決定します。ランタイム設定には、1 個のゲームサーバー実行可能ファイルを表す 1 つのサーバー
プロセス設定が含まれます。追加のサーバープロセス設定を定義して、ゲームに関連する他のタイプのプ
ロセスを実行することができます。各サーバープロセス設定には、以下の情報が含まれています。

• ゲームビルドの実行可能ファイルのファイル名とパス。
• (オプション) 起動時にサーバープロセスに渡すパラメータ。
• 同時に実行するプロセスの数。

フリートのインスタンスがアクティベートされると、ランタイム設定で定義された一連のサーバープロセ
スが起動します。複数のプロセスがある場合、Amazon GameLift は各プロセスの起動をずらします。サー
バープロセスの寿命は限られています。プロセスが終了すると、ランタイム設定で定義されたサーバープ
ロセスの数とタイプを維持するために、Amazon GameLift が新しいプロセスを起動します。

ランタイム設定は、サーバープロセス設定を追加、変更、削除することでいつでも変更できます。各イン
スタンスは、変更を実装するためにフリートのランタイム設定が更新されていないかを定期的にチェック
します。Amazon GameLift がランタイム設定の変更を適用する方法は以下のとおりです。
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1. インスタンスは、最新バージョンのランタイム設定のリクエストを Amazon GameLift に送信します。
2. インスタンスはアクティブなプロセスを最新のランタイム設定と比較し、次の処理を行います。

• 更新されたランタイム設定によってサーバープロセスタイプが削除されても、このタイプのアクティ
ブなサーバープロセスは終了するまで実行され続けます。インスタンスはこれらのサーバープロセス
を置き換えるものではありません。

• 更新されたランタイム設定によってサーバープロセスタイプの同時プロセス数が減少した場合、この
タイプの余分なサーバープロセスは終了するまで実行され続けます。インスタンスはこれらの余分な
サーバープロセスを置き換えるものではありません。

• 更新されたランタイム設定により新しいタイプのサーバープロセスが追加されるか、既存のタイプ
の同時プロセスが増える場合、インスタンスは Amazon GameLift 最大数を上限として、新しいサー
バープロセスを開始します。この場合、インスタンスは既存のプロセスが終了したときに新しいサー
バープロセスを起動します。

車両を複数のプロセスに合わせて最適化

フリートで複数のプロセスを使用するには、次の手順を実行します。

• フリートにデプロイするゲームサーバーの実行可能ファイルを含むビルドを作成し (p. 94)、そのビ
ルドを Amazon GameLift にアップロードします。ビルド内のすべてのゲームサーバーは同じプラット
フォームで実行され、Amazon GameLift Server SDK を使用する必要があります。

• ひとつ以上のサーバープロセス設定と複数の同時プロセスのあるランタイム設定を作成します。
• ゲームクライアントをAWS SDK バージョン 2016-08-04 以降に統合します。

フリートのパフォーマンスを最適化するために、次の操作を実行することをお勧めします。

• Amazon がプロセスを効率よくリサイクルすることを確認するため GameLift 、サーバープロセスシャッ
トダウンシナリオを処理します。例:
• サーバー API を呼び出すシャットダウン手順をゲームサーバーコードに追加しま

すProcessEnding()。
• Amazon からの終了リクエストを処理するために、OnProcessTerminate() GameLiftゲームサー

バーコードにコールバック関数を実装します。
• Amazon GameLift が異常なサーバープロセスをシャットダウンして再起動することを確認してくださ

い。 GameLift OnHealthCheck()ゲームサーバーコードにコールバック関数を実装することで、ヘルス
をAmazonに報告します。異常報告が三回連続なされたサーバープロセスは、 GameLift 自動的にシャッ
トダウンします。実装しない場合はOnHealthCheck()、プロセスが通信への応答に失敗しない限り、 
GameLift Amazonはサーバープロセスが正常であるとみなします。

インスタンスごとのプロセス数を選択する

インスタンスで実行する同時プロセスの数を決定するときは、次の点に注意してください。

• Amazon は各インスタンスの同時プロセスの最大数 GameLift を制限します。フリートのサーバープロセ
ス設定の同時プロセスの全合計数がこのクォータを超えることはできません。

• 許容できるパフォーマンスレベルを維持するために、Amazon EC2 インスタンスタイプにより同時に実
行できるプロセスの数が制限される場合があります。ゲームのさまざまな構成をテストして、お好みの
インスタンスタイプに適したプロセス数を見つけてください。

• 設定した合計数を超える同時プロセスは Amazon GameLift によって実行されません。つまり、以前のラ
ンタイム構成から新しい構成への移行が徐々に行われる可能性があります。
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Amazon でスポットインスタンスを使用する GameLift
Amazon GameLift マネージド EC2 フリートを設定する場合、オプションとして、スポットインス
タンス、オンデマンドインスタンス、またはそれらの組み合わせの使用という選択があります。で
は、Amazon GameLift でスポットインスタンスを使用する方法の詳細については、「」を参照してくだ
さいオンデマンドインスタンス vs スポットインスタンス (p. 105)。スポットフリートを使用するには、
ゲームインテグレーションにこのページに記載されている調整が必要です。

FlexMatch マッチメーキングに使用していますか? マッチメイキングを配置する既存のゲームセッション
キューにスポットフリートを追加できます。

1. スポットインスタンスのゲームセッションキューを設計します。

キューを使用したゲームセッション配置の管理はベストプラクティスであり、スポットインスタンス
を使用する場合は必須です。キューを設計するには、以下の点を考慮します。

• 場所 — 最高のプレイヤー体験を実現するには、プレイヤーに地理的に近い場所を選択してくださ
い。

• インスタンスタイプ — ゲームサーバーのハードウェア要件と、選択した場所にあるインスタンスの
可用性を考慮してください。

スポットの可用性と復元性を最適化するキューを試すには、を参照してくださいチュートリアル:ス
ポットインスタンスのゲームセッションキューを設定する (p. 149)。

2. スポット最適化キューのフリートを作成します。

キューの設計に基づいて、ゲームサーバーを希望の場所とインスタンスタイプにデプロイするフリー
トを作成します。新しいフリートの作成および設定のヘルプについては、「AmazonGameLift マネー
ジドフリートを作成 (p. 110)」を参照してください。

3. ゲームセッションキューを作成します。

フリートの送信先を追加し、ゲームセッションの配置プロセスを設定し、配置の優先順位を定義
します。新しいキューの作成および設定のヘルプについては、「ゲームセッションキューを作成す
る (p. 144)」を参照してください。

4. キューを使用するようにゲームクライアントサービスを更新してください。

ゲームクライアントがキューを使用してリソースをリクエストすると、キューは中断される可能性が
高いリソースを避け、定義した優先順位に合った場所を選択します。ゲームクライアントにゲーム
セッション配置を実装する方法については、「ゲームセッションの作成 (p. 45)」を参照してくださ
い。

5. スポット割り込みに対応するようにゲームサーバーを更新してください。

AWSでは、可能な限り通知を提供するように努力していますが、可能な限り通知を提供するように努
力しています。プレイヤーへの影響を最小限に抑えるために、中断を処理するようにゲームサーバー
を設定します。

AWSスポットインスタンスを回収する前に、終了通知を送信します。Amazon は、Amazon Server 
SDK コールバック関数を呼び出すことで、 GameLift GameLiftonProcessTerminate()影響
を受けるすべてのサーバープロセスに通知を渡します。このコールバックを実装して、ゲー
ムセッションを終了するか、ゲームセッションとプレイヤーを新しいインスタンスに移動しま
す。onProcessTerminate() の実装のヘルプについては、「サーバープロセスのシャットダウン通
知に応答する (p. 41)」トラブルシューティングを参照してください。

Note

AWSでは、可能な限り通知を提供するように努力していますが、警告が到着する前にスポッ
トインスタンスを回収するように努力していますが、警告が到着する前にスポットインスタ
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ンスを回収される可能性もあります。AWS予期しない中断を処理するようにゲームサーバー
を準備します。

6. スポットフリートとキューのパフォーマンスを確認します。

Amazon GameLift コンソールまたは Amazon を使用して Amazon GameLift CloudWatch のメトリッ
クスを表示し、パフォーマンスを確認します。Amazon GameLift メトリクスの詳細については、を参
照してください GameLift アマゾンでアマゾンを監視 CloudWatch (p. 178)。主なメトリクスには次
のものがあります。

• 中断率-InstanceInterruptions とを使用してGameSessionInterruptions、インスタンス
とゲームセッションについて中断の回数と頻度を追跡します。AWSTERMINATEDによって取り戻さ
れたゲームセッションのステータスはで、INTERRUPTEDステータスの理由はです。

• キューの有効性-配置の成功率、平均待機時間、キューの深度を追跡し、スポットフリートがキュー
のパフォーマンスに影響が出ないことを検証します。

• フリート使用率-インスタンス、ゲームセッションおよびプレイヤーセッションのモニタリングしま
す。オンデマンドフリートを使用することにより、中断を避けるために、キューがスポットフリー
トへの配置を避けているという点を考慮します。

新しい Amazon GameLift フリートを作成する
新しいフリートを作成し、カスタムゲームサーバービルドまたはリアルタイムサーバーをホスティング用
にデプロイします。Amazon にアップロードしたゲームビルドまたはスクリプトリソースならどれでもデ
プロイできます GameLift。

トピック
• Amazon GameLift フリート作成の仕仕仕組み (p. 109)
• AmazonGameLift マネージドフリートを作成 (p. 110)
• GameLift Anywhereアマゾンフリートを作成 (p. 114)

Amazon GameLift フリート作成の仕仕仕組み
新しいフリートを作成すると、Amazon GameLift は、フリートのロケーションごとにインスタンス
を 1 つ持つフリートを作成すると、Amazon は、フリートを作成すると、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスを作成します。Amazon GameLift がワークフローの各ステップを完
了すると、フリートからイベントが送信され、Amazon GameLift がフリートのステータスを更新しま
す。Amazon GameLift コンソールを使用するか、Amazon GameLift API オペレーションを呼び出すこと
で、すべてのイベントを追跡できますDescribeFleetEvents。DescribeFleetLocationAttributesを使用して
個々のロケーションのステータスを追跡することもできます

EC2 フリート作成のワークフロー:

• Amazon GameLift は、フリートのホームリージョンと、フリートで定義されている各リモートロケー
ションにフリートリソースを作成します。

• Amazon は必要な容量を 1 GameLift つのインスタンスに設定します。
• GameLift Amazonは車両とロケーションのステータスを新品に設定します。
• Amazon GameLift はフリートイベントログへのイベントの書き込みを開始します。
• Amazon GameLift は、要求されたコンピューティングリソースを各フリート場所の 1 つの新しいインス

タンスに割り当てます。
• Amazon は、 GameLift ゲームサーバーファイルを各インスタンスにダウンロードし、フリートのステー

タスを「Downinging」に設定します。
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• Amazon は、 GameLift ダウンロードされたゲームサーバーファイルを各インスタンスで検証して、ダウ
ンロード中にエラーが発生していないことを確認します。Amazon GameLift はフリートステータスを検
証中に設定しています。

• Amazon GameLift は各インスタンスでゲームサーバーを構築し、フリートステータスを Building に設定
します。

• Amazon GameLift は、フリートのランタイム設定の指示に従って、各インスタンスでサーバープロセス
の起動を開始します。インスタンスごとに複数の同時サーバープロセスを実行するようにフリートを設
定すると、Amazon は、 GameLift プロセスの起動を数秒だけずらします。各プロセスがオンラインにな
ると、準備状況が Amazon GameLift に報告されます。Amazon GameLift はフリートステータスをアク
ティベーション中に設定します。

• Amazonは、サーバープロセスが準備完了を報告すると、フリートステータスとロケーションステータ
スを「アクティブ」 GameLift に設定します。

Amazon GameLift Anywhere fleet creation

• Amazon GameLift がフリートリソースを作成します。フリートの、およびフリートで定義されている各
カスタムロケーションでは、Amazon は、フリートとロケーションのステータスを「New」 GameLift に
設定します。

• Amazon GameLift はフリートイベントログへのイベントの書き込みを開始します。
• フリート内の 1 GameLift つのサーバープロセスが Amazon に準備完了を通知すると、Amazon はフリー

トステータスとロケーションステータスを Active GameLift  に設定します。他のフリートロケーショ
ンのサーバープロセスが準備完了を報告すると、Amazon は各フリートロケーションのステータスを
Active GameLift  に設定します。

フリート作成に関する問題のトラブルシューティングについては、を参照してくださいAmazon GameLift 
フリート問題のデバッグ (p. 123)。

AmazonGameLift マネージドフリートを作成
AmazonGameLift コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、マネージドフ
リートを作成します。

新しいマネージド EC2 フリートを作成した後は、AmazonGameLift がフリートをデプロイし、ゲームサー
バーをインストールし起動されるまでに、フリートがいくつかの段階を経ます。ACTIVEフリートがステー
タスに達した後は、ゲームセッションをホストする準備は完了です。フリート作成の問題については、
「Amazon GameLift フリート問題のデバッグ (p. 123)」を参照してください。

Console

マネージド EC2 フリートを作成するには

1. AmazonGameLift コンソールのナビゲーションペインで、[Fleets] を選択します。
2. [フリート] ページで、[フリートの作成] を選択します。
3. マネージド EC2 を選択します。
4. フリートの詳細ページで、以下を実行します。

a. [名前] に、艦隊名を入力します。フリート名にフリートタイプ (スポットまたはオンデマン
ド) を含めることをお勧めします。これにより、フリートを一覧表示するときにフリートタイ
プを簡単に識別できます。

b. 「説明」には、艦隊の簡単な説明を入力します。
c. バイナリータイプの場合は、「ビルド」または「スクリプト」を選択し

て、AmazonGameLift がこのフリートにデプロイするゲームサーバータイプを定義します。
d. アップロードされたスクリプトまたはビルドのドロップダウンリストからスクリプトまたは

ビルドを選択します。
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5. (オプション) 以下の「その他の詳細」を参照してください。

a. [インスタンスロール] で、このフリートに関連付ける IAM ロールを選択します。これに
より、フリート内のインスタンスが選択したロールを引き受けることができます。これ
により、AWSロールで定義されているサービスへのアクセスが許可されます。AWSサー
ビスと連携するフリートの詳細については、を参照してくださいフリートの他の AWS 
リソースと通信する (p. 42)。インスタンスロールでフリートを作成するには、アカウ
ントに IAMPassRole 権限が必要です。詳細については、「アマゾンの IAM 権限の例
GameLift (p. 13)」を参照してください。

フリート作成後にインスタンスロールを更新することはできません。
b. 証明書の生成では、Amazon にフリート用の TLSGameLift 証明書を生成させることを選択

します。フリートの TLS 証明書を使用して、ゲームクライアントが接続時にゲームサー
バーに認証するようにでき、すべてのクライアント/サーバー通信を暗号化できます。TLS 
対応のフリート内のインスタンスごとに、Amazon によってこの証明書を使用して新しい 
DNSGameLift エントリも作成されます。これらのリソースを使用して、ゲームの認証と暗号
化を設定します。

c. メトリクスグループには、新規または既存のフリートメトリクスグループの名前を入力しま
す。複数のフリートを同じメトリクスグループに追加することで、メトリクスを集計できま
す。

フリート作成後は、メトリクスグループを更新できません。
6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [ロケーションの選択] ページで、インスタンスをデプロイする追加のリモートロケーションを 1 

つ以上以上選択します。ホームリージョンは、コンソールにアクセスしているリージョンに基づ
いて自動的に選択されます。追加のロケーションを選択すると、フリートインスタンスもこれら
のロケーションにデプロイされます。

Important

デフォルトで有効になっていないリージョンを使用するには、で有効にしますAWS アカ
ウント。

• 2022年2月28日より前に作成した、有効化されていないリージョンのフリートは影響
を受けません。

• 新しいマルチロケーションフリートを作成したり、既存のマルチロケーションフリー
トを更新したりするには、まず使用するリージョンを有効にします。

デフォルトで有効になっていないリージョンの詳細と有効化方法については、AWS リー
ジョンの「管理」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [インスタンスの詳細の定義] ページで、このフリートの [オンデマンド] または [スポットインスタ

ンス] を選択します。フリートタイプの詳細については、「」を参照してくださいオンデマンドイ
ンスタンス vs スポットインスタンス (p. 105)。

10. リストから Amazon EC2 インスタンスタイプを選択します。インスタンスタイプの選択の詳細に
ついては、「」を参照してくださいインスタンスのタイプ (p. 105)。フリートを作成した後は、
インスタンスタイプを変更できません。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. 「ランタイムの設定」ページの「ランタイム設定」で、次の操作を行います。

a. [Launch path] には、ビルドまたはスクリプトのゲームの実行可能ファイルへのパスを
入力します。Windows インスタンスでは、ゲームサーバーはパスC:\game に構築さ
れます。Linux インスタンスでは、ゲームサーバーはに構築されます/local/game。
例:C:\game\MyGame\server.exe、/local/game/MyGame/server.exe、また
はMyRealtimeLaunchScript.js。
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b. (オプション) 起動パラメータには、コマンドラインパラメータのセットとしてゲーム実行
ファイルに渡す情報を入力します。例えば、+sv_port 33435 +start_lobby などです。

c. 同時プロセスについては、フリート内の各インスタンスで同時に実行するサーバープロセス
の数を選択します。同時サーバープロセス数については、Amazon のGameLift制限をチェッ
クしてください。

インスタンスあたりの同時サーバープロセスの制限は、すべての設定の同時プロセスの合計
に適用されます。フリートが制限を超えると、フリートはアクティブ化されません。

13. 「ゲームセッションのアクティベーション」で、このフリート内のインスタンスで新しいゲーム
セッションをアクティブ化するための制限を指定します。

a. 最大同時ゲームセッションアクティベーションについては、インスタンスで同時にアクティ
ブ化されたゲームセッションの数を入力します。この制限は、複数の新しいゲームセッショ
ンを起動することでインスタンスで実行中の他のゲームセッションのパフォーマンスに影響
が出る可能性がある場合に役立ちます。

b. [新規アクティベーションタイムアウト] に、セッションがアクティブになるまでの待機時
間を入力します。ACTIVEゲームセッションがタイムアウト前にステータスに移行しない場
合、AmazonGameLift はゲームセッションのアクティベーションを終了します。

14. (オプション) [EC2 ポート設定] で、以下を実行します。

a. [ポート設定の追加] を選択して、フリートにデプロイされているサーバープロセスに接続す
るインバウンドトラフィックに対するアクセス許可を定義します。

b. [タイプ] で、[カスタム TCP] または [カスタム UDP] を選択します。
c. [ポート範囲] で、インバウンド接続を許可するポート番号の範囲を入力します。ポートの範

囲は 1026 から 60000nnnnn[-nnnnn] の範囲の値の形式を使用する必要があります。例:
1500 または1500-20000。

d. [IP アドレス範囲] で、IP アドレスの例はです。CIDR 表記を使用します。例: 0.0.0.0/0 (こ
の例は、接続を試行するすべてのユーザーにアクセスを許可します)。

15. (オプション) [ゲームセッションのリソース設定] で、以下を実行します：

a. ゲームスケーリング保護ポリシーでは、スケーリング保護を有効または無効にしてくださ
い。アクティブなゲームセッションをホストしているなら、AmazonGameLift は縮小イベン
トの間に保護されたインスタンスを終了しません。

b. [リソース作成制限] で、ポリシー期間中にプレイヤーが作成できるゲームセッションの最大
数を入力します。

16. [Next] (次へ) を選択します。
17. (オプション) Key と Value のペアを入力して、ビルドにタグを追加します。[次へ] を選択して、

フリート作成レビューを続行してください。
18. [作成] を選択します。Amazon が新しいフリートに IDGameLift を割り当て、フリートアクティ

ベーションのプロセスを開始します。新しいフリートのステータスを [フリート] ページで追跡で
きます。

フリートのメタデータと構成は、フリートのステータスに関係なくいつでも更新できます。詳細に
ついては、「 GameLift アマゾンのフリートを管理 (p. 120)」を参照してください。フリートが 
[ACTIVE] (アクティブ) ステータスになった後に、フリート容量を更新できます。詳細については、
「Amazon GameLift ホスティングキャパシティのスケーリング (p. 129)」を参照してください。リ
モートロケーションを追加または削除することもできます。

AWS CLI

でフリートを作成するにはAWS CLI、create-fleetコマンドラインウィンドウを開いてコマン
ドを使用します。create-fleet コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの
「create-fleet」を参照してください。

次の create-fleet リクエスト例では、以下のような特徴を持つ新しいフリートを作成します。
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• フリートでは、選択したゲームビルドに適したオペレーティングシステムの c5.large オンデマンド
インスタンスを使用します。

• 指定されたゲームサーバービルドをデプロイします。このためには、次のロケーションで [Ready]
（準備完了）状態である必要があります。
• us-west-2 (ホームリージョン)
• sa-east-1 (リモートロケーション)

• TLS 証明書の生成が有効になっています。
• フリートの各インスタンスはゲームサーバーの同一プロセスを十個同時に処理するため、各インス

タンスで最大十個のゲームセッションを同時にホストできます。
• 各インスタンスで、AmazonGameLift は2つの新しいゲームセッションを同時にアクティブ化するこ

とを許可しています。また、アクティブ化されたゲームセッションのうち 300 秒以内にプレイヤー
をホストする準備が完了しないものは終了されます。

• このフリートのインスタンスでホストされているすべてのゲームセッションでは、ゲームセッショ
ンの保護が有効になっています。

• 各プレイヤーは 15 分以内に 3 つの新しいゲームセッションを作成できます。
• このフリートでホストされる各ゲームセッションには、指定された IP アドレスとポート範囲内にあ

る接続ポイントがあります。
• Amazonは、GameLiftEMEAfleetsこのフリートのメトリックをメトリックグループに追加しま

す。このメトリックは（この例では）EMEAリージョンのすべてのフリートのメトリックを組み合
わせたものです。

aws gamelift create-fleet \ 
    --name SampleFleet123 \ 
    --description "The sample test fleet" \ 
    --ec2-instance-type c5.large \ 
    --region us-west-2 \ 
    --locations "Location=sa-east-1" \ 
    --fleet-type ON_DEMAND \ 
    --build-id build-92f061ed-27c9-4a02-b1f4-6f85b2385620 \ 
    --certificate-configuration "CertificateType=GENERATED" \ 
    --runtime-configuration "GameSessionActivationTimeoutSeconds=300, 
 MaxConcurrentGameSessionActivations=2, ServerProcesses=[{LaunchPath=C:\game
\Bin64.dedicated\MultiplayerSampleProjectLauncher_Server.exe, Parameters=+sv_port 33435 
 +start_lobby, ConcurrentExecutions=10}]" \ 
    --new-game-session-protection-policy "FullProtection" \ 
    --resource-creation-limit-policy "NewGameSessionsPerCreator=3, 
 PolicyPeriodInMinutes=15" \ 
    --ec2-inbound-permissions 
 "FromPort=33435,ToPort=33435,IpRange=0.0.0.0/0,Protocol=UDP" 
 "FromPort=33235,ToPort=33235,IpRange=0.0.0.0/0,Protocol=UDP" \ 
    --metric-groups  "EMEAfleets"

フリート作成のリクエストが成功すると、Amazon はリクエストした構成設定と新しいフリート 
IDGameLift を含む一連のフリート属性を返します。GameLiftその後、Amazon はフリートアクティ
ベーションのプロセスを開始し、フリートステータスとロケーションステータスを [New]（新規）に
設定します。フリートのステータスをトラッキングし、他のフリート情報を表示するには、次の CLI 
コマンドを使用します。

• describe-fleet-events
• describe-fleet-attributes
• describe-fleet-capacity
• describe-fleet-port-settings
• describe-fleet-utilization
• describe-runtime-configuration
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• describe-fleet-location-attributes
• describe-fleet-location-capacity
• describe-fleet-location-utilization

以下のコマンドを使用して、必要に応じてフリートの容量と他の設定を変更できます。

• update-fleet-attributes
• update-fleet-capacity
• update-fleet-port-settings
• update-runtime-configuration
• create-fleet-locations
• delete-fleet-locations

GameLift Anywhereアマゾンフリートを作成
Amazon GameLift を使用して、お使いの環境のハードウェアを Amazon GameLift ゲームホスティングに
統合します。Amazon は、Anywhereお客様のハードウェアをフリートとして Amazon GameLift Anywhere 
GameLift に登録します。EC2Anywhere フリートをマッチメーカーキューとゲームセッションキューに統
合して管理し、マッチメイキングとゲームプレースメントを管理できます。

Amazon でゲームサーバーをテストする方法の詳細については GameLift Anywhere、を参照してくださ
いカスタムサーバー統合をテストします (p. 59)。

まず、アマゾンGameLift SDK をダウンロード (p. 18)バージョン 5 以降で、Amazon GameLift Anywhere 
フリートを使用する際の以下の重要な概念を確認してください。

カスタムロケーション

Amazon GameLift Anywhere フリートは、インフラストラクチャの物理的な場所を表すためにカスタ
ムロケーションを使用します。

デバイス登録

Amazon GameLift Anywhere フリートがコンピューティングリソースと通信するには、まずデバイス
を登録します。RegisterComputeオペレーションを使用して Amazon GameLift AWS SDK からデバ
イス登録を完了できます。このオペレーションでは、デバイスの IP アドレスを使用してデバイスをフ
リートロケーションと関連付け、Amazon GameLift と通信します。

認証トークン

コンピューター上のゲームサーバーを初期化すると、Amazon GameLift Server SDK は認証トークン
を使用してゲームサーバーを Amazon GameLift に認証します。認証トークンの有効期限まで、同じコ
ンピューティング上のすべてのゲームサーバーに同じ認証トークンを再利用できます。認証トークン
を取得するには、get-compute-auth-tokenAWS Command Line Interface(AWS CLI) コマンドを
呼び出します。必要に応じてトークンを各ゲームサーバーに渡します。

ゲームセッション

コンピュート上の各ゲームセッションは、コンピュートをフリートロケーションに登録する際に作成
された同じ認証トークンを使用します。

次の図は、 FlexMatch マッチメイキングと複数のフリートを使用するゲームセッションキューを示し
ています。フリートには、C5 インスタンスを搭載した EC2Anywhere フリートや、開発用ラップトッ
プを搭載したフリートや、Anywhereお客様がホストするサーバーラックを備えたフリートが含まれま
す。
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トピック
• カスタムロケーションの作成 (p. 115)
• フリートを作成する (p. 116)
• コンピュートを登録する (p. 117)
• サーバープロセスを実行する (p. 117)
• ゲームセッションの作成 (p. 119)
• マネージド EC2 への移行 (p. 120)

カスタムロケーションの作成

コンピュートリソースでゲームをホストし始めるには、コンピュートが置かれている場所を説明するカス
タムロケーションを作成します。

Console

カスタムロケーションを作成する

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [ホスティング] で、[ロケーション] を選択します。
3. [Locations (場所)] ページで、[Create location (場所の作成)] を選択します。
4. [ロケーションの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。

a. ロケーション名を入力します。これにより、Amazon GameLift Anywhere がフリートでゲー
ムを実行するために使用するハードウェアの場所が示されます。Amazon はカスタムロケー
ションの名前に custom- GameLift  を追加します。

b. (オプション) タグをキーバリューペアとしてカスタムロケーションに追加します。追加する
各タグの [新しいタグの追加] を選択します。

c. [作成] を選択します。

AWS CLI

create-locationコマンドを使用してカスタムロケーションを作成します。location-nameラベ
ルには、Amazon GameLiftAnywhere がフリートでゲームを実行するために使用するハードウェアの
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場所が記載されています。カスタムロケーションを作成する場合、ロケーション名はで始まる必要が
ありますcustom-。

aws gamelift create-location \ 
    --location-name custom-location-1

出力

{ 
    "Location": { 
        "LocationName": "custom-location-1", 
        "LocationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:location/custom-
location-1" 
    }
}

フリートを作成する

Amazon GameLift Anywhere コンソールまたはのいずれかを使用してフリートを作成します。AWS CLI

Anywhere新しいフリートを作成すると、NEWフリートのステータスはからに移動しま
すACTIVE。ACTIVEステータスになると、フリートはゲームセッションをホストする準備ができたことを
報告します。フリート作成の問題については、「Amazon GameLift フリート問題のデバッグ (p. 123)」
を参照してください。

Console

Anywhereフリートを作成するには

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [ホスティング] で、[Fleets] を選択します。
3. [フリート] ページで、[フリートの作成] を選択します。
4. コンピュートタイプのステップで、を選択しAnywhere、次に [次へ] を選択します。
5. 「フリート詳細」のステップで詳細を定義し、「次へ」を選択します。
6. 「カスタムロケーション」の手順で、作成したカスタムロケーションを選択し、「次へ」を選択

します。Amazonは、 GameLift AWS リージョンフリートを作成する地域としてホームを自動的
に選択します。ホームリージョンを使用して、リソースにアクセスして使用できます。

7. 残りのフリート作成手順を完了し、[送信]Anywhere を選択してフリートを作成します。

AWS CLI

Anywherecreate-fleetコマンドを使用してフリートを作成します。にカスタムロケーションを含
めてくださいlocations。Amazonは、 GameLift お客様の居住地域と指定したカスタムロケーショ
ンにフリートを作成します。次の例ではFleetNamecustom-location-1、「」を参照してくださ
い。custom-location-1変数は、カスタムロケーションの作成 (p. 115)ステップで作成された場
所の名前です。

aws gamelift create-fleet \
--name FleetName \
--compute-type ANYWHERE \
--locations "Location=custom-location-1"

出力例
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{ 
    "FleetAttributes": { 
        "FleetId": "fleet-cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445", 
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445", 
        "Name": "HardwareAnywhere", 
        "CreationTime": "2023-02-23T17:57:42.293000+00:00", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "MetricGroups": [ 
            "default" 
        ], 
        "CertificateConfiguration": { 
            "CertificateType": "DISABLED" 
        }, 
        "ComputeType": "ANYWHERE" 
    }
}

コンピュートを登録する

作成したフリートにコンピュートリソースを登録するには、register-computeコマンドを使用しま
す。fleet-idfleet-idを前のステップで返されたもの、またはコンソールのフリートの詳細ページにあ
るフリートの ARN に置き換えます。compute-name、ip-addressをコンピュートリソースの IP アドレ
スに置き換えます。

Note

Amazon GameLift では、register-computeget-compute-auth-tokenとコマンドの両方
を、ゲームサーバーとは別のスクリプトまたはプロセスマネージャーから呼び出すことを推奨し
ています。

aws gamelift register-compute \ 
    --compute-name HardwareAnywhere \ 
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445 \ 
    --ip-address 10.1.2.3 \ 
    --location custom-location-1

出力例

{ 
    "Compute": { 
        "FleetId": "fleet-cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445", 
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445", 
        "ComputeName": "HardwareAnywhere", 
        "ComputeArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:compute/HardwareAnywhere", 
        "IpAddress": "10.1.2.3", 
        "ComputeStatus": "Active", 
        "Location": "custom-location-1", 
        "CreationTime": "2023-02-23T18:09:26.727000+00:00", 
        "GameLiftServiceSdkEndpoint": "wss://us-east-1.api.amazongamelift.com" 
    }
}

サーバープロセスを実行する

1. 作成したフリートからコンピュートリソースの認証トークンを取得します。
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ゲームサーバーは認証トークンを使用して Amazon GameLift で認証します。各認証トークンには有効
期限トークンがあります。引き続きコンピュートリソースを使用してゲームサーバーをホストするに
は、有効期限が切れる前に新しい認証トークンを取得してください。

Note

Amazon GameLift では、register-computeget-compute-auth-tokenとコマンドの両
方を、ゲームサーバーとは別のスクリプトまたはプロセスマネージャーから呼び出すことを
推奨しています。

次の例では、fleet-idを前のステップで作成したフリートの ARN またはフリート ID に置き換え
ます。を、compute-nameregister-compute前のステップでコマンドを使用して作成したコン
ピューティングの名前に置き換えます。

aws gamelift get-compute-auth-token \ 
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445 \ 
    --compute-name HardwareAnywhere

出力例:

{ 
    "FleetId": "fleet-cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445", 
    "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445", 
    "ComputeName": "HardwareAnywhere", 
    "ComputeArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:compute/HardwareAnywhere", 
    "AuthToken": "0c728041-3e84-4aaa-b927-a0fb202684c0", 
    "ExpirationTimestamp": "2023-02-23T18:47:54+00:00"
}

2. ゲームサーバーの実行ファイルのインスタンスを実行します。

ゲームサーバーを実行するには、InitSDK()ゲームサーバーを呼び出してサーバーパラメーターを渡
してゲームサーバーを初期化します。サーバーパラメータの詳細については、「」を参照してくださ
いServerParameters (p. 295)。

サーバー SDK 入力:

//Define the server parameters
ServerParameters serverParameters = new ServerParameters( 
    webSocketUrl=wss://us-east-1.api.amazongamelift.com, 
    processId=PID1234, 
    hostId=HardwareAnywhere, 
    fleetId=arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445, 
    authToken=0c728041-3e84-4aaa-b927-a0fb202684c0);

//InitSDK establishes a connection with GameLift's websocket server for communication.
var initSDKOutcome = GameLiftServerAPI.InitSDK(serverParameters);

3. サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを報告し、ProcessReady()
GameLiftゲームサーバーからAmazonにホストする準備ができたことを報告します。プロセスパラ
メータの詳細については、「」を参照してください。ProcessParameters (p. 292)

// Set parameters and call ProcessReady
var processParams = new ProcessParameters( 
   this.OnStartGameSession, 
   this.OnProcessTerminate, 
   this.OnHealthCheck, 
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   this.OnUpdateGameSession, 
   port=1024, 
   new LogParameters(new List<string>()          // Examples of log and error files 
 written by the game server 
   { 
      "C:\\game\\logs", 
      "C:\\game\\error" 
   })
);

var processReadyOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessReady(processParams);

ゲームセッションの作成

1. ゲームサーバーにロジックを追加して、onStartGameSession()サーバープロセスがメッセージ
にで応答するようにしますActivateGameSession()。この操作にはパラメータはありませんが、 
GameLift サーバーがゲームセッション作成メッセージを受信して受け入れたことをAmazonに送信し
ます。

void OnStartGameSession(GameSession gameSession)
{ 
    // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map    

    // When ready to receive players    
    var activateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.ActivateGameSession();
}

2. ゲームクライアントのバックエンドサービスから、start-matchmakingstart-game-session-
placement、create-game-sessionまたはコマンドを使用してゲームセッションを開始します。

aws gamelift create-game-session \ 
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-east-1:682428703967:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445 \ 
    --name GameSession1 \ 
    --maximum-player-session-count 2 \ 
    --location custom-location-1

出力例:

GameSession { 
  FleetId = arn:aws:gamelift:us-east-1:682428703967:fleet/fleet-
cebb4da2-52a8-4c27-9b85-587f945c6445, 
  GameSessionId = 4444-4444, 
  Name = GameSession1, 
  Location = custom-location-1, 
  IpAddress = 10.2.3.4, 
  Port = 1024, 
  ...
}

Amazon GameLift は、onStartGameSession()登録されたサーバープロセスにメッセージを送信
します。メッセージには、ゲームプロパティ、ゲームセッションデータ、マッチメーカーデータな
ど、GameSessionゲームセッションに関する前のステップのオブジェクトが含まれています。

3. ゲームセッションが完了したら、ゲームサーバープロセスを終了します。

サーバー SDK 入力:

var processEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();
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if (processReadyOutcome.Success) 
   Environment.Exit(0);
// otherwise, exit with error code
Environment.Exit(errorCode);

4. を呼び出して、ProcessReady(processParams)別のゲームサーバープロセスを起動します。

マネージド EC2 への移行
ゲームサーバーを開発し、本番環境の準備が整ったら、Amazon GameLift にハードウェアの管理を任せる
ことができます。マネージド EC2 フリートに移行するには、ビルドを Amazon GameLift にアップロード
し、マネージド EC2 フリートを作成します。ビルドのアップロードとフリートの設定の詳細については、
「」カスタムゲームサーバー構築を Amazon にアップロードするGameLift (p. 94) と「」を参照してく
ださいAmazonGameLift マネージドフリートを作成 (p. 110)。

GameLift アマゾンのフリートを管理
フリート設定の更新AWS、リモートロケーションの変更、またはフリートの削除を行います。 GameLift

フリート設定の更新
変更可能なフリート属性、ポート設定、およびランタイム設定を更新するには、Amazon GameLift コン
ソールまたはAWS CLIを使用します。スケーリング制限を変更するには、Amazonを使ったオートスケー
ルフリート容量 GameLift (p. 132) を参照してください。

Amazon GameLift console

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[Fleets] を選択します。
2. 更新するフリートを選択します。フリートを編集するには、フリートのステータスが [ACTIVEフ

リートのステータスが] が [フリートのステータスが] になっている必要があります。
3. フリートの詳細ページの次のセクションのいずれかで、[次のいずれかのセクションで、[フリート

の編集] を選択します。
• フリート設定

• 名前 や 説明 などのフリート属性を変更します。
• Amazon が複数のフリートの Amazon  CloudWatch GameLift メトリクスを集約して追跡す

るために使用するメトリックグループを追加または削除します。
• リソース作成制限の設定を更新します。
• ゲームセッション保護をオンまたはオフにします。

• ランタイム設定 — ランタイム設定の次の設定のいずれかを変更し、ランタイム設定を追加ま
たは削除できます。

• ゲームサーバーの起動パスを変更します。
• オプションの起動パラメータを追加、削除、または変更します。
• ゲームサーバーが実行する同時プロセスの数を変更します。

• ゲームセッションアクティベーション — ゲームセッションをホストする方法とゲームセッ
ションをホストする方法とゲームセッションをホストする方法とゲームセッションをホスト
する方法とゲームセッションをホストする方法を変更します。

• EC2 ポート設定 — フリートへのインバウンドアクセスを許可する IP アドレスとポート範囲
を更新します。

4. 「確認」を選択して変更を保存します。

AWS CLI
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以下のAWS CLI コマンドを使用してフリートを更新します。

• update-fleet-attributes
• update-fleet-port-settings
• update-runtime-configuration

フリートの場所を更新します
フリートのリモートロケーションを追加または削除するには、Amazon GameLift コンソールまたはAWS 
CLIを使用します。フリートのホームリージョンを変更することはできません。

Amazon GameLift console

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[Fleets] を選択します。
2. 更新するフリートを選択します。フリートを編集するには、フリートのステータスが [ACTIVEフ

リートのステータスが] が [フリートのステータスが] になっている必要があります。
3. フリート詳細ページで、ロケーションタブを選択してフリートのロケーションを表示します。
4. 新しいリモートロケーションを追加するには、[追加] を選択し、インスタンスをデプロイするロ

ケーションを選択します。このリストには、フリートのインスタンスタイプを使用できないイン
スタンスは含まれません。

5. 新しい場所を選択した状態で、[追加] を選択します。Amazon は、 GameLift ステータスをに設定
した新しいロケーションをリストに追加しますNEW。Amazon は GameLift 、追加された各ロケー
ションでのインスタンスのプロビジョニング、およびゲームセッションをホストする準備を開始
します。

6. フリートから既存のリモートロケーションを削除するには、チェックボックスを使用して、リス
トされたロケーションを 1 つ以上選択します。

7. 1 つ以上のフリートを選択した状態で、[削除] を選択します。削除された場所はリストに残り、
ステータスは DELETING に設定されます。 GameLift その後、Amazon は削除されたロケーショ
ンでアクティビティを終了するプロセスを開始します。ゲームセッションをホストしているアク
ティブなインスタンスがある場合、Amazon GameLift はゲームサーバーの終了プロセスを使用し
て、ゲームセッションを正常に終了し、ゲームサーバーを終了し、インスタンスをシャットダウ
ンします。

AWS CLI

以下の AWS CLI コマンドを使用してフリートロケーションを更新します。

• create-fleet-locations
• delete-fleet-locations

フリートの削除
フリートが不要になった場合、フリートを削除できます。フリートを削除すると、ゲームセッションとプ
レイヤーセッションに関連付けられているすべてのデータと、ゲームセッションとプレイヤーセッション
に関連付けられているすべてのデータが完全に削除されます。別の方法として、フリートを保持し、Auto 
Scaling を無効にして、手動でフリートをゼロ (0) インスタンスまでスケーリングできます。

Note

フリートに VPC ピアリングがある場合は、CreateVpcPeeringAuthorization最初に電話で承認をリ
クエストします。Amazon GameLift はフリートの削除中に VPC ピアリング接続を削除します。
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フリートを削除するには、Amazon GameLift コンソールまたはAWS CLIツールを使用できます。

Amazon GameLift console

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[Fleets] を選択します。
2. 削除するフリートを選択します。削除できるのは、ACTIVEERRORまたはステータスのフリートだ

けです。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. [フリートの削除] ダイアログボックスで、と入力して削除を確認しますdelete。
5. [Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI

以下のAWS CLI コマンドを使用して、フリートを削除します。

• delete-fleet

Amazon GameLift フリートにエイリアスを追加する
Amazon の [ GameLift alias]（エイリアス）は、フリート指定を抽出するために使用されます。フリート指
定は Amazon に、 GameLift プレイヤー用新規ゲームセッションの作成時に利用できるリソースを検索す
る場所を指定します。特定のフリート ID の代わりにエイリアスを使用すると、エイリアスの送信先を変更
することで、あるフリートから別のフリートへのプレイヤートラフィックの切り替えがより簡単で掛かり
ます。

エイリアスのルーティング戦略には、二種類あります。

• [Simple]（シンプル）— プレイヤートラフィックを指定されたフリート ID にルーティング エイリアス
のフリート ID はいつでも更新できます。

• ターミナル — クライアントにメッセージを返します。たとえば、クライアントを使用しているプレイ
ヤーを、 out-of-date クライアントをアップグレードを入手できるロケーションに誘導できます。

フリートには有効期限があり、さまざまな理由で、ゲームの存続中にフリートを切り替える必要が出てき
ます。フリートのゲームサーバービルドを更新したり、既存のフリートの特定のコンピューティングリ
ソース属性を変更するといったことはできません。そこで、その代わりに、変更された内容で新しいフ
リートを作成し、プレイヤーを新しいフリートに切り替えます。エイリアスを使用すると、フリートの切
り替えがゲームに与える影響が最小限になり、プレイヤーからは見えなくなくなります。

エイリアスはキューを使わないゲームで役に立ちます。キュー内のフリートの切り替えは、単純に新しい
フリートを作成し、それをキューに追加して古いフリートを削除するだけであり、どれもプレイヤーから
は見えません。対照的に、キューを使用しないゲームクライアントの場合は、Amazon GameLift サービス
との通信時に使用するフリートを指定する必要があります。エイリアスがなければ、フリートを切り替え
るにはゲームコードを更新する必要があり、場合によっては更新されたゲームクライアントをプレイヤー
に配布する必要があります。

エイリアスが指すフリートIDを更新する時には、エイリアスでのゲームセッションが最長 2 分の移行時間
が掛かります。

新しいエイリアスを作成する
ここで説明するように Amazon GameLift コンソールを使用するか、AWS CLI コマンド create-alias を使
用して、エイリアスを作成できます。

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[エイリアス] を選択します。
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2. [エイリアス] ページで、[エイリアスの作成] を選択します。エイリアス名にはフリートタイプを含め
ることをお勧めします。これにより、エイリアスのリストを表示するときにフリートタイプを簡単に
識別できます。

3. [エイリアスの作成] ページの [エイリアスの詳細] で、次の操作を行います。

a. [名前] に、エイリアス名を入力します。
b. 「説明」には、識別のための簡単な説明を入力します。
c. [シンプル] または [ターミナル] ルーティングタイプを選択します。

4. (オプション)「タグ」で、「キー」と「値」のペアを入力して、エイリアスにタグを追加します。
5. [作成] を選択します。

エイリアスの編集
エイリアスは、Amazon GameLift コンソールまたはAWS CLI コマンド update-alias を使用して編集でき
ます。

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[エイリアス] を選択します。
2. エイリアスのページで、編集するエイリアスを選択します。
3. エイリアスページで [編集] を選択します。
4. [エイリアスの編集] ページで、以下の編集ができます。

• [Alias name]（エイリアス名） – わかりやすいエイリアスの名前。
• [Description]（説明） – エイリアスの簡単な説明。
• [Type]（タイプ） – プレイヤーのトラフィックのルーティング戦略。[シンプル] を選択して関連す

るフリートを変更するか、[ターミナル] を選択して終了メッセージを編集します。
5. [変更の保存] を選択します。

Amazon GameLift フリート問題のデバッグ
このトピックでは、Amazon GameLift マネージドソリューションのフリート設定の問題に関するガイダ
ンスを提供します。追加のトラブルシューティングを行うには、フリートがアクティブになってから、フ
リートインスタンスにリモートでアクセスします。AmazonGameLift フリートインスタンスへのリモート
アクセス (p. 126) を参照してください。

フリート作成の問題
フリートが作成されると、Amazon GameLift サービスがフリートの各ロケーションに新しいインスタン
スをデプロイするワークフローを開始し、ゲームサーバーを実行する準備をします。詳細な説明について
は、Amazon GameLift フリート作成の仕仕仕組み (p. 109) を参照してください。フリートは、[Active]
(アクティブ) ステータスに到達するまでは、ゲームセッションとプレイヤーをホストすることができませ
ん。このセクションでは、フリートがアクティブにならないという、最も一般的な問題について説明しま
す。

ダウンロードと検証

このフェーズでは、抽出したビルドファイルに問題がある場合、インストールスクリプトが実行しない
場合、またはランタイム設定で指定した実行可能ファイルがビルドファイルに含まれていない場合に、フ
リート作成が失敗することがあります。Amazon GameLift は、これらの各問題に関するログを提供してい
ます。

ログから問題を確認できない場合、問題の原因は内部のサービスエラーである可能性があります。この場
合は、再度フリートを作成してみます。問題が解決しない場合は、ゲームビルドの再アップロードを検討
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します (ファイルが破損している場合があるため)。Amazon GameLift サポートにお問い合わせいただく
か、フォーラムで質問を投稿することもできます。

構築

構築フェーズ中に失敗した場合は、ほぼ確実に、ゲームビルドファイルやインストールスクリプトに問題
があります。Amazon にアップロードしたゲームビルドファイルが GameLift、適切なオペレーティングシ
ステムで動作するマシンにインストールできているか確認します。既存の開発環境ではなく、新規の OS 
インストールを使用してください。

アクティブ化

フリート作成に伴う最も一般的な問題は、アクティブ化 フェーズの最中に発生します。このフェーズで
は、たとえば、ゲームサーバーの実行可能性、ランタイム構成の設定がテストされています。また、サー
バーSDK を使用して、 GameLift Amazonサービスとやり取りするための、ゲームサーバーの機能もテスト
されています。フリートのアクティブ化中に発生する一般的な問題は以下のとおりです。

サーバープロセスが開始されない。

最初に、起動パスとオプションの起動パラメータがフリートのランタイム設定内に正しく設定され
ているかチェックします。フリートの現在のランタイム設定は、フリート詳細ページ詳細 (p. 171)
() セクションを使用するか、AWS CLIコマンドを呼び出すことで表示できますdescribe-runtime-
configuration。ランタイム設定が正しいと思われる場合は、ゲームビルドファイルやインストールス
クリプトの問題をチェックします。

サーバープロセスは起動するが、フリートがアクティブにならない。

サーバープロセスは正常に起動して実行されたが、フリートがアクティブステータスに移行しない場
合は、サーバープロセスが Amazon GameLift にゲームセッションをホストする準備ができているこ
とを通知していないことが原因と考えられます。ゲームサーバーが適切にサーバー API アクション
ProcessReady() (「サーバープロセスを初期化する (p. 39)」を参照) を呼び出しているかチェック
します。

VPC ピアリングリクエストが失敗する。

作成されたフリートで VPC ピアリングが使用される場合 (「新しいフリートとの VPC ピア接続
を設定するには (p. 164)」を参照)、VPC ピアリングはこの アクティブ化 フェーズ中に行われま
す。VPC ピアリングが何らかの理由で失敗した場合、新しいフリートは ACTIVE (アクティブ) ス
テータスに移行しません。を呼び出して、ピアリングリクエストの成否を追跡できますdescribe-vpc-
peering-connections。認証は 24 時間のみ有効であるためdescribe-vpc-peering-authorizations、有効な 
VPC ピアリング承認 () が存在することを確認してください。

サーバープロセスの問題
サーバープロセスは開始するが、すぐに失敗するか障害がレポートされる。

ゲームビルドの問題以外にも、インスタンスで同時に多くのサーバープロセスを実行しようとする
と、このような問題が発生することがあります。同時処理の適正な数は、インスタンスタイプとゲー
ムサーバーのリソース要件の両方に依存します。フリートのランタイム設定で定義している同時処理
の数を減らして、パフォーマンスが向上するかどうか確認してください。フリートのランタイム設定
を変更するには、Amazon GameLift のコンソールでフリートの容量割り当て設定を編集するか、AWS 
CLIまたはコマンドを呼び出しますupdate-runtime-configuration。

フリート削除の問題
最大インスタンス数のため、フリートを終了できない。

このエラーメッセージは、削除されるフリートにまだアクティブインスタンスがあることを示してい
ます。この状態は許可されていません。最初に、フリートをアクティブインスタンスゼロまでスケー
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ルダウンする必要があります。そのためには、フリートの必要インスタンス数を手動で「0」に設定し
てから、スケールダウンが有効になるのを待ちます。手動設定の妨げにならないように、Auto Scaling 
をオフにしてください。

VPC アクションが承認されていない。

この問題は、VPC ピアリング接続を特別に作成したフリートにのみ当てはまります (「」を参照)アマ
ゾンの VPC ピアリング GameLift (p. 162)。 このシナリオが発生するのは、フリートを削除するプ
ロセスには、フリートの VPC とすべての VPC ピアリング接続の削除も含まれているためです。 ま
ず、Amazon GameLift サービス API  CreateVpcPeeringAuthorization() を呼び出すか、AWS CLI コマ
ンドを使用して認証を取得する必要がありますcreate-vpc-peering-authorization。承認を取
得したら、フリートを削除できます。

リアルタイムサーバーフリートの問題
ゾンビゲームセッション: ゲームセッションを開始し、実行するが、終了することがない。

この問題は、以下のシナリオで見られる場合があります。
• スクリプトの更新をフリートのリアルタイムサーバーが受け取らない。
• フリートがすぐに最大容量に達し、プレイヤーのアクティビティ (新しいゲームセッションリクエス

トなど) が減少してもスケールダウンされない。

この問題の原因はほとんど確実に、リアルタイムスクリプトでprocessEnding を正常に呼び出す
ことができなかったことです。フリートがアクティブになり、ゲームセッションが開始されますが、
それらを停止する方法はありません。その結果、ゲームセッションを実行しているリアルタイムサー
バーは、解放されて、新しいセッションを開始することができなくなり、新しいゲームセッション
は、新しいリアルタイムサーバーがスピンアップされて初めて開始できるようになります。さらに、
リアルタイムスクリプトの更新は、すでに実行中のゲームセッションには影響しないのです。

この問題を回避するには、スクリプトにprocessEnding の呼び出しをトリガーするメカニズムを提
供する必要があります。「リアルタイムサーバースクリプトの例 (p. 71)」に示しているように、ひと
つの方法はアイドルセッションタイムアウトをプログラムすることで、一定時間プレイヤーからの接
続がない場合に現在のゲームセッションが終了するようにすることです。

ただし、このシナリオが生じた場合には、リアルタイムサーバーがスタックから抜け出すための回避
策がいくつかあります。コツは、リアルタイムサーバープロセス（または基盤となるフリートインス
タンス）をトリガーして再起動することです。この場合、 GameLift ゲームセッションはGameLived
によって自動的に終了されます。リアルタイムサーバーが解放されると、最新バージョンのリアルタ
イムスクリプトを使用して新しいゲームセッションを開始できます。

そのための方法は、この問題の波及する範囲に応じていくつかあります。
• フリート全体をスケールダウンする。この方法は最も簡単に実行できますが、広範な効果がありま

す。フリートをインスタンスゼロまでスケールダウンし、フリートが完全にスケールダウンするの
を待ってから、再びスケールアップします。これにより、既存のゲームセッションがすべて消去さ
れてから、直近に更新されたリアルタイムスクリプトが開始されます。

• インスタンスにリモートアクセスしてプロセスを再開する。この方法は、修正するプロセスがわず
かしかない場合にお勧めします。ログ記録やデバッグなどのために、すでにインスタンスにログ
オンしている場合は、これが最も迅速な方法です。AmazonGameLift フリートインスタンスへのリ
モートアクセス (p. 126) を参照してください。

リアルタイムスクリプトにprocessEnding を呼び出す方法を含めないことを選択した場合、フリートが
アクティブになってゲームセッションが開始されたとしても、いくつかの予想外の状況が生じることがあ
ります。ひとつは、実行中のゲームセッションが終了しない状況です。この結果、そのゲームセッション
を実行しているサーバープロセスが解放されず、新しいゲームセッションを開始できなくなります。もう 
ひとつは、リアルタイムサーバーがスクリプトの更新を受け取らない状況です。
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AmazonGameLift フリートインスタンスへのリモート
アクセス
AmazonGameLift フリートで現在実行されている任意のインスタンスにリモートでアクセスできます。イ
ンスタンスに直接アクセスする一般的な理由には、次のようなものがあります。

• 以下の問題のトラブルシューティング
• ランタイム設定に基づいた、ゲームサーバープロセスの開始と停止の方法。
• ゲームサーバーと AmazonGameLift サービスとのやり取りの方法。
• ゲームセッションとプレイヤー接続の問題。
• マッチメイキングのバックフィルの問題。

• ログ更新の追跡など、リアルタイムのゲームサーバーアクティビティを取得するには。
• 実際のプレーヤートラフィックを使用してベンチマークツールを実行するには。
• ゲームセッションまたはゲームサーバープロセスに関する特定の問題を調査するには。

GameLift個別のインスタンスにリモートでアクセスする場合、以下の点に留意します。

• リモートからアクセスできるのは、アクティブなフリートのインスタンスのみです。フリートのアク
ティブ化に失敗した場合、インスタンス接続情報を取得する方法はありません。フリートのアクティブ
化に関する問題のヘルプは、「Amazon GameLift フリート問題のデバッグ (p. 123)」を参照してくだ
さい。

• インスタンスにリモート接続しても、インスタンスのアクティビティには影響しません。インスタンス
は、サーバープロセスの開始と停止を続け、AmazonGameLift によってインスタンス上に配置されたと
きにゲームセッションをホストし、スケールダウンイベントまたはスポット中断に応じていつでも終了
できます。

• インスタンスに加えた変更は、インスタンスのアクティブなゲームセッションおよび接続されたプレイ
ヤーに影響を与える可能性があります。

インスタンスへの接続
Windows または Linux を実行しているリモートインスタンスにアクセスできます。Windows インスタンス
に接続するには、リモートデスクトッププロトコル (RDP) クライアントを使用します。Linux インスタン
スに接続するには、SSH クライアントを使用します。

AWS CLI を使用して、リモートインスタンスにアクセスするために必要な情報を入手します。ヘルプにつ
いては、AWS CLIコマンドリファレンスを参照してください。AWSSDK を使用することもできます。関
連ドキュメントは、AmazonGameLift サービス API リファレンスにあります。

1. AmazonGameLift コンソールを開きます。
2. 接続したいインスタンスの ID を見つけます。アクセスをリクエストする場合、インスタンス 

ID を指定する必要があります。AWSCLI コマンド describe-instances (または API 呼び出し
DescribeInstances) とフリート ID を使用して、フリート内のすべてのインスタンスに関する情報を取
得します。リクエストやレスポンスの例などのヘルプについては、CLI または API リファレンスガイ
ドを参照してください。

3. インスタンスのアクセス認証情報をリクエストします。インスタンス ID を取得したら、コマンド get-
instance-access(または API コール GetInstanceAccess) を使用してアクセス認証情報やその他の情報
をリクエストします。リクエストやレスポンスの例などのヘルプについては、CLI または API リファ
レンスガイドを参照してください。成功すると、Amazon はインスタンスのオペレーティングシステ
ム、IP アドレス、および認証情報のセット (ユーザー名とシークレットキー)GameLift を返します。認
証情報の形式は、インスタンスのオペレーティングシステムによって決まります。次の手順を使用し
て、RDP または SSH の認証情報を取得します。
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• Windowsインスタンスの場合 – Windows インスタンスに接続する場合、RDP ではユーザー名とパ
スワードを必要とします。get-instance-access リクエストはこれらの値を簡単な文字列とし
て返すため、返された値をそのまま使用できます。認証情報の例:

"Credentials": { 
    "Secret": "aA1bBB2cCCd3EEE",  
    "UserName": "gl-user-remote"
}

• Linux インスタンスの場合 - Linux インスタンスに接続する場合、SSH ではユーザー名とプライベー
トキーを必要とします。Amazon は RSAGameLift プライベートキーを発行して単一の文字列として
返し、そこでの改行文字 (\n) は改行を示します。プライベートキーを使用可能にするには、(1) 文
字列を .pem ファイルに変換し、(2) この新しいファイルへのアクセス許可を設定します。返される
認証情報の例:

"Credentials": { 
    "Secret": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
nEXAMPLEKEYKCAQEAy7WZhaDsrA1W3mRlQtvhwyORRX8gnxgDAfRt/gx42kWXsT4rXE/b5CpSgie/
\nvBoU7jLxx92pNHoFnByP+Dc21eyyz6CvjTmWA0JwfWiW5/akH7iO5dSrvC7dQkW2duV5QuUdE0QW
\nZ/aNxMniGQE6XAgfwlnXVBwrerrQo+ZWQeqiUwwMkuEbLeJFLhMCvYURpUMSC1oehm449ilx9X1F
\nG50TCFeOzfl8dqqCP6GzbPaIjiU19xX/azOR9V+tpUOzEL+wmXnZt3/nHPQ5xvD2OJH67km6SuPW
\noPzev/D8V+x4+bHthfSjR9Y7DvQFjfBVwHXigBdtZcU2/wei8D/HYwIDAQABAoIBAGZ1kaEvnrqu
\n/uler7vgIn5m7lN5LKw4hJLAIW6tUT/fzvtcHK0SkbQCQXuriHmQ2MQyJX/0kn2NfjLV/
ufGxbL1\nmb5qwMGUnEpJaZD6QSSs3kICLwWUYUiGfc0uiSbmJoap/
GTLU0W5Mfcv36PaBUNy5p53V6G7hXb2\nbahyWyJNfjLe4M86yd2YK3V2CmK+X/
BOsShnJ36+hjrXPPWmV3N9zEmCdJjA+K15DYmhm/
tJWSD9\n81oGk9TopEp7CkIfatEATyyZiVqoRq6k64iuM9JkA3OzdXzMQexXVJ1TLZVEH0E7bhlY9d8O1ozR
\noQs/FiZNAx2iijCWyv0lpjE73+kCgYEA9mZtyhkHkFDpwrSM1APaL8oNAbbjwEy7Z5Mqfql
+lIp1\nYkriL0DbLXlvRAH+yHPRit2hHOjtUNZh4Axv+cpg09qbUI3+43eEy24B7G/Uh+GTfbjsXsOxQx/
x\np9otyVwc7hsQ5TA5PZb+mvkJ5OBEKzet9XcKwONBYELGhnEPe7cCgYEA06Vgov6YHleHui9kHuws
\nayav0elc5zkxjF9nfHFJRry21R1trw2Vdpn+9g481URrpzWVOEihvm+xTtmaZlSp//lkq75XDwnU
\nWA8gkn6O3QE3fq2yN98BURsAKdJfJ5RL1HvGQvTe10HLYYXpJnEkHv+Unl2ajLivWUt5pbBrKbUC
\ngYBjbO+OZk0sCcpZ29sbzjYjpIddErySIyRX5gV2uNQwAjLdp9PfN295yQ+BxMBXiIycWVQiw0bH
\noMo7yykABY7Ozd5wQewBQ4AdSlWSX4nGDtsiFxWiI5sKuAAeOCbTosy1s8w8fxoJ5Tz1sdoxNeGs
\nArq6Wv/G16zQuAE9zK9vvwKBgF+09VI/1wJBirsDGz9whVWfFPrTkJNvJZzYt69qezxlsjgFKshy
\nWBhd4xHZtmCqpBPlAymEjr/TOlbxyARmXMnIOWIAnNXMGB4KGSyl1mzSVAoQ+fqR+cJ3d0dyPl1j
\njjb0Ed/NY8frlNDxAVHE8BSkdsx2f6ELEyBKJSRr9snRAoGAMrTwYneXzvTskF/S5Fyu0iOegLDa
\nNWUH38v/nDCgEpIXD5Hn3qAEcju1IjmbwlvtW+nY2jVhv7UGd8MjwUTNGItdb6nsYqM2asrnF3qS
\nVRkAKKKYeGjkpUfVTrW0YFjXkfcrR/V+QFL5OndHAKJXjW7a4ejJLncTzmZSpYzwApc=\n-----END RSA 
 PRIVATE KEY-----",  
    "UserName": "gl-user-remote"
}

AWS CLI を使用する場合は、適切な形式の.pem ファイルを自動的に生成できます。そのために
は、--query (クエリ) パラメータと--output パラメータをget-instance-access リクエストに含
めます。

.pem ファイルでアクセス許可を設定するには、次のコマンドを実行します。

$ chmod 400 MyPrivateKey.pem

4. リモート接続でポートを開きます。AmazonGameLift フリート内にあるインスタンスは、フリート
設定で承認されているポートを通じてのみアクセスできます。フリートのポート設定は、コマンド
describe-fleet-port-settings を使用して表示できます。

ベストプラクティスとして、必要な場合にのみ、リモートアクセス用のポートを開き、完了したらそ
れを閉じるようにお勧めします。たとえば、フリートが作成されても、アクティブ化される前には、
そのポート設定を更新することはできません。立ち往生している場合は、ポート設定を開いてフリー
トを再作成します。
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コマンド update-fleet-port-settings を使用してリモート接続 (SSH 用は22 または RDP 用
は3389) にポート設定を追加します IP 範囲値には、接続に使用する予定のデバイスの IP アドレスを
指定します (CIDR 形式に変換)。例:

$ AWS gamelift update-fleet-port-settings 
    --fleet-id  "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa"  
    --inbound-permission-authorizations 
 "FromPort=22,ToPort=22,IpRange=54.186.139.221/32,Protocol=TCP"

次の例では、Windows フリートでポート 3389 を開きます。

$ AWS gamelift update-fleet-port-settings
--fleet-id  "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa"  
    --inbound-permission-authorizations 
 "FromPort=3389,ToPort=3389,IpRange=54.186.139.221/32,Protocol=TCP"

5. リモート接続クライアントを開きます。Windows インスタンスにはリモートデスクトップ、Linux イ
ンスタンスには SSH を使用します。IP アドレス、ポート設定、アクセス認証情報を使用してインス
タンスに接続します。

SSH の例:

ssh -i MyPrivateKey.pem gl-user-remote@192.0.2.0

リモートインスタンス上のファイルの表示
インスタンスにリモートで接続すると、完全なユーザーアクセスや管理アクセスを得ることになります。
これは、ゲームホスティングでエラーや障害を引き起こす可能性があることも意味します。インスタンス
がホスティングしているゲームにアクティブなプレイヤーがいる場合、ゲームセッションのクラッシュ、
プレイヤーのドロップ、ゲームのシャットダウンプロセスの障害、保存したゲームのデータやログでのエ
ラーが発生する恐れがあります。

インスタンスのホスティングリソースは次のロケーションにあります。

• ゲーム用のビルドファイル。これらは、Amazon にアップロードしたゲームビルドに含まれるファイル
ですGameLift。これには、ひとつ以上のゲームサーバー実行可能ファイル、アセット、依存関係が含ま
れます。これらのファイルは game という名前のルートディレクトリにあります:
• Windows の場合: c:\game
• Linux の場合: /local/game

• ゲームログファイル。ゲームサーバーで生成されるすべてのログファイルは、指定した任意のディレク
トリパスのgame ルートディレクトリに保存されます。

• GameLiftアマゾンのホスティングリソース。ゲームホスティングを管理するために AmazonGameLift 
サービスで使用されるファイルは、というルートディレクトリにありますWhitewater。これらのファ
イルはいかなる理由でも変更しないでください。

• ランタイム設定。個別のインスタンスはフリートのランタイム設定にはアクセスできません。ランタイ
ム設定 (起動パス、同時プロセスの最大数) に対する変更をテストするには、フリート全体のランタイム
設定を更新する必要があります (AWSSDK UpdateRuntimeConfigurationアクションまたはを参照してく
ださいAWS CLI update-runtime-configuration)。

• フリートのデータ。インスタンスが属するフリートの属性は JSON ファイルに保存されます。この情報
は、インスタンスで実行されているサーバープロセスで使用できます。JSON ファイルは、次の場所に
保存されます。
• Windows の場合: C:\GameMetadata\gamelift-metadata.json
• Linux の場合: /local/gamemetadata/gamelift-metadata.json
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• TLS 証明書。インスタンスがあるフリートに対して TLS 証明書の生成が有効になっている場合、証明
書、証明書チェーン、プライベートキー、ルート証明書などの証明書ファイルは以下のロケーションに
保存されます。
• Windows の場合: c:\\GameMetadata\Certificates
• Linux の場合: /local/gamemetadata/certificates/

Amazon GameLift ホスティングキャパシティのス
ケーリング

インスタンスで測定されるホスティングの容量は、 GameLift Amazonが同時にホストできるゲームセッ
ションの数、転じて、それらのゲームセッションが適応できる同時プレイヤーの数を表します。ゲームホ
スティングで最も困難なタスクの 1 つが、プレイヤーの需要に合わせて容量をスケーリングすることで
す。詳細については、「フリートの容量のスケーリング (p. 5)」を参照してください。

容量は、フリートのロケーションレベルで調整されます。すべてのフリートには少なくとも 1 つの場
所、AWSつまりフリートロケーションがあります。容量を表示またはスケーリングすると、フリートの
ホーム リージョンおよび追加のリモートロケーションなど、ロケーションごとに情報がリストされます。

維持するインスタンスの数を手動で設定することも、プレイヤーの需要の変化に合わせて容量を動的に調
整するようにauto スケーリングを設定することもできます。オートスケーリングのオプションのターゲッ
トに無駄なコストを浪費することなく、ターゲットベースのauto スケーリングオプションをオンにしてス
タートすることをお勧めします。ターゲットベースauto スケーリングの目的は、現在のプレイヤーに対応
するのに十分なホスティングリソースと、プレイヤーの需要の予期しない急増に対処するのに十分な追加
のリソースを維持することです。ほとんどのゲームでは、ターゲットベースのauto スケーリングソリュー
ションです。

このセクションのトピックでは、次のタスクの詳細を提供します。

• [Set minimum and maximum limits for capacity scaling] (p. 130)（容量のスケーリングの上限と下限を
設定する）

• [Manually set capacity levels] (p. 131)（容量レベルを手動で設定する）
• ターゲットベースのauto スケーリングを使用する (p. 133)
• ルールベースのauto スケーリングの管理 (高度な機能) (p. 134)
• auto スケーリングを一時的に無効にする (p. 131)

ほとんどのフリートスケーリングアクティビティは、Amazon GameLift コンソールを使用して実行できま
す。AWSSDK またはAWS Command Line Interface (AWS CLI)  GameLift をアマゾンサービス API で使用
することもできます。

コンソールでフリートの容量を管理するには
1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ホスティング]、[Fleets] を選択します。
3. リポジトリの [Fleets]（群数）ページで、アクティブなフリート名前を選択して、フリート詳細ページ

を開きます。
4. 「スケーリング」タブを選択します。このタブでは、次の操作を実行できます。

• フリート全体履歴スケーリングメトリクスを表示します。
• スケーリング制限や現在の容量設定など、各フリートロケーションのキャパシティ設定を表示およ

び更新します。
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• ターゲットベースの auto スケーリングを更新し、フリート全体に適用されるルールベースのauto 
スケーリングポリシーを表示し、各ロケーションのauto スケーリングアクティビティを一時停止し
ます。

トピック
• Amazon GameLift の容量制限を設定 (p. 130)
• Amazon GameLift フリートの容量を手動で設定する (p. 131)
• Amazonを使ったオートスケールフリート容量 GameLift (p. 132)

Amazon GameLift の容量制限を設定
Amazon GameLift フリートロケーションのホスティング容量を手動で、またはauto スケーリングでスケー
リングする場合は、ロケーションのスケーリング制限を考慮する必要があります。すべてのフリートロ
ケーションには、ロケーションの容量の許容範囲を定義する最小および最大制限があります。デフォルト
では、フリートロケーションの制限の最小値は 0 インスタンス、最大値が 1 インスタンスに設定されてい
ます。フリートロケーションの場所をスケールアップする前に、制限を調整します。

auto スケーリングを使用している場合、最大値の制限によって Amazon GameLift はプレイヤーの需要
に合わせてフリートの場所をスケールアップしながら、DDOS 攻撃中に発生する可能性があるような
ホスティング費用のランナウェイも防止します。容量が最大限に到達すると通知するように Amazon 
CloudWatch アラームを設定することで、状況を評価して必要に応じて手動で調整できます。（AWS請求
アラームを作成してコストを監視することもできます。） 最小値の制限は、プレイヤーの需要が低い場合
でも、ホスティングの可用性を維持するのに役立ちます。

フリートロケーションの容量制限を設定するには、Amazon GameLift コンソールまたはAWS Command 
Line Interface (AWS CLI) を使用します。

容量制限を設定するには
Console

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ホスティング]、[Fleets] を選択します。
3. [Fleets]（群数）ページで、アクティブなフリートの名前を選択して、フリートの詳細ページを開

きます。
4. [スケーリング] タブの [キャパシティのスケーリング] で、フリートロケーションを選択し、[編集] 

を選択します。
5. スケーリング容量の編集ダイアログボックスで、インスタンス数を [最小サイズ]、[必要なインス

タンス]、[最大サイズ] に設定します。
6. [Confirm] (確認) を選択します。

AWS CLI

1. 現在の容量設定を確認してください。コマンドラインウィンドウで、容量を変更するフリートの 
ID を使用して、容量を変更するフリートの ID describe-fleet-location-capacityを使用してコマンド
を実行します。このコマンドは、FleetCapacityロケーションの現在の容量設定を含むオブジェク
トを返します。新しいインスタンスの制限が現在機能する現在の希望のインスタンス設定に合う
かどうかを決定します。

aws gamelift describe-fleet-location-capacity \ 
    --fleet-id <fleet identifier> \ 
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    --location <location name>

2. 制限設定を更新します。コマンドラインウィンドウで、update-fleet-capacity以下のパラメータを
指定してコマンドを使用します。インスタンス制限および希望するインスタンス数の両方を同じ
コマンドで調整できます。

--fleet-id <fleet identifier>
--location <location name>
--max-size <maximum capacity for scaling>
--min-size <minimum capacity for scaling>
--desired-instances <fleet capacity goal>

例:

aws gamelift update-fleet-capacity \ 
    --fleet-id fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa \ 
    --location us-west-2 \ 
    --max-size 10 \ 
    --min-size 1 \ 
    --desired-instances 10

リクエストが成功すると、Amazon から「FleetID」 GameLift が返されます。max-sizemin-
sizedesired-instances新しい値または値が現在の設定と矛盾する場合、Amazon GameLift はエ
ラーを返します。

Amazon GameLift フリートの容量を手動で設定する
新しいフリートを作成すると、Amazon は、各フリートのロケーション内で、希望のインスタンスを 1 
GameLift つのインスタンスに自動的に設定する。次に、Amazon は各場所に 1 GameLift つの新しいイン
スタンスをデプロイします。フリートの容量を変更するには、ターゲットベースの auto Scaling ポリシー
を追加するか、または手動でロケーションに必要なインスタンスの数を設定します。詳細については、
「フリートの容量のスケーリング (p. 5)」を参照してください。

フリートの容量を手動で設定することは、auto スケーリングが不要な場合や、容量を指定したレベルで
保持する必要がある場合に役立ちます。容量を手動で設定できるのは、ターゲットベースの auto Scaling 
ポリシーを使用していない場合だけです。ターゲットベースの auto Scaling ポリシーを使用している場合
は、独自のスケーリングルールに基づいて必要な容量がすぐにリセットされます。

容量は Amazon GameLift コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して手動で設
定できます。艦隊のステータスはアクティブでなければなりません。

Complehend auto スケーリング
各フリートロケーションのすべての auto Scaling アクティビティを一時停止できます。auto スケーリング
が中断されると、フリートロケーション内の必要なインスタンスの数は、手動で変更しない限り、同じま
まになります。ロケーションのauto スケーリングを一時停止すると、フリートの現在のポリシーやfuture 
定義するすべてのポリシーに影響します。

フリートの容量を手動で設定するには
Console

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ホスティング]、[Fleets] を選択します。
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3. [Fleets]（群数）ページで、アクティブなフリートの名前を選択して、フリートの詳細ページを開
きます。

4. [スケーリング] タブの [auto-scaling が中断された場所] で、auto スケーリングを一時停止する各
場所を選択し、[中断] を選択します。

5. [容量のスケーリング] で、手動で設定する場所を選択し、[編集] を選択します。
6. [スケーリング容量の編集] ダイアログボックスで、[必要なインスタンス] に希望の値を設定し、

[確認] を選択します。これにより GameLift 、ゲームセッションをホストできるアクティブな状態
で維持するインスタンスの数を Amazon に伝えます。

Amazon は、追加のインスタンスのデプロイを開始するか、不要なインスタンスをシャットダウンし
て、 GameLift この変更に対応します。Amazon GameLift がこのプロセスを完了すると、ロケーショ
ン内のアクティブなインスタンスの数が、更新された希望のインスタンス値に一致するように変わり
ます。このプロセスには多少時間がかかることがあります。

AWS CLI

1. 現在の容量設定を確認してください。describe-fleet-location-capacityコマンドラインを実行しま
す。このコマンドは、FleetCapacityロケーションの現在の容量設定を含むオブジェクトを返しま
す。インスタンスの制限が現在機能する新しい希望のインスタンス設定に合うかどうかを決定し
ます。

aws gamelift describe-fleet-location-capacity \ 
    --fleet-id <fleet identifier> \ 
    --location <location name>

2. 希望する容量を更新します。-fleetートを使用して update-fleet-capacityComtreet-capacity を使用
して Comtreet-capacity を使用して Comtreet-fleetートを使用して Comtreet-fleetートを使用しま
す。この値が現在の制限範囲外にある場合、同じコマンドに調整した制限値を調節できます。

--fleet-id <fleet identifier>
--location <location name>
--desired-instances <fleet capacity as an integer>
--max-size <maximum capacity>    [Optional]
--min-size <minimum capacity>    [Optional]

例:

aws gamelift update-fleet-capacity \ 
    --fleet-id fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa \ 
    --location us-west-2 \ 
    --desired-instances 5 \ 
    --max-size 10 \ 
    --min-size 1

リクエストが成功すると、 GameLift Amazonからフリートが戻されます。必要なインスタンス設定が
現在機能する新しい希望のインスタンス設定外にある場合、 GameLift Amazonからエラーが返されま
す。

Amazonを使ったオートスケールフリート容量 
GameLift
Amazon GameLift auto-scaling を使用すると、ゲームサーバーのアクティビティに応じてフリートキャ
パシティを動的にスケーリングできます。プレイヤーが到着してゲームセッションを開始すると、auto 
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Scaling によりインスタンスを追加できます。プレイヤーの需要が減ると、auto Scaling では不要なイン
スタンスを終了できます。自動スケーリングは、スムーズで高速なプレイヤー体験を提供しながら、ホス
ティングリソースとコストを最小限に抑える効果的な方法です。

auto Scaling を使用するには、 GameLift スケールアップまたはスケールダウンのタイミングを Amazon 
に伝えるスケーリングポリシーを作成します。スケーリングポリシーには、ターゲットベースとルール
ベースの 2 種類があります。ターゲットベースのアプローチであるターゲット追跡は完全なソリューショ
ンです。最も簡単で効果的なオプションとしてお勧めします。ルールベースのスケーリングポリシーで
は、auto Scaling の意思決定プロセスの各側面を定義する必要があります。これは特定の問題に対処する
のに役立ちます。このソリューションは、ターゲットベースの auto Scaling を補完するものとして最も効
果的です。

ターゲットベースのauto スケーリングは、Amazon GameLift コンソール、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、またはAWS SDK を使用して管理できます。ルールベースのauto スケーリングは、AWS CLI
またはAWS SDK を使用してマネージドできますが、コンソールでルールベースのスケーリングポリシー
を表示できます。

トピック
• ターゲットベースのauto スケーリング (p. 133)
• ルールベースのポリシーによる自動スケーリング (p. 134)

ターゲットベースのauto スケーリング
Amazon のターゲットベースのauto スケーリングは、 GameLift PercentAvailableGameSessionsフ
リートメトリックスに基づいてキャパシティレベルを調整します。この指標は、プレイヤーの需要が急激
に増加した場合に利用できる艦隊のバッファーを示しています。

容量バッファを維持する主な利用は、プレイヤーの待機時間です。ゲームセッションスロットが準備でき
て待っていると、新しいプレーヤーをゲームセッションに参加させるのに数秒かかります。使用可能なリ
ソースがない場合、プレイヤーは既存のゲームセッションが終了するまで、あるいは新しいリソースが使
用可能になるまで待機する必要があります。新しいインスタンスとサーバープロセスを起動するには数分
かかることがあります。

ターゲットベースの auto Scaling を設定するときは、フリートに維持させたいバッファのサイズを指定し
ます。PercentAvailableGameSessions使用可能なリソースの割合を測定するため、実際のバッファ
サイズは全フリート容量の割合となります。Amazon GameLift は、ターゲットバッファサイズを維持する
ために必要なだけインスタンスの数を追加あるいは削除します。バッファが大きいと、待ち時間を最小限
に抑えられますが、使用できない余分なリソースにも料金がかかります。待機時間に対してより耐性のあ
るプレイヤーの場合、バッファを小さく設定することでコストをより低く抑えることができます。

ターゲットベースのauto スケーリング

Console

1. Amazon GameLift コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ホスティング]、[Fleets] を選択します。
3. の [Fleets]（群数）ページで、アクティブなフリートの名前を選択して、フリートの詳細ページを

開きます。
4. 「スケーリング」タブを選択します。このタブには、フリートのスケーリングメトリクスの履歴

が表示され、現在のスケーリング設定を調整するコントロールを含んでいます。
5. 「スケーリング容量」で、「最小サイズ」と「最大サイズ」の制限がフリートに適していること

を確認します。auto スケーリングを有効にすると、容量はこれら 2 つの制限の間で調整されま
す。

6. 「ターゲットベースのauto-scaling ポリシー」で、「編集」 を選択します。
7. 「ターゲットベースのauto-scaling ポリシーの編集」ダイアログボックスの「利用可能なゲーム

セッションの割合」で、維持したいパーセンテージを設定し、「確認」を選択します。設定を確
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認すると、Amazon は [ターゲットベースのauto-scaling ポリシー] GameLift に新しいターゲット
ベースのポリシーを追加します。

AWS CLI

1. 容量制限を設定します。update-fleet-capacityコマンドを使用して制限値を設定します。詳細につ
いては、「Amazon GameLift の容量制限を設定 (p. 130)」を参照してください。

2. 新規ポリシーを作成します。コマンドラインウィンドウを開き、put-scaling-policyポリシーのパ
ラメータ設定でコマンドを使用します。既存のポリシーを更新するには、ポリシー名を指定し
て、更新されたポリシーの完全バージョンを提供します。

--fleet-id <unique fleet identifier>
--name "<unique policy name>"
--policy-type <target- or rule-based policy>
--metric-name <name of metric>
--target-configuration <buffer size>

例:

aws gamelift put-scaling-policy \ 
    --fleet-id "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa" \ 
    --name "My_Target_Policy_1" \ 
    --policy-type "TargetBased" \ 
    --metric-name "PercentAvailableGameSessions" \ 
    --target-configuration "TargetValue=5"

ルールベースのポリシーによる自動スケーリング
Amazon GameLift のルールベースのスケーリングポリシーでは、プレイヤーのアクティビティに応じてフ
リートの容量をauto スケーリングするときに、きめ細かく制御できます。ポリシーごとに、スケーリング
を複数のフリートメトリクスのいずれかにリンクし、トリガーポイントを特定し、対応するスケールアッ
プまたはスケールダウンイベントをカスタマイズできます。ルールベースのポリシーは、ターゲットベー
スのスケーリングを補完して特別な状況に対処するのに役立ちます (p. 133)。

ルールベースのポリシーには、「フリートメトリックが一定期間しきい値に達するか、それを超える場合
は、フリートの容量を指定した量だけ変更してください」と記載されています。このトピックでは、ポリ
シーステートメントを構成するために使用する構文を説明し、ルールベースのポリシーを作成して管理す
るためのヘルプを提供します。

ルールベースのポリシーを管理する
AWSSDK または Amazon GameLift サービス API のAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用し
て、ルールベースのポリシーを作成、更新、または削除します。 GameLift すべてのアクティブなポリシー
はAmazonコンソールで表示できます。

フリートのすべてのスケーリングポリシーを一時的に停止するには、AWS CLIコマンドを使用しますstop-
fleet-actions。

ルールベースのスケーリングポリシーを作成または更新するには (AWS CLI)

1. 容量制限を設定します。update-fleet-capacityコマンドを使用して、どちらかまたは両方の制限値を
設定します。詳細については、「Amazon GameLift の容量制限を設定 (p. 130)」を参照してくださ
い。

2. 新規ポリシーを作成します。コマンドラインウィンドウを開き、put-scaling-policyポリシーのパラ
メータ設定でコマンドを使用します。既存のポリシーを更新するには、ポリシー名を指定して、更新
されたポリシーの完全バージョンを提供します。
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--fleet-id <unique fleet identifier>
--name "<unique policy name>"
--policy-type <target- or rule-based policy>
--metric-name <name of metric>
--comparison-operator <comparison operator>
--threshold <threshold integer value>
--evaluation-periods <number of minutes>
--scaling-adjustment-type <adjustment type>
--scaling-adjustment <adjustment amount>

例:

aws gamelift put-scaling-policy \ 
    --fleet-id fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa \ 
    --name "Scale up when AGS<50" \ 
    --policy-type RuleBased \ 
    --metric-name AvailableGameSessions \ 
    --comparison-operator LessThanThreshold \ 
    --threshold 50 \ 
    --evaluation-periods 10 \ 
    --scaling-adjustment-type ChangeInCapacity \ 
    --scaling-adjustment 1             

を使用して、ルールベースのスケーリングポリシーを削除するにはAWS CLI。

• コマンドラインウィンドウを開き、艦隊 ID delete-scaling-policyとポリシー名を指定してコマンドを
使用します。

例:

aws gamelift delete-scaling-policy \ 
    --fleet-id fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa \ 
    --name "Scale up when AGS<50"

auto スケーリングルール

ルールベースのスケーリングポリシーステートメントを作成するには、6 つの可変を指定します。

&lt;######&gt; が &lt;####&gt; にわたって &lt;####&gt; &lt;#####&gt; である場合
は、&lt;#####&gt; を使用してフリートの容量を &lt;###&gt; に変更します。

たとえば、このポリシーステートメントでは、フリートの追加キャパシティが 50 回の新規ゲームセッ
ションを処理するのに必要なキャパシティを下回ると、スケールアップイベントが開始されます。

AvailableGameSessions が less than 50 で 10 minutes の場合、ChangeInCapacity を使用し
てフリート容量を 1 instances で調整します。

メトリクス名

スケーリングイベントを開始するには、auto Scaling ポリシーを以下のフリート固有のメトリクスの
いずれかにリンクします。指標の詳細な説明については、を参照してください GameLift フリートの
Amazonメトリクス (p. 179)。
• ゲームセッションのアクティブ化
• アクティブなゲームセッション
• 使用可能なゲームセッション
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• 使用可能なゲームセッションの割合
• アクティブなインスタンス
• 使用可能なプレイヤーセッション
• 現在のプレイヤーセッション
• アイドル状態のインスタンス
• アイドル状態のインスタンスの割合

フリートがゲームセッションキューに入っている場合は、次の指標を使用できます。
• キューの深さ — このフリートの保留中のゲームセッションリクエストの数は、利用可能なホスティ

ング場所として最適です。
• 待機時間 — フリート固有の待機時間。保留中の最も古いゲームセッションリクエストが受理される

までに待機する時間です。フリートの待機時間は、現在のキュー内で最も古いリクエストの時間と
同じです。

Comparison operator (比較演算子)

GameLift メトリクスデータとしきい値を比較する方法を Amazon に伝えます。有効な比較演算子に
は、「より大きい (>)」、「より小さい」(「=」<), greater than or equal (>)、「等しい」(<=) があり
ます。

しきい値

指定されたメトリック値がしきい値に達するか、しきい値を超えると、スケーリングイベントが開始
されます。この値は常に正の整数です。

評価期間

指標は、スケーリングイベントを開始する前に、評価期間の全期間にわたってしきい値を満たすか、
それを超える必要があります。評価期間は連続しています。メトリクスがしきい値を下回ると、評価
期間が再度開始します。

調整値と調整タイプ

この一連の変数は連動して、スケーリングイベントの開始時に Amazon GameLift がフリートの容量を
調整する方法を指定します。次の 3 種類の調整タイプから選択します。
• [Change in capacity]（容量の変更） – 指定したインスタンス数だけ現在の容量を増減させます。調

整値は、フリートに追加または削除するインスタンス数に設定します。正の値はインスタンスを追
加し、負の値はインスタンスを削除します。たとえば、値が「-10」の場合、フリートの合計サイズ
に関係なく、フリートが 10 インスタンスずつ縮小されます。

• [Percen change in capacity]（容量の割合変更） – 指定したパーセントだけ現在の容量を増減させま
す。フリート容量を増減させたいパーセンテージに調整値を設定します。正の値はインスタンスを
追加し、負の値はインスタンスを削除します。たとえば、インスタンス数が 50 のフリートでは、
パーセンテージが「20」の場合、フリートに 10 個のインスタンスが追加されます。

• 正確な容量 — 特定の値まで、現在の容量を増減させます。調整値では、フリート内で維持する正確
なインスタンス数を設定します。

ルールベースのauto スケーリング

以下の提案は、ルールベースのポリシーで Auto Sリング（auto スケーリング）を最大限に活用するのに役
立ちます。

複数のポリシーの使用

フリートに複数の auto Scalリングポリシーを同時に持つことができます。最も一般的なシナリオでは、
ターゲットベースのポリシーでほとんどのスケーリングニーズを管理し、特別なケースを処理するために
ルールベースのポリシーを使用します。複数のポリシーの使用に制限はありません。
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複数のポリシーでは、各ポリシーは独立して動作します。スケーリングイベントのシーケンスを制御する
方法はありません。たとえば、スケールアップを促進するポリシーが複数ある場合、プレイヤーのアク
ティビティによって複数のスケーリングイベントが同時に開始される可能性があります。互いに開始し合
うようなポリシーは避けてください。たとえば、容量を互いのしきい値を超えて設定するスケールアップ
ポリシーとスケールダウンポリシーを作成すると、無限ループが発生する可能性があります。

最大容量と最小容量の設定

各フリートには、最大容量と最小容量の制限があります。この機能はauto スケーリングを使用する場合に
重要です。Auto Scaling では、容量をこの範囲外の値に設定することはありません。デフォルトでは、新
しく作成されたフリートの最小値は 0、最大値は 1 です。auto Scaling ポリシーが意図したとおりにキャ
パシティに影響するようにするには、最大値を増やしてください。

フリート容量は、フリートのインスタンスタイプの制限と、フリートのサービスクォータの制限の制約も
受けますAWS アカウント。これらの制限とアカウントクォータの範囲外で最小値と最大値を設定すること
はできません。

容量の変更後のメトリクスの追跡

auto スケーリングポリシーに応じて容量を変更した後、Amazon は同じポリシーからのトリガーに応答
するまで 10 GameLift 分間待ちます。この待機により、Amazon は新しいインスタンスを追加し、ゲーム
サーバーを起動し、プレイヤーを接続して、 GameLift新しいインスタンスからのデータ収集を開始する時
間を確保できます。この間、Amazon GameLift はメトリクスに対するポリシーの評価と、スケーリングイ
ベントの後に再開されたポリシーの評価期間の追跡を続けます。これは、スケーリングポリシーは、待機
時間が終了後すぐに別のスケーリングイベントを開始できることを意味します。

さまざまな Auauto Scaling ポリシーが開始されるスケーリングイベント間の待ち時間はありません。

ゲームセッション配置用の Amazon GameLift 
キューを設定する

ゲームセッションキューは、新規のゲームセッションリクエストを処理し、それらをホストするために
利用可能なゲームサーバーを探す主要なメカニズムです。キューはゲーム開発者とプレイヤーに大きなメ
リットをもたらします。具体的には次のとおりです。

• キューは可能な限り最適な配置です。ゲームセッション配置リクエストを処理する場合、キューは 
Amazon GameLift アルゴリズムを使用して、定義された一連のプリファレンスに基づいてキューのロ
ケーションに優先順位を付けます。

• 低料金のスポットフリートでゲームをホストします。キューを使用したAWS スポットフリートの使用の
最適化は、ホスティングコストを大幅に削減します。デフォルトでは、キューは常に新規のゲームセッ
ションをスポットフリートに配置しようとします。

• 需要の多いときに新規のゲームをより速く配置します。キューはプレースメントが可能な複数のロケー
ションを使用します。つまり、優先的に配置されるロケーションが使用できない場合は、常に予備の容
量が存在します。

• ゲームの稼働率をより回復性のあるものにします。停電は起こり得ます。マルチロケーションキューを
使用すれば、速度の低下または停止によって、プレイヤーのゲームへのアクセスが影響を受けることは
ありません。

• 追加のフリート容量をより効率的に使用します。予期せぬプレイヤーの需要の急増に対応するため、
キューを使うと追加のホスティング容量にすばやくアクセスできます。キュー内のフリートロケーショ
ンは互いにバックアップ容量を提供します。ロケーションはプレイヤーの需要に基づいてスケールアッ
プまたはスケールダウンします。

• ゲームセッションの配置とキューパフォーマンスのメトリクス (測定法) を取得します。Amazon 
GameLift はキューメトリクスを提供します。これには、配置の成功と失敗、キューのリクエスト数、
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キューでリクエストにかかる平均時間の統計が含まれます。これらのメトリックスは Amazon GameLift 
コンソールまたはで確認できます CloudWatch。

キューの使用を開始するには、「」を参照してくださいゲームセッションキューの設計 (p. 138)。

ゲームセッションキューの設計
このトピックでは、レイテンシーを最小限に抑えてプレイヤー体験を提供し、ホスティングリソース
を効率的に使用するキューを設計する方法について説明します。ゲームセッションキューとその仕組み
の詳細については、を参照してくださいゲームセッション配置用の Amazon GameLift キューを設定す
る (p. 137)。

これらの Amazon GameLift 機能にはキューが必要です。

• とのマッチメイキング FlexMatch
• Amazon でスポットインスタンスを使用する GameLift (p. 108)

キューの範囲を定義
ゲームのプレイヤー集団には、一緒にプレイしてはいけないプレイヤーグループが存在する可能性があり
ます。たとえば、ゲームを 2 つの言語で公開する場合、各言語には独自のゲームサーバーが必要です。

プレイヤー集団のゲームセッション配置を設定するには、プレイヤーセグメントごとに個別のキューを作
成します。各キューをスコープして、プレイヤーを正しいゲームサーバーに配置します。キューのスコー
プを設定する一般的な方法には次のものがあります。

• 地理的な場所による。複数の地理的エリアにゲームサーバーをデプロイする場合、プレイヤーのレイテ
ンシーを減らすために、各ロケーションにプレイヤー用のキューを構築できます。

• ビルドまたはスクリプトのバリエーションによる。ゲームサーバーのバリエーションが複数ある場合
は、同じゲームセッションでプレイできないプレイヤーグループをサポートしている可能性がありま
す。たとえば、ゲームサーバーのビルドまたはスクリプトは、異なる言語やデバイスタイプをサポート
することがあります。

• イベントタイプ別。特別なキューを作成して、トーナメントやその他の特別なイベント参加者のゲーム
を管理できます。

プレイヤーレイテンシーポリシーを作成する
プレースメントリクエストにプレイヤーレイテンシーデータが含まれている場合、アルゴリズムは、す
べてのプレイヤーの最小平均レイテンシーを持つロケーションのゲームセッションを検索します。プレイ
ヤーの平均レイテンシーに基づいてゲームセッションを設定すると、Amazon GameLift ではほとんどのプ
レイヤーをレイテンシーの高いゲームに配置できなくなります。ただし、 GameLift Amazonは依然として
プレイヤーのレイテンシーが非常に高い状態にあります。このようなプレイヤーに対応するには、プレイ
ヤーのレイテンシーポリシーを作成してください。

プレイヤーレイテンシーポリシーは、リクエスト内のプレイヤーが最大値を超えるレイテンシーを経験す
るロケーションに、 GameLift リクエストされたゲームセッションをAmazonが配置することを禁止しま
す。プレイヤーのレイテンシーポリシーにより、Amazon GameLift がゲームセッションのリクエストをレ
イテンシーの大きいプレイヤーとマッチングできないようにすることもできます。

Tip

グループ内のすべてのプレイヤーで同様のレイテンシーを必要とするなど、レイテンシー固有の
ルールを管理するには、Amazon GameLift FlexMatch を使用し、レイテンシーベースのマッチメ
イキングルールを作成します。
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たとえば、タイムアウトが 5 分間のキューで、プレイヤーレイテンシーポリシーが次のように設定されて
いるとします。

1. 120 秒かけて、すべてのプレイヤーのレイテンシーが 50 ミリ秒未満の送信先を検索します。
2. 120 秒かけて、すべてのプレイヤーのレイテンシーが 100 ミリ秒未満の送信先を検索します。
3. タイムアウトまでの残りのキュー時間を使って、すべてのプレイヤーのレイテンシーが 200 ミリ秒未満

の送信先を検索します。

マルチロケーションキューを構築する
すべてのキューにマルチロケーション設計を推奨します。この設計により、配置速度とホスティングの耐
障害性を向上させることができます。プレイヤーレイテンシーデータを使用して、最小のレイテンシー
でプレイヤーをゲームに参加させるには、マルチロケーション設計が必要です。スポットインスタンスフ
リートを使用するマルチロケーションキューを構築する場合は、の指示に従ってくださいチュートリアル:
スポットインスタンスのゲームセッションキューを設定する (p. 149)。
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マルチロケーションキューを作成する 1 つの方法は、マルチロケーションフリートをキューに追加するこ
とです (p. 20)。こうすることで、キューは任意のフリートの所在地にゲームセッションを配置できます。
冗長性を確保するために、構成やホームロケーションが異なる他のフリートを追加することもできます。
マルチロケーションのスポットインスタンスフリートを使用している場合は、ベストプラクティスに従っ
て、同じロケーションのオンデマンドインスタンスフリートを含めてください。

次の例では、基本的なマルチロケーションキューの設計プロセスについて説明します。この例では、2 つ
のフリートを使用します。1 つのスポットインスタンスフリートと 1 つのオンデマンドインスタンスフ
リートです。各フリートの配置場所にはus-east-1、、us-east-2、ca-central-1、us-west-2があ
ります。AWS リージョン

マルチロケーションフリートを含む基本的なマルチロケーションキューを作成するには

1. キューを作成する場所を選択します。クライアントサービスをデプロイした場所の近くの場所に
キューを配置することで、リクエストの待ち時間を最小限に抑えることができます。この例では、
キューをで作成しますus-east-1。

2. 新しいキューを作成し、マルチロケーションフリートをキューの送信先として追加します。送信先の
順序によって、Amazon GameLift がゲームセッションをどのように配置するかが決まります。この例
では、最初にスポットインスタンスフリートをリストし、オンデマンドインスタンスフリートを二番
目にリストしています。

3. キューのゲームセッション配置の優先順位を定義します。この順序により、キューが利用可能なゲー
ムサーバーを最初に検索するロケーションが決まります。この例では、デフォルトの優先順序を使用
します。

4. ロケーションの順序を定義します。ロケーションの順序を定義しない場合、Amazon GameLift はロ
ケーションをアルファベット順に使用します。
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ゲームセッションの優先順位付け
Amazon GameLift は FleetIQ アルゴリズムを使用して、順序付けられた一連の基準に基づいて新しいゲー
ムセッションをどこに置くかを決定します。デフォルトの優先順位を使用することも、順序をカスタマイ
ズすることもできます。

デフォルトの優先順序

プレイヤーレイテンシーデータを含むプレースメントリクエストの場合、FleetIQ はゲームセッション配置
基準を次のデフォルトの順序で優先付けします。

1. レイテンシー-リクエスト内のすべてのプレイヤーの最小平均レイテンシー。
2. コスト-レイテンシーが複数のロケーションで等しい場合、最小のホスティングコスト。ホスティングコ

ストは、主にインスタンスタイプとロケーションの組み合わせに基づいています。
3. DESTINATION-レイテンシーとコストが複数のロケーションで等しい場合は送信先の順序で。FleetIQ 

は、キュー設定にリストされている順序に基づいて送信先の優先順位を付けます。
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4. Location-レイテンシー、コスト、送信先が複数のロケーションで等しい場合はロケーションの順序
で。FleetIQ は、キュー設定にリストされている順序に基づいてロケーションに優先順位を付けます。

カスタム優先順序

Amazon GameLift コンソールでキューの優先順位をカスタマイズするには、優先度の値を希望の位置にド
ラッグします。AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用してキューの優先順位をカスタマイズする
には、create-game-session-queue--priority-configurationコマンドにオプションを付けて使用します。この
コマンドを使用して、新しいキューを作成したり、既存のキューを更新したりできます。

FleetIQ アルゴリズムは、デフォルトの順序に基づいて、明示的に言及されていない条件をリストの最後に
追加します。優先度設定にロケーション基準を含める場合は、ロケーションの順序付きリストも指定する
必要があります。

必要に応じて複数のキューを設計する
ゲームとプレイヤーによっては、複数のゲームセッションキューを作成したい場合があります。ゲームク
ライアントサービスが新規のゲームセッションをリクエストする際に、どのゲームセッションキューを使
用するか指定されます。複数のキューを使用するかどうかを判断するには、次の点を考慮してください。

• ゲームサーバーのバリエーション。ゲームサーバーのバリエーションごとに個別のキューを作成しま
す。キュー内のすべての艦隊は、互換性のあるゲームサーバーを配備する必要があります。これは、
キューを使用してゲームに参加するプレイヤーが、キュー内の任意のゲームサーバーでプレイできる必
要があるためです。

• さまざまなプレイヤーグループ。Amazon GameLift がゲームセッションをどのように配置するかは、プ
レイヤーグループに基づいてカスタマイズできます。たとえば、特別なインスタンスタイプまたはラン
タイム設定を必要とする特定のゲームモードに合わせてキューをカスタマイズする必要がある場合があ
ります。または、トーナメントやその他のイベントのプレースメントを管理するために特別なキューが
必要な場合があります。

• ゲームセッションキューメトリクス。ゲームセッション配置メトリクスの収集方法に基づいて、キュー
を設定できます。詳細については、「キューの Amazon GameLift メトリクス (p. 185)」を参照してく
ださい。

キューメトリクスの評価
キューのパフォーマンスを評価するには、メトリクスを使用します。キューに関連するメトリック
は、Amazon GameLift コンソールまたは Amazon で表示できます CloudWatch。キューメトリクスのリス
トと説明については、を参照してくださいキューの Amazon GameLift メトリクス (p. 185)。

キューメトリックスは以下に関する洞察を提供します。

• キュー全体のパフォーマンス — キューメトリックは、キューが配置リクエストにどれだけうまく応答し
たかを示します。これらの指標は、プレースメントが失敗するタイミングと理由を特定するのにも役立
ちます。フリートを手動でスケールしたキューの場合、AverageWaitTimeQueueDepthとメトリクス
はキューの容量をいつ調整する必要があるか示す場合があります。

• FleetIQ アルゴリズムのパフォーマンス — FleetIQ アルゴリズムを使用した配置リクエストの場合、ア
ルゴリズムが理想的なゲームセッション配置を見つける頻度が指標に表示されます。プレースメントで
は、プレイヤーのレイテンシーが最も低いリソースやコストが最も低いリソースを優先して使用するこ
とができます。また、Amazon GameLift が最適なプレースメントを見つけられない一般的な理由を特
定するエラー指標もあります。メトリクスの詳細については、「 GameLift アマゾンでアマゾンを監視 
CloudWatch (p. 178)」を参照してください。

• ロケーション固有の配置-マルチロケーションキューの場合、メトリクスは正常な配置をロケーションご
とに示します。FleetIQ アルゴリズムを使用するキューの場合、このデータはプレイヤーのアクティビ
ティの発生箇所に関する有益なインサイトを提供します。
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FleetIQ アルゴリズムのパフォーマンスメトリクスを評価する場合は、以下のヒントを参考にしてくださ
い。

• キューの理想的な配置率を追跡するには、メトリクスと最小のレイテンシー/料金に関す
るPlacementsSucceeded FleetIQ のメトリクスを併用して、最小のレイテンシーと最小の料金を実現
します。

• キューが最適な配置を見つける確率を上げるには、以下のエラー指標を確認してください。
• FirstChoiceOutOfCapacity値が高い場合は、キューのフリートの容量スケーリングを調整してく

ださい。
• FirstChoiceNotViableエラーメトリックが高い場合は、スポットインスタンスフリートを確認し

てください。スポットインスタンスフリートは、特定のインスタンスタイプの中断率が高すぎる場合
は使用できないと見なされます。この問題を解決するには、キューを変更して異なるインスタンスタ
イプのスポットインスタンスフリートを使用します。場所ごとにインスタンスタイプが異なるスポッ
トインスタンスフリートを含めることをお勧めします。

Amazon GameLift ゲームセッションキューのベストプ
ラクティス
ここでは、ゲームセッション配置のために効果的なゲームセッションキューを構築するのに役立つベスト
プラクティスをいくつか紹介します。

任意のフリートタイプのキューのベストプラクティス
キューには、新規のゲームセッションを配置することができるフリートの送信先リストが含まれます。各
フリートは、複数の地理的な場所にデプロイされたインスタンスを持つことができます。配置を選択する
とき、キューはフリートとフリートロケーションの組み合わせを選択します。配置を選択するときに使用
するキューの優先度のセットを指定します。

次のガイドラインおよびベストプラクティスを考慮します。

• プレイヤーをカバーする場所に艦隊を追加しましょう。フリートとエイリアスを任意の場所に追加でき
ます。報告されたプレイヤーのレイテンシーに基づいてプレースメントを行う場合は、場所的な停止が
重要です。

• すべてのフリートにエイリアスを使用してください。キューの各フリートにエイリアスを割り当て、
キューに送信先を設定するときにエイリアス名を使用します。

• すべてのフリートに同じ、または類似のゲームビルドまたはスクリプトを使用します。キューは、プレ
イヤーをキューにある任意のフリートのゲームセッションに配置できます。プレイヤーは、どのフリー
トのゲームセッションでもプレイできる必要があります。

• 二つ以上の場所にフリートを作成します。ゲームサーバーを少なくとも他のひとつの場所にホストする
ことで、地域的な停止がプレイヤーに与える影響を軽減できます。バックアップフリートをスケールダ
ウンしたままにして、使用量が増えた場合はauto スケーリングを使用して容量を増やすことができま
す。

• ゲームセッションのプレースメントの優先順位を設定します。キューは、送信先リストの順序を含むい
くつかの要素に基づいて配置の選択肢を優先的に選びます。

• クライアントサービスと同じ場所にキューを作成します。クライアントサービスの近くの場所にキュー
を配置することで、通信遅延を最小限に抑えることができます。

• 複数の場所にある艦隊を使用してください。キューフィルター設定を使用して、指定したロケーション
には、キューがゲームセッションを配置しないようにします。異なるホームロケーションで少なくとも
二つのマルチロケーションフリートを使用して、地域的な停止時のゲームプレースメントの影響を軽減
することができます。

• すべてのフリートに同じ TLS 証明書設定を使用します。フリートのゲームセッションに接続するゲーム
クライアントには、互換性のある通信プロトコルが必要です。
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スポットフリートを使用したキューのベストプラクティス
キューにスポットフリートが含まれている場合は、レジリエントキューを設定してください。スポットフ
リートによるコスト削減を生かしつつ、ゲームセッションの中断の影響を最小限に抑えます。スポットフ
リートで使用するためのフリートとゲームセッションキューを正しく構築する方法については、「」を参
照してくださいチュートリアル:スポットインスタンスのゲームセッションキューを設定する (p. 149)。
スポットインスタンスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon でスポットインスタンスを使
用する GameLift (p. 108)。

前のセクションの一般的なベストプラクティスに加えて、次のスポット固有のベストプラクティスも考慮
してください。

• 各ロケーションに少なくともひとつのオンデマンドフリートを作成します。オンデマンドフリートは、
プレイヤーにバックアップゲームサーバーを提供します。バックアップフリートが必要になるまでス
ケールダウンし、スポットフリートが利用できないときにはオートスケーリングを使用してオンデマン
ドの容量を増やすことができます。

• ロケーション内の複数のスポットフリートで異なるインスタンスタイプを選択します。ひとつ
のスポットインスタンスタイプが一時的に使用できなくなった場合でも、中断はロケーション
内のひとつのスポットフリートにのみ影響します。ベストプラクティスとしては、広く利用可
能なインスタンスタイプを選択し、同じファミリのインスタンスタイプを使用します (たとえ
ば、m5.large、m5.xlarge、m5.2xlarge)。Amazon GameLift コンソールを使用して、インスタンスタイ
プのコスト履歴データを確認します。

ゲームセッションキューを作成する
キューを使用して、複数のフリートおよびリージョン間で最適なホスティングリソースに新規のゲーム
セッションを配置します。ゲームのキューを構築する方法の詳細については、「ゲームセッションキュー
の設計 (p. 138)」を参照してください。

ゲームクライアントで、配置リクエストを使用して、新規のゲームセッションがキューで開始されます。
ゲームセッションの配置の詳細については、ゲームセッションの作成 (p. 45) を参照してください。

キュー内のキューの送信先を更新する場合には、短い移行期間（最大 30 秒）があり、その間にキューの
送信先に配置されたゲームセッションが古いフリートに残ってしまう可能性があります。

Console

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションページで、「キュー」を選択します。
2. [Queues] (キュー) ページで、[Create queue] (新しいキューの作成) を選択します。
3. [キューの作成] ページの [キューの設定] で、次の操作を行います。

a. [名前] に、キュー名を入力します。
b. 「タイムアウト」には、Amazon GameLift がゲームセッションを停止する前に試行させたい

時間を入力します。Amazon は、リクエストがタイムアウトするまで、 GameLift あらゆるフ
リートの使用可能なリソースを検索します。

c. (オプション) Player GameLift レイテンシーポリシーには、Amazon が定義した最大レイテン
シー内でリソースを探す時間を入力します。ポリシーを追加して、最大レイテンシーを徐々
に緩和します。ポリシーを追加するには、[ポリシーを追加] を選択します。

4. ゲームセッションの配置場所で、キューに含める場所を選択します。デフォルトでは、すべての
ロケーションが含まれます。キュー内のすべてのフリートに対して証明書の設定を同じ (証明書の
設定を同じ) にする必要があります。すべてのフリートは、キューを使用するゲームクライアント
と互換性のあるゲームビルドを実行している必要があります。

5. [宛先の順序] で、1 つ以上の宛先をキューに追加します。

a. 送信先の追加を選択します。
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b. 目的地がある場所を選択します。
c. 目的地のタイプを選択します。
d. 表示されたフリートまたはエイリアス名のリストから、追加するフリートまたはエイリアス

を選択します。
e. 送信先が複数ある場合、送信先の 6 つのドットアイコンをドラッグして、デフォルト順序を

設定します。Amazon GameLift は、新規のゲームセッションを配置するために、使用可能な
リソースの送信先で検索する際は、この順序を使用します。

6. ゲームセッションの優先度については、レイテンシー、コスト、デスティネーション、ロケー
ションの値を追加してドラッグし、Amazon GameLift がキュー内のフリートをどのように優先す
るかを定義します。フリートの優先順位付けの詳細については、「」を参照してくださいゲーム
セッションの優先順位付け (p. 141)。

7. ロケーションの順序にロケーションを追加し、キューが使用する優先順位にドラッグします。ロ
ケーションがゲームセッションのプレースメントの最優先事項である場合、Amazon GameLift は
そのロケーションをタイブレーカーとして使用します。

8. (オプション) [イベント通知設定] で、次の操作を行います：

a. プレースメント関連のイベント通知を受信する SNS トピックを選択または作成します。イベ
ント通知の詳細については、「」を参照してくださいゲームセッション配置のイベン通知を
設定 (p. 146)。

b. このキューで作成されたイベントに追加するカスタムイベントデータを追加します。
9. (オプション) タグを追加します。タグ付けの詳細については、「AWSリソースのタグ付け」を参

照してください。
10. [作成] を選択します。

AWS CLI

Example キューを作成する

次の例では、次の設定でゲームセッションキューを作成します。

• 5 分のタイムアウト
• 2 つの艦隊の目的地
• us-east-2内のロケーションのみを許可するようにフィルタリングします。us-east-1 us-
west-2、およびca-central-1

• コストに基づいて目的地に優先順位を付けてから、定義された順序で場所に優先順位を付けます。

aws gamelift create-game-session-queue \ 
    --name "sample-test-queue" \ 
    --timeout-in-seconds 300 \ 
    --destinations DestinationArn="arn:aws:gamelift:us-east-1:111122223333:fleet/
fleet-772266ba-8c82-4a6e-b620-a74a62a93ff8" DestinationArn="arn:aws:gamelift:us-
east-1:111122223333:fleet/fleet-33f28fb6-aa8b-4867-85b4-ceb217bf5994" \ 
    --filter-configuration "AllowedLocations=us-east-1, ca-central-1, us-east-2, us-
west-2" \ 
    --priority-configuration PriorityOrder="LOCATION","DESTINATION",LocationOrder="us-
east-1","us-east-2","ca-central-1","us-west-2" \ 
    --notification-target "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:gamelift-test.fifo"

Note

フリートおよびエイリアス ARN の値を取得するには、describe-fleet-attributesフリートまた
はエイリアス ID を指定して describe-alias を呼び出します。
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create-game-session-queueリクエストが成功すると、Amazon GameLift GameSessionQueueは
新しいキュー設定を含むオブジェクトを返します。これで、を使用してリクエストをキューに送信で
きますStartGameSessionPlacement。

Example プレイヤーのレイテンシーポリシーを使用してキューを作成する

次の例では、次の設定でゲームセッションキューを作成します。

• 10 分のタイムアウト
• 3 つの艦隊の目的地
• プレイヤーレイテンシーポリシーのセット

aws gamelift create-game-session-queue \ 
    --name "matchmaker-queue" \ 
    --timeout-in-seconds 600 \ 
    --destinations DestinationArn=arn:aws:gamelift:us-east-1::alias/alias-a1234567-
b8c9-0d1e-2fa3-b45c6d7e8910 \ 
               DestinationArn=arn:aws:gamelift:us-west-2::alias/alias-b0234567-
c8d9-0e1f-2ab3-c45d6e7f8901 \ 
               DestinationArn=arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-f1234567-
b8c9-0d1e-2fa3-b45c6d7e8912 \ 
    --player-latency-policies 
 "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds=50,PolicyDurationSeconds=120" \ 
               
 "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds=100,PolicyDurationSeconds=120" \ 
               "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds=150" \

create-game-session-queueリクエストが成功すると、Amazon GameLift GameSessionQueueは
新しいキュー設定を含むオブジェクトを返します。

ゲームセッション配置のイベン通知を設定
イベント通知を使用して、個々の配置リクエストのステータスをモニタリングします。プレースメントア
クティビティの多いすべてのゲームにイベント通知を設定することをおすすめします。

イベント通知を設定するためには二つのオプションがあります。

• キューを使用して、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) GameLift トピックにイベント通
知を発行します。

• 自動的に公開される Amazon EventBridge イベントとそのツール一式を使用してイベントを管理しま
す。

Amazon から生成されるゲームセッション配置イベントのリストについては GameLift、を参照してくださ
いゲームセッション配置イベント (p. 364)。

SNS トピックの設定
Amazon GameLift がゲームセッションキューで生成されたすべてのイベントをトピックに公開するには、
通知ターゲットフィールドをトピックに公開するルールがあります。

Amazon GameLift イベント通知用の SNS トピックのセットアップ

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon SNS コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
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2. SNS トピックページから [Create topic]（トピックの作成）を選択し、トピックを作成する手順に従い
ます。

3. [アクセスポリシー] で、次の操作を行います。

a. [詳細設定] を選択します。
b. JSON オブジェクトの次の太字のセクションを既存のポリシーに追加します。

{ 
  "Version": "2008-10-17", 
  "Id": "__default_policy_ID", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "__default_statement_ID", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": [ 
        "SNS:GetTopicAttributes", 
        "SNS:SetTopicAttributes", 
        "SNS:AddPermission", 
        "SNS:RemovePermission", 
        "SNS:DeleteTopic", 
        "SNS:Subscribe", 
        "SNS:ListSubscriptionsByTopic", 
        "SNS:Publish" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:sns:your_region:your_account:your_topic_name", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "AWS:SourceAccount": "your_account" 
        } 
      } 
    }, 
     { 
      "Sid": "__console_pub_0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": {  
        "Service": "gamelift.amazonaws.com"  
      }, 
      "Action": "sns:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:your_region:your_account:your_topic_name", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:gamelift:your_region:your_account:gamesessionqueue/your_queue_name" 
        } 
      } 
    }
  ]
}

c. (オプション) リソースポリシーに条件を追加して、トピックへのアクセス制御を強化します。
4. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
5. SNS トピックを作成したら、キューの作成時にそのトピックをキューに追加するか、既存のキューを

編集して追加します。

サーバー側の暗号化を使用して SNS トピックの設定
サーバー側の暗号化 (SSE) では、機密データを暗号化されたトピックに保持します。SSE では、AWS 
Key Management Service (AWS KMS) で管理されているキーを使用して、Amazon SNS キュー内のメッ
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セージの内容が保護されます。詳細については、Amazon SNS によるサーバー側の暗号化の詳細について
は、Amazon SNS Developer Guide の Simple Notification Service Developer Guide の保管時の暗号化を参
照してください。

サーバー側の暗号化を使用して SNS トピックを設定するには、以下のトピックを参照してください。

• AWS Key Management Service開発者ガイドでのキーの作成
• Amazon 簡易通知サービス開発者ガイドのトピックの SSE を有効にする

KMS キーを作成するときは、次の KMS キーポリシーを使用してください。

{  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
        "Service": "gamelift.amazonaws.com"  
     }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "ArnLike": {  
            "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:gamelift:your_region:your_account:gamesessionqueue/your_queue_name"  
        }, 
        "StringEquals": {  
            "kms:EncryptionContext:aws:sns:topicArn": 
 "arn:aws:sns:your_region:your_account:your_sns_topic_name"  
        } 
    }
}

セットアップ EventBridge
Amazon は、 GameLift EventBridgeすべてのゲームセッション配置イベントをに自動的に投稿します。 
EventBridge を使用して、イベントを処理するために、イベントをルーティングするルールを設定できま
す。たとえば、ゲームセッションに接続する前のタスクを処理するPlacementFulfilledAWS Lambda
関数にイベントをルーティングするルールを設定できます。詳細については EventBridge、「Amazon と
は EventBridge?」を参照してください。 Amazon EventBridge ユーザーガイドを参照してください。

Amazon EventBridge GameLift キューで使用するルールの例を以下に示します。

すべての Amazon GameLift キューのイベントを照合します

{ 
    "source": [ 
        "aws.gamelift" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "GameLift Queue Placement Event" 
    ]
}

特定のキューからのイベントと一致する

{ 
    "source": [ 
        "aws.gamelift" 
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    ], 
    "detail-type": [ 
        "GameLift Queue Placement Event" 
    ], 
    "resources": [ 
        "arn:aws:gamelift:your_region:your_account:gamesessionqueue/your_queue_name" 
    ]
}

チュートリアル:スポットインスタンスのゲームセッ
ションキューを設定する
はじめに

このチュートリアルでは、低コストのスポットフリートにデプロイされるゲームのゲームセッション
配置を設定する方法について説明します。スポットフリートでは、プレイヤーのゲームサーバーの継
続的な可用性を維持するために、追加の手順が必要です。

対象者

このチュートリアルは、スポットフリートを使用してカスタムゲームサーバーまたはリアルタイム
サーバーをホストしたいゲームデベロッパー向けです。

学習する内容
• ゲームセッションキューでサービスを提供するプレイヤーグループを定義します。
• ゲームセッションキューのスコープをサポートするフリートインフラストラクチャを構築します。
• 各フリートにエイリアスを割り当てて、フリート ID を抽象化します。
• キューを作成し、フリートを追加し、Amazon GameLift がゲームセッションを配置するロケーショ

ンに優先順位を付けます。
• レイテンシー問題を最小限に抑えるために、プレイヤーのレイテンシーポリシーを追加します。

前提条件

ゲームセッション配置用のフリートとキューを作成する前に、次のタスクを完了します。
• 確認Amazon GameLift の仕組み (p. 4)。
• GameLiftゲームサーバーをAmazonと統合します。
• ゲームサーバービルドまたはリアルタイムスクリプトを Amazon にアップロード GameLift。
• フリート構成を計画します。

ステップ 1: キューのスコープを定義する
このチュートリアルでは、ゲームサーバービルドのバリエーションがひとつあるゲームのキューを設計し
ます。発売時には、アジアパシフィック (シンガポール) の二つのロケーションでゲームをリリースしま
す。これらのロケーションは互いに近いので、レイテンシーはプレイヤーにとって問題ではありません。

この例では、プレイヤーセグメントがひとつあるため、キューをひとつ作成することになります。future 
的には、北米でゲームがリリースされるときには、北米のプレイヤーを対象とした二つ目のキューを作成
できます。

詳細については、「キューの範囲を定義 (p. 138)」を参照してください。

ステップ 2: スポットフリートインフラストラクチャを作成する
で定義したスコープに適合するゲームサーバービルドまたはスクリプトを使用して、フリートを作成しま
すステップ 1: キューのスコープを定義する (p. 149)。
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このチュートリアルでは、各ロケーションに少なくともひとつのスポットフリートとひとつのオンデマン
ドフリートを含む二つのロケーションインフラストラクチャを作成します。各フリート毎に同じゲーム
サーバービルドをデプロイします。さらに、ソウルのロケーションではプレイヤーのトラフィックが重く
なることが予想されるため、そこでスポットフリートをさらに追加します。

次の図は、ap-northeast-2（ソウル）のロケーションに三つのフリートと ap-southeast-1（シンガポール）
ロケーションに二つのフリートがあるスポットフリートインフラストラクチャの例を示しています。両方
のフリートのすべてのインスタンスがビルド MBG_prod_v1 を使用しています。ap-northeast-2 のフリー
ト構成には、インスタンスタイプが c5.large のフリート1234_spot_1、インスタンスタイプが c5.xlarge 
のフリート1234_spot_2、インスタンスタイプが c5.large のフリート1234_ondemand のフリート構成
が含まれています。ap-southeast-1 のフリート構成には、インスタンスタイプが c5.large のフリート
1234_spot_1、インスタンスタイプが c5.large のフリート1234_ondemand のフリート構成が含まれていま
す。

ステップ 3: フリートごとにエイリアスを割り当てる
インフラストラクチャの各フリートに新しいエイリアスを作成する。エイリアスはフリートのアイデン
ティティを抽象化し、定期的なフリート交換を効率化します。エイリアスの作成の詳細については、「」
を参照してくださいAmazon GameLift フリートにエイリアスを追加する (p. 122)。

フリートインフラストラクチャにはフリートが五つあるため、ルーティング戦略を使用して五つのエイリ
アスを作成します。アジアパシフィック (シンガポール) には二つのエイリアスが必要です。

次の図は、ステップ 2 で説明したスポット群インフラストラクチャを、各群にエイリアスを追加した状態
を示しています。フリート1234_spot_1のエイリアスは MBG_Spot_1、フリート1234_spot_2のエイリアス
はMBG_Spot_2、フリート1234_ondemand のエイリアスは MBG_onDemand です。
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詳細については、「マルチロケーションキューを構築する (p. 139)」を参照してください。

ステップ 4: 送信先のキューを作成する
ゲームセッションキューを作成し、フリートの送信先を追加します。キューの作成の詳細については、
「」を参照してくださいゲームセッションキューを作成する (p. 144)。

キューを作成するとき:

• デフォルトのタイムアウトを 10 分に設定します。後で、キューのタイムアウトがゲームに参加するた
めのプレイヤーの待ち時間にどのように影響するかをテストできます。

• 今のところ、プレイヤーレイテンシーポリシーのセクションはスキップしてください。これについて
は、次のステップで説明します。

• キュー内のフリートに優先順位を付けます。スポットフリートを操作する場合は、次のいずれかの方法
をお勧めします。
• インフラストラクチャで、2 番目のロケーションにフリートがあるプライマリロケーションを使用し

ている場合は、最初にロケーションで優先順位を付け、次にフリートタイプで優先順位付けします。
• インフラストラクチャで複数のロケーションを均等に使用する場合は、フリートタイプでフリートに

優先順位を付け、スポットフリートをキューの一番上に配置します。

このチュートリアルでは、という名前で新しいキューを作成しMBG_spot_queue、五つのフリートすべて
のエイリアスを追加します。次に、最初にロケーションでプレースメントを優先順位付けし、二つ目はフ
リートタイプで優先順位付けします。

この設定に基づいて、このキューでは常に新規のゲームセッションをソウルのスポットフリートに配置し
ようとします。これらのフリートがいっぱいになると、キューはソウルオンデマンドフリートの利用可能
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な容量をバックアップとして使用します。3 つのソウルのフリートすべてが利用できない場合、Amazon 
GameLift はシンガポールのフリートでゲームセッションを行います。

次の図は、300 秒のタイムアウトと優先順位付けされた送信先を示しています。宛先は次の順序
です。1234_spot_1 は ap-northeast-2、1234_spot_2 は ap-northeast-2、1234_ondemand は ap-
northeast-2、1234_spot_1 は ap-southeast-1、1234_ondemand は ap-southeast-1 です。

152



Amazon GameLift デベロッパーガイド
チュートリアル:スポットインスタンスのキュー

153



Amazon GameLift デベロッパーガイド
チュートリアル:スポットインスタンスのキュー

ステップ 5: レイテンシー制限をキューに追加する
このゲームには、ゲームセッション配置リクエストにレイテンシー情報が含まれています。また、プレイ
ヤーグループのためのゲームセッションを作成するプレイヤーパーティーという特徴もあります。プレイ
ヤーに少し長く待ってもらって、理想的なゲームプレイ体験を得てほしいと願っています。私たちのゲー
ムテストでは、次の観察結果が得られました。

• 50 ミリ秒未満のレイテンシが理想的です。
• 250ミリ秒を超えるレイテンシーでは、ゲームはプレイできません。
• プレイヤーは約 1 分以内に焦ります。

300秒のタイムアウトのキューには、許容レイテンシを制限するポリシーステートメントを追加します。
ポリシーステートメントでは、最大 250 ミリ秒までのレイテンシー値を徐々に大きくすることができま
す。

このポリシーでは、キューは最初の一最適なレイテンシー（50 ミリ秒未満）のプレースメントを検索し、
制限を緩和します。キューは、プレイヤーのレイテンシーが 250 ミリ秒以上のプレースメントは行いませ
ん。

次の図は、プレイヤーのレイテンシーポリシーが追加されたステップ 4 のキューを示しています。プレイ
ヤーのレイテンシーポリシーには、60秒には50ミリ秒の制限を、30秒には125ミリ秒の制限を、タイムア
ウトまで250ミリ秒の制限を強制することが定められています。
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でリソースを管理AWS CloudFormation

概要
お疲れ様でした。達成したことは以下のとおりです。

• プレイヤー人口の一部を対象とするゲームセッションキューがあります。
• キューはスポットフリートを効果的に使用し、スポットの中断が発生したときにも回復力があります。
• キューでは、最高のプレイヤー体験が楽しめる艦隊が優先されます。
• キューにはレイテンシー制限があり、悪いゲームプレイ体験からプレイヤーを保護します。

これで、キューを使用して、提供しているプレイヤーのゲームセッションを配置できます。これらのプ
レイヤーに対してゲームセッション配置リクエストを行う場合は、リクエストでこのゲームセッション
キュー名を参照してください。ゲームセッション配置リクエストの詳細についてはゲームセッションの作
成 (p. 45)、「」を参照してくださいリアルタイムサーバー用のゲームサーバーと連携 (p. 66)。

次のステップ:

• 自分だけのキューをデザインしましょう (p. 138)。
• キューを作成します (p. 144)。
• ゲームクライアントでキューを使用してください (p. 45)。

AWS CloudFormation を使用したリソースの管理
AWS CloudFormationを使用して Amazon GameLift リソースを管理できます。AWS CloudFormation で、
各リソースをモデル化するテンプレートを作成し、そのテンプレートを使用してリソースを作成します。
リソースを更新するには、テンプレートに変更を加え、AWS CloudFormation を使用して更新を実装しま
す。リソースは、スタックおよびスタックセットと呼ばれる論理グループに編成できます。

AWS CloudFormationを使用して Amazon GameLift ホスティングリソースを維持すると、AWSリソース
セットをより効率的に管理できます。バージョン管理を使用して、テンプレートの経時的な変更を追跡
し、複数のチームメンバーによる更新を調整できます。テンプレートを再利用することもできます。たと
えば、複数のリージョンにゲームをデプロイする場合、同じテンプレートを使用して各リージョンに同一
のリソースを作成できます。これらのテンプレートを使用して、同じリソースセットを別のパーティショ
ンにデプロイすることもできます。

AWS CloudFormation の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」を参照してくださ
い。Amazon GameLift リソースのテンプレート情報を表示するには、「Amazon  GameLift リソースタイ
プリファレンス」を参照してください。

ベストプラクティス
使用方法の詳細なガイダンスについてはAWS CloudFormation、AWS CloudFormationAWS 
CloudFormationユーザーガイドのベストプラクティスを参照してください。さらに、これらのベストプラ
クティスは Amazon と特別な関連性があります GameLift。

• AWS CloudFormationを通じてリソースを一貫して管理します。リソース以外の方法でリソースを変更
すると、リソーステンプレートと同期しなくなります。AWS CloudFormation

• AWS CloudFormation スタックおよびスタックセットを使用して、複数のリソースを効率的に管理す
る。
• スタックを使用して、接続されたリソースのグループを管理します。たとえば、ビルドを含むスタッ

ク、ビルドを参照するフリート、フリートを参照するエイリアスなどです。テンプレートを更新し
てビルドを置き換えると、AWS CloudFormationビルドに接続されているフリートが置き換えられま
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す。 AWS CloudFormation次に、既存のエイリアスを新しいフリートを指すように更新します。詳細
については、AWS CloudFormationユーザーガイドの「スタックの操作」を参照してください。

• 複数のリージョンまたは AWS アカウントに同一のスタックをデプロイする場合は、AWS 
CloudFormation スタックセットを使用します。詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイ
ドの「スタックセットの操作」を参照してください。

• スポットインスタンスを使用する場合は、オンデマンドフリートをバックアップとして含める。リー
ジョンごとに 2 つのフリート (スポットインスタンスを使用するフリートおよびオンデマンドインスタ
ンスを使用するフリート) でテンプレートを設定することをお勧めします。

• 複数の場所にあるリソースを管理する場合は、場所固有のリソースとグローバルリソースを別々のス
タックにグループ化します。

• グローバルリソースは、そのリソースを使用するサービスの近くに配置してください。キューやマッチ
メイキングの設定などのリソースは、特定のソースから大量のリクエストを受け取る傾向があります。
リソースをリクエストの送信元の近くに配置することで、リクエストの移動時間を最小限に抑え、全体
的なパフォーマンスを向上させることができます。

• マッチメーキング設定は、その設定を使用するゲームセッションキューと同じリージョンに配置する。
• スタック内のフリートごとに個別のエイリアスを作成する。

AWS CloudFormationスタックの使用
Amazon GameLift リソースのAWS CloudFormationスタックを設定するときには、以下の構造を使用する
ことをお勧めします。最適なスタック構造は、ゲームを 1 つの場所にデプロイするのか、複数の場所にデ
プロイするのかによって異なります。

1か所のスタック
1 つの場所での Amazon GameLift リソースを管理するには、2 スタック構造をお勧めします。

• Support スタック-このスタックには、Amazon GameLift リソースが依存するリソースが含まれます。少
なくとも、このスタックには、カスタムゲームサーバーまたは Realtime スクリプトファイルを保存す
る S3 バケットが含まれる必要があります。また、このスタックには、Amazon GameLift ビルドまたは
スクリプトリソースを作成するときに S3 GameLift バケットからファイルを取得するためのアクセス許
可を GA に付与する、IAM ロールも含まれる必要があります。このスタックには、DynamoDB テーブ
ル、Amazon Redshift クラスター、Lambda 関数など、ゲームで使用される他の AWS リソースも含まれ
る場合があります。

• Amazon GameLift スタック — このスタックには、ビルドやスクリプト、フリートのセット、エイリ
アス、ゲームセッションキューなど、すべての Amazon GameLift リソースが含まれています。 AWS 
CloudFormationS3 バケットの場所に保存されているファイルを使用してビルドリソースまたはスクリ
プトリソースを作成し、ビルドまたはスクリプトを 1 つ以上のフリートリソースにデプロイします。フ
リートごとに対応するエイリアスが必要です。ゲームセッションキューはフリートエイリアスの一部ま
たはすべてを参照します。 FlexMatch をマッチメイキングに使用する場合、このスタックにはマッチメ
イキング設定とルールセットも含まれます。

以下の図では、1 つの AWS リージョンにリソースをデプロイする 2 スタック構造を示しています。
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複数リージョンのスタック
ゲームを複数のリージョンにデプロイする場合、リソースがリージョン間でどのようにやり取りするかに
留意してください。Amazon GameLift フリートなどの一部のリソースは同じリージョン内の他のリソー
スのみをリファレンスできます。Amazon GameLift キューなどの他のリソースはリージョンに依存しませ
ん。複数のリージョンで Amazon GameLift リソースを管理するには、以下の構造をお勧めします。

• リージョン別サポートスタック-これらのスタックには、Amazon GameLift リソースが依存するリソー
スが含まれます。このスタックには、カスタムゲームサーバーまたは Realtime スクリプトファイル
を保存する S3 バケットが含まれる必要があります。DynamoDB テーブル、Amazon Redshift クラス
ター、Lambda 関数など、ゲームで使用される他の AWS リソースも含まれる場合があります。これら
のリソースの多くはリージョン固有であるため、リージョンごとに作成する必要があります。 GameLift 
また、これらのサポートリソースへのアクセスを許可する IAM ロールも必要です。IAM ロールはリー
ジョンに依存しないため、必要なロールリソースは 1 つのみであり、任意のリージョンに配置され、他
のすべてのサポートスタックで参照されます。

• リージョナル Amazon GameLift  スタック — このスタックには、ビルドやスクリプト、フリートセッ
ト、エイリアスなど、ゲームをデプロイする各リージョンに存在する必要がある Amazon GameLift リ
ソースが含まれています。 AWS CloudFormationS3 バケットの場所にファイルを含むビルドリソースま
たはスクリプトリソースを作成し、ビルドまたはスクリプトを 1 つ以上のフリートリソースにデプロイ
します。フリートごとに対応するエイリアスが必要です。ゲームセッションキューはフリートエイリア
スの一部またはすべてを参照します。このタイプのスタックを記述する 1 つのテンプレートを維持し、
そのテンプレートを使用してリージョンごとに同一のリソースセットを作成できます。

• グローバル Amazon GameLift スタック-このスタックには、ゲームセッションキューとマッチメーキン
グリソースが含まれます。これらのリソースは任意のリージョンに配置でき、通常は同じリージョン
に配置されます。キューは、任意のリージョンにあるフリートまたはエイリアスを参照できます。別の
リージョンに追加のキューを配置するには、追加のグローバルスタックを作成します。
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以下の図では、複数の AWS リージョンにリソースをデプロイするマルチスタック構造を示しています。
最初の図では、1 つのゲームセッションキューを使用した構造を示しています。2 番目の図では、複数の
ゲームセッションキューを使用した構造を示しています。
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ビルドの更新
Amazon GameLift ビルドはイミュータブルです。ビルドとフリートの関係も同様です。その結果、ゲーム
ビルドファイルの新しいセットを使用するようにホスティングリソースを更新する場合、以下の手順を実
行する必要があります。

• 新しいファイルのセットを使用して新しいビルドを作成する (置き換え)。
• 新しいゲームビルドをデプロイするための新しいフリートのセットを作成する (置き換え)。
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• 新しいフリートを参照するようにエイリアスをリダイレクトする (中断することなく更新)。

詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの「スタックリソースの動作の更新」を参照して
ください。

ビルド更新プログラムを自動的にデプロイする
関連するビルド、フリート、エイリアスリソースを含むスタックを更新すると、デフォルトの AWS 
CloudFormation の動作では、以下のステップが順番に自動的に実行されます。この更新をトリガーするに
は、まず新しいビルドファイルを新しい S3 の場所にアップロードします。次に、新しい S3 の場所を参照
するように AWS CloudFormation ビルドテンプレートを変更します。新しい S3 の場所でスタックを更新
すると、以下の AWS CloudFormation シーケンスがトリガーされます。

1. S3 から新しいファイルを取得し、それらのファイルを検証して、新しい Amazon GameLift ビルドを作
成します。

2. フリートテンプレートでビルドの参照を更新すると、新しいフリートの作成がトリガーされます。
3. 新しいフリートがアクティブになったら、エイリアス内のフリートの参照を更新します。これにより、

エイリアスの更新がトリガーされて、新しいフリートがターゲットになります。
4. 古いフリートを削除します。
5. 古いビルドを削除します。

ゲームセッションキューがフリートエイリアスを使用している場合、エイリアスが更新されるとすぐに、
プレイヤーのトラフィックは新しいフリートに自動的に切り替えられます。ゲームセッションが終了す
ると、古いフリートは段階的にプレイヤーからドレインされます。Auto Scaling は、プレイヤーのトラ
フィックの変動に応じてフリートの各セットに対してインスタンスを追加および削除するタスクを処理し
ます。または、切り替え用にすばやく増やせることを前提に、最初に必要になるインスタンスの数を指定
し、後で Auto Scaling を有効にすることもできます。

AWS CloudFormation で、リソースを削除する代わりに保持することもできます。詳細については、AWS 
CloudFormation API リファレンスの「RetainResources」を参照してください。

ビルドアップデートを手動でデプロイする
プレイヤーが新しいフリートをいつ稼働させるかをさらに細かく制御する場合は、いくつかのオプション
があります。Amazon GameLift コンソールまたは CLI を使用して、エイリアスを手動で管理することを選
択できます。または、ビルドテンプレートを更新してビルドとフリートを置き換える代わりに、2 番目の
ビルドとフリートのセットの定義をテンプレートに追加することを選択できます。テンプレートを更新す
ると、AWS CloudFormation によって 2 番目のビルドリソースと対応するフリートが作成されます。既存
のリソースは置き換えられないため、それらのリソースは削除されず、エイリアスは元のフリートを参照
したままになります。

このアプローチの主な利点は、柔軟性が得られることです。ビルドの新しいバージョン用に個別のリソー
スを作成し、新しいリソースをテストして、新しいフリートをプレイヤーに公開するタイミングを制御で
きます。考えられる欠点は、短期間にリージョンごとに 2 倍のリソースが必要になることです。

次の図は、このプロセスを示したものです。
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ロールバックの仕組み
リソースの更新を実行するときに、いずれかのステップが正常に完了しない場合、AWS CloudFormation 
によってロールバックが自動的に開始されます。このプロセスでは、各ステップを順番に反転させて、新
しく作成されたリソースを削除します。

ロールバックを手動でトリガーする必要がある場合は、ビルドテンプレートの S3 の場所キーを元の場所
に戻し、スタックを更新します。Amazon GameLift の新しいビルドとフリートが作成され、フリートがア
クティブになると、エイリアスが新しいフリートに切り替わります。エイリアスを個別に管理している場
合は、新しいフリートを参照するようにエイリアスを切り替える必要があります。

失敗またはスタックしたロールバックの処理方法の詳細については、「AWS CloudFormationユーザーガ
イド」の「更新のロールバックを続ける」を参照してください。

アマゾンの VPC ピアリング GameLift
このトピックでは、Amazon GameLift がホストするゲームサーバーと他の Amazon GameLift 以外のリ
ソースとの VPC ピアリングをセットアップする方法に関するガイダンスを提供します。Amazon Virtual 
Private Cloud(VPC) ピアリングを使用して、ゲームサーバーがウェブサービスやリポジトリなどの他の 
AWS リソースと直接かつプライベートに通信を有効にします。AWSで実行されてお客様がアクセス可能
な AWS アカウントでマネージドされているすべてのリソースと、VPCピアリングを確立できます。

Note

VPC ピア接続は高度な機能です。ゲームサーバーが他の AWS リソースと直接かつプライベート
に通信できるようにするための推奨オプションについては、「フリートの他の AWS リソースと
通信する (p. 42) 」を参照してください。

Amazon VPCとVPC ピアリングにすでに精通している場合は、Amazon GameLift ゲームサーバーとのピ
ア接続の設定は多少異なっているのがわかります。ゲームサーバーを含む VPC にはアクセスできませ
ん。Amazon GameLift サービスによって管理されているため、VPC ピアリングを直接リクエストするこ
とはできません。代わりに、最初にAmazon GameLift サービスへのピアリングリクエストを受け入れるた
めに、Amazon GameLift 以外のリソースで VPC を事前承認します。次に、先ほど許可した VPC GameLift 
ピアリングをリクエストするように Amazon をトリガーします。Amazon はピアリングの作成、ルート
テーブルの設定、 GameLift 接続の設定のタスクを処理します。
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既存のフリート用に VPC ピア接続を設定するには
1. AWSアカウント ID と認証情報を取得します。

以下のAWS アカウントには、ID とサインインの認証情報が必要です。AWS Management Consoleに
サインインしてアカウント設定を表示することで、AWS アカウント ID を確認できます。認証情報を
取得するには、IAM コンソールに移動します。

• AWSAmazon GameLift ゲームサーバーの管理に使用するアカウント。
• AWSAmazon GameLift 以外のリソースの管理に使用するアカウント。

Amazon GameLift リソースとAmazon GameLift 以外のリソースについて同じアカウントを使用してい
る場合は、そのアカウントのみの ID と認証情報が必要です。

2. 各 VPC の識別子を取得します。

ピア接続される 2 つの VPC について以下の情報を取得します。

• Amazon GameLift ゲームサーバー用の VPC-Amazon GameLift フリート ID。ゲームサーバー
は、EC2 GameLift インスタンスのフリート上の Amazon にデプロイされます。フリート
は、Amazon GameLift サービスにマネージドされる専用の VPC に自動的に配置されます。VPC に
直接アクセスすることはできません。そのため、フリート ID で識別されます。

• Amazon GameLift AWS 以外のリソース用の VPC-お客様がアクセス可能なAWSAWSアカウント
で実行されマネージドされているすべてのリソースと、VPC ピアリングを確立できます。これら
のリソース用のVPC をまだ作成していない場合は、[Getting Started with Amazon VPC]（Amazon 
VPC の開始方法）を参照してください。VPC を作成したら、Amazon VPC の AWS Management 
Console にサインインして VPC を一覧表示することで VPC ID を確認できます。

Note

ピア接続を設定するときは、両方の VPC が同じリージョンに存在する必要がありま
す。Amazon GameLift フリートゲームサーバー用の VPC はフリートと同じリージョンにあ
ります。

3. VPC ピア接続を認可します。

このステップでは、Amazon GameLift へのfuture リクエストを事前認可して、ゲームサーバーを含
む VPC を、Amazon GameLift 以外のリソース用の VPC にピア接続します。このアクションによ
り、VPC のセキュリティグループが更新されます。

VPC ピアリングを許可するには、Amazon GameLift サービス API  CreateVpcPeeringAuthorization()
を呼び出すか、AWS CLI コマンドを使用しますcreate-vpc-peering-authorization。Amazon 
GameLift 以外のリソースを管理するアカウントを使用してこの呼び出しを行います。以下の情報を識
別します。

• ピア VPC ID-Amazon GameLift 以外のリソース用の VPC の ID。
• Amazon GameLift AWS アカウント ID-Amazon GameLift フリートを管理するために使用するアカ

ウントです。

VPC ピアリングを承認すると、その承認は取り消されない限り 24 時間有効です。以下の操作を使用
して､VPC ピア接続承認を管理できます。

• DescribeVpcPeeringAuthorizations() (AWSCLIdescribe-vpc-peering-authorizations)。
• DeleteVpcPeeringAuthorization() (AWSCLIdelete-vpc-peering-authorization)。
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4. ピア接続をリクエストします。

有効な認可があれば、Amazon GameLift にピア接続の確立をリクエストできます。

VPC ピアリングをリクエストするには、Amazon GameLift サービス API
CreateVpcPeeringConnection() を呼び出すか、AWS CLI コマンドを使用しますcreate-vpc-
peering-connection。Amazon GameLift ゲームサーバーを管理するアカウントを使用してこの呼
び出しを行います。以下の情報を使用して、ピア接続する 2 つの VPC を指定します。

• ピア VPC ID とAWSアカウント ID-Amazon GameLift 以外のリソース用の VPC、およびそれらのリ
ソースの管理に使用するアカウント。VPC ID は有効なピア接続認可の ID と一致する必要がありま
す。

• フリート ID-Amazon GameLift ゲームサーバー用の VPC。
5. ピア接続のステータスを追跡します。

VPC ピア接続のリクエストは、非同期操作です。ピア接続リクエストのステータスを追跡し、成功ま
たは失敗のケースを処理するには、次のいずれかのオプションを使用します。

• DescribeVpcPeeringConnections() を使用して継続的にポーリングします。この操作では、
リクエストのステータスを含む VPC ピア接続レコードが取得されます。ピア接続が正常に作成され
た場合、接続レコードには、VPC に割り当てられたプライベート IP アドレスの CIDR ブロックも
含まれます。

• VPC ピアリング接続に関連するフリートイベント DescribeFleetEvents(成功イベントと失敗イベン
トを含む) を処理します。

ピア接続が確立されると、以下のオペレーションを使用してその接続を管理できます。

• DescribeVpcPeeringConnections() (AWSCLIdescribe-vpc-peering-connections)。
• DeleteVpcPeeringConnection() (AWSCLIdelete-vpc-peering-connection)。

新しいフリートとの VPC ピア接続を設定するには
新しい Amazon GameLift フリートを作成し、VPC ピアリングを同時にリクエストできます。

1. AWSアカウント ID と認証情報を取得します。

次の 2 つの AWS アカウントには、ID とサインインの認証情報が必要です。AWS Management 
Consoleにサインインしてアカウント設定を表示することで、AWS アカウント ID を確認できます。
認証情報を取得するには、IAM コンソールに移動します。

• AWSAmazon GameLift ゲームサーバーの管理に使用するアカウント。
• AWSAmazon GameLift 以外のリソースの管理に使用するアカウント。

Amazon GameLift リソースとAmazon GameLift 以外のリソースについて同じアカウントを使用してい
る場合は、そのアカウントのみの ID と認証情報が必要です。

2. Amazon GameLift AWS 以外のリソース用の VPC ID を取得します。

これらのリソース用のVPC をまだ作成していない場合は、ここで作成します ([Getting Started with 
Amazon VPC]（Amazon VPC の開始方法）を参照してください）。新しいフリートを作成する予定の
同じリージョンに新しい VPC を作成してください。Amazon GameLift 以外のリソースが、Amazon 
で使用するものとは異なるAWSアカウントまたはユーザー/グループでマネージドされている場合 
GameLift、次のステップで認可をリクエストするときに、これらのアカウント認証情報を使用する必
要があります。
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VPC を作成したら、VPC を表示して Amazon VPC コンソールで VPC ID を見つけることができま
す。

3. Amazon GameLift 以外のリソースとの VPC ピアリングを承認します。

Amazon GameLift によって新しいフリートおよび対応する VPC が作成されるとき、Amazon 
GameLift 以外のリソース用の VPC にピア接続するためのリクエストも送信されます。そのリクエス
トを事前承認する必要があります。このステップにより、VPC のセキュリティグループが更新されま
す。

Amazon GameLift 以外のリソースを管理するアカウント認証情報を使用して、Amazon GameLift サー
ビス API  CreateVpcPeeringAuthorization() を呼び出すか、AWS CLI コマンドを使用しますcreate-
vpc-peering-authorization。以下の情報を識別します。

• ピア VPC ID- GameLift アマゾン以外のリソース用の VPC の ID。
• Amazon GameLift AWS アカウント ID-Amazon GameLift フリートを管理するために使用するアカ

ウントの ID です。

VPC ピアリングを承認すると、その承認は取り消されない限り 24 時間有効です。以下の操作を使用
して､VPC ピア接続承認を管理できます。

• DescribeVpcPeeringAuthorizations() (AWSCLIdescribe-vpc-peering-authorizations)。
• DeleteVpcPeeringAuthorization() (AWSCLIdelete-vpc-peering-authorization)。

4. [creating a new fleet using the AWS CLI] (p. 110)( CLIを使用して新しいフリートを作成する)手順に
従います。以下の追加のパラメータを含めます。

• peer-vpc-aws-account-id-Amazon GameLift 以外のリソース用の VPC を管理するために使用するア
カウントの ID です。

• peer-vpc-id-GameLift アカウント以外の VPC の ID。

VPC ピア接続パラメータを設定した create-fleet の呼び出しが成功すると、新しいフリートと新しい VPC 
ピア接続リクエストの両方が生成されます。フリートのステータスは New に設定され、フリートのアク
ティブ化プロセスが開始されます。ピア接続リクエストのステータスは initiating-request に設定されま
す。を呼び出して、ピアリングリクエストの成否を追跡できますdescribe-vpc-peering-connections。

新しいフリートと VPC ピア接続の両方をリクエストすると、両方のアクションが成功するか失敗します。
フリートの作成プロセス中にエラーが発生すると、VPC ピア接続は確立されません。同様に、VPC ピア
接続が何らかの理由で失敗した場合も、新しいフリートのステータスは [アクティブ化中] から [アクティ
ブ] に移行しません。

Note

新しい VPC ピア接続は、フリートがアクティブになる準備が整うまで完了しません。これは、そ
の接続が利用可能になっておらず、ゲームサーバービルドのインストールプロセス中に使用でき
ないことを意味します。

以下の例では、新しいフリートと、事前に確立された VPC と新しいフリートの VPC 間のピア接続の両方
を作成します。事前設定された VPC は、Amazon 以外の GameLift AWSアカウント ID と VPC ID の組み
合わせによって一意に識別されます。

$ AWS gamelift create-fleet 
    --name "My_Fleet_1" 
    --description "The sample test fleet" 
    --ec2-instance-type "c5.large" 
    --fleet-type "ON_DEMAND" 
    --build-id "build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff" 
    --runtime-configuration "GameSessionActivationTimeoutSeconds=300, 
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                             MaxConcurrentGameSessionActivations=2, 
                             ServerProcesses=[{LaunchPath=C:\game\Bin64.dedicated
\MultiplayerSampleProjectLauncher_Server.exe, 
                                               Parameters=+sv_port 33435 +start_lobby, 
                                               ConcurrentExecutions=10}]" 
    --new-game-session-protection-policy "FullProtection" 
    --resource-creation-limit-policy "NewGameSessionsPerCreator=3, 
                                      PolicyPeriodInMinutes=15" 
    --ec2-inbound-permissions "FromPort=33435,ToPort=33435,IpRange=0.0.0.0/0,Protocol=UDP"  
                              "FromPort=33235,ToPort=33235,IpRange=0.0.0.0/0,Protocol=UDP" 
    --metric-groups  "EMEAfleets" 
    --peer-vpc-aws-account-id "111122223333" 
    --peer-vpc-id "vpc-a11a11a"

コピー可能バージョン:

AWS gamelift create-fleet --name "My_Fleet_1" --description "The 
 sample test fleet" --fleet-type "ON_DEMAND" --metric-groups 
 "EMEAfleets" --build-id "build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff" 
 --ec2-instance-type "c5.large" --runtime-configuration 
 "GameSessionActivationTimeoutSeconds=300,MaxConcurrentGameSessionActivations=2,ServerProcesses=[{LaunchPath=C:
\game\Bin64.dedicated\MultiplayerSampleProjectLauncher_Server.exe,Parameters=
+sv_port 33435 +start_lobby,ConcurrentExecutions=10}]" --new-game-session-
protection-policy "FullProtection" --resource-creation-limit-policy 
 "NewGameSessionsPerCreator=3,PolicyPeriodInMinutes=15" --ec2-inbound-
permissions "FromPort=33435,ToPort=33435,IpRange=0.0.0.0/0,Protocol=UDP" 
 "FromPort=33235,ToPort=33235,IpRange=0.0.0.0/0,Protocol=UDP" --peer-vpc-aws-account-id 
 "111122223333" --peer-vpc-id "vpc-a11a11a"

VPC ピア接続に関する問題のトラブルシューティング
Amazon GameLift ゲームサーバーの VPC ピアリングの確立に問題がある場合は、以下の一般的な根本原
因を検討してください。

• リクエストされた接続の認可が見つからなかった。
• Amazon GameLift VPC以外の VPC の VPC 認可のステータスをチェックします。存在しないか、有効

期限が切れている可能性があります。
• ピア接続しようとしている 2 つの VPC のリージョンを確認します。それらの VPC が同じリージョン

にない場合は、ピア接続できません。
• 2 つの VPC の CIDR ブロック (「無効な VPC ピアリング接続設定」を参照) が重複しています。ピア接

続された VPC に割り当てられた IPv4 CIDR ブロックは､重複することはできません。Amazon GameLift 
フリートの VPC の CIDR ブロックは自動的に割り当てられ、変更できません。そのため、Amazon 
GameLift 以外のリソース用の VPC の CIDR ブロックを変更する必要があります。この問題を解決する
には。
• Amazon GameLift フリートの CIDRDescribeVpcPeeringConnections() ブロックを電話で調べ

ます。
• Amazon VPC コンソールに移動し、Amazon GameLift 以外のリソース用の VPC を見つけて、それら

が重複しないように CIDR ブロックを変更します。
• 新しいフリートがアクティブにならなかった (新しいフリートとの VPC ピア接続のリクエスト時)。新し

いフリートが Active (アクティブ) ステータスに移行しなかった場合、ピア接続する VPC がないため、
ピア接続は成功しません。
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コンソールでゲームデータを表示す
るには

マネージド Amazon GameLift サービスは、プレイヤーの行動とゲームのデータを継続的に収集しま
す。Amazon GameLift コンソールを使用すると、構築、フリート、ゲームセッション、プレイヤーセッ
ションのこの情報を表示、管理、および分析できます。

トピック
• 現在の Amazon GameLift ステータスを表示できます。 (p. 167)
• ビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルド (p. 168)
• スクリプトを表示する (p. 169)
• フリートの表示 (p. 170)
• フリートの詳細の表示 (p. 170)
• ゲームとプレイヤーセッションのデータを表示する (p. 173)
• エイリアスの表示 (p. 174)
• キューを表示する (p. 175)

現在の Amazon GameLift ステータスを表示できま
す。

Amazon GameLift ダッシュボードには次の情報が表示されます。

• [準備完了]、[初期化済み]、および [失敗] ステータスのビルドの数。現在のリージョンのビルドの詳細に
ついては、「ビルドを表示」を選択してください。

• すべてのステータスの艦隊の数。現在の地域の艦隊の詳細については、「艦隊を表示」を選択してくだ
さい。

• 現在のリソース。
• サービス全体の健全性（AWS Healthによる） 詳細については、AWS Healthユーザーガイドの「AWS 

Healthの概念」を参照してください。
• 新しい特徴とサービスの発表。

Amazon GameLift ダッシュボードを開くには

• Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。

ダッシュボードからは、次の操作を行うことができます。

• 「発売準備」を選択し、対応する発売アンケートに記入して、ゲームの発売準備をしてください。
• サービス割り当ての増額をリクエストするには、[サービスクォータを表示] を選択して、サービスの開

始に備えたり、リリースに対応したりします。
• 機能スポットライトのリンクを選択すると、ブログ投稿や新機能に関する詳細情報が表示されます。
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ビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルド
Amazon  GameLiftコンソールのビルドページでは、Amazon にアップロードしたすべてのゲームサーバー
ビルドに関する情報を表示および管理できます GameLift。ナビゲーションペインで、[ホスティング]、[ビ
ルド] を選択します。

ビルドページには、ビルドごとに次の情報が表示されます。

Note

ビルドページには、AWS現在のリージョンのビルドのみが表示されます。

• [Name]（名前) — アップロードした構築に関連付けられた名前。
• ステータス — ビルドのステータス。次の 3 つのステータスメッセージのいずれかを表示します。

• 初期化済み — アップロードはまだ開始されていないか、まだ進行中です。
• ビルドの準備が整いました。構築の準備が整いました。
• [Failed]（失敗) — GameLift 構築がタイムアウトしました。

• 作成時間 — ビルドを Amazon にアップロードした日付と時刻 GameLift。
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• ビルドビルドビルドビルドID — アップロード時に構築に割り当てられる一意の ID。
• [Version]（バージョン) — アップロードした構築に関連付けられたバージョンラベル付け。
• 構築オペレーションシステム。OS システム。ビルド OS は、Amazon GameLift がフリートのインスタ

ンスにインストールするオペレーティングシステムを決定します。
• [Size]（サイズ) — Amazon にアップロードされた構築ファイルのサイズ、単位はメガバイト (MB) 

GameLift。
• 艦隊 — ビルドでデプロイされた艦隊の数。

このページから、以下のいずれも行うことができます。

• ビルドの詳細を表示します。ビルドの名前を選択して、ビルドの詳細ページを開きます。
• ビルドから新しいフリートを作成します。ビルドを選択し、[フリートを作成] を選択します。
• ビルドのリストのフィルタリングとソートをします。テーブルの先頭でコントロールを使用します。
• ビルドを削除します。ビルドを選択し、[削除] を選択します。

ビルドの詳細
ビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビル
ドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドビルドの詳細の構築の詳細のビルドビルド
詳細ページの「概要」セクションには、「ビルド」ページと同じビルド概要情報が表示されます。フリー
トセクションには、フリートページと同じ概要情報を含む、ビルドで作成されたフリートのリストが表示
されます (p. 170)。

スクリプトを表示する
Amazon  GameLift コンソールのスクリプトページでは、Amazon にアップロードしたすべてのリアルタイ
ムサーバースクリプトに関する情報を表示および管理できます GameLift。ナビゲーションペインで、[ホス
ティング]、[スクリプト] を選択します。

スクリプトページには、各スクリプトに関する次の情報が表示されます。

Note

スクリプトページには、AWS現在のリージョンのスクリプトのみが表示されます。

• 名前 — アップロードされたスクリプトに関連する名前。
• [
• [Version]（バージョン) — アップロードされたスクリプトに関連付けられた一意
• [Size]（サイズ) — Amazon にアップロードされたスクリプトファイルのサイズ、単位はメガバイト 

(MB) GameLift。
• 作成時間 — スクリプトを Amazon にアップロードした日付と時刻 GameLift。
• 艦隊 — スクリプトでデプロイされた艦隊の数。

このページから、以下のいずれも行うことができます。

• スクリプト詳細を表示します。ビルドの名前を選択して、スクリプトの詳細ページを開きます。
• スクリプトから新しいフリートを作成します。スクリプトを選択し、[フリートの作成] を選択します。
• スクリプトリストをフィルタリングしてソートします。テーブルの先頭でコントロールを使用します。
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• スクリプトを削除します。スクリプトを選択し、[削除] を選択します。

スクリプトの詳細
[Scripts]（スクリプト) ページで、スクリプトの名前を選択し、詳細ページを開きます。詳細ページの
概要セクションには、ビルドページと同じスクリプト概要情報が表示されます。フリートセクション
には、フリートページと同じ概要情報を含む、スクリプトで作成されたフリートのリストが表示されま
す (p. 170)。

フリートの表示
GameLiftAWSアカウントで Amazon のゲームをホストするために作成されたすべてのフリートに関する情
報を表示できます。リストには、現在のリージョンで作成されたフリートが表示されます。フリートペー
ジから、新しいフリートを作成したり、フリートに関する詳細を表示したりできます。フリートの詳細
ページには (p. 170)、使用情報、指標、ゲームセッションデータ、およびプレイヤーセッションデータが
含まれています。フリートレコードを編集したり、フリートを削除したりすることもできます。

Fleets ページを表示するには、ナビゲーションペインから Fleets を選択します。

[フリート] ページには、以下の概要情報がデフォルトで表示されます。設定 (歯車) ボタンを選択して、表
示される情報をカスタマイズできます。

• [Dame]（名前）— フリートに付けられたわかりやすい名前。
• [Status]（ステータス）- フリートのステータスとして、[New]（新規）、[Downloading]（ダウンロード

中）、[Building]（構築）、[Active]（アクティブ）のいずれかを示します。
• [Date created]（作成日）— フリートが作成された日時です。
• [Comate sessions]（コンピューティングタイプ）— フリートをホストするために使用されるコンピュー

ティングのタイプ。フリートは、マネージド EC2 フリートでも Anywhere フリートでもかまいません。
• [Game sessions]（インスタンスタイプ）— フリート内のインスタンスのコンピューティング容量を決

定します。
• [Active instances] （アクティブなインスタンス）- フリートで使用中の EC2 インスタンスの数です。
• [Date created]（必要なインスタンス）— フリートでアクティブな状態を維持する EC2 インスタンスの

数です。
• [Game sessions]（ゲームセッション）— フリートで実行されているアクティブなゲームセッションの

数です。データが 5 分遅れます。

フリートの詳細の表示
ダッシュボードからフリート詳細ページにアクセスするか、フリート名を選択してフリートページにアク
セスします。

フリートの詳細ページでは、次のアクションを実行できます。

• フリートの属性、ポート設定、ランタイム 設定を更新します。
• フリートのロケーションを追加または削除します。
• フリート容量設定を変更します。
• ターゲット追跡のオートスケーリングを設定または変更します。
• フリートを削除します。
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詳細
フリート設定

• [Fleet ID]（フリートID）– フリートに割り当てられた一意の識別子です。
• 名前 — 艦隊の名前。
• ARN — このフリートに割り当てられた識別子。フリートのARNは、 GameLift それをAmazonリソース

として識別し、AWSリージョンとアカウントを指定します。
• [Dation]（説明）— フリートの識別可能な簡単な説明です。
• [Status]（ステータス）– フリートの現在のステータスとして、[New]（新規）、[Downloading]（ダウン

ロード中）、[Building]（構築中）および[Active]（アクティブ）のいずれかを示します。
• [Date created]（作成日）— フリートの作成日時です。
• [Date created]（終了日時）— フリートの終了日時。フリートがまだアクティブな場合は空白です。
• [Fleet type]（フリートタイプ） – フリートでオンデマンド インスタンスを使用するかスポットインスタ

ンスを使用するかを指定します。
• [EC2 type]（EC2タイプ）– フリート作成時に選択されたAmazon EC2の[instance type]（インスタンス

タイプ）です。
• [Instance Rstance Role]（インスタンスロールの）-他のAWSリソースへのアクセスを管理するAWS IAM 

ロールのことです、フリートの作成時に指定した場合。
• TLS証明書 — ゲームサーバーの認証とすべてのクライアント/サーバー通信の暗号化にTLS証明書を使用

できるかどうかは、フリートで有効か無効かを問いません。
• [Mate created]（メトリクスグループ）— 複数のフリートのメトリクスを集計するために使用されま

す。
• ゲームスケーリング保護ポリシー — 艦隊のゲームセッション保護の現在の設定 (p. 5)。
• プレイヤーあたりの最大ゲームセッション — ポリシー期間中にプレイヤーが作成できる最大セッション

数。
• ポリシー期間 — プレイヤーが作成したセッション数をリセットするまでの待ち時間。

ビルドの詳細

ビルドの詳細セクションには、フリートでホストされているビルドが表示されます。ビルド名を選択する
と、ビルドの詳細ページ全体が表示されます。

ランタイム設定

ランタイム設定セクションには、各インスタンスで起動するサーバープロセスが表示されます。これに
は、ゲームサーバー実行可能ファイルのパスとオプション起動パラメーターが含まれます。

ゲームセッションのアクティベーション

ゲームセッションのアクティベーションセクションには、同時に起動するサーバープロセスの数と、プロ
セスがアクティブになるまでの待機時間が表示されます。

EC2 ポート設定です

ポートセクションには、IP アドレスやポート設定範囲など、フリートの接続権限が表示されます。

メトリクス
[メトリクス] タブには、時間の経過に伴うフリートメトリクスのグラフィカル表現が表示されま
す。Amazon でのメトリクスの使用に関する詳細については GameLift、を参照してください GameLift ア
マゾンでアマゾンを監視 CloudWatch (p. 178)。
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イベント

イベント
[Events] タブには、イベントコード、メッセージ、タイムスタンプなど、フリートで発生したすべてのイ
ベントのログが表示されます。Amazon GameLift API リファレンスのイベントの説明を参照してくださ
い。

[Scaling] (スケーリング)
スケーリングタブには、現在のステータスや時間の経過に伴う容量の変化など、フリートキャパシティに
関する情報が含まれています。容量制限の更新と Auto Scaling の管理を行うツールも用意されています。

容量のスケーリング

フリートの場所ごとの現在のフリートの容量設定を表示します。制限と容量の変更の詳細については、
「」」（制限と容量の変更の詳細については、「」）、「」Amazon GameLift ホスティングキャパシティ
のスケーリング (p. 129)」

• AWS[Location]（ロケーション）— フリートインスタンスがデプロイされる場所の名前。
• [Status]（ステータス）— フリートロケーションのホスティングステータス。ロケーションステータス

はゲームをホストできるようにするために、ACTIVE である必要があります。
• 最小サイズ — その場所にデプロイする必要があるインスタンスの最小数。
• [Desired instances]（必要数）— ロケーションを維持するアクティブインスタンスのターゲット数。ア

クティブなインスタンスと目的のインスタンスが等しくなるまで、必要に応じてインスタンスをスター
トまたはシャットダウンするスケーリングイベントが開始されます。

• 最大サイズ — その場所にデプロイできるインスタンスの最大数です。
• Available — インスタンスのサービス制限から使用中のインスタンス数を引いた値。この値は、ロケー

ションに追加できるインスタンスの最大数を示します。

[Auto Scaling policies]（オートスケーリングポリシー）

このセクションでは、フリートに適用されるauto-scaling ポリシーについて説明します。ターゲットベー
スのポリシーを設定または更新できます。フリートのルールベースのポリシー。このポリシーは、AWS 
SDK または CLI がここに表示されます。スケーリングの詳細については、「Amazonを使ったオートス
ケールフリート容量 GameLift (p. 132)」

[Scaling history]（スケーリング履歴）

時間の経過に伴う容量の変化のグラフを表示します。

Locations
[Locations]（ロケーション）タブには、フリートインスタンスがデプロイされているすべてのロケーショ
ンが一覧表示されます。ロケーションには、フリートのホーム リージョンと、追加されたリモートロケー
ションが含まれます。このタブでは、直接ロケーションを追加または削除できます。

• [Location]（ロケーション） — フリートインスタンスがデプロイされる場所の名前。
• [Status]（ステータス）– フリートロケーションのホスティングステータス。ロケーションステータス

は、ロケーション内の最初のインスタンスをアクティブ化するプロセスを追跡します。ロケーションス
テータスはゲームをホストできるようにするために、ACTIVE である必要があります。

• [Active instances]（アクティブなインスタンス）— フリートのロケーションでサーバープロセスが実行
されているインスタンスの数。

• [Active servers]（アクティブなサーバー）— フリートのロケーションでゲームセッションをホストでき
るゲームセッションをホストできるゲームプロセスの数。
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• [Game sessions]（ゲームセッション）— フリートのロケーションにあるインスタンスでアクティブな
ゲームセッションの数。

• [Player sessions]（プレイヤーセッション）— フリートのロケーションでアクティブなゲームセッショ
ンに参加しているプレイヤーセッションに参加しているプレイヤーセッションに参加しているプレイ
ヤーセッションに参加しているプレイヤーセッションに参加しているプレイヤーセッションに参加して
いるプレイヤーセッションに参加しているプレイヤーセッションに参加しているプレイヤーセッション
に参加しているプレイヤーセッションに参加しているプレイヤー

ゲームセッション
[Game sessions] タブには、フリートにホストされている過去と現在のゲームセッションと、いくつかの
詳細情報がリストされます。ゲームセッション ID を選択すると、プレイヤーセッションを含む追加のゲー
ムセッション情報にアクセスできます。プレイヤーセッションの詳細については、「ゲームとプレイヤー
セッションのデータを表示する (p. 173)」

ゲームとプレイヤーセッションのデータを表示する
ゲームセッションと個々のプレーヤーに関する情報を表示できます。ゲームセッションとプレイヤーセッ
ションの詳細については、『プレーヤーがゲームに接続する方法 (p. 6)』を参照してください。

ゲームセッションとプレイヤーデータを表示するには

1. Amazon GameLift コンソールのナビゲーションペインで、[Fleets] を選択します。
2. ゲームセッションをホストしたフリートリストからフリートを選択します。
3. 「ゲームセッション」タブを選択します。このタブには、フリートにホストされているすべてのゲー

ムセッションと概要情報が表示されます。
4. ゲームセッションを選択すると、そのゲームセッションに関する追加情報と、ゲームに接続したプレ

イヤーのリストが表示されます。

詳細
概要

このセクションには、ゲームセッション情報の概要が表示されます。

• [Status]（ステータス） – ゲーム セッションステータスです。
• アクティベーション — インスタンスはゲームセッションを開始しています。
• [Active]（アクティブ）— ゲームセッションが実行されており、プレイヤーを受け入れ可能です。セッ

ションが実行されており、プレイヤーを受け入れ可能です。
• 終了 — ゲームセッションが終了しました。

• ARN — ゲームセッションの Amazon リソースネーム。
• [Name]（名前）— ゲームセッションで生成された名前です。
• 場所 — Amazon GameLift がゲームセッションをホストした場所。
• 作成時間 — Amazon GameLift がストリームセッションを作成した日付と時刻。
• 終了時間 — ゲームセッションが終了した日付と時刻。
• DNS 名 — ゲームセッションのホスト名。
• [IP address]（IPアドレス）– ゲームセッションに指定された IP アドレスです。
• [Port]（ポート）– ゲームセッションへのConnectに使用されるポート番号です。
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• 作成者 ID — ゲームセッションを開始したプレイヤーの固有識別子。
• プレイヤーセッション作成ポリシー — ゲームセッションが新規プレイヤーを受け入れているかどうかを

示します。
• ゲームスケーリング保護ポリシー — Amazon GameLift がフリート内で起動するすべての新しいインス

タンスに設定するゲームセッション保護のタイプ。

ゲームデータ

開始時にゲームセッションに送信する適切な形式のデータ。

ゲームプロパティ

ゲームセッションに影響するキーと値のペアのプロパティ。

マッチメーキングデータ

FlexMatch マッチメーカー JSON。マッチメーカーを確認して編集するには、「マッチメイキング設定を
表示」を選択します。 FlexMatch マッチメイキングの詳細については、「マッチメーカーの構築」を参照
してください。

プレイヤーセッション
ゲームセッションごとに次のプレイヤーセッションデータが収集されます。

• [player creation policy]（プレイヤーセッションID）— プレイヤーセッションID — プレイヤーセッショ
ンID。

• [Player ID]（プレイヤーID）– プレイヤーの一意の識別子です。この ID を選択すると、追加のプレイ
ヤー情報を取得できます。

• [Status](ステータス） – プレイヤーセッションのステータスです。以下のステータスを指定できます。
• [Resererved]（予約済み）— プレイヤーセッションが予約されていますが、プレイヤーセッションが

予約されていますが、プレイヤーセッションが予約されていますが、プレイヤー
• [Active]（アクティブ）— プレイヤーセッションが現在ゲームセッションにConnectされています。
• [Completed]（完了） – プレイヤーセッションが終了しました。プレイヤーは切断されました。
• タイムアウト — プレーヤーが接続できませんでした。

• [Crecreation policy]（名前）— プレイヤーがゲームセッションにConnectした時間です。
• [End time]（終了時間）— プレイヤーがゲームセッションから切断した時間です。
• プレーヤーデータ — プレーヤーセッションの作成中に提供されたプレーヤーに関する情報。

プレイヤー情報
現在のリージョンのすべてのフリート間でプレイヤーが接続したすべてのゲームのリストなど、選択した
プレイヤーの追加情報を表示します。この情報には、各プレーヤーセッションのステータス、開始時間、
終了時間、および合計接続時間が含まれます。関連するゲームセッションと艦隊のデータを表示するよう
に選択できます。

エイリアスの表示
エイリアスページには、現在のリージョンで作成したフリートエイリアスに関する情報が表示されます。
エイリアスページを表示するには、ナビゲーションペインで [エイリアス] を選択します。
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[Aliases] ページで、以下の操作を実行できます。

• 新しいエイリアスを作成します。[エイリアスを作成] を選択します。
• エイリアステーブルをフィルタリングしてソートします。テーブルの先頭でコントロールを使用しま

す。
• エイリアスの詳細を表示する。エイリアス名を選択して、エイリアスの詳細ページを開きます。
• エイリアスを削除する。エイリアスを選択し、[削除] を選択します。

エイリアスの詳細
エイリアスの詳細ページには、エイリアスに関する情報が表示されます。

このページからできること:

• エイリアスを編集します。[編集] を選択します。
• ボットのエイリアスに関連付けられているフリートを表示します。
• エイリアスを削除する。[Delete] (削除) を選択します。

エイリアスの詳細情報を次に示します。

• [ID]（ID）— エイリアスを識別するために使用される一意の数値。
• [Description]（説明） – エイリアスの説明。
• [ARN]（アーン）— エイリアスの Amazon リソースネーム。
• [Cate]（作成）— エイリアスを作成した日時。
• [Last created]（最終更新日）— ボットのエイリアスが最後に更新された日時。
• [Routing]（ルーティングタイプ）— エイリアスのルーティングタイプで、以下のいずれかです。

• [Simple]（シンプル）— プレイヤートラフィックを指定されたフリート ID にルーティング エイリア
スのフリート ID はいつでも更新できます。

• [Terminal]（ターミナル）— クライアントにメッセージを返します。たとえば、 out-of-date クライア
ントを使用しているプレイヤーを、アップデートを入手できるロケーションに誘導する場合がありま
す。

• タグ — エイリアスを識別するために使用されるキーと値のペア。

キューを表示する
既存のすべてのゲームセッション配置キュー に関する情報を表示できます。キューページには、現在の
リージョンで作成されたキューが表示されます。[Queues] ページから、新しいキューの作成、既存の
キューの削除、選択したキューの詳細ページの表示を行うことができます。各キューの詳細ページには、
キューの設定とメトリクスデータが含まれます。キューの詳細については、「ゲームセッション配置用の 
Amazon GameLift キューを設定する (p. 137)」を参照してください。

キューページには、各キューに関する次の概要情報が表示されます。

• [キュー名] - キューに割り当てられた名前です。新しいゲームセッションのリクエストはこの名前で
キューを指定します。

• [キュータイムアウト] - ゲームセッション配置リクエストがキューに残る最長時間 (秒) です。この時間
を経過するとタイムアウトします。

• [キューにある送信先] - キュー設定に一覧表示されるフリートの数です。Amazon は、 GameLift キュー
にある任意のフリートのゲームセッションの配置キューにある場合があります。
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キューの詳細を表示する
キューの設定やメトリクスなど、キューの詳細情報にアクセスできます。キューの詳細ページを開くに
は、[Queues] ページに移動し、キュー名を選択します。

キューの詳細ページには、概要テーブルと、追加情報を含むタブが表示されます。このページで、以下の
操作を実行できます。

• キューの設定、送信先のリスト、プレイヤーレイテンシーポリシーを更新します。[編集] を選択しま
す。

• キューを削除します。キューを削除すると、新規のゲームセッションの配置リクエストがすべて失敗し
ます。[Delete] (削除) を選択します。

Note

削除したキューを復元するには、削除したキューの名前で新しいキューを作成します。

詳細
概要

概要セクションには、キューの Amazon リソースネーム (ARN) とタイムアウトが表示されます。ARN 
は、Amazon の他のアクションや Amazon のエリアでキューを参照する場合に使用できます GameLift。タ
イムアウトは、ゲームセッション配置リクエストがキューに残る最大時間（秒）。

イベントの通知

イベント通知セクションには、Amazon GameLift がイベント通知を公開する SNS トピックと、この
キューによって作成されたすべてのイベントに追加されるイベントデータが一覧表示されます。

タグ

タグテーブルには、リソースにタグを付けるために使用されるキーと値が表示されます。タグ付けの詳細
については、「AWSリソースのタグ付け」を参照してください。

メトリクス
[Metrics] (メトリクス) タブには、時間の経過に伴うキューメトリクスのグラフィカル表現が表示されま
す。

キューメトリクスには、キュー全体の配置アクティビティや成功した配置のリージョン別内訳など、
キュー全体の配置アクティビティや成功した配置のリージョン別内訳など、様々な情報が含まれます。地
域データを使用すると、ゲームをホストしている場所を知ることができます。キュー設計全体の問題を検
出するのにリージョン別の配置メトリクスが役立つ場合があります。

キューメトリクスは、Amazon でも利用できます CloudWatch。使用可能なメトリクスの詳細について
は、「」を参照してくださいキューの Amazon GameLift メトリクス (p. 185)。

送信先
[Destinations] (送信先) タブに、キューにリストされたすべてのフリートまたはエイリアスが表示されま
す。

Amazon GameLift は、新規のゲームセッションをホストできるリソースの送信先を検索するとき、ここ
にリストされたデフォルトの順序で検索します。リストされた最初の送信先に容量がある限り、Amazon 
GameLift は新規のゲームセッションの配置中に配置の配置の配置の配置の配置の配置の配置の配置の配置
の配置の配置 プレイヤーのレイテンシーデータを提供することによって、個々のゲームセッションの配置
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リクエストにデフォルトの順序を上書きさせることができます。このデータは、Amazon に、プレイヤー
レイテンシーが最も小さい、 GameLift 利用可能な送信先を検索するように指示します。キュー設計の詳細
については、「」を参照してくださいゲームセッションキューの設計 (p. 138)。

セッション配置
プレイヤーレイテンシーポリシー

プレイヤーレイテンシーポリシーセクションには、キューが使用するすべてのポリシーが表示されます。
表には、ポリシーが適用される順序でリストされます。

Locations

ロケーションセクションには、このキューがゲームセッションを配置できるロケーションが表示されま
す。

優先度

優先度セクションには、キューがゲームセッションの詳細を評価する順序が表示されます。

ロケーションオーダー

ロケーション順序セクションには、ゲームセッションを配置するときにキューが使用するデフォルトの順
序が表示されます。他の種類の優先度を定義していない場合、キューはこの順序を使用します。

177



Amazon GameLift デベロッパーガイド
モニター付き CloudWatch

アマゾンのモニタリング GameLift
Amazon EC2 のスタンドアロン機能として Amazon GameLift EC2 のスタンドアロン機能として使用して
いる場合は、Amazon EC2 インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 ユーザーガ
イドの Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 ユーザーガイドの 
Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2

モニタリングは、Amazon GameLift およびAWSのその他ソリューションの信頼性、可用性、およびパ
フォーマンスを維持するための重要な部分です。Amazon GameLift でのメトリクスの主な用途は 3 つあり
ます。システムのヘルス状態をモニタリングしてアラームを設定すること、ゲームサーバーのパフォーマ
ンスと使用状況を追跡すること、およびマニュアル/auto-scaling を使用して容量を管理することです。

AWSには、Amazon を監視して異常を検出した場合に報告し GameLift、必要に応じて自動的に対処するた
めに、次のモニタリングツールが用意されています。

• GameLift アマゾンコンソール
• Amazon CloudWatch-Amazon-Amazon GameLift メトリクスをリアルタイムでモニタリングし、さらに

AWSサービスで実行している他のAWSリソースおよびアプリケーションのメトリクスもモニタリングで
きます。 CloudWatch には、カスタマイズされたダッシュボードを作成するツールや、指標が指定のし
きい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームを設定する機能など、一連の監視機能
があります。

• AWS CloudTrail-Amazon および他のAWSサービスに対してお客様のアカウントによって行われ
た、AWSまたはそのアカウントの代わりに行われた API GameLift 呼び出しとそれに関連するイベント
を記録します。データは、指定した Amazon S3 バケットにログファイルとして配信されます。AWSを
呼び出したユーザーとアカウント、呼び出し元の出典 IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定で
きます。

• ゲームセッションログ — Amazon S3 に保存されているログファイルに、ゲームセッションのカスタム
サーバーメッセージを出力できます。

トピック
• GameLift アマゾンでアマゾンを監視 CloudWatch (p. 178)
• Amazon GameLift API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 191)
• Amazon のサーバーメッセージのロギング GameLift (p. 193)

GameLift アマゾンでアマゾンを監視 CloudWatch
Amazon GameLift を使用して Amazon をモニタリングすることで CloudWatch、raw データを収集し、
リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工できます。AWSこれらの統計は 15 か月間保持さ
れ、Amazon GameLift でホストしているゲームサーバーのパフォーマンスに関する履歴情報を提供しま
す。特定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりア
クションを実行したりできます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照して
ください。

以下の表は、Amazon GameLift のメトリクスとディメンションの一覧です。で利用可能なすべてのメト
リクスは、Amazon CloudWatch GameLift コンソールでも利用可能です。このコンソールでは、データが
カスタマイズ可能なグラフとして提供されます。 CloudWatch ゲームのメトリックスにアクセスするに
は、AWS Management Console、AWS CLI、または CloudWatch API を使用します。

メトリクスにロケーションがない場合は、ホームロケーションが使用されます。

Amazon GameLift メトリクスのディメンション
Amazon GameLift は、以下のディメンションでフィルタリングメトリクスをサポートします。
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GameLift フリートのAmazonメトリクス

ディメンション 説明

Location フリートのデプロイ ロケーションのメトリクスをフィル
ター処理します。メトリクスにロケーションがない場合
は、ホームロケーションが使用されます。

FleetId 1 つのフリートのフィルタメトリックス。このディメン
ションは、インスタンス、サーバープロセス、ゲーム
セッション、プレイヤーセッションのすべてのフリート
メトリクスで使用できます。

MetricGroup フリートの集合のメトリクスをフィルタ処理します。フ
リートをメトリックグループに追加するには、フリート
の属性にメトリックグループ名を追加します (() を参照
UpdateFleetAttributes)。このディメンションは、インス
タンス、サーバープロセス、ゲームセッション、プレイ
ヤーセッションのすべてのフリートメトリクスで使用で
きます。

QueueName 1 つのキューのメトリクスをフィルタ処理します。この
ディメンションはゲームセッションキューのメトリクス
でのみ使用されます。

ConfigurationName 1 つのマッチメイキング設定のフィルタメトリックス。
このディメンションはマッチメイキング設定のメトリク
スでのみ使用されます。

ConfigurationName-RuleName マッチメイキング設定とマッチメイキングルールの交差
のメトリクスをフィルタ処理します。このディメンショ
ンはマッチメイキングルールのメトリクスでのみ使用さ
れます。

InstanceType EC2 インスタンスタイプ (「c4.large」など) のメトリク
スをフィルタ処理します。このディメンションはスポッ
トインスタンスのメトリクスで使用されます。

OperatingSystem インスタンスのオペレーティングシステムのメトリクス
をフィルタ処理します。このディメンションはスポット
インスタンスのメトリクスで使用されます。

GameServerGroup ゲーム サーバーグループの FleetIQ メトリクスをフィル
ターする。

GameLift フリートのAmazonメトリクス
AWS/GameLift 名前空間には、フリート全体またはフリートグループにまたがるアクティビティに関する
以下のメトリクスが含まれます。フリートはマネージド Amazon GameLift ソリューションで使用されま
す。Amazon GameLift CloudWatch サービスはメトリクスを毎分メトリクスを送信します。

インスタンス

メトリクス 説明

ActiveInstances ACTIVE ステータスのインスタンスの数。このステータ
スは、アクティブなサーバープロセスを実行中であるこ
とを示します。数値には、アイドル状態のインスタンス
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GameLift フリートのAmazonメトリクス

メトリクス 説明
や、1 つ以上のゲームセッションをホストしているイン
スタンスが含まれます。このメトリクスでは、インスタ
ンスの現在の総容量を測定します。このメトリクスは 
Auto Scaling で使用できます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

DesiredInstances Amazon GameLift でフリートに保持しようとしている
アクティブなインスタンスの目標数。Auto Scaling を使
用している場合、この値は現在有効なスケーリングポリ
シーに基づいて決定されます。Auto Scaling を使用して
いない場合、この値は手動で設定します。このメトリク
スは、フリートメトリクスグループのデータの表示には
使用できません。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

IdleInstances 現在ホストしているゲームセッション数が 0 (ゼロ) であ
るアクティブなインスタンス。このメトリクスでは、使
用可能であるが使用されていない容量を測定します。こ
のメトリクスは Auto Scaling で使用できます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

MaxInstances フリートで許容されるインスタンスの最大数。フリート
のインスタンスの最大数により、手動または自動で容量
をスケールアップする上限が決まります。このメトリク
スは、フリートメトリクスグループのデータの表示には
使用できません。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション
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メトリクス 説明

MinInstances インスタンスで許容されるインスタンスの最小数。フ
リートのインスタンスの最小数により、手動または自動
で容量をスケールダウンする下限が決まります。このメ
トリクスは、フリートメトリクスグループのデータの表
示には使用できません。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

PercentIdleInstances すべてのアイドル状態のアクティブなインスタンスの
パーセント (IdleInstances / ActiveInstances で
計算)。このメトリクスは Auto Scaling で使用できます。

単位: パーセント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

RecycledInstances リサイクルおよび置換されたスポットインスタンスの
数。Amazon は、現在ゲームセッションをホストしてお
らず、 GameLift 中断の可能性が高いスポットインスタ
ンスをリサイクルします。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

InstanceInterruptions 中断されたスポットインスタンス数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

サーバープロセス

メトリクス 説明

ActiveServerProcesses ACTIVE ステータスのサーバープロセス。このステータ
スは、プロセスが実行中でゲームセッションをホスト
できることを示します。数値には、アイドル状態のサー
バープロセスやゲームセッションをホストしているサー
バープロセスが含まれます。このメトリクスでは、サー
バープロセスの現在の総容量を測定します。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum
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メトリクス 説明
ディメンション: ロケーション

HealthyServerProcesses 正常な状態を示しているアクティブなサーバープロセ
ス。このメトリクスは、フリートのゲームサーバーの全
体的な状態を追跡するのに役立ちます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

PercentHealthyServerProcesses 正常な状態を示しているすべてのアクティブなサーバー
プロセスのパーセント (HealthyServerProcesses / 
ActiveServerProcesses で計算)。

単位: パーセント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

ServerProcessAbnormalTerminations 前回のレポート以降に異常事態のためにシャット
ダウンされたサーバープロセス。このメトリクスに
は、Amazon GameLift サービスによって開始された終了
が含まれます。これは、サーバープロセスが応答しなく
なったり、ヘルスチェックの失敗が常に報告されたり、
ProcessEnding() を呼び出して正常に終了しなかったり
した場合に発生します。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

ServerProcessActivations 前回のレポート以降に ACTIVATING から ACTIVE のス
テータスに正常に移行したサーバープロセス。サーバー
プロセスは、アクティブになるまでゲームセッションを
ホストすることはできません。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

ServerProcessTerminations 前回のレポート以降にシャットダウンされたサーバープ
ロセス。これには、プロセスの正常または異常な終了を
問わず、何らかの理由で TERMINATED ステータスに移
行したすべてのサーバープロセスが含まれます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション
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ゲームセッション

メトリクス 説明

ActivatingGameSessions ACTIVATING ステータスのゲームセッション。このス
テータスは、セッションが起動中であることを示しま
す。ゲームセッションは、アクティブになるまでプレイ
ヤーをホストすることはできません。起動時間が長引く
場合、セッションは ACTIVATING から ACTIVE ステー
タスに移行していない可能性があります。このメトリク
スは Auto Scaling で使用できます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

ActiveGameSessions Active ステータスのゲームセッション。このステータス
は、セッションでプレイヤーをホストできること、およ
びゼロ個以上のプレイヤーをホストしていることを示し
ます。このメトリクスでは、現在ホストされているゲー
ムセッションの総数を測定します。このメトリクスは 
Auto Scaling で使用できます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

AvailableGameSessions 現在ゲームセッションのホストに使用されておらず、新
しいサーバープロセスまたはインスタンスをスピンアッ
プするために、遅滞なく新しいゲームセッションをス
タートできる、アクティブで正常なサーバープロセス。
このメトリクスは Auto Scaling で使用できます。

Note

同時ゲームセッションのアクティベーション
を制限するフリートについては、メトリクス
ConcurrentActivatableGameSessionsを
使用します。このメトリクスでは、遅延なしで
スタートできる新しいゲームセッションの数を
より正確に表します。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

ConcurrentActivatableGameSessions 現在ゲームセッションのホストに使用されていないアク
ティブで正常なサーバープロセスであり、新しいゲーム
セッションをすぐにスタートできます。

このメトリクスは、次の方法で
AvailableGameSessions と異なります: ゲームセッ
ションのアクティビティに制限があるため、現在新し
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メトリクス 説明
いゲームセッションをアクティブ化できないサーバープ
ロセスはカウントされません。(RuntimeConfiguration艦
隊のオプション設定を参照してくださ
いMaxConcurrentGameSessionActivations)。
ゲームセッションのアクティベーションを制
限しないフリートの場合、このメトリクスは
AvailableGameSessionsと同一です。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

PercentAvailableGameSessions 現在使用されていないすべてのアクティブなサーバープ
ロセス (正常または異常を問わない) のゲームセッション
スロットのパーセント (AvailableGameSessions / 
[ActiveGameSessions + 
AvailableGameSessions + unhealthy server 
processes] で計算)。このメトリクスは Auto Scaling 
で使用できます。

単位: パーセント

CloudWatch 関連する統計:Average

ディメンション: ロケーション

GameSessionInterruptions 中断されたスポットインスタンスのゲームセッション
数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

ディメンション: ロケーション

プレイヤーセッション

メトリクス 説明

CurrentPlayerSessions ステータスが ACTIVE (プレイヤーはアクティブなゲー
ムセッションに接続されている) であるか、RESERVED 
(プレイヤーはゲームセッションのスロットを与えられて
いるが、まだ接続されていない) であるプレイヤーセッ
ション。このメトリクスは Auto Scaling で使用できま
す。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

PlayerSessionActivations 前回のレポート以降に RESERVED から ACTIVE ステー
タスに移行したプレイヤーセッション。これは、プレイ
ヤーがアクティブなゲームセッションに正常に接続した
場合に発生します。
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キューの Amazon GameLift メトリクス

メトリクス 説明
単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

キューの Amazon GameLift メトリクス
Amazon GameLift 名前空間には、ゲームセッション配置キュー全体のアクティビティに関する以下のメ
トリクスが含まれます。キューはマネージド Amazon GameLift ソリューションで使用されます。Amazon 
GameLift CloudWatch サービスはメトリクスを毎分メトリクスを送信します。

メトリクス 説明

AverageWaitTime ゲームセッション配置キューで PENDING ステータスの
リクエストが実行されるまでの平均待機時間。

単位: 秒

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

ディメンション: ロケーション

FirstChoiceNotViable 第 1 選択のフリートが有効ではない (中断率の高いス
ポットフリートなどである) と判断されたために、別
のフリートに正常に配置されたゲームセッション。こ
のメトリクスは、レイテンシーではなくコストに基づ
いています。第 1 選択のフリートは、キューの先頭の
フリートです。または、配置リクエストにプレイヤー 
レイテンシー データが含まれている場合は、[FleetIQ 
prioritization]（FleetIQ の優先度設定） によって最初に選
択されたフリートです。有効なスポットフリートがない
場合には、このリージョンの任意のフリートが選択され
ます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

FirstChoiceOutOfCapacity 第 1 選択のフリートに使用可能なリソースがないため
に、別のフリートに正常に配置されたゲームセッショ
ン。第 1 選択のフリートは、キューの先頭のフリートで
す。または、配置リクエストにプレイヤーレイテンシー
データが含まれている場合は、[FleetIQ の優先度設定]
（FleetIQ の優先度設定）によって最初に選択されたフ
リートです。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

LowestLatencyPlacement プレイヤーに対してキューの最低のレイテンシーを提供
するリージョンに正常に配置されたゲームセッション。
このメトリクスは、配置リクエストにプレイヤーレイテ
ンシーデータが含まれている場合にのみ生成されます。

単位はカウント
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メトリクス 説明
CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

LowestPricePlacement 選択した リージョン でキューの料金が最低であるフ
リートに正常に配置されたゲームセッション。このフ
リートは、スポットフリートであるか、キューにスポッ
トインスタンスがない場合はオンデマンドインスタンス
になります。このメトリクスは、配置リクエストにプレ
イヤーレイテンシーデータが含まれている場合にのみ生
成されます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

Placement <region name> 指定したリージョン内のフリートに正常に配
置されたゲームセッション。このメトリクス
は、PlacementsSucceeded メトリクスのリージョン
別内訳を示します。

単位はカウント

CloudWatch関連する統計:Sum

PlacementsCanceled 前回のレポート以降に、タイムアウト前にキャンセルさ
れたゲームセッション配置リクエスト。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

PlacementsFailed 前回のレポート以降に何らかの理由で失敗したゲーム
セッション配置リクエスト。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

PlacementsStarted 前回のレポート以降にキューに追加された新しいゲーム
セッション配置リクエスト。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

PlacementsSucceeded 前回のレポート以降に新しいゲームセッションとなった
ゲームセッション配置リクエスト。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

PlacementsTimedOut 前回のレポート以降に、キューのタイムアウト制限に達
して実行されなかったゲームセッション配置リクエス
ト。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum
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メトリクス 説明

QueueDepth キュー内で PENDING ステータスのゲームセッション配
置リクエストの数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

ディメンション: ロケーション

マッチメイキングの Amazon GameLift メトリクス
Amazon GameLift名前空間には、 FlexMatch マッチメーキング設定とマッチメーキングルールに関する
メトリクスが含まれます。 FlexMatch マッチメイキングは、マネージド Amazon GameLift ソリューショ
ンで使用されます。Amazon GameLift CloudWatch サービスはメトリクスを毎分メトリクスを送信しま
す。

マッチメーキングアクティビティのシーケンスの詳細については、「 GameLift FlexMatchAmazonの仕組
み」を参照してください。

マッチメイキング設定

メトリクス 説明

CurrentTickets マッチメーキングリクエストは現在処理中であるか、処
理の待機中です。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum、Sum

MatchAcceptancesTimedOut 承諾を要求するマッチメーキング設定の場合、前回のレ
ポート後に承諾プロセス中にタイムアウトしたマッチン
グ案の数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

MatchesAccepted 承諾を要求するマッチメーキング設定の場合、前回のレ
ポート後に承諾されたマッチング案の数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

MatchesCreated 前回のレポート後に作成された可能性のあるマッチング
案の数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

MatchesPlaced 前回のレポート後にゲームセッションに正常に配置され
たマッチング案の数。

単位はカウント
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メトリクス 説明
CloudWatch 関連する統計:Sum

MatchesRejected 承諾を要求するマッチメーキング設定の場合、前回のレ
ポート後に少なくも 1 人のプレイヤーによって却下され
た可能性のあるマッチング案の数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

PlayersStarted 前回のレポート後に追加されたマッチメーキングチケッ
トのプレイヤーの数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

TicketsFailed 前回のレポート後に、マッチメーキングリクエストが失
敗した数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

TicketsStarted 前回のレポート後に作成された新しいマッチメーキング
リクエスト。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

TicketsTimedOut 前回のレポート後に、タイムアウトしたマッチメーキン
グリクエストの数。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

TimeToMatch 前回のレポート以前にマッチング候補に配置されたマッ
チメーキングリクエストの場合、チケットの作成から
マッチング候補の作成までの時間。

単位: 秒

CloudWatch 関連する統計:データサンプル
数、Minimum、Minimum、Minimum、Minimum、

TimeToTicketCancel 前回のレポート前にキャンセルされたマッチメーキング
リクエストの場合、チケットの作成からキャンセルまで
の時間。

単位: 秒

CloudWatch 関連する統計:データサンプル
数、Minimum、Minimum、Minimum、Minimum、
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メトリクス 説明

TimeToTicketSuccess 前回のレポート前に成功したマッチメーキングリクエス
トの場合、チケットの作成からマッチングが正常に配置
されるまでの時間。

単位: 秒

CloudWatch 関連する統計:データサンプル
数、Minimum、Minimum、Minimum、Minimum、

マッチメイキングルール

メトリクス 説明

RuleEvaluationsPassed 前回のレポート後に、マッチメーキングプロセスで合格
したルール評価数。このメトリクスは、上位 50 のルー
ルに制限されます。

単位はカウント

CloudWatch関連する統計:Sum

RuleEvaluationsFailed 前回のレポート後に、マッチメーキングで失敗したルー
ル評価数。このメトリクスは、上位 50 のルールに制限
されます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

FleetIQ の Amazon GameLift メトリクス
Amazon GameLift名前空間には、ゲームホスティングの FleetIQ スタンドアロンソリューションの
パートとして、 ゲームサーバーグループとゲームサーバーのアクティビティに関するメトリクスが含
まれます。Amazon GameLift サービスは、 CloudWatch 毎分メトリクスを送信します。また、Amazon 
CloudWatch EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの 「Amazon ユーザーガイドの「Amazon ユーザーガイ
ド」を参照してください。

メトリクス 説明

AvailableGameServers ゲーム実行に使用可能で、ゲームプレイに現在使用され
ていないゲームサーバーの数。この数には、クレーム済
みであるが、まだ AVAILABLE ステータスにあるゲーム
サーバーが含まれます。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

寸法: GameServerGroup

UtilizedGameServers ゲームプレイに現在使用されているゲームサーバー。こ
の数字には、[UTILIZED (使用中)] 状態のゲームサーバー
も含まれます。
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メトリクス 説明
単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

寸法: GameServerGroup

DrainingAvailableGameServers ゲームプレイを現在サポートしていない、終了予定のイ
ンスタンスのゲームサーバー。これらのゲームサーバー
は、新しいクレームリクエストがあった場合に、クレー
ムされる優先度が最も低いゲームサーバーです。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

寸法: GameServerGroup

DrainingUtilizedGameServers ゲームプレイを現在サポートしている、終了予定のイン
スタンスのゲームサーバー。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

寸法: GameServerGroup

PercentUtilizedGameServers ゲーム実行を現在サポートしているゲームサーバーの割
合。このメトリクスは、ゲームサーバーキャパシティー
の現在の使用量を示します。プレイヤーの需要に合わ
せてインスタンスを動的に追加および削除できる Auto 
Scaling ポリシーを実行する場合に役立つメトリクスで
す。

単位: パーセント

CloudWatch 関連する統計:Average、Maximum

寸法: GameServerGroup

GameServerInterruptions スポットの可用性が制限されているために中断されたス
ポットインスタンスのゲームサーバー。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

寸法: GameServerGroup, InstanceType

InstanceInterruptions 可用性が制限されているために中断されたスポットイン
スタンス。

単位はカウント

CloudWatch 関連する統計:Sum

寸法: GameServerGroup, InstanceType
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Amazon GameLift API 呼び出しのロギングAWS 
CloudTrail

Amazon Redshift GameLift はAWS CloudTrail、Amazon Redshift 内のユーザー、ロール、またはAWS
サービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービスである GameLiftと統合されています。 
CloudTrail の Amazon GameLift SNS のすべての API をキャプチャします。キャプチャには、Amazon 
GameLift コンソールからの呼び出しと、Amazon GameLift API オペレーションへのコードが含まれま
す。追跡を作成する場合は、Amazon S3 CloudTrail バケットへのイベントをAmazon S3 バケットに継続
的に配信できるようになります GameLift。追跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event 
history] で最新のイベントを表示できます。の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を
確認できます。 CloudTrail GameLift

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。

GameLift のアマゾン情報 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。Amazon SNS でアクティビ
ティが発生すると GameLift、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴] に記録されます。AWS
最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「
CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

Amazon Trail でイベントを継続的に記録するにはAWS アカウント GameLift、追跡を作成します。追跡
により、Amazon S3 CloudTrail バケットにログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォ
ルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます 証跡
は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• の Amazon SNS S S S S SNS S S S CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」および「複数のアカウントからログファイルを受け取

すべての Amazon GameLift アクションは Amazon GameLift API CloudTrail リ
ファレンスによって記録され、文書化されています。たとえば、を呼び出した
りCreateGameSession、CreatePlayerSessionUpdateGameSessionアクションを実行したりする
と、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• 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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GameLift ログファイルの Amazon SNS

Amazon ログファイルの Amazon GameLift ログファ
イルの Amazon SNS
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログがあります。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 の順序付けられたスタックではないため、特定
の順序では表示されません。

次の例は、 CloudTrail CreateFleetDescribeFleetAttributesおよびアクションを示すログエントリ
です。

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "eventVersion": "1.04", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "userName": "myUserName" 
            }, 
            "eventTime": "2015-12-29T23:40:15Z", 
            "eventSource": "gamelift.amazonaws.com", 
            "eventName": "CreateFleet", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
            "userAgent": "[]", 
            "requestParameters": { 
                "buildId": "build-92b6e8af-37a2-4c10-93bd-4698ea23de8d", 
                "eC2InboundPermissions": [ 
                    { 
                        "ipRange": "10.24.34.0/23", 
                        "fromPort": 1935, 
                        "protocol": "TCP", 
                        "toPort": 1935 
                    } 
                ], 
                "logPaths": [ 
                    "C:\\game\\serverErr.log", 
                    "C:\\game\\serverOut.log" 
                ], 
                "eC2InstanceType": "c5.large", 
                "serverLaunchPath": "C:\\game\\MyServer.exe", 
                "description": "Test fleet", 
                "serverLaunchParameters": "-paramX=baz", 
                "name": "My_Test_Server_Fleet" 
            }, 
            "responseElements": { 
                "fleetAttributes": { 
                    "fleetId": "fleet-0bb84136-4f69-4bb2-bfec-a9b9a7c3d52e", 
                    "serverLaunchPath": "C:\\game\\MyServer.exe", 
                    "status": "NEW", 
                    "logPaths": [ 
                        "C:\\game\\serverErr.log", 
                        "C:\\game\\serverOut.log" 
                    ], 
                    "description": "Test fleet", 
                    "serverLaunchParameters": "-paramX=baz", 
                    "creationTime": "Dec 29, 2015 11:40:14 PM", 
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                    "name": "My_Test_Server_Fleet", 
                    "buildId": "build-92b6e8af-37a2-4c10-93bd-4698ea23de8d" 
                } 
            }, 
            "requestID": "824a2a4b-ae85-11e5-a8d6-61d5cafb25f2", 
            "eventID": "c8fbea01-fbf9-4c4e-a0fe-ad7dc205ce11", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "111122223333" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.04", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "userName": "myUserName" 
            }, 
            "eventTime": "2015-12-29T23:40:15Z", 
            "eventSource": "gamelift.amazonaws.com", 
            "eventName": "DescribeFleetAttributes", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
            "userAgent": "[]", 
            "requestParameters": { 
                "fleetIds": [ 
                    "fleet-0bb84136-4f69-4bb2-bfec-a9b9a7c3d52e" 
                ] 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "requestID": "82e7f0ec-ae85-11e5-a8d6-61d5cafb25f2", 
            "eventID": "11daabcb-0094-49f2-8b3d-3a63c8bad86f", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "111122223333" 
        }, 
    ]
}

Amazon のサーバーメッセージのロギング 
GameLift

Amazon GameLift サーバーからのカスタムサーバーメッセージをログファイルに取り込むことができま
す。ロギングを設定する方法は、カスタムサーバーとリアルタイムサーバーのどちらを使用するかによっ
て異なります (この章の該当するサブセクションを参照してください)。

トピック
• サーバーメッセージのロギング (カスタムサーバー) (p. 193)
• サーバーメッセージのロギング (リアルタイムサーバー) (p. 195)

サーバーメッセージのロギング (カスタムサーバー)
AmazonGameLift カスタムサーバーからのカスタムサーバーメッセージをログファイルにキャプチャでき
ます。リアルタイムサーバーのロギングについては、を参照してくださいサーバーメッセージのロギング 
(リアルタイムサーバー) (p. 195)。
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Important

ゲームセッションごとのログファイルのサイズには制限があります (「AmazonGameLift エンド
ポイントとクォータ」を参照 AWS 全般のリファレンス)。ゲームセッションセッション終了時
に、Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3)GameLift にサーバーログをアップロードし
ます。AmazonGameLift は制限を超えるログをアップロードしません。ログは急速に増加し、サ
イズ制限を超えることがあります。ログを監視し、ログ出力を必要なメッセージのみに制限する
必要があります。

カスタムサーバーのロギングの設定
AmazonGameLift カスタムサーバーでは、ロギングを実行する独自のコードを記述し、サーバープロセス
設定の一部として設定します。AmazonGameLift は、ユーザーのログ設定を使用して、各ゲームセッショ
ンの終了時に Amazon S3 にアップロードする必要があるファイルを特定します。

以下の手順は、簡単なコード例を使用してロギングを設定する方法を示しています。

C++

ロギングを設定するには (C++)

1. ゲームサーバーログファイルへのディレクトリパスである文字列の配列。

std::string serverLog("serverOut.log");        // Example server log file
std::vector<std::string> logPaths;
logPaths.push_back(serverLog);

2. ProcessParameters (p. 278)オブジェクトのベクトルを指定します。LogParameters (p. 278)

Aws::GameLift::Server::ProcessParameters processReadyParameter = 
 Aws::GameLift::Server::ProcessParameters( 
    std::bind(&Server::onStartGameSession, this, std::placeholders::_1), 
    std::bind(&Server::onProcessTerminate, this), 
    std::bind(&Server::OnHealthCheck, this), 
    std::bind(&Server::OnUpdateGameSession, this), 
    listenPort, 
     Aws::GameLift::Server::LogParameters(logPaths));

3. ProcessReady() ProcessParameters (p. 278) (p. 270)を呼び出すときにオブジェクトを指定し
ます。

Aws::GameLift::GenericOutcome outcome =  
   Aws::GameLift::Server::ProcessReady(processReadyParameter);

ツールの詳細な例については「」」」」」」」」」」ProcessReady() (p. 270)」
C#

ロギングを設定するには (C#)

1. ゲームサーバーログファイルへのディレクトリパスである文字列のリストを作成します。

List<string> logPaths = new List<string>();
logPaths.Add("C:\\game\\serverOut.txt");     // Example of a log file that the game 
 server writes

2. LogParametersProcessParameters (p. 312) (p. 310)オブジェクトをリストとして指定してく
ださい。
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var processReadyParameter = new ProcessParameters( 
    this.OnGameSession, 
    this.OnProcessTerminate, 
    this.OnHealthCheck, 
    this.OnGameSessionUpdate, 
    port, 
     new LogParameters(logPaths));

3. ProcessReady() ProcessParameters (p. 312) (p. 305)を呼び出すときにオブジェクトを指定し
ます。

var processReadyOutcome = 
   GameLiftServerAPI.ProcessReady(processReadyParameter);

ツールの詳細な例については「」」」」」」」」」」ProcessReady() (p. 305)」

ログ書き込み、ログ書き込み
ログファイルは、サーバープロセスが開始された後も存在します。ログには、任意の方法でファイルに
書き込むことができます。サーバーの標準出力とエラー出力をすべてキャプチャするには、次の例のよう
に、出力ストリームをログファイルに再マップします。

C++

std::freopen("serverOut.log", "w+", stdout);
std::freopen("serverErr.log", "w+", stderr);

C#

Console.SetOut(new StreamWriter("serverOut.txt"));
Console.SetError(new StreamWriter("serverErr.txt"));

サーバーログアクセスログアクセスアクセスアクセス
ゲームセッションが終了すると、AmazonGameLift は自動的にログを Amazon S3 バケットに保存し、一
定期間保持します。ゲームセッションのログの場所を取得するには、GetGameSessionLogUrlAPI オペ
レーションを使用できます。ログをダウンロードするには、オペレーションによって返される URL を使用
します。

サーバーメッセージのロギング (リアルタイムサー
バー)
Realtime Serverからのカスタムサーバーメッセージをログファイルに取り込むことができます。カスタ
ムサーバーのロギングについては、を参照してくださいサーバーメッセージのロギング (カスタムサー
バー) (p. 193)。

ログファイルに出力できるメッセージにはさまざまな種類があります (「」を参照サーバースクリプトへ
のメッセージのロギング (p. 196))。Realtime Serverは、カスタムメッセージに加えて、同じメッセージ
タイプを使用してシステムメッセージを出力し、同じログファイルに書き込みます。フリートのロギング
レベルを調整して、サーバが生成するロギングメッセージの量を減らすことができます（を参照ログ記録
の調整 (p. 197)）。
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Important

ゲームセッションごとのログファイルのサイズには制限があります (「AmazonGameLift エ
ンドポイントとクォータ」を参照 AWS 全般のリファレンス)。ゲームセッションの完了後に 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)GameLift にサーバーログをアップロードしま
す。AmazonGameLift は制限を超えるログをアップロードしません。ログは急速に増加し、サイ
ズ制限を超えることがあります。ログを監視し、ログ出力を必要なメッセージのみに制限する必
要があります。

サーバースクリプトへのメッセージのロギング
Realtime Serverのスクリプトにカスタムメッセージを出力できます (p. 70)。サーバーメッセージをログ
ファイルに送信するには、次の手順に従います。

1. ロガーオブジェクトへの参照を保持する変数を作成します。

var logger;

2. init()関数で、セッションオブジェクトからロガーを取得し、それをロガー変数に割り当てます。

function init(rtSession) { 
    session = rtSession; 
    logger = session.getLogger();
}

3. ロガーの適切な関数を呼び出してメッセージを出力します。

デバッグメッセージ

logger.debug("This is my debug message...");

情報メッセージ

logger.info("This is my info message...");

警告メッセージ

logger.warn("This is my warn message...");

エラーメッセージ

logger.error("This is my error message...");

致命的なエラーメッセージ

logger.fatal("This is my fatal error message...");

カスタマーエクスペリエンスに関する致命的なエラーメッセージ

logger.cxfatal("This is my customer experience fatal error message...");

スクリプト内のロギングステートメントの例については、を参照してくださいリアルタイムサーバースク
リプトの例 (p. 71)。
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ログファイルの出力には、サンプルログの次の行に示すようにDEBUGINFOWARNERRORFATAL、メッセー
ジのタイプ (、、、、CXFATAL) が示されます。

09 Sep 2021 11:46:32,970 [INFO] (gamelift.js) 215: Calling GameLiftServerAPI.InitSDK...
09 Sep 2021 11:46:32,993 [INFO] (gamelift.js) 220: GameLiftServerAPI.InitSDK succeeded
09 Sep 2021 11:46:32,993 [INFO] (gamelift.js) 223: Waiting for Realtime server to start...
09 Sep 2021 11:46:33,15 [WARN] (index.js) 204: Connection is INSECURE. Messages will be 
 sent/received as plaintext.

サーバーログへのアクセス
ゲームセッションの完了後に Amazon S3GameLift に自動的にログを保存し、一定期間保存されま
す。GetGameSessionLogUrlAPI 呼び出しを使用して、ゲームセッションのログの場所を取得できま
す。API 呼び出しによって返された URL を使用してログをダウンロードします。

ログ記録の調整
ログは急速に増加し、サイズ制限を超えることがあります。ログを監視し、ログ出力を必要なメッ
セージのみに制限する必要があります。Realtime Serverの場合、フリートのランタイム設定の
パラメーターをフォームで指定することでログレベルを調整できます。LOGGING_LEVELここに
はloggingLevel:LOGGING_LEVEL、次のいずれかの値があります。

1. debug
2. info(デフォルト)
3. warn
4. error
5. fatal
6. cxfatal

このリストは、最も重大度が低い (debug) から最も重大な (cxfatal) の順に並べられています。1 
つだけ設定するとloggingLevel、サーバーはその重大度またはそれ以上の重大度のメッセージの
みを記録します。たとえば、loggingLevel:error設定すると、フリート内のすべてのサーバー
はerror、、fatal、cxfatalのメッセージのみをログに書き込むようになります。

フリートのログ記録のレベルは、作成時または実行の後に設定できます。実行後にフリートのログレベル
を変更しても、更新後に作成されたゲームセッションのログにのみ影響します。既存のゲームセッション
のログは影響を受けません。フリートを作成するときにログレベルを設定しない場合、infoサーバーはロ
ギングレベルをデフォルトでに設定します。ログ記録の手順については、次のセクションを参照してくだ
さい。

Realtime Servers フリート作成時のロギングレベルの設定 (コンソール)

の指示に従ってフリートを作成し、さらに次の情報を追加してください。AmazonGameLift マネージドフ
リートを作成 (p. 110)

• プロセス管理ステップのサーバープロセス割り当てサブステップで、ログレベルのキーと値のペア (な
どloggingLevel:error) を起動パラメーターの値として指定します。ロギングレベルとその他のパラ
メータ（たとえば、）を区切るには、英数字以外の文字（カンマを除くloggingLevel:error +map 
Winter444）を使用してください。

Realtime Servers フリートを作成するときのログレベルの設定 (AWS CLI)

の指示に従ってフリートを作成し、さらに次の情報を追加してください。AmazonGameLift マネージドフ
リートを作成 (p. 110)
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• --runtime-configurationのパラメータの引数にcreate-fleet、の値としてロギングレベルの
キーと値のペア (などloggingLevel:error) を指定しますParameters。ロギングレベルとその他の
パラメータを区切るには、英数字以外の文字 (カンマを除く) を使用してください。次の例を参照してく
ださい。

--runtime-configuration "GameSessionActivationTimeoutSeconds=60, 
                    MaxConcurrentGameSessionActivations=2, 
                    ServerProcesses=[{LaunchPath=/local/game/myRealtimeLaunchScript.js, 
                                    Parameters=loggingLevel:error +map Winter444, 
                                    ConcurrentExecutions=10}]"

実行中のリアルタイムサーバー群のロギングレベルの設定 (コンソール)

の指示に従いフリート設定の更新 (p. 120)、AmazonGameLift コンソールを使用して次の項目を追加して
フリートを更新します。

• [フリートの編集] ページの [サーバープロセスの割り当て] で、ログレベルのキーと値のペア (な
どloggingLevel:error) を起動パラメーターの値として指定します。ロギングレベルとその他のパラ
メータ（たとえば、）を区切るには、英数字以外の文字（カンマを除くloggingLevel:error +map 
Winter444）を使用してください。

実行中のリアルタイムサーバー群のログレベルの設定 (AWS CLI)

の指示に従い、を使用してフリートを更新します。さらにAWS CLI、次の項目も追加されています。フ
リート設定の更新 (p. 120)

• --runtime-configurationのパラメータの引数にupdate-runtime-configuration、の値として
ロギングレベルのキーと値のペア (などloggingLevel:error) を指定しますParameters。ロギング
レベルとその他のパラメータを区切るには、英数字以外の文字 (カンマを除く) を使用してください。次
の例を参照してください。

--runtime-configuration "GameSessionActivationTimeoutSeconds=60, 
                    MaxConcurrentGameSessionActivations=2, 
                    ServerProcesses=[{LaunchPath=/local/game/myRealtimeLaunchScript.js, 
                                    Parameters=loggingLevel:error +map Winter444, 
                                    ConcurrentExecutions=10}]"
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アマゾンのセキュリティ GameLift
Amazon GameLift EC2 のスタンドアロン機能として使用している場合は、Amazon EC2 User Guide for 
Linux Instances の Amazon EC2におけるセキュリティを参照してください。

AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、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を利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• 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 に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については 
GameLift、AWS。

• 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、お客様は、お客様の要件および適用可能な lAWS および規制などの他の要因についても
責任を担います。

このドキュメントは、Amazon を使用するために、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 GameLift。以下のトピックでは、 GameLift 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
ように Amazon を設定する方法について説明します。また、Amazon GameLift リソースのモニタリングと
保護に役立つ、他のAWSのサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift (p. 199)
• Amazon のアイデンティティおよびアクセス管理GameLift (p. 201)
• Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 

AmazonGameLift (p. 217)
• Amazon のコンプライアンス検証 GameLift (p. 217)
• Amazon 耐障害性 GameLift (p. 218)
• Amazon Amazon インフラストラクチャセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティセキュ

リティセキュリティ GameLift (p. 219)
• Amazon Amazon での設定と脆弱性の分析 GameLift (p. 219)
• Amazon のセキュリティベストプラクティス GameLift (p. 220)

Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift

Amazon EC2 のスタンドアロン機能として使用している場合は、AmazonGameLift EC2 User Guide for 
Linux Instances の Amazon EC2 User Guide for Linux Instances の Amazon EC2 User Guide for Linux 
Instances の Amazon EC2 におけるセキュリティを参照してください。

AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、Amazonのデータ保護に適用されま
すGameLift。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバ
ルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされて
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いるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサー
ビス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプ
ライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリ
ティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 および TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、GameLiftまたはAWS SDKAWS 
のサービス を使用して AmazonAWS CLI や他のユーザーと共同作業する場合も含まれます。名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を 
URL に含めないことを強くお勧めします。

Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift 固有のデータは、次のように処理されます。

• Amazon S3GameLift に保存されるゲームサーバーのビルドとスクリプトは、Amazon S3 に保存されま
す。このデータがアップロードされると、お客様に直接アクセスすることはできません。許可された
ユーザーは、ファイルをアップロードするための一時的なアクセス権を取得できますが、Amazon S3 
ディレクトリのファイルを直接表示または更新することはできません。スクリプトとビルドを削除する
には、AmazonGameLift コンソールまたはサービス API を使用します。

• ゲームセッションのログデータは、ゲームセッションの完了後に Amazon S3 に一定期間保存されま
す。許可されたユーザーは、AmazonGameLift コンソール内のリンクまたはサービス API を呼び出し
て、ログデータにアクセスできます。

• メトリクスとイベントのデータは Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift PersionGameLift コン
ソールを介して、またはサービス API の呼び出しからアクセスできます。データは、フリート、インス
タンス、ゲームセッションの配置、マッチメイキングチケット、ゲームセッション、およびプレイヤー
セッションで取得できます。データには、AmazonCloudWatchCloudWatch EventsおよびEventsを通じ
てもアクセスできます。

• 顧客提供のデータは Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift 許可されたユーザーは、サービス API を
呼び出してアクセスできます。潜在的に機密性の高いデータには、プレイヤーデータ、プレイヤーセッ
ションとゲームセッションデータ (接続情報を含む)、マッチメーカーデータなどがあります。

Note

リクエストにカスタムプレーヤー ID を指定する場合、これらの値は匿名化された UUID であ
り、識別されるプレーヤー情報が含まれていないことが想定されます。

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。
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保管中の暗号化
Amazon AmazonGameLift Persion 固有のデータの保存時の暗号化は、次のように処理されます。

• ゲームサーバーのビルドとスクリプトは、サーバー側の暗号化を使用して Amazon S3 バケットに保存
されます。

• 顧客提供のデータは、暗号化された形式で Amazon Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift Coft に
保存されます。

送信中の暗号化
AmazonGameLift APIへの接続は、安全な (SSL) 接続を介して行われ、[AWSSignature Version 4]（署名
バージョン4）を使用して認証されます (AWSCLI またはAWS SDKを介して接続する場合、署名は自動
的に処理されます)。認証は、接続の確立に使用されるセキュリティ認証情報の IAM 定義のアクセスポリ
シーを使用して管理されます。

ゲームクライアントとゲームサーバー間の直接的な通信は、以下の通りです。

• Amazon RessionGameLift リソース上でホストされているカスタムゲームサーバーの場合、通信には 
Amazon Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift サービスが含まれません。この通信の暗号化は、
お客様の責任となります。TLS 対応フリートを使用すると、接続時にゲームクライアントがゲームサー
バーを認証したり、ゲームクライアントとゲームサーバー間のすべての通信を暗号化したりできます。

• TLS 証明書生成が有効なリアルタイムサーバーの場合、ゲーム クライアントとリアルタイムクライア
ント SDK を使用するリアルタイムサーバー間のトラフィックは処理中に暗号化されます。TCP トラ
フィックは TLS 1.2 を使用して暗号化され、UDP トラフィックは DTLS 1.2 を使用して暗号化されま
す。

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon AmazonGameLift インスタンスに安全にアクセスできま
す。Linux を使用するインスタンスの場合、SSH はリモートアクセス用の安全な通信チャネルを提供しま
す。Windows を実行しているインスタンスの場合は、リモートデスクトッププロトコル (RDP) クライア
ントを使用します。AmazonGameLift FleetIQ では、AWS Systems Manager Session Manager および Run 
Command を使用したインスタンスへのリモートアクセスは、TLS 1.2 を使用して暗号化され、SigV4 を
使用して署名される接続の確立を要求します。マネージド AmazonGameLift インスタンスへの接続に関
するヘルプについては、を参照してくださいAmazonGameLift フリートインスタンスへのリモートアクセ
ス (p. 126)。

Amazon のアイデンティティおよびアクセス管理
GameLift

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon GameLift
リソースの使用を承認する (許可を付与する) 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. 202)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 202)
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• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 205)
• Amazon で IAMGameLift が機能する仕組み (p. 206)
• Amazon のアイデンティティベースのポリシーの例GameLift (p. 212)
• AmazonGameLift のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 215)

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

サービスユーザー-業務を行うために AmazonGameLift サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報と許可が提供されます。さらに多くの AmazonGameLift 機能を使用して作業
を行う場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておく
と、管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon の機能にアクセスできない場合は
GameLift、「」を参照してくださいAmazonGameLift のアイデンティティとアクセスのトラブルシュー
ティング (p. 215)。

サービス管理者 — 社内の AmazonGameLift リソースを担当している場合は、通常、Amazon へのフルア
クセスがありますGameLift。サービスのユーザーがどの AmazonGameLift 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 で IAM を利用する方法の詳細についてはGameLift、「」を参照してくださいAmazon で 
IAMGameLift が機能する仕組み (p. 206)。

IAM 管理者 — 管理者は、Amazon 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GameLift。IAM で使用できる AmazonGameLift ID ベースのポリシーの例を表示するには、
「」を参照してくださいAmazon のアイデンティティベースのポリシーの例GameLift (p. 212)。

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
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ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

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

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
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Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認証
リファレンス」の「AmazonGameLift のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。
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ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon で IAMGameLift が機能する仕組み
IAM を使用して Amazon へのアクセスを管理する前にGameLift、Amazon 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GameLift。

Amazon で使用できる IAM の機能GameLift

IAM 機能 GameLiftアマゾンサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 207) はい

リソースベースのポリシー (p. 207) いいえ

ポリシーアクション (p. 208) はい

ポリシーリソース (p. 208) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 209) はい

ACL (p. 210) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 210) はい
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IAM 機能 GameLiftアマゾンサポート

一時的な認証情報 (p. 210) はい

プリンシパル許可 (p. 211) はい

サービスロール (p. 211) はい

サービスにリンクされたロール (p. 211) いいえ

AmazonGameLift 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。

Amazon のアイデンティティベースのポリシーGameLift

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 のアイデンティティベースのポリシーの例GameLift

AmazonGameLift ID ベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon のアイデン
ティティベースのポリシーの例GameLift (p. 212)。

Amazon 内のリソースベースのポリシーGameLift

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
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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 のポリシーアクションGameLift

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

AmazonGameLift アクションのリストについては、GameLiftサービス認証リファレンスの「Amazon が定
義したアクション」を参照してください。

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

gamelift

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": [ 
      "gamelift:action1", 
      "gamelift:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "gamelift:Describe*"

AmazonGameLift ID ベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon のアイデン
ティティベースのポリシーの例GameLift (p. 212)。

アマゾンのポリシーリソースGameLift

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。
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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": "*"

AmazonGameLift リソースタイプとその ARN のリストについては、GameLiftサービス認証リファレンス
の「Amazon が定義するリソース」を参照してください。各リソースのARNを指定できるアクションにつ
いては、「Amazon で定義されるアクション」を参照してくださいGameLift。

一部の AmazonGameLift リソースには ARN 値があり、これによりリソースは IAM ポリシーを使用してア
クセスを管理できます。AmazonGameLift フリートリソースには、次の構文の ARN があります。

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:${Account}:fleet/${FleetId} 

ARN の形式の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参
照してください。

たとえば、ステートメントで fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa フリートを指定す
るには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa"

特定のアカウントに属するすべてのフリートを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:fleet/*"

AmazonGameLift ID ベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon のアイデン
ティティベースのポリシーの例GameLift (p. 212)。

Amazon のポリシー条件キーGameLift

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。
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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。

AmazonGameLift 条件キーのリストについては、サービス認証リファレンスの「AmazonGameLift の条件
キー」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 で定義
されるアクション」を参照してくださいGameLift。

AmazonGameLift ID ベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon のアイデン
ティティベースのポリシーの例GameLift (p. 212)。

アマゾンのACLGameLift

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 での ABACGameLift

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

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

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するアイデンティティベースのポリシーの例は、
「」を参照してくださいタグに基づいてGameLift Amazon フリートを表示する (p. 214)。

Amazon での一時的な認証情報の使用GameLift

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。
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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 のクロスサービスプリンシパル許可GameLift

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「AmazonGameLift 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。

アマゾンのサービスロールGameLift

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、AmazonGameLift の機能が破損する可能性がありま
す。AmazonGameLift 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。

AmazonGameLift がホストするゲームサーバーが、AWS Lambda関数や Amazon DynamoDB データベー
スなどの他のAWSリソースにアクセスできるようにします。ゲームサーバーは AmazonGameLift が管理す
るのフリートでホストされるため、AmazonGameLiftAWS に他のリソースへの制限付きアクセスを許可す
るサービスロールが必要です。詳細については、「フリートの他の AWS リソースと通信する (p. 42)」を
参照してください。

Amazon のサービスにリンクされたロールGameLift

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリ
ンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。
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サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM と提携
する」を参照してくださいAWS。「サービスにリンクされたロール」Yes 列にが含まれるサービスを表か
ら探します。該当する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表示するには、[あり] を選
択します。

Amazon のアイデンティティベースのポリシーの例
GameLift
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには AmazonGameLift リソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含むGameLift、Amazon で定義されるアクションとリソースタイプ
の詳細については、「サービス認証リファレンス」の「AmazonGameLift のアクション、リソース、およ
び条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 212)
• AmazonGameLift コンソールを使用する (p. 213)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 213)
• ゲームセッションへのプレイヤーのアクセスを許可する (p. 214)
• 1 つの AmazonGameLift キューへのアクセスを許可する (p. 214)
• タグに基づいてGameLift Amazon フリートを表示する (p. 214)
• Amazon S3 でゲームビルドファイルにアクセスする (p. 215)

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 AmazonGameLift 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。
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• 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。

AmazonGameLift コンソールを使用する
AmazonGameLift Console にアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。アクセス許可によ
り、の AmazonGameLift リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な許
可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティ
ティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

これらのエンティティが引き続き AmazonGameLift Console を使用できるようにするには、次の例とに示
す構文を使用して、ユーザーおよびグループにアクセス許可を追加します管理者権限の例 (p. 13)。詳細に
ついては、「Amazon のユーザー権限を管理するGameLift (p. 11)」を参照してください。

AWS CLIまたはAWS APIGameLift オペレーションを通じて Amazon を利用するユーザーには、最低限の
コンソール権限は必要ありません。代わりに、ユーザーが実行する必要のある操作のみへのアクセスを制
限できます。たとえば、ゲームクライアントに代わって行動するプレイヤーユーザーは、ゲームセッショ
ンをリクエストしたり、プレイヤーをゲームに参加させたり、その他のタスクを実行したりするためのア
クセス権を必要とします。

AmazonGameLift Console のすべての機能を使用するために必要なアクセス権限の詳細については、「管
理者の許可の構文」を参照してください管理者権限の例 (p. 13)。

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

{ 
    "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": [ 
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                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ゲームセッションへのプレイヤーのアクセスを許可する
プレイヤーをゲームセッションに参加させるには、ゲームクライアントとバックエンドサービスに権限が
必要です。これらのシナリオのポリシー例については、を参照してくださいプレイヤーユーザー権限の
例 (p. 14)。

1 つの AmazonGameLift キューへのアクセスを許可する
次の例では、ユーザーに特定の AmazonGameLift キューへのアクセスを提供します。

このポリシーは、、およびのアクションを使用してキューの宛先を追加、更
新、gamelift:DescribeGameSessionQueues削除する権限をユーザーに付与しま
す。gamelift:UpdateGameSessionQueuegamelift:DeleteGameSessionQueue示されているよう
に、Resourcegamesessionqueue/examplequeue123このポリシーは次の要素を使用してアクセスを
単一のキューに制限します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"ViewSpecificQueueInfo", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "gamelift:DescribeGameSessionQueues" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:gamelift:::gamesessionqueue/examplequeue123" 
      }, 
      { 
         "Sid":"ManageSpecificQueue", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "gamelift:UpdateGameSessionQueue", 
            "gamelift:DeleteGameSessionQueue" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:gamelift:::gamesessionqueue/examplequeue123" 
      } 
   ]
}

タグに基づいてGameLift Amazon フリートを表示する
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて AmazonGameLift リソースへのア
クセスを制御できます。この例は、Ownerタグがユーザーのユーザー名と一致する場合にフリートを表示
することを許可するポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーは、このオペレーションをコ
ンソールで完了するために必要なアクセス許可も付与します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListFleetsInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "gamelift:ListFleets", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewFleetIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "gamelift:DescribeFleetAttributes", 
            "Resource": "arn:aws:gamelift:*:*:fleet/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"gamelift:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon S3 でゲームビルドファイルにアクセスする
ゲームサーバーを Amazon と統合したらGameLift、ビルドファイルを Amazon S3 にアップロードしま
す。AmazonGameLift がビルドファイルにアクセスするには、次のポリシーを使用してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/object-name" 
        } 
    ]
}

AmazonGameLift ゲームファイルのアップロードの詳細については、「」を参照してくださいカスタム
ゲームサーバー構築を Amazon にアップロードするGameLift (p. 94)。

AmazonGameLift のアイデンティティとアクセスのト
ラブルシューティング
以下の情報は、Amazon とAWS Identity and Access Management (IAM)GameLift 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 でアクションを実行する権限がないGameLift (p. 216)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 216)
• 自分の以外のユーザーに AmazonAWS アカウントGameLift リソースへのアクセスを許可した

い (p. 216)
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Amazon でアクションを実行する権限がないGameLift
AWS Management Consoleから、アクションを実行する権限がないと通知された場合は、AWSアカウント
管理者に問い合わせてサポートを依頼してください。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者で
す。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、キューの詳細を表示しよう
としているが、gamelift:DescribeGameSessionQueuesアクセス許可がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 gamelift:DescribeGameSessionQueues on resource: examplequeue123

この場合、Mateo は管理者に依頼し、examplequeue123gamelift:DescribeGameSessionQueuesア
クションを使用してリソースへの読み取りアクセス許可を付与するようにポリシーの更新を管理者に依頼
します。

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 にロールを渡せるようにする必要がありますGameLift。

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、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazonmarymajor でアクションを
実行しようする場合に発生しますGameLift。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 AmazonAWS アカウントGameLift 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。

• AmazonGameLift がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon で IAMGameLift が機能する仕組み (p. 206)。

• 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。
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• 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 Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
AmazonGameLift

モニタリングは、Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
AmazonGameLiftAWS ソリューションの信頼性、パフォーマンスを維持する上で重要なパートです。マル
チポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるように、AWS ソリューションの
すべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。

AWSと Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
AmazonGameLift

CloudWatchアマゾンアラーム

AmazonCloudWatch アラームを使用して、指定した期間中、1 つのメトリクスを確認します。メトリクス
が特定のしきい値を超えると、Amazon SNS トピックまたはAWS Auto Scaling ポリシーに通知が送信さ
れます。CloudWatchアラームは、状態が変化して、指定した期間継続している必要があります。詳細につ
いては、「 GameLift アマゾンでアマゾンを監視 CloudWatch (p. 178)」を参照してください。

AWSCloudTrailログ

CloudTrailAmazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon のユーザー、ロール、またはAWSのサービスによって実行されたアクション
の記録を確認できますGameLift。で収集された情報を使用してCloudTrail、Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon AmazonGameLift IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。詳
細については、「Amazon GameLift API 呼び出しのロギングAWS CloudTrail (p. 191)」を参照してくださ
い。

Amazon のコンプライアンス検証 GameLift
Amazon GameLift はAWSコンプライアンスプログラムの対象範囲外です。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。
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回復力

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon 耐障害性 GameLift
Amazon GameLift EC2 のスタンドアロン機能として使用している場合は、Amazon EC2 User Guide for 
Linux Instances の Amazon EC2におけるセキュリティを参照してください。

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Connectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

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

Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon GameLift Amazonでは、AWSのグローバルインフラストラク
チャに加えて、データの冗長性をSupportする次の機能を提供しています。

• [Multi-region queues]（マルチリージョンキュー）-Amazon GameLift ゲームセッションキューは、利用
可能なホスティングリソースで新しいゲームセッションを配置するために使用されます。複数のリー
ジョンにまたがるキューは、リージョンが停止した場合にゲームセッションの配置をリダイレクトでき
ます。ゲームセッションキューの作成のベストプラクティスについては、「ゲームセッションキューの
設計 (p. 138)」を参照してください。

• [Automatic capacity scaling]（自動容量スケーリング）-Amazon GameLift スケーリングツールを使用し
て、ホスティングリソースのヘルスと可用性を維持します。これらのツールには、ゲームやプレイヤー
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のニーズに合わせてフリートの容量を調整できるさまざまなオプションがあります。スケーリングの詳
細については、「Amazon GameLift ホスティングキャパシティのスケーリング (p. 129)」を参照してく
ださい。

• [Distribution]（ GameLiftインスタンス全体のディストリビューション）-Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon では、フリートサイズに応じて、着信トラフィックを複数のインス
タンスに配信します。ベストプラクティスとして、本稼働環境のゲームでは、インスタンスが異常ま
たは応答しなくなった場合に備えて、可用性を維持するために複数のインスタンスを持つ必要がありま
す。

• [Amazon S3 storage]（Amazon S3 ストレージ）-Amazon S3 GameLift にアップロードされたゲーム
サーバーのビルドとスクリプトは、スタンダードストレージクラスを使用して Amazon S3 に格納され
ます。そこでは、複数のデータセンターのレプリケーションを使用して耐障害性を高めます。ゲーム 
セッション ログは、スタンダードストレージクラスを使用してAmazon S3にも保存されます。

Amazon Amazon インフラストラクチャセキュリ
ティセキュリティセキュリティセキュリティセキュ
リティセキュリティ GameLift

Amazon GameLift EC2 のスタンドアロン機能として使用している場合は、Amazon EC2 User Guide for 
Linux Instances の Amazon EC2におけるセキュリティを参照してください。

GameLift マネージドサービスである Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要を参照してくだ
さい。AWS

AWS公開している API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で Amazon にアクセスするには、 
GameLift ネットワーク経由で Amazon にアクセスします。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 
1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降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、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 GameLift サービスでは、すべてのフリートを Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) に配置
し、各フリートが仮想プライベートクラウド (VPC)AWS にすべてのフリートを仮想プライベートクラウ
ド (VPC) に配置します。Amazon GameLift ポリシーを使用して、特定の VPC エンドポイントまたは特
定の VPC からのアクセスを制御できます。これにより、これにより、実質的にネットワーク内の特定の 
Amazon リソースへのネットワーク内の特定の Amazon GameLift リソースへのネットワークからのネッ
トワーク内の特定の Amazon リソースへのネットワークからのネットワーク内の特定の AmazonAWS リ
ソースへのネットワークからのネットワーク内のネットワーク内の特定の フリートを作成するときは、
ポート番号と IP アドレスの範囲を指定します。これらの範囲は、インバウンドトラフィックがフリート 
VPC 上のホストされたゲームサーバーにアクセスする方法を制限します。フリートアクセス設定を選択す
るときは、標準セキュリティのベストプラクティスを使用します。

Amazon Amazon での設定と脆弱性の分析 
GameLift

Amazon E2 ユーザーガイドの Amazon GameLift E2 ユーザーガイドAmazon EC2 ユーザーガイドの 
Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 とは」を参照してください。
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構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細は AWS 責任共有モデル を参照し
てください。AWS は、ゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ適用、ファイア
ウォール設定、災害対策などの基本的なセキュリティタスクを処理します。これらの手順は適切な第三者
によって確認され、証明されています。詳細については、以下のリソースを参照してください。Amazon 
Web Services: セキュリティプロセスの概要 (ホワイトペーパー)

以下のセキュリティのベストプラクティスも Amazon での設定と脆弱性の分析に対処します GameLift。

• お客様は、Amazon GameLift インスタンスにデプロイされるソフトウェアの管理に責任があります。具
体的には次のとおりです。
• お客様が用意したゲームサーバーアプリケーションソフトウェアは、更新やセキュリティパッチを

含めて管理する必要があります。ゲームサーバーソフトウェアを更新するには、新しいビルドを 
Amazon Amazonにアップロードし GameLift、新しいフリートを作成し、新しいフリートを作成し、
新しいフリートにリダイレクトします。

• オペレーティングシステムを含む基本の Amazon マシンイメージ (AMI) は、新しいフリートが作成
されたときにのみ更新されます。AMI の一部であるオペレーティングシステムやその他のアプリケー
ションにパッチを適用、更新、保護するには、ゲームサーバーの更新に関係なく、定期的にフリート
をリサイクルします。

• お客様は、SDK、Amazon サーバー SDK、リアルタイムサーバー用 Amazon GameLift サーバーAWS 
SDK など、最新の SDK バージョンでゲームを定期的に更新することを検討する必要があります。 
GameLift

Amazon のセキュリティベストプラクティス 
GameLift

Amazon GameLift EC2 User Guide for Linux Instances の Amazon EC2 User Guide for Linux Instances の 
Amazon EC2におけるセキュリティを参照してください。

Amazon GameLift には、独自のセキュリティポリシーを策定および実装する際に考慮すべきさまざまなセ
キュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全な
セキュリティソリューションを提供するものではありません。これらのベストプラクティスは顧客の環境
に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項とお考え
ください。

Amazon GameLift をより安全にご利用いただく方法の詳細については、「AWS Well-Architected Toolセ
キュリティピラー」をご覧ください。 。
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GameLift アマゾンリファレンスガイ
ド

このセクションには、Amazon を使用するためのリファレンスドキュメントが含まれます GameLift。

トピック
• GameLift アマゾンサービス API リファレンス (AWSSDK) (p. 221)
• Amazon GameLift リアルタイムサーバーリファレンス (p. 225)
• GameLift アマゾンサーバー SDK リファレンス (p. 242)
• ゲームセッション配置イベント (p. 364)

GameLift アマゾンサービス API リファレンス 
(AWSSDK)

このトピックでは、カスタムゲームサーバーやリアルタイムサーバーのホスティングなど、Amazon 
GameLift マネージドホスティングソリューションで使用する API オペレーションのタスクベースの一覧
を示します。これらのオペレーションは、AWS SDKaws.gamelift 名前空間にパッケージ化されてい
ます。 AWSSDK をダウンロードするか、Amazon GameLift API リファレンスドキュメントをご覧くださ
い。

API には、マネージド ゲーム ホスティング用の 2 つのオペレーションセットが含まれています。

• Amazon GameLift ホスティングリソースの設定と管理 (p. 221)
• ゲームセッションをスタートし、プレイヤーを参加させる (p. 224)

Amazon GameLift サービス API には、他の Amazon GameLift ツールやソリューションで使用するための
オペレーションも含まれています。FleetIQ API のリストについては、[FleetIQ API actions](FleetIQ API ア
クション)を参照してください。マッチメイキングの FlexMatch API のリストについては、「FlexMatchAPI 
アクション」を参照してください。

Amazon GameLift ホスティングリソースの設定と管理
以下のオペレーションを呼び出して、ゲームサーバーのホスティングリソースの設定、プレイヤーの需要
に合わせた容量のスケール、パフォーマンスと使用率のメトリクスへのアクセスなどを行います。これら
の API オペレーションは、リアルタイムサーバーなど GameLift、Amazon でホストされているゲームサー
バーで使用します。ほとんどのリソース管理タスクに Amazon GameLift コンソールを使用できます。また
は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) ツールまたはAWS SDK を使用してそのサービスを呼び出
すことができます。

デプロイ用のゲームサーバーを準備する
ホスティングリソースでのデプロイと起動の準備として、ゲームのゲームサーバーコードをアップロード
して構成します。
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[Manage custom game server builds](カスタム ゲームサーバー構築の管理)

• upload-build — ローカルパスからビルドファイルをアップロードし、新しい Amazon GameLift ビルドリ
ソースを作成します。このオペレーションは、AWS CLIコマンドのみが使用可能で、ゲーム サーバー構
築をアップロードする最も一般的な方法です。

• CreateBuild-Amazon S3 バケットに格納されたファイルを使用して、新しいビルドを作成します。
• ListBuilds— Amazon GameLift リージョンにアップロードされたすべてのビルドのリストを取得しま

す。
• DescribeBuild— ビルドに関連する情報を取得します。
• UpdateBuild— ビルド名やバージョンなどのビルドメタデータを変更します。
• DeleteBuild— Amazon からビルドを削除します GameLift。

[Manage Realtime Servers configuration scripts](リアルタイムサーバー構成スクリプトの管理)

• CreateScript— JavaScript ファイルをアップロードし、新しい Amazon GameLift スクリプトリソースを
作成します。

• ListScripts-Amazon GameLift リージョンにアップロードされたすべてのリアルタイムスクリプトのリス
トを取得します。

• DescribeScript-リアルタイムスクリプトに関連付けられた情報を取得します。
• UpdateScript-スクリプトメタデータを変更し、変更されたスクリプトコンテンツをアップロードしま

す。
• DeleteScript— Amazon からリアルタイムスクリプトを削除します GameLift。

ホスティング用のコンピューティング リソースを設定する
ホスティングリソースを設定し、ゲーム サーバー構築またはリアル設定スクリプトとデプロイします。

[Create and manage fleets]（フリートの作成と管理）

• CreateFleet-ゲームサーバーを稼働するための新しい Amazon GameLift コンピューティングリソースの
フリートを設定してデプロイします。デプロイされると、ゲームサーバーは設定に従って自動的に起動
し、ゲームセッションをホストします。

• ListFleets— GameLift アマゾン地域のすべての艦隊のリストを取得します。
• DeleteFleet-ゲームサーバーの実行やプレーヤーのホストをしなくなったフリートを終了します。
• フリートロケーションの表示/更新。

• CreateFleetLocations-複数のロケーションをサポートする既存のフリートにリモートロケーションを
追加する

• DescribeFleetLocationAttributes— 車両のすべての遠隔地のリストを取得し、各拠点の現在の状態を表
示します。

• DeleteFleetLocations-複数のロケーションをサポートするフリートからリモートロケーションを削除
します。

• フリート設定の表示/更新。
• DescribeFleetAttributes/UpdateFleetAttributes— フリートのメタデータとゲームセッション保護および

リソース作成制限の設定を表示または変更します。
• DescribeFleetPortSettings/UpdateFleetPortSettings— フリートに許可されているインバウンド権限 (IP 

アドレスとポート設定範囲) を表示または変更します。
• DescribeRuntimeConfiguration/UpdateRuntimeConfiguration— フリート内の各インスタンスで実行す

るサーバープロセス (および数) を表示または変更します。

[フリートの容量を管理する
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Amazon GameLift デベロッパーガイド
Amazon GameLift ホスティングリソースの設定と管理

• [DescribeEC2]（作成EC2）InstanceLimits-AWS 現在のアカウントと現在の使用レベルで許可されてい
るインスタンスの最大数を取得します。

• DescribeFleetCapacity-フリートのホームリージョンの現在の容量設定を取得します。
• DescribeFleetLocationCapacity-マルチロケーションフリート内の各ロケーションの現在の容量設定を取

得します。
• UpdateFleetCapacity-フリートの容量設定を手動で調整します。
• Auto Scalingを設定する。

• PutScalingPolicy-ターゲットベースの auto-scaling を有効にするか、カスタム auto-scaling ポリシー
を作成します。または、既存のポリシーを更新します。

• DescribeScalingPolicies— 既存のauto-scaling ポリシーを取得します。
• DeleteScalingPolicy-auto-scaling ポリシーを削除し、フリートの容量に影響しないようにします。
• StartFleetActions-フリートのauto-scaling ポリシーを再起動します。
• StopFleetActions-フリートのauto-scaling ポリシーを停止します。

フリートのアクティビティをモニタリングします。

• DescribeFleetUtilization-フリートで現在アクティブなサーバープロセス、ゲームセッション、プレイ
ヤーの数の統計を取得します。

• DescribeFleetLocationUtilization-マルチロケーションフリート内の各ロケーションの使用率統計を取得
します。

• DescribeFleetEvents-指定した期間中のフリートの記録されたイベントを表示します。
• DescribeGameSessions-ゲームの実行時間や現在のプレイヤー数など、ゲームセッションのメタデータ

を取得します。

ゲームセッションの配置を最適化するためにキューを設定する
コスト、レイテンシー、回復性の点から最適なホスティングリソースにゲームセッションが配置されるよ
うにマルチフリート、マルチリージョンキューを設定します。

• CreateGameSessionQueue-ゲームセッション配置のリクエストを処理するときに使用するキューを作
成します。

• DescribeGameSessionQueues— Amazon GameLift リージョンで定義されているゲームセッション
キューを取得します。

• UpdateGameSessionQueue— ゲームセッションキューの設定を変更します。
• DeleteGameSessionQueue-リージョンからゲームセッションキューを削除します。

エイリアスの管理
エイリアスを使用してフリートを表すか、代わりのターミナル送信先を作成します。エイリアスは、ゲー
ムサーバービルドの更新中など、フリート間でゲームアクティビティを移行するときに役立ちます。

• CreateAlias-新しいエイリアスを定義し、必要に応じてフリートに割り当てます。
• ListAliases— Amazon GameLift リージョンで定義されているすべてのフリートエイリアスを取得しま

す。
• DescribeAlias— 既存のエイリアスに関する情報を取得します。
• UpdateAlias— エイリアスをあるフリートから別のフリートにリダイレクトするなど、エイリアスの設

定を変更します。
• DeleteAlias— リージョンからエイリアスを削除します。
• ResolveAlias-指定されたエイリアスが指すフリート ID を取得します。
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Amazon GameLift デベロッパーガイド
ゲームセッションをスタートし、プレイヤーを参加させる

ホスティングインスタンスにアクセスする
フリートの個々のインスタンスに関する情報を表示したり、トラブルシューティングのために指定したフ
リートインスタンスへのリモートアクセスをリクエストしたりします。

• DescribeInstances-ID、IP アドレス、ロケーション、ステータスなど、フリート内の各インスタンスに
関する情報を取得します。

• GetInstanceAccess-フリート内の指定されたインスタンスにリモートConnectするために必要なアクセ
ス認証情報をリクエストします。

VPC ピアリング接続のセットアップ
Amazon GameLift ホスティングリソースと他のAWSリソース間の VPC ピアリング接続を作成して管理し
ます。

• CreateVpcPeeringAuthorization-いずれかの VPC へのピアリング接続を許可します。
• DescribeVpcPeeringAuthorizations-有効なピアリング接続の承認を取得します。
• DeleteVpcPeeringAuthorization— ピアリング接続認証を削除します。
• CreateVpcPeeringConnection-Amazon GameLift フリートの VPC といずれかの VPC の間にピアリング

接続を確立します。
• DescribeVpcPeeringConnections-Amazon GameLift フリートとのアクティブまたは保留中の VPC ピア

リング接続に関する情報を取得します。
• DeleteVpcPeeringConnection— Amazon GameLift フリートとの VPC ピアリング接続を削除します。

ゲームセッションをスタートし、プレイヤーを参加さ
せる
ゲームクライアントサービスからこれらのオペレーションを呼び出して、新しいゲームセッションをス
タートし、既存のゲームセッションに関する情報を取得し、プレイヤーをゲームセッションに参加させま
す。以下のオペレーションは、Amazon GameLift でホストされているカスタムゲームサーバーを使用する
ゲーム用です。Realtime Server を使用している場合は、リアルタイムサーバークライアント API (C#) リ
ファレンス (p. 225)を使用しゲームセッションを管理します。

• 1 人以上のプレイヤーの新しいゲームセッションを開始します。
• StartGameSessionPlacement-Amazon GameLift を使用して、利用可能な最適なホスティングリソー

スをみつけ、新しいゲームセッションをスタートします。これは、推奨する新しいゲームセッショ
ンの作成方法です。複数のリージョンでホスティングの可用性を追跡するためにゲーム セッション 
キューに依存し、FleetIQ アルゴリズムを使用して、プレイヤーのレイテンシー、ホスティング コス
ト、ロケーションなどに基づいて配置の優先順位付けを行います。

• DescribeGameSessionPlacement-配置リクエストの詳細とステータスを取得します。
• StopGameSessionPlacement— 配置リクエストをキャンセルします。
• CreateGameSession-特定のフリートロケーションで新しい空のゲームセッションをスタートしま

す。このオペレーションにより、FleetIQ を使用して配置オプションを評価する代わりに、ゲームセッ
ションをスタートする場所を詳細に制御できます。別のステップで新しいゲームセッションにプレイ
ヤーを追加する必要があります。

• [プレイヤーを既存のゲームに参加させます。] 使用可能なプレイヤースロットがある実行中のゲーム
セッションを検索し、新しいプレイヤー用に予約します。
• CreatePlayerSession-プレイヤーがゲームセッションに参加できるように空きスロットを予約しま

す。
• CreatePlayerSessions-複数のプレイヤーがゲームセッションに参加できるように空きスロットを予約

します。
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Amazon GameLift デベロッパーガイド
リアルタイムサーバー

• ゲームセッションとプレイヤーセッションデータを操作します。ゲームセッションとプレイヤーセッ
ションの情報を管理できます。
• SearchGameSessions-一連の検索条件に基づいて、アクティブなゲームセッションのリストを要求し

ます。
• DescribeGameSessions-アクティブ時間の長さや現在のプレイヤー数など、ゲームセッションのメタ

データを取得します。
• DescribeGameSessionDetails-1 つ以上のゲームセッションのゲームセッション保護設定を含むメタ

データを取得します。
• DescribePlayerSessions-ステータス、プレイ時間、プレイヤーデータなど、プレイヤーアクティビ

ティの詳細を取得します。
• UpdateGameSession-最大プレイヤー数や参加ポリシーなどのゲームセッション設定を変更します。
• GetGameSessionLogUrl-ゲームセッションのログが保存された場所を取得します。

Amazon GameLift リアルタイムサーバーリファレ
ンス

このセクションには、Amazon GameLift リアルタイムサーバー SDK のリファレンスドキュメントが含ま
れます。また、リアルタイム クライアント API と、リアルタイムサーバースクリプトを設定するためのガ
イダンスも含まれます。

トピック
• リアルタイムサーバークライアント API (C#) リファレンス (p. 225)
• Amazon GameLift リアルタイムサーバーのリファレンス (p. 236)

リアルタイムサーバークライアント API (C#) リファ
レンス
リアルタイムクライアント API を使用して、Amazon GameLift リアルタイムサーバーで使用するマルチプ
レイヤーゲームクライアントを準備します。統合プロセスの詳細については、「リアルタイムサーバーを
準備する (p. 27)」を参照してください。クライアント API には、ゲームクライアントがリアルタイムサー
バーに接続し、サーバーを介して他のゲームクライアントとメッセージやデータを交換できるようにする
同期 API 呼び出しと非同期コールバックのセットが含まれています。

この API は以下のライブラリで定義されています。

Client.cs

• 非同期アクション (p. 226)
• 非同期コールバック (p. 230)
• データ型 (p. 232)

リアルタイムクライアント API をセットアップするには

1. Amazon GameLift リアルタイムクライアント SDK をダウンロードします。
2. C# SDK ライブラリを構築します。ソリューションファイル

GameLiftRealtimeClientSdkNet45.sln を探します。C# Server SDK の最小要件と追加の構築
オプションについては、README.md ファイルを参照してください。IDE で、ソリューションファイ
ルをロードします。SDK ライブラリを生成するには、 NuGet パッケージを復元してソリューション
をビルドします。
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Amazon GameLift デベロッパーガイド
リアルタイムクライアント API (C#) リファレンス

3. リアルタイムクライアントライブラリをゲームクライアントプロジェクトに追加します。

リアルタイムサーバークライアント API (C# API (C#) リファレン
ス:アクション
この C# リアルタイムクライアント API リファレンスは、Amazon GameLift フリートにデプロイされたリ
アルタイムサーバーで使用するマルチプレイヤーゲームを準備するのに役立ちます。統合プロセスの詳細
については、「リアルタイムサーバーを準備する (p. 27)」を参照してください。

• 非同期アクション
• 非同期コールバック (p. 230)
• データ型 (p. 232)

Client()
Realtime サーバーと通信するように新しいクライアントを初期化し、使用する接続のタイプを識別しま
す。

構文

public Client(ClientConfiguration configuration)

パラメータ

clientConfiguration

クライアント/サーバー接続タイプを指定する設定の詳細。このパラメータを指定しないで Client() を
呼び出すことを選択できます。ただしこのアプローチでは、デフォルトでセキュリティ保護なしの接
続になります。

タイプ: ClientConfiguration (p. 232)

必須: いいえ

戻り値

Realtime サーバーとの通信に使用するリアルタイムクライアントのインスタンスを返します。

Connect()
ゲームセッションをホストしているサーバープロセスへの接続をリクエストします。

構文

public ConnectionStatus Connect(string endpoint, int remoteTcpPort, int listenPort, 
 ConnectionToken token)

パラメータ

エンドポイント

接続するゲームセッションの DNS 名または IP アドレス。エンドポイントは、AWSSDK Amazon 
GameLift API StartGameSessionPlacementアクションへのクライアント呼び出し、GameSessionま
たはに応答して返されるオブジェクトで指定されますDescribeGameSessions。CreateGameSession
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リアルタイムクライアント API (C#) リファレンス

Note

TLS 証明書の生成が有効になっているフリートで Realtime サーバーが実行されている場合
は、DNS 名を使用する必要があります。

タイプ: 文字列

必須: はい
remoteTcpPort

ゲームセッションに割り当てられている TCP 接続のポート番号。GameSessionこの情報はオブジェ
クトで指定され、StartGameSessionPlacementCreateGameSession、DescribeGameSessionまたはリ
クエストに応じて返されます。

型: 整数

有効な値: 1900 ～ 2000。

必須: はい
listenPort

ゲームクライアントが UDP チャンネルを使用して送信されたメッセージをリッスンしているポート
番号。

型: 整数

有効な値: 33400 ～ 33500。

必須: はい
トークン

サーバープロセスにリクエストしているゲームクライアントを識別するオプションの情報。

タイプ: ConnectionToken (p. 232)

必須: はい

戻り値

ConnectionStatus (p. 235)クライアントの接続状態を示す列挙値を返します。

Disconnect()

ゲームセッションに接続すると、ゲームクライアントをゲームセッションから切断します。

構文

public void Disconnect()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

このメソッドは何も返しません。
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NewMessage()

指定されたオペレーションコードで新しいメッセージオブジェクトを作成します。メッセージオブジェク
トが返されたら、ターゲットを指定し、配信方法を更新します。必要に応じてデータペイロードを追加し
て、メッセージの内容を完成させます。完了したら、SendMessage() を使用してメッセージを送信しま
す。

構文

public RTMessage NewMessage(int opCode)

パラメータ

opCode

プレイヤーの移動やサーバーの通知など、ゲームのイベントやアクションを識別する開発者定義のオ
ペレーションコード。

型: 整数

必須: はい

戻り値

指定されたオペレーションコードとデフォルトの配信方法を含む RTMessage (p. 233) オブジェクトを返
します。配信インテントパラメータはデフォルトで FAST に設定されています。

SendMessage()

指定された配信方法を使用して、プレイヤーまたはグループにメッセージを送信します。

構文

public void SendMessage(RTMessage message)

パラメータ

message

ターゲット受信者、配信方法、およびメッセージの内容を指定するメッセージオブジェクト。

タイプ: RTMessage (p. 233)

必須: はい

戻り値

このメソッドは何も返しません。

JoinGroup()

指定されたグループのメンバーシップにプレイヤーを追加します。グループには、ゲームに接続してい
るすべてのプレイヤーを含めることができます。参加すると、プレイヤーはグループに送信された今後の
メッセージをすべて受信し、グループ全体にメッセージを送信できます。
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構文

public void JoinGroup(int targetGroup)

パラメータ

targetGroup

プレイヤーを追加するグループを識別する一意の ID。グループ ID は開発者定義です。

型: 整数

必須: はい

戻り値

このメソッドは何も返しません。このリクエストは信頼できる (TCP) 配信方法を使用して送信されるた
め、失敗したリクエストはコールバックをトリガーしますOnError() (p. 231)。

LeaveGroup()

指定されたグループのメンバーシップからプレイヤーを削除します。グループに参加しなくなったプレイ
ヤーは、グループに送信されたメッセージを受信せず、グループ全体にメッセージを送信することもでき
ません。

構文

public void LeaveGroup(int targetGroup)

パラメータ

targetGroup

プレイヤーを削除するグループを識別する一意の ID。グループ ID は開発者定義です。

型: 整数

必須: はい

戻り値

このメソッドは何も返しません。このリクエストは信頼できる (TCP) 配信方法を使用して送信されるた
め、失敗したリクエストはコールバックをトリガーしますOnError() (p. 231)。

RequestGroupMembership()

指定されたグループのプレイヤーのリストをゲームクライアントに送信するようにリクエストします。グ
ループのメンバーであるかどうかにかかわらず、どのプレイヤーでもこの情報をリクエストできます。こ
のリクエストに応答して、メンバーシップリストは OnGroupMembershipUpdated() (p. 231) コールバッ
クを介してクライアントに送信されます。

構文

public void RequestGroupMembership(int targetGroup)
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パラメータ

targetGroup

メンバーシップ情報を取得するグループを識別する一意の ID。グループ ID は開発者定義です。

型: 整数

必須: はい

戻り値

このメソッドは何も返しません。

リアルタイムサーバークライアント API (C#) リファレンス:非同
期コールバック
この C# リアルタイムクライアント API リファレンスを使用して、Amazon GameLift フリートにデプロイ
されているリアルタイムサーバーで使用するためのマルチプレイヤーゲームを準備してください。統合プ
ロセスの詳細については、「リアルタイムサーバーを準備する (p. 27)」を参照してください。

• 非同期アクション (p. 226)
• 非同期コールバック
• データ型 (p. 232)

ゲームクライアントは、イベントに応答するためにこれらのコールバックメソッドを実装する必要があり
ます。リアルタイムサーバーはこれらのコールバックを呼び出して、ゲーム関連の情報をゲームクライア
ントに送信します。同じイベントのコールバックは、リアルタイムサーバースクリプトのカスタムゲーム
ロジックでも実装できます。リアルタイムサーバーのスクリプトコールバック (p. 236) を参照してくだ
さい。

コールバックメソッドは ClientEvents.cs で定義されています。

OnOpen()
サーバープロセスがゲームクライアントの接続リクエストを受け入れて接続を開くと呼び出されます。

構文

public void OnOpen()

パラメータ

このメソッドにはパラメータはありません。

戻り値

このメソッドは何も返しません。

OnClose()
ゲームセッションの終了後など、サーバープロセスがゲームクライアントとの接続を終了したときに呼び
出されます。

構文

public void OnClose()
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パラメータ

このメソッドにはパラメータはありません。

戻り値

このメソッドは何も返しません。

OnError()

リアルタイムクライアント API リクエストに障害が発生したときに呼び出されます。このコールバック
は、さまざまな接続エラーを処理するようにカスタマイズできます。

構文

private void OnError(byte[] args)

パラメータ

このメソッドにはパラメータはありません。

戻り値

このメソッドは何も返しません。

OnDataReceived()

ゲームクライアントがリアルタイムサーバーからメッセージを受信したときに呼び出されます。これは、
メッセージと通知がゲームクライアントによって受信される主な方法です。

構文

public void OnDataReceived(DataReceivedEventArgs dataReceivedEventArgs)

パラメータ

dataReceivedEvent引数

メッセージのアクティビティに関連する情報。

タイプ: DataReceivedEventArgs (p. 234)

必須: はい

戻り値

このメソッドは何も返しません。

OnGroupMembershipUpdated()

プレイヤーが属するグループのメンバーシップが更新されたときに呼び出されます。このコールバック
は、クライアントが RequestGroupMembership を呼び出すときにも呼び出されます。

構文

public void OnGroupMembershipUpdated(GroupMembershipEventArgs groupMembershipEventArgs)
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パラメータ

groupMembershipEvent引数

グループメンバーシップアクティビティに関連する情報。

タイプ: GroupMembershipEventArgs (p. 234)

必須: はい

戻り値

このメソッドは何も返しません。

リアルタイムサーバークライアント API (C#) リファレンス:デー
タ型
この C# リアルタイムクライアント API リファレンスは、Amazon GameLift フリートにデプロイされたリ
アルタイムサーバーで使用するマルチプレイヤーゲームを準備するのに役立ちます。統合プロセスの詳細
については、「リアルタイムサーバーを準備する (p. 27)」を参照してください。

• 非同期アクション (p. 226)
• 非同期コールバック (p. 230)
• データ型

ClientConfiguration

ゲームクライアントがリアルタイムサーバーに接続する方法に関する情報。

内容

ConnectionType

使用するクライアント/サーバー接続のタイプ (セキュリティ保護ありまたはなし)。接続タイプを指定
しない場合、デフォルトではセキュリティ保護なしになります。

Note

TLS 証明書の生成が有効になっているセキュリティ保護ありのフリート上の Realtime サー
バーに接続する場合は、値 RT_OVER_WSS_DTLS_TLS12 を使用する必要があります。

型: ConnectionType 列挙 (p. 235)値。

必須: いいえ

ConnectionToken

リアルタイムサーバーとの接続をリクエストしているゲームクライアントまたはプレイヤーに関する情
報。

内容

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の 
ID。プレイヤーセッション IDPlayerSession はオブジェクトで指定され、GameLift API アク
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ション StartGameSessionPlacement、、、またはへのクライアント呼び出しに応答して返されます
DescribePlayerSessions。 CreateGameSession DescribeGameSessionPlacement

型: 文字列

必須: はい
payload

接続時にリアルタイムサーバーに伝達されるデベロッパー定義の情報。これには、カスタムサインイ
ンメカニズムに使用できる任意のデータが含まれます。たとえば、ペイロードは、クライアントに接
続を許可する前に、リアルタイムサーバースクリプトによって処理される認証情報を提供します。

タイプ: バイト配列

必須: いいえ

RTMessage
メッセージの内容と配信情報。メッセージはターゲットプレイヤーかターゲットグループのどちらかを指
定する必要があります。

内容

opCode

プレイヤーの移動やサーバーの通知など、ゲームのイベントやアクションを識別する開発者定義のオ
ペレーションコード。メッセージのオペコードは、提供されているデータペイロードのコンテキスト
を提供します。 NewMessage() を使用して作成されたメッセージにはすでにオペレーションコードが
設定されていますが、いつでも変更できます。

型: 整数

必須: はい
targetPlayer

送信されているメッセージの目的の受信者であるプレイヤーを識別する一意の ID。ターゲットは、
サーバー自体 (サーバー ID を使用) または別のプレイヤー (プレイヤー ID を使用) のいずれかです。

タイプ: 整数

必須: いいえ
targetGroup

送信されているメッセージの目的の受信者であるグループを識別する一意の ID。グループ ID は開発
者定義です。

タイプ: 整数

必須: いいえ
deliveryIntent

信頼性のある TCP 接続を使用してメッセージを送信するか、または高速 UDP チャンネルを使用して
メッセージを送信するかを示します。NewMessage() (p. 228) を使用して作成したメッセージ。

タイプ: DeliveryIntent 列挙型

有効な値: FAST | RELIABLE

必須: はい
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payload

メッセージの内容。この情報は、必要に応じて付随するオペレーションコードに基づいてゲームクラ
イアントによって処理されるように構成されています。ゲームクライアント間またはゲームクライア
ントとリアルタイムサーバーとの間で通信される必要があるゲームの状態データまたは他の情報が含
まれています。

タイプ: バイト配列

必須: いいえ

DataReceivedEventArgs

OnDataReceived() (p. 231) コールバックで提供されるデータ

内容

送信者

メッセージを発信したエンティティ (プレイヤー ID またはサーバー ID) を識別する一意の ID。

型: 整数

必須: はい
opCode

プレイヤーの移動やサーバーの通知など、ゲームのイベントやアクションを識別する開発者定義のオ
ペレーションコード。メッセージのオペコードは、提供されているデータペイロードのコンテキスト
を提供します。

型: 整数

必須: はい
データ

メッセージの内容。この情報は、必要に応じて付随するオペレーションコードに基づいてゲームクラ
イアントによって処理されるように構成されています。ゲームクライアント間またはゲームクライア
ントとリアルタイムサーバーとの間で通信される必要があるゲームの状態データまたは他の情報が含
まれています。

タイプ: バイト配列

必須: いいえ

GroupMembershipEventArgs

OnGroupMembershipUpdated() (p. 231) コールバックで提供されるデータ

内容

送信者

グループメンバーシップの更新をリクエストしたプレイヤーを識別する一意の ID。

型: 整数

必須: はい
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opCode

ゲームのイベントまたはアクションを識別する開発者定義のオペレーションコード。

型: 整数

必須: はい
groupId

送信されているメッセージの目的の受信者であるグループを識別する一意の ID。グループ ID は開発
者定義です。

型: 整数

必須: はい
playerId

指定されたグループの現在のメンバーであるプレイヤー ID のリスト。

タイプ: 整数配列

必須: はい

列挙型

リアルタイムクライアント SDK に定義された列挙値は次のように定義されます。

ConnectionStatus
• CONNECTED - ゲームクライアントは TCP 接続のみでリアルタイムサーバーに接続されていま

す。配信目的に関係なく、すべてのメッセージは TCP 経由で送信されます。
• CONNECTED_SEND_FAST - ゲームクライアントは、TCP および UDP 接続でリアルタイムサー

バーに接続されています。ただし、UDP を介してメッセージを受信する機能はまだ検証されていま
せん。その結果、ゲームクライアントに送信されるすべてのメッセージは TCP を使用します。

• CONNECTED_SEND_AND_RECEIVE_FAST - ゲームクライアントは、TCP および UDP 接続で
リアルタイムサーバーに接続されています。ゲームクライアントは、TCP または UDP を使用して
メッセージを送受信できます。

• CONNECTING ゲームクライアントが接続リクエストを送信し、リアルタイムサーバーがそれを処
理しています。

• DISCONNECTED_CLIENT_CALL - ゲームクライアントからの Disconnect() (p. 227) リクエストに
応答して、ゲームクライアントがリアルタイムサーバーから切断されました。

• DISCONNECTED - ゲームクライアントが切断呼び出し以外の理由で、クライアントがリアルタイ
ムサーバーから切断されました。

ConnectionType
• RT_OVER_WSS_DTLS_TLS12 - セキュリティ保護ありの接続タイプ。

TLS GameLift 証明書が生成されたフリート上で稼働している Realtime サーバーで使用します。
セキュリティ保護ありの接続を使用する場合、TCP トラフィックは TLS 1.2 を使用して暗号化さ
れ、UDP トラフィックは DTLS 1.2 を使用して暗号化されます。

• RT_OVER_WS_UDP_UNSECURED - セキュリティ保護なしの接続タイプ。
• RT_OVER_WEBSOCKET - セキュリティ保護なしの接続タイプ。この値は推奨されなくなりまし

た。
DeliveryIntent

• FAST - UDP チャンネルを使用して配信されました。
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• RELIABLE - TCP 接続を使用して配信されました。

Amazon GameLift リアルタイムサーバーのリファレン
ス
以下のリソースを使用して、リアルタイムスクリプトのカスタムロジックを構築します。

トピック
• リアルタイムサーバーのスクリプトコールバック (p. 236)
• リアルタイムサーバーインターフェイス (p. 238)

リアルタイムサーバーのスクリプトコールバック
リアルタイムスクリプトにこれらのコールバックを実装することで、イベントに応答するためのカスタム
ロジックを提供できます。

[初期化]

リアルタイムサーバーを初期化し、リアルタイムサーバーインターフェイスを受け取ります。

構文

init(rtsession)

onMessage

受信したメッセージがサーバーに送信されたときに呼び出されます。

構文

onMessage(gameMessage)

onHealthCheck

ゲームセッションの状態を設定するために呼び出されます。デフォルトでは、ヘルスステータスは正常 
(true) です。このコールバックは、カスタムヘルスチェックを実行してステータスを返すために実装でき
ます。

構文

onHealthCheck()

onStartGameセッション

新しいゲームセッションが開始されてゲームセッションオブジェクトを渡されると呼び出されます。

構文

onStartGameSession(session)
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onProcessTerminate

サーバープロセスが Amazon GameLift サービスによって終了中になると呼び出されます。これは、ゲーム
セッションから正常に終了するためのトリガーとして機能します。processEnding(). を呼び出す必要
はありません

構文

onProcessTerminate()

onPlayerConnect

プレイヤーが接続をリクエストし、初期検証に合格したときに呼び出されます。

構文

onPlayerConnect(connectMessage)

onPlayerAccepted

プレイヤーの接続が受け入れられると呼び出されます。

構文

onPlayerAccepted(player)

onPlayerDisconnect

プレイヤーが切断リクエストを送信するか、または他の方法でゲームセッションから切断したときに呼び
出されます。

構文

onPlayerDisconnect(peerId)

onProcessStarted

サーバープロセスの起動時に呼び出されます。このコールバックにより、スクリプトはゲームセッション
をホストするための準備に必要なカスタムタスクを実行できます。

構文

onProcessStarted(args)

onSendToプレーヤー

あるプレイヤーから別のプレイヤーに配信されるメッセージがサーバー上で受信されたときに呼び出され
ます。このプロセスはメッセージが配信される前に実行されます。

構文

onSendToPlayer(gameMessage)
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onSendTo[グループ]

グループに配信されるメッセージが 1 人のプレイヤーからサーバー上で受信されたときに呼び出されま
す。このプロセスはメッセージが配信される前に実行されます。

構文

onSendToGroup(gameMessage))

onPlayerJoin[グループ]

プレイヤーがグループに参加するためのリクエストを送信したときに呼び出されます。

構文

onPlayerJoinGroup(groupId, peerId)

onPlayerLeave[グループ]

プレイヤーがグループから脱退するためのリクエストを送信したときに呼び出されます。

構文

onPlayerLeaveGroup(groupId, peerId)

リアルタイムサーバーインターフェイス
リアルタイムスクリプトが初期化を実行すると、リアルタイムサーバーへのインターフェイスが返され
ます。このトピックでは、インターフェイスを通じて使用できるプロパティとメソッドについて説明しま
す。リアルタイムスクリプトの書き込み方法と詳細なスクリプト例につついては「Realtime スクリプトの
作成 (p. 70)」を参照してください。

リアルタイムインターフェイスは、以下のオブジェクトへのアクセスを提供します。

• セッション
• player
• gameMessage
• 設定

リアルタイムセッションオブジェクト

以下のメソッドを使用して、サーバー関連の情報にアクセスし、サーバー関連のアクションを実行しま
す。

getPlayers()

現在ゲームセッションに接続しているプレイヤーのピア ID のリストを取得します。プレイヤーオブジェク
トの配列を返します。

構文

rtSession.getPlayers()
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broadcastGroupMembership更新 ()

更新されたグループメンバーシップリストのプレイヤーグループへの配信をトリガーします。ブロード
キャストするメンバーシップ (groupIdToブロードキャスト) と更新を受信するグループ (targetGroupId) を
指定します。グループ ID は、すべてのグループを示す正の整数または「-1」でなければなりません。ユー
ザー定義のグループ ID の例は「リアルタイムサーバースクリプトの例 (p. 71)」を参照してください。

構文

rtSession.broadcastGroupMembershipUpdate(groupIdToBroadcast, targetGroupId)

getServerId()

メッセージをサーバーにルーティングするために使用される、サーバーの一意のピア ID 識別子を取得しま
す。

構文

rtSession.getServerId()

getAllPlayersGroupId()

現在ゲームセッションに接続しているすべてのプレイヤーを含むデフォルトグループのグループ ID を取得
します。

構文

rtSession.getAllPlayersGroupId()

processEnding()

ゲームサーバーを終了するためにリアルタイムサーバーをトリガーします。この関数は、ゲームセッショ
ンから正常に終了するためのリアルタイムスクリプトから呼び出す必要があります。

構文

rtSession.processEnding()

getGameSessionID ()

現在実行中のゲームセッションの一意の ID を取得します。

構文

rtSession.getGameSessionId()

getLogger()

ログ記録用のインターフェイスを取得します。この関数を使用して、ゲームセッションログに収集される
ステートメントを記録します。ロガーは「info」、「warn」、および「error」ステートメントの使用をサ
ポートしています。例: logger.info("<string>")。
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構文

rtSession.getLogger()

sendMessage()
newTextGameMessage または newBinaryGameMessage を使用して作成されたメッセージをリアルタ
イムサーバーからプレイヤー受信者に UDP チャネルで送信します。プレイヤーのピア ID を使用して受取
人を識別します。

構文

rtSession.sendMessage(gameMessage, targetPlayer)

sendGroupMessage()
newTextGameMessage または newBinaryGameMessage を使用して作成されたメッセージをリアルタ
イムサーバーからプレイヤーグループ内のすべてのプレイヤーに UDP チャネルで送信します。グループ 
ID は、すべてのグループを示す正の整数または「-1」でなければなりません。ユーザー定義のグループ ID 
の例は「リアルタイムサーバースクリプトの例 (p. 71)」を参照してください。

構文

rtSession.sendGroupMessage(gameMessage, targetGroup)

sendReliableMessage()
newTextGameMessage または newBinaryGameMessage を使用して作成されたメッセージをリアルタ
イムサーバーからプレイヤー受信者に TCP チャネルで送信します。プレイヤーのピア ID を使用して受取
人を識別します。

構文

rtSession.sendReliableMessage(gameMessage, targetPlayer)

sendReliableGroupメッセージ ()
newTextGameMessage または newBinaryGameMessage を使用して作成されたメッセージをリアルタ
イムサーバーからプレイヤーグループ内のすべてのプレイヤーに TCP チャネルで送信します。グループ 
ID は、すべてのグループを示す正の整数または「-1」でなければなりません。ユーザー定義のグループ ID 
の例は「リアルタイムサーバースクリプトの例 (p. 71)」を参照してください。

構文

rtSession.sendReliableGroupMessage(gameMessage, targetGroup)

newTextGameメッセージ ()
テキストを含む新しいメッセージを作成し、SendMessage関数を使用してサーバーからプレイヤー
の受信者に送信します。メッセージ形式は、Realtime Client SDK で使用されている形式と同様です 
(「RTMessage (p. 233)」を参照)。gameMessage オブジェクトを返します。

構文

rtSession.newTextGameMessage(opcode, sender, payload)
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newBinaryGameメッセージ ()

バイナリデータを含む新しいメッセージを作成し、SendMessage関数を使用してサーバーからプレイ
ヤー受信者に送信します。メッセージ形式は、Realtime Client SDK で使用されている形式と同様です 
(「RTMessage (p. 233)」を参照)。gameMessage オブジェクトを返します。

構文

rtSession.newBinaryGameMessage(opcode, sender, binaryPayload)

プレイヤーオブジェクト

プレイヤー関連の情報にアクセスします。

player.peerId

ゲームクライアントがリアルタイムサーバーに接続してゲームセッションに参加したときに割り当てられ
る一意の ID。

プレーヤー。 playerSessionId

ゲームクライアントがリアルタイムサーバーに接続してゲームセッションに参加したときに参照したプレ
イヤーセッション ID。

ゲームメッセージオブジェクト

以下のメソッドを使用して、リアルタイムサーバーによって受信されたメッセージにアクセスします。
ゲームクライアントから受信したメッセージは RTMessage (p. 233) 構造になっています。

getPayloadAsテキスト ()

ゲームメッセージのペイロードをテキストとして取得します。

構文

gameMessage.getPayloadAsText()

gameMessage.opcode

メッセージに含まれているオペレーションコード。

gameMessage.payload

メッセージに含まれているペイロード。テキストまたはバイナリです。

gameMessage.sender

メッセージを送信したゲームクライアントのピア ID。

gameMessage.reliable

メッセージが TCP (true) または UDP (false) のどちらで送信されたかを示すブール値。

設定オブジェクト

設定オブジェクトは、デフォルトの設定を上書きするために使用できます。
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configuration.maxPlayers

受け入れられるクライアント/サーバー接続の最大数RealTimeServers。

デフォルトは 32 です。

構成。 pingIntervalTime

接続が正常であることを確認するために、サーバーが接続されているすべてのクライアントに ping を送信
しようとする時間間隔（ミリ秒）。

デフォルトは 3000 ミリ秒です。

GameLift アマゾンサーバー SDK リファレンス
このセクションには、Amazon GameLift Server SDK のリファレンスドキュメントが含まれます。Server 
SDK を使用してカスタムゲームサーバーを Amazon GameLift サービスと統合し、必要に応じてゲーム
サーバーを起動および管理します。

サーバー SDK バージョン 5.x への移行
サーバー SDK の以前のバージョンからサーバー SDK バージョン 5.x に移行する場合は、次の変更を考慮
してください。

• Amazon GameLift サーバー SDK をダウンロードして最新バージョンに置き換えます。
• InitSDK()複数の入力が必要です。

• マネージド EC2 フリートを使用する場合、 RuntimeConfiguration または EC2 メタデータは必要なす
べての入力を提供します。メタデータを読み込んで、InitSdk()その一部として渡します。

• Amazon GameLift Anywhere フリートを使用する場合は、これらの値を環境変数として定義
し、InitSdk()呼び出しの一部として渡します。

• 以前のバージョンの SDK で作成されたオートメーションを更新して提供しますSdkVersion。オート
メーションでが提供されない場合SdkVersion、値はデフォルトで 4.* に設定されます。

• SDK 5.0 では、 CloudWatch ディメンション、FleetIdLocation、ActiveComputeComputeTypeお
よびを使用してメトリクスを出力します。

• AWSゲームサーバーが他のリソースにアクセスできるようにするに
は、AWSGetFleetRoleCredentials() (p. 290) GameLift SDKで使用しているものをAmazonサーバー
SDKで更新します。AssumeRoleCredenials

トピック
• Amazon GameLift Server API リファレンス Server API リファレンス Server API リファレンス 

Server (p. 242)
• C# GameLift サーバー SDK リファレンス (p. 281)
• Go GameLift 用アマゾンサーバー API リファレンス (p. 314)
• Unreal Engine の Amazon GameLift サーバー SDK リファレンス (p. 332)

Amazon GameLift Server API リファレンス Server 
API リファレンス Server API リファレンス Server
この Amazon GameLift C++ Server SDK リファレンスを使用して、Amazon で使用するマルチプレイヤー
ゲームを準備してください GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。
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トピック
• アマゾンC++ GameLift Server API 5.x C++ Server API リファレンス (p. 243)
• アマゾン GameLift C++ サーバー SDK 3.x リファレンス (p. 264)

アマゾンC++ GameLift Server API 5.x C++ Server API リファレ
ンス
この Amazon GameLift C++ Server API 5.x リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

トピック
• GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) 5.x リファレンス:アクション (p. 243)
• GameLift アマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:データ型 (p. 255)

GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) 5.x リファレンス:アクション

この Amazon GameLift C++ サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

アクション
• GetSdkVersion() (p. 243)
• InitSDK() (p. 244)
• ProcessReady() (p. 245)
• ProcessReadyAsync() (p. 246)
• ProcessEnding() (p. 247)
• ActivateGameSession() (p. 248)
• UpdatePlayerSessionCreationPolicy() (p. 248)
• GetGameSessionId() (p. 249)
• GetTerminationTime() (p. 249)
• AcceptPlayerSession() (p. 250)
• RemovePlayerSession() (p. 250)
• DescribePlayerSessions() (p. 251)
• StartMatchBackfill() (p. 251)
• StopMatchBackfill() (p. 252)
• GetComputeCertificate() (p. 253)
• GetFleetRoleCredentials() (p. 253)
• 破壊 () (p. 254)

GetSdkVersion()

サーバープロセスに組み込まれた SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

Aws::GameLift::AwsStringOutcome Server::GetSdkVersion();
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戻り値

成功した場合、現在の SDK AwsStringOutcome バージョンをオブジェクトとして返します。返されるオブ
ジェクトにはバージョン番号が含まれます (例5.0.0)。成功しなかった場合、エラーメッセージを返しま
す。

例

Aws::GameLift::AwsStringOutcome SdkVersionOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::GetSdkVersion(); 

InitSDK()

アマゾン GameLift SDK を初期化します。Amazon GameLift に関連する他の初期化が実行される前に、起
動時にこのメソッドを呼び出します。

構文

Server::InitSDKOutcome Server::initSdkOutcome = InitSDK(serverParameters);

パラメータ

ServerParameters (p. 259)

ServerParametersオブジェクトは、Amazon GameLift サーバーからの Amazon とのサーバー通信
に関する次の情報を伝達します。 GameLift Anywhere
• WebSocket ゲームサーバーへの接続に使用されるの URL。
• ゲームサーバーのホストに使用されるプロセスの ID。
• ゲームサーバープロセスをホストするコンピュートの ID。
• Amazon GameLift GameLift Anywhere コンピュートを含むアマゾンフリートの ID。
• Amazon GameLift オペレーションによって生成された認証トークン。

Amazon GameLift が管理する EC2 上のゲームサーバーを初期化するに
は、ServerParametersnullで値を作成します。null値を入力すると、Amazon GameLift がコン
ピューティング環境をセットアップし、自動的に Amazon GameLift に接続します。

戻り値

成功すると、 InitSdkOutcome ProcessReady() (p. 245)サーバープロセスが呼び出す準備ができているこ
とを示すオブジェクトが返されます。

例

GameLift Anywhereアマゾンの例

//Define the server parameters
Aws::GameLift::Server::Model::ServerParameters serverParameters = 
        Aws::GameLift::Server::Model::ServerParameters( 
            webSocketUrl, 
            authToken, 
            fleetId, 
            hostId, 
            processId);
//InitSDK establishes a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication.
Aws::GameLift::Server::InitSDKOutcome initSdkOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::InitSDK(serverParameters);
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GameLift アマゾンマネージド EC2 の例

//Define the server parameters
Aws::GameLift::Server::Model::ServerParameters serverParameters =  
    Aws::GameLift::Server::Model::ServerParameters(null, null, null, null, null);
//InitSDK establishes a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication.
Aws::GameLift::Server::InitSDKOutcome initSdkOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::InitSDK(serverParameters);

ProcessReady()

GameLift サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを Amazon に通知します。
呼び出し後にこのメソッドを呼び出しますInitSDK() (p. 244)。このメソッドは、プロセスごとに 1 回だ
け呼び出す必要があります。

構文

GenericOutcome ProcessReady(const Aws::GameLift::Server::ProcessParameters 
&processParameters);

パラメータ

processParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える ProcessParameters (p. 256) オブジェクト。
• サーバープロセスと通信するために Amazon GameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード

で実装されたコールバックメソッドの名前。
• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• Amazon GameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ProcessReady() (p. 245) 呼び出しと委任関数の実装の両方を示します。

// Set parameters and call ProcessReady
std::string serverLog("serverOut.log");        // Example of a log file written by the game 
 server
std::vector<std::string> logPaths;
logPaths.push_back(serverLog);

int listenPort = 9339;

Aws::GameLift::Server::ProcessParameters processReadyParameter = 
 Aws::GameLift::Server::ProcessParameters( 
    std::bind(&Server::onStartGameSession, this, std::placeholders::_1), 
    std::bind(&Server::onProcessTerminate, this), 
    std::bind(&Server::OnHealthCheck, this), 
    std::bind(&Server::OnUpdateGameSession, this), 
    listenPort, 
    Aws::GameLift::Server::LogParameters(logPaths));  

Aws::GameLift::GenericOutcome outcome =  
   Aws::GameLift::Server::ProcessReady(processReadyParameter);
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// Implement callback functions
void Server::onStartGameSession(Aws::GameLift::Model::GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   GenericOutcome outcome =  
       Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession (maxPlayers);
}

void Server::onProcessTerminate()
{ 
   // game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
   // such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();
}

bool Server::onHealthCheck()
{ 
    bool health; 
    // complete health evaluation within 60 seconds and set health 
    return health;
}

ProcessReadyAsync()

サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを Amazon GameLift サービスに通知
します。このメソッドは、サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができた後に呼び出す
必要があります。パラメーターは、特定の状況で呼び出す Amazon GameLift のコールバック関数名を指定
します。ゲームサーバーコードは、これらの関数を実装する必要があります。

この呼び出しは非同期です。同期呼び出しを実行するには、ProcessReady() (p. 245) を使用します。詳
細については、「サーバープロセスを初期化する (p. 39)」を参照してください。

構文

GenericOutcomeCallable ProcessReadyAsync( 
    const Aws::GameLift::Server::ProcessParameters &processParameters);

パラメータ

processParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える ProcessParameters (p. 256) オブジェクト。
• サーバープロセスと通信するために Amazon GameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード

で実装されたコールバックメソッドの名前。
• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• Amazon GameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

// Set parameters and call ProcessReady
std::string serverLog("serverOut.log");        // This is an example of a log file written 
 by the game server
std::vector<std::string> logPaths;
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logPaths.push_back(serverLog);

int listenPort = 9339;

Aws::GameLift::Server::ProcessParameters processReadyParameter = 
 Aws::GameLift::Server::ProcessParameters( 
    std::bind(&Server::onStartGameSession, this, std::placeholders::_1), 
    std::bind(&Server::onProcessTerminate, this), 
    std::bind(&Server::OnHealthCheck, this), 
    std::bind(&Server::OnUpdateGameSession, this), 
    listenPort, 
    Aws::GameLift::Server::LogParameters(logPaths));

Aws::GameLift::GenericOutcomeCallable outcome =  
   Aws::GameLift::Server::ProcessReadyAsync(processReadyParameter);

// Implement callback functions
void onStartGameSession(Aws::GameLift::Model::GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession (maxPlayers);
}

void onProcessTerminate()
{ 
   // game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
   // such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();
}

bool onHealthCheck()
{ 
    // perform health evaluation and complete within 60 seconds 
    return health;
}         

ProcessEnding()

GameLift サーバープロセスがシャットダウンしていることを Amazon に通知します。このメソッドは、ア
クティブなすべてのゲームセッションのシャットダウンなど、他のすべてのクリーンアップタスクの後で
呼び出します。このメソッドは、終了コード 0 で終了します。0 以外の終了コードでは、処理が問題なく
終了しなかったというイベントメッセージが発生します。

メソッドがコード 0 で終了すると、成功した終了コードでプロセスを終了できます。エラーコードでプ
ロセスを終了することもできます。エラーコードで終了すると、フリートイベントはプロセスが error 
(SERVER_PROCESS_TERMINATED_UNHEALTHY) で終了したことを示します。

構文

Aws::GameLift::GenericOutcome processEndingOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Aws::GameLift::GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();
if (outcome.Success) 
    exit(0);  // exit with success
// otherwise, exit with error code
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exit(errorCode);

ActivateGameSession()

サーバープロセスがゲームセッションをアクティブにし、 GameLift プレイヤーの接続を受ける準備が
できたことを Amazon に通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションが初期化された後
に、onStartGameSession()コールバック関数の一部として呼び出す必要があります。

構文

Aws::GameLift::GenericOutcome activateGameSessionOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession();

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、ActivateGameSession()onStartGameSession()デリゲート関数の一部として呼び出され
ることを示しています。

void onStartGameSession(Aws::GameLift::Model::GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession();
}

UpdatePlayerSessionCreationPolicy()

現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。

構文

GenericOutcome 
 UpdatePlayerSessionCreationPolicy(Aws::GameLift::Model::PlayerSessionCreationPolicy 
 newPlayerSessionPolicy);

パラメータ

playerCreationSessionポリシー

ゲームセッションで新しいプレイヤーを承諾するかどうかを示す文字列値。

有効な値を次に示します。
• ACCEPT_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを承諾します。
• DENY_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを拒否します。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、現在のゲームセッションの参加ポリシーを、すべてのプレイヤーを受け入れるように設定しま
す。
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Aws::GameLift::GenericOutcome outcome = 
 Aws::GameLift::Server::UpdatePlayerSessionCreationPolicy(Aws::GameLift::Model::PlayerSessionCreationPolicy::ACCEPT_ALL);

GetGameSessionId()

アクティブなサーバープロセスによってホストされているゲームセッションの ID を取得します。

ゲームセッションでアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、呼び出しは a を返しま
すGameLiftError。

構文

AwsStringOutcome GetGameSessionId()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、ゲームセッション ID を AwsStringOutcome オブジェクトとして返します。成功しな
かった場合、エラーメッセージを返します。

ゲームセッションでアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、呼び出しはSuccess =True
とGameSessionId = を返します""。

例

Aws::GameLift::AwsStringOutcome sessionIdOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::GetGameSessionId();

GetTerminationTime()

終了時刻が判る場合に、サーバープロセスがシャットダウンを予定している時刻を返します。サーバープ
ロセスは、AmazononProcessTerminate() からのコールバックを受け取った後にアクションを実行し
ます GameLift。Amazon GameLift onProcessTerminate() からの電話には以下の理由があります。

• サーバープロセスから異常な状態が報告されたとき、または Amazon に返答がなかったとき GameLift。
• スケールダウンイベントでインスタンスを終了するとき。
• スポットインスタンスの中断によりインスタンスが終了したとき (p. 108)。

構文

AwsDateTimeOutcome GetTerminationTime()

戻り値

成功した場合、終了時刻をAwsDateTimeOutcomeオブジェクトとして返します。値は終了時間
で、0001 00:00:00それ以降の経過ティックで表現されます。たとえば、2020-09-13 12:26:40 
-000Z637355968000000000日時の値はティックに等しくなります。終了時間がない場合は、エラー
メッセージを返します。

プロセスが受け取っていない場合 ProcessParameters. OnProcessTerminate() コールバック、エラーメッ
セージが返されます。サーバープロセスのシャットダウンの詳細については、「」を参照してくださ
いサーバープロセスのシャットダウン通知に応答する (p. 41)。
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例

Aws::GameLift::AwsLongOutcome TermTimeOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::GetTerminationTime(); 

AcceptPlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、 GameLift 検証が必
要であることを Amazon に通知します。Amazon GameLift は、プレイヤーセッション ID が有効であ
ることを確認します。プレイヤーセッションが検証されたら、Amazon はプレーヤースロットの状態を 
RESERVED から ACTIVE GameLift に変更します。

構文

GenericOutcome AcceptPlayerSession(String playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、無効なプレイヤーセッション ID の検証と拒否を含む接続リクエストを処理します。

void ReceiveConnectingPlayerSessionID (Connection& connection, const std::string& 
 playerSessionId){ 
    Aws::GameLift::GenericOutcome connectOutcome =  
        Aws::GameLift::Server::AcceptPlayerSession(playerSessionId); 
    if(connectOutcome.IsSuccess()) 
    { 
        connectionToSessionMap.emplace(connection, playerSessionId); 
        connection.Accept(); 
    } 
    else  
    { 
        connection.Reject(connectOutcome.GetError().GetMessage(); 
    }        
}

RemovePlayerSession()

GameLift プレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを Amazon に通知します。これに応じて、 
GameLift Amazonはプレイヤースロットを空席に変更します。

構文

GenericOutcome RemovePlayerSession(String playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。
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戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Aws::GameLift::GenericOutcome disconnectOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::RemovePlayerSession(playerSessionId);

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、およびプレーヤーデータを含むプレーヤーセッションデータを取得しま
す。このメソッドを使用して、次の情報を取得します。

• シングルプレイヤーセッション
• ゲームセッションのすべてのプレイヤーセッション
• 1 つのプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッション

構文

DescribePlayerSessionsOutcome DescribePlayerSessions(DescribePlayerSessionsRequest 
 describePlayerSessionsRequest)

パラメータ

DescribePlayerSessionsRequest (p. 262)

取得するプレイヤーセッションを記述する describePlayerSessions Request オブジェクト。

戻り値

成功した場合は、リクエストのパラメータに適合したプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含む
DescribePlayerSessionsOutcome オブジェクトを返します。

例

この例では、指定されたゲームセッションにアクティブに接続されているすべてのプレイヤーセッション
をリクエストします。Limit NextToken値を省略し、10 に設定すると、Amazon はリクエストに一致するプ
レイヤーセッションレコードの最初の 10 GameLift 個を返します。

// Set request parameters
Aws::GameLift::Server::Model::DescribePlayerSessionsRequest request;
request.SetPlayerSessionStatusFilter(Aws::GameLift::Server::Model::PlayerSessionStatusMapper::GetNameForPlayerSessionStatus(Aws::GameLift::Server::Model::PlayerSessionStatus::Active));
request.SetLimit(10);
request.SetGameSessionId("the game session ID");    // can use GetGameSessionId()

// Call DescribePlayerSessions
Aws::GameLift::DescribePlayerSessionsOutcome playerSessionsOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::DescribePlayerSessions(request);

StartMatchBackfill()

FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを送
信します。詳細については、「FlexMatch バックフィル機能」を参照してください。

このアクションは非同期です。新しいプレイヤーがマッチングされると、Amazon GameLift
OnUpdateGameSession() はコールバック関数を使用して更新済みのマッチメーカーデータを送信しま
す。
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サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 252) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

StartMatchBackfillOutcome StartMatchBackfill (StartMatchBackfillRequest 
 startBackfillRequest);

パラメータ

StartMatchBackfillRequest (p. 260)

StartMatchBackfillRequest 次の情報を伝えるオブジェクト。
• バックフィルリクエストに割り当てるチケット ID。この情報はオプションです。ID が指定されてい

ない場合は Amazon GameLift が ID を生成します。
• リクエストを送信するマッチメーカー。完全な設定 ARN が必要です。この値はゲームセッション

のマッチメーカーデータにあります。
• バックフィルするゲームセッションの ID。
• ゲームセッションの現在のプレーヤーが利用できるマッチメイキングデータ.

戻り値

マッチバックフィルチケット ID StartMatchBackfillOutcome のオブジェクトを返すか、エラーメッセージ
を伴うエラーの、オブジェクトを返します。

例

// Build a backfill request
std::vector<Player> players;
Aws::GameLift::Server::Model::StartMatchBackfillRequest startBackfillRequest;
startBackfillRequest.SetTicketId("a ticket ID");                                         //
optional, autogenerated if not provided
startBackfillRequest.SetMatchmakingConfigurationArn("the matchmaker configuration ARN"); //
from the game session matchmaker data
startBackfillRequest.SetGameSessionArn("the game session ARN");                          // 
 can use GetGameSessionId()
startBackfillRequest.SetPlayers(players);                                                 
  //from the game session matchmaker data

// Send backfill request
Aws::GameLift::StartMatchBackfillOutcome backfillOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::StartMatchBackfill(startBackfillRequest);

// Implement callback function for backfill
void Server::OnUpdateGameSession(Aws::GameLift::Server::Model::GameSession gameSession, 
 Aws::GameLift::Server::Model::UpdateReason updateReason, std::string backfillTicketId)
{ 
   // handle status messages 
   // perform game-specific tasks to prep for newly matched players
}

StopMatchBackfill()

アクティブなマッチバックフィルリクエストをキャンセルします。詳細については、「FlexMatchバック
フィル機能」を参照してください。

252

https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/flexmatchguide/match-backfill.html
https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/flexmatchguide/match-backfill.html


Amazon GameLift デベロッパーガイド
Server Server API リファレンス Server

構文

GenericOutcome StopMatchBackfill (StopMatchBackfillRequest stopBackfillRequest);

パラメータ

StopMatchBackfillRequest (p. 263)

StopMatchBackfillRequest キャンセルするマッチメイキングチケットを識別するオブジェクト:
• バックフィルリクエストに割り当てられたチケット ID。
• バックフィルリクエストが送信されたマッチメーカー。
• バックフィルリクエストに関連するゲームセッション。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

// Set backfill stop request parameters

Aws::GameLift::Server::Model::StopMatchBackfillRequest stopBackfillRequest;
stopBackfillRequest.SetTicketId("the ticket ID");
stopBackfillRequest.SetGameSessionArn("the game session ARN");                           // 
 can use GetGameSessionId()
stopBackfillRequest.SetMatchmakingConfigurationArn("the matchmaker configuration ARN");  // 
 from the game session matchmaker data

Aws::GameLift::GenericOutcome stopBackfillOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::StopMatchBackfillRequest(stopBackfillRequest);

GetComputeCertificate()

Amazon GameLift Anywhere コンピュートリソースと Amazon 間のネットワーク接続の暗号化に使用さ
れる TLS GameLift 証明書へのパスを取得します。この証明書パスは、コンピューティングデバイスを 
Amazon GameLift Anywhere フリートに登録するときに使用できます。詳細については、を参照してくだ
さいRegisterCompute。

構文

GetComputeCertificateOutcome Server::GetComputeCertificate()

戻り値

GetComputeCertificateResponse 以下を含むオブジェクトを返します。

• CertificatePath: コンピュートリソースの TLS 証明書へのパス。
• ComputeName: コンピュートリソースの名前。

例

Aws::GameLift::GetComputeCertificateOutcome certificate = 
 Aws::GameLift::Server::GetComputeCertificate();
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GetFleetRoleCredentials()

作成したサービスロールの認証情報を取得して、他のユーザーに AmazonAWS のサービス GameLift への
アクセス権限を付与します。これらの認証情報は、AWSゲームサーバーがリソースを使用することを許可
します。詳細については、「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照して
ください。

構文

GetFleetRoleCredentialsOutcome GetFleetRoleCredentials(GetFleetRoleCredentialsRequest 
 request);

パラメータ

GetCustomerRoleCredentialsRequest (p. 264)

戻り値

GetFleetRoleCredentialsOutcome 以下を含むオブジェクトを返します。

• AssumedRoleUserArn -サービスロールが属するユーザーの Amazon リソースネーム (ARN)。
• AssumedRoleId -サービスロールが属するユーザーの ID。
• AccessKeyId -AWS リソースを認証してアクセスを提供するためのアクセスキー ID。
• SecretAccessKey -認証のためのシークレットアクセスキー ID。
• SessionToken -AWS リソースとやり取りしている現在のアクティブなセッションを識別するトークン。
• 有効期限-セッション認証情報が期限切れになるまでの時間。

例

// form the fleet credentials request   
var getFleetRoleCredentialsRequest = new 
 AWS.GameLift.Server.Model.GetFleetRoleCredentialsRequest(){   
    RoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/exampleGameLiftAction"   
 }   

var GetFleetRoleCredentialsOutcome credentials = 
 GetFleetRoleCredentials(getFleetRoleCredentialsRequest)

破壊 ()

ゲームサーバーの初期化中に initSdk () によって割り当てられたメモリをクリーンアップします。サーバー
メモリを無駄にしないために、ゲームサーバープロセスを終了した後にこの方法を使用してください。

構文

GenericOutcome Aws::GameLift::Server::Destroy();

パラメータ

パラメータはありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。
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例

この例では、ゲームサーバープロセスの終了後に InitSdk によって割り当てられたメモリをクリーンアップ
します。

if (Aws::GameLift::Server::ProcessEnding().IsSuccess()) { 
  Aws::GameLift::Server::Destroy(); 
  exit(0);
}

GameLift アマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:データ型
この Amazon GameLift C++ サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

データ型
• LogParameters (p. 255)
• ProcessParameters (p. 256)
• UpdateGameSession (p. 257)
• GameSession (p. 258)
• ServerParameters (p. 259)
• StartMatchBackfillRequest (p. 260)
• プレイヤー (p. 261)
• DescribePlayerSessionsRequest (p. 262)
• StopMatchBackfillRequest (p. 263)
• GetCustomerRoleCredentialsRequest (p. 264)

LogParameters

ゲームセッション中に生成された、ゲームセッション終了後に Amazon GameLift でアップロード
して保存するファイルを識別するオブジェクト。ゲームサーバーは、LogParameters GameLift
ProcessParametersProcessReady() (p. 245)呼び出しのオブジェクトの一部としてAmazonに提供しま
す。

[Properties] (プロパティ) 説明

LogPaths Amazon GameLift で将来のアクセスに備えて保存
するゲームサーバーログファイルへのディレクト
リパスのリスト。サーバープロセスは、各ゲーム
セッション中にこれらのファイルを生成します。
ゲームサーバーでファイルパスと名前を定義し、
ルートゲームビルドディレクトリに保存します。

ログパスは絶対パスである必要があります。
たとえば、ゲームビルドでゲームセッション
ログが次のようなパスに保存されている場
合MyGame\sessionLogs\、そのパスは Windows 
インスタンスになりますc:\game\MyGame
\sessionLogs。

[Type] (タイプ): std:vector<std::string>

必須: いいえ
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ProcessParameters

このデータ型には、Amazon GameLift に送信されるパラメータのセットが含まれま
すProcessReady() (p. 245)。

[Properties] (プロパティ) 説明

LogParameters ゲームセッション中に生成されるファイルへの
ディレクトリパスを含むオブジェクト。Amazon 
は、future GameLift アクセスできるようにファイ
ルをコピーして保存します。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::LogParameters (p. 255)

必須: いいえ

OnHealthCheck Amazon GameLift がサーバープロセスにヘルス
ステータスレポートをリクエストするために呼び
出すコールバック関数。Amazon は 60 GameLift 
秒ごとにこの関数を呼び出し、応答を 60 秒待ち
ます。TRUEサーバープロセスは正常であれば戻
り、FALSE正常でない場合は戻ります。応答が返
されない場合、 GameLift Amazonはサーバープロ
セスを正常ではないと記録します。

[Type] (タイプ): std::function<bool()> 
onHealthCheck

必須: いいえ

OnProcessTerminate Amazon GameLift がサーバープロセスを強制
シャットダウンするために呼び出すコールバッ
ク関数。この関数を呼び出すと、Amazon は
サーバープロセスがシャットダウンするために 5 
GameLift 分間待ち、サーバープロセスをシャット
ダウンする前にProcessEnding() (p. 247)呼び出
しで応答します。

[Type] (タイプ): std::function<void()> 
onProcessTerminate

必須: はい

OnRefreshConnection Amazon GameLift がゲームサーバーとの接続を更
新するために呼び出すコールバック関数の名前。

[Type] (タイプ): void 
OnRefreshConnectionDelegate()

必須: はい

OnStartGameSession Amazon GameLift が新しいゲームセッショ
ンをアクティブにするために呼び出すコール
バック関数。Amazon GameLift はクライアン
トのリクエストに応じてこの関数を呼び出し
ますCreateGameSession。コールバック関数
は、Amazon GameLift API GameSessionリファレ
ンスで定義されているオブジェクトを渡します。
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[Type] (タイプ): const 
std::function<void(Aws::GameLift::Model::GameSession)> 
onStartGameSession

必須: はい

OnUpdateGameSession Amazon GameLift が更新されたゲームセッショ
ンオブジェクトをサーバープロセスに渡すために
呼び出すコールバック関数。Amazon はこの関数
を、更新されたマッチメーカーデータを提供する
ためにマッチバックフィル GameLift リクエスト
を処理するときに呼び出します。GameSessionオ
ブジェクト、ステータス更新 (updateReason)、
マッチバックフィルチケット ID を渡します。

[Type] (タイプ):
std::function<void(Aws::GameLift::Server::Model::UpdateGameSession)> 
onUpdateGameSession

必須: いいえ

ポート サーバープロセスが新しいプレイヤー接続を待ち
受けるポート番号。値は、このゲームサーバービ
ルドをデプロイするすべてのフリートで設定され
ているポート番号の範囲に含まれる必要がありま
す。このポート番号は、ゲームセッションオブ
ジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに
含まれ、ゲームセッションがサーバープロセスに
接続するときに使用します。

[Type] (タイプ): Integer

必須: はい

UpdateGameSession

このデータ型はゲームセッションオブジェクトに更新されます。これには、ゲームセッションが更新され
た理由と、ゲームセッションのプレイヤーセッションを埋めるためにバックフィルが使用された場合の関
連するバックフィルチケット ID が含まれます。

プロパティ 説明

GameSession Amazon GameLift API GameSessionによって定義
されたオブジェクト。GameSessionオブジェクト
には、ゲームセッションを説明するプロパティが
含まれています。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::GameSession

必須: はい

UpdateReason ゲームセッションが更新されている理由。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::UpdateReason

必須: はい
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プロパティ 説明

BackfillTicketId ゲームセッションを更新しようとしているバック
フィルチケットのID。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

GameSession

このデータ型は、ゲームセッションの詳細を提供します。

プロパティ 説明

GameSessionId ゲームセッションの一意の
識別子。ゲームセッション 
ARNarn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
<fleet ID>/<custom ID string or 
idempotency token> は以下の形式になります:.

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

名前 ゲームセッションのわかりやすいラベル。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

FleetId ゲームセッションが実行されているフリートに固
有の識別子。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

MaximumPlayerSessionCount ゲームセッションへのプレイヤー接続の最大数。

[Type] (タイプ): int

必須: いいえ

ポート ゲームセッションのポート番号。Amazon 
GameLift ゲームサーバーに接続するには、アプリ
に IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): in

必須: いいえ

IpAddress ゲームセッションの IP アドレス。Amazon 
GameLift ゲームサーバーに接続するには、アプリ
に IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ
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プロパティ 説明

GameSessionData 単一の文字列値としてフォーマットされたカスタ
ムゲームセッションプロパティのセット。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

MatchmakerData ゲームセッションの作成に使用されたマッチメイ
キングプロセスに関する情報。JSON 構文で、文
字列としてフォーマットされています。使用され
るマッチメイキング設定に加えて、プレーヤーの
属性やチームの割り当てなど、マッチに割り当て
られたすべてのプレーヤーに関するデータが含ま
れています。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

GameProperties ゲームセッションのカスタムプロパティのセット
で、キーと値のペアとしてフォーマットされま
す。これらのプロパティは、新しいゲームセッ
ションを開始するリクエストとともに渡されま
す。

[Type] (タイプ): std :: vector < 
GameProperty >

必須: いいえ

DnsName ゲームセッションを実行しているインスタンスに
割り当てられた DNS 識別子。値の形式は次のよう
になります。

• TLS 対応フリート: <unique 
identifier>.<region 
identifier>.amazongamelift.com。

• TLS 対応でないフリート: ec2-<unique 
identifier>.compute.amazonaws.com。

TLS 対応フリートで実行されているゲームセッ
ションに接続するときには、IP アドレスではなく 
DNS 名を使用する必要があります。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

ServerParameters

Amazon GameLift Anywhere サーバーに関する情報を含むオブジェクト。で新しいサーバープロセスを起
動するときに、サーバーはこの情報を Amazon GameLift InitSDK() (p. 244) サービスに伝えます。このパ
ラメータは、Amazon GameLift マネージド EC2 インスタンスでホストされているサービスでは使用され
ません。
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プロパティ 説明

webSocketUrl GameLiftServerSdkEndpointAmazon
RegisterCompute GameLift Anywhereコ
ンピュートリソースを購入すると、Amazon 
GameLift が返ってきます。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

プロセス ID ゲームをホストするサーバープロセスに登録され
た一意の識別子。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

hostId HostIDは、ComputeNameコンピュータを登録し
たときに使用されます。詳細については、を参照
してくださいRegisterCompute。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

フリートID コンピューティングが登録されているフリートの
固有識別子。詳細については、を参照してくださ
いRegisterCompute。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

認証トークン Amazon GameLift が生成した認証トークン
で、サーバーを Amazon GameLift に認証し
ます。詳細については、を参照してくださ
いGetComputeAuthToken。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

StartMatchBackfillRequest

このデータタイプは、マッチメイキングのバックフィルリクエストをキャンセルします。ゲームサーバー
は、 GameLift StopMatchBackfill() (p. 252)この情報を電話で Amazon に伝えます。

プロパティ 説明

GameSessionArn ユニークなゲームセッション識別
子。API オペレーションは、識別子を 
ARNGetGameSessionId 形式で返します。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい
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プロパティ 説明

MatchmakingConfigurationArn マッチメーカーがこのリクエストに使用す
る、ARN 形式のユニークな識別子。元のゲーム
セッションのマッチメーカー ARN は、マッチメー
カーデータプロパティのゲームセッションオブ
ジェクトにあります。マッチメーカーデータの詳
細については「マッチメーカーデータの処理」を
参照してください。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

プレイヤー ゲームセッションに参加しているすべてのプレイ
ヤーを表すデータセット。マッチメーカーはこの
情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチする
新しいプレイヤーを検索します。

[Type] (タイプ): std::vector<Player>

必須: はい

TicketId マッチメイキングまたはマッチバックフィルリク
エストチケットの一意の識別子。値を入力してい
ない場合、Amazon GameLift によって生成されま
す。この識別子を使用してマッチバックフィルチ
ケットのステータスを追跡したり、必要に応じて
リクエストをキャンセルしたりします。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

プレイヤー

このデータ型はマッチメイキングのプレイヤーを表します。マッチメーキングリクエストを開始する
際、プレイヤーにはプレイヤーID、属性、場合によってはレイテンシーデータがあります。Amazonは、 
GameLift 試合が行われた後にチーム情報を追加します。

プロパティ 説明

LatencyInMS ある場所に接続したときにプレイヤーが経験する
レイテンシーを示すミリ秒単位で表される値の
セット。

このプロパティを使用すると、プレーヤーはリス
トされている場所でのみマッチングされます。
マッチメーカーにプレイヤーレイテンシーを評
価するルールがある場合、プレイヤーはレイテン
シーを報告しないとマッチングされません。

[Type] (タイプ): Dictionary<string,int>

必須: いいえ

PlayerAttributes マッチメイキングで使用するプレイヤー情報を含
むキーと値のペアのコレクション。プレイヤーの
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プロパティ 説明
属性キーは、 PlayerAttributes マッチメーキング
ルールセットで使用されているものと一致する必
要があります。

プレイヤー属性の詳細については、「」を参照し
てくださいAttributeValue。

[Type] (タイプ):
std::map<std::string,AttributeValue>

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの一意の識別子。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

Team マッチでプレーヤーが割り当てられるチームの名
前。マッチメーキングルールセットでチーム名を
定義します。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

DescribePlayerSessionsRequest

取得するプレイヤーセッションを指定するオブジェクト。サーバープロセスは、この情報を 
AmazonDescribePlayerSessions() (p. 251) GameLift への呼び出しで提供します。

プロパティ 説明

GameSessionId ユニークなゲームセッション識別子。このパラ
メータを使用して、指定したゲームセッションの
すべてのプレイヤーセッションをリクエストしま
す。

ゲームセッション ID の形式
はarn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
fleet-<fleet ID>/<ID string>.
GameSessionIDはカスタム ID 文字列または

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

PlayerSessionId プレイヤーセッションの一意の識別子。このパラ
メータを使用して、特定のプレイヤーセッション
を 1 つリクエストします。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの一意の識別子。このパラメータを使
用して、特定のプレーヤーのすべてのプレーヤー
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プロパティ 説明
セッションをリクエストします。プレイヤー ID を
生成 (p. 47) を参照してください。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

PlayerSessionStatusFilter 結果をフィルタリングするプレーヤーセッション
ステータス。プレイヤーセッションのステータス
には、次のようなものがあります。

• RESERVED — プレーヤーセッションリクエス
トは受信されましたが、プレーヤーがサーバー
プロセスに接続していないか、検証されていま
せん。

• ACTIVE — プレーヤーはサーバープロセスに
よって検証され、接続されています。

• COMPLETED — プレイヤーの接続が切断されま
した。

• TIMEDOUT — プレーヤーセッションリクエスト
を受信しましたが、プレーヤーが接続しなかっ
たか、タイムアウト制限 (60 秒) 以内に検証され
ませんでした。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

NextToken 次の結果ページの開始を示すトークン。結果セッ
トの開始点を指定するには、値を指定しないでく
ださい。プレイヤーセッション ID を指定する場
合、このパラメータは無視されます。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

制限 返される結果の最大数。プレイヤーセッション 
ID を指定する場合、このパラメータは無視されま
す。

[Type] (タイプ): int

必須: いいえ

StopMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストのキャンセルに使用します。この情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 252)電話でAmazonサービスに伝えられます。

プロパティ 説明

GameSessionArn キャンセルされたリクエストのユニークなゲーム
セッション識別子。
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プロパティ 説明
[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

MatchmakingConfigurationArn このリクエストが送信されたマッチメーカーの一
意の識別子。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

TicketId キャンセルするバックフィルリクエストチケット
の固有の識別子。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

GetCustomerRoleCredentialsRequest

このデータタイプは、AWSリソースへの制限付きアクセスをゲームサーバーに拡張するロール認証情報を
提供します。詳細については、「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照
してください。

プロパティ 説明

RoleArn リソースへの制限付きアクセスを拡張するサービ
スロールの AmazonAWS リソースネーム (ARN)。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

RoleSessionName ロール認証情報の使用を説明するセッションの名
前。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

アマゾン GameLift C++ サーバー SDK 3.x リファレンス
この「Amazon GameLift K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 
K K K K K K K K K K K K GameLift 統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

トピック
• GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) リファレンス:アクション (p. 265)
• GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) リファレンス:データ型 (p. 276)
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GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) リファレンス:アクション

この Amazon GameLift C++ Server SDK リファレンスを使用して、Amazon で使用するマルチプレイ
ヤーゲームを準備できます GameLift。統合プロセスの特徴の詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

アクション
• AcceptPlayerSession() (p. 265)
• ActivateGameSession() (p. 266)
• DescribePlayerSessions() (p. 266)
• GetGameSessionId() (p. 267)
• GetInstanceCertificate() (p. 268)
• GetSdkVersion() (p. 268)
• GetTerminationTime() (p. 268)
• InitSDK() (p. 269)
• ProcessEnding() (p. 269)
• ProcessReady() (p. 270)
• ProcessReadyAsync() (p. 271)
• RemovePlayerSession() (p. 272)
• StartMatchBackfill() (p. 273)
• StopMatchBackfill() (p. 274)
• TerminateGameSession() (p. 275)
• UpdatePlayerSessionCreationPolicy() (p. 275)
• 破壊 () (p. 276)

AcceptPlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、検証が必要であることを 
Amazon GameLift サービスに通知します。Amazon は、プレイヤーセッション ID が有効であること、つ
まり、そのプレイヤー ID GameLift でゲームセッションにプレイヤースロットが予約されていることを確
認します。検証できたら、Amazon はプレーヤースロットの状態を RESERVED から ACTIVE GameLift に
変更します。

構文

GenericOutcome AcceptPlayerSession(const std::string& playerSessionId);

パラメータ

playerSessionId

AWSSDK Amazon GameLift API アクションの呼び出しに応答して Amazon GameLift サービスによっ
て発行される固有の ID CreatePlayerSession。ゲームクライアントは、サーバープロセスに接続する
ときにこの ID をリファレンスします。

Type: std::string

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。
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例

この例では、無効なプレイヤーセッション ID の検証や拒否を含む、接続リクエストを処理するための関数
を示します。

void ReceiveConnectingPlayerSessionID (Connection& connection, const std::string& 
 playerSessionId){ 
    Aws::GameLift::GenericOutcome connectOutcome =  
        Aws::GameLift::Server::AcceptPlayerSession(playerSessionId); 
    if(connectOutcome.IsSuccess()) 
    { 
        connectionToSessionMap.emplace(connection, playerSessionId); 
        connection.Accept(); 
    } 
    else  
    { 
        connection.Reject(connectOutcome.GetError().GetMessage(); 
    }        
}

ActivateGameSession()

サーバープロセスがゲームセッションを開始し、プレイヤーの接続を受ける準備ができたことを Amazon 
GameLift サービスに通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションの初期化が完了した
後、onStartGameSession() コールバック関数の一部として呼び出されます。

構文

GenericOutcome ActivateGameSession();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ActivateGameSession() が onStartGameSession() コールバック関数の一部として呼
び出されていることを示しています。

void onStartGameSession(Aws::GameLift::Model::GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession();
}

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、プレイヤーデータを含む、プレイヤーセッションデータを取得します。こ
のアクションを使用して、単一のプレイヤーセッション、ゲームセッション内のすべてのプレイヤーセッ
ション、または単一のプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッションに関する情報を取得
します。

構文

DescribePlayerSessionsOutcome DescribePlayerSessions (  
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    const Aws::GameLift::Server::Model::DescribePlayerSessionsRequest 
 &describePlayerSessionsRequest);

パラメータ

describePlayerSessionsリクエスト

取得するプレイヤーセッションを記述する DescribePlayerSessionsRequest (p. 277) オブジェク
ト。

必須: はい

戻り値

成功した場合は、リクエストのパラメータに適合したプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含
む DescribePlayerSessionsOutcome オブジェクトを返します。プレイヤーセッションオブジェクト
は、AWS SDK Amazon GameLift API PlayerSessionデータ型と同じ構造を持ちます。

例

この例は、指定したゲームセッションにアクティブに接続されているすべてのプレイヤーセッションのリ
クエストを示しています。NextTokenLimit値を省略し、10 に設定すると、Amazon はリクエストに一
致する最初の 10 GameLift 個のプレイヤーセッションを返します。

// Set request parameters
Aws::GameLift::Server::Model::DescribePlayerSessionsRequest request;
request.SetPlayerSessionStatusFilter(Aws::GameLift::Server::Model::PlayerSessionStatusMapper::GetNameForPlayerSessionStatus(Aws::GameLift::Server::Model::PlayerSessionStatus::Active));
request.SetLimit(10);
request.SetGameSessionId("the game session ID");    // can use GetGameSessionId()

// Call DescribePlayerSessions
Aws::GameLift::DescribePlayerSessionsOutcome playerSessionsOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::DescribePlayerSessions(request);

GetGameSessionId()

サーバープロセスがアクティブな場合、サーバープロセスが現在ホストしている
ゲームセッションの一意の識別子を取得します。識別子は ARN 形式で返されます:
arn:aws:gamelift:<region>::gamesession/fleet-<fleet ID>/<ID string>

ゲームセッションでまだアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、コールはSuccess=Trueそ
してGameSessionId=""(空の文字列)を返します。

構文

AwsStringOutcome GetGameSessionId();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、ゲームセッション ID を AwsStringOutcome オブジェクトとして返します。成功しな
かった場合、エラーメッセージを返します。

例

Aws::GameLift::AwsStringOutcome sessionIdOutcome =  
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    Aws::GameLift::Server::GetGameSessionId();

GetInstanceCertificate()

フリートとそのインスタンスに関連付けられている pem エンコードされた TLS 証明書のファイルの場所
を取得します。 AWS Certificate Manager証明書設定を GENERATED に設定して新しいフリートを作成す
ると、この証明書が生成されます。この証明書を使用して、ゲームクライアントとのセキュリティ保護あ
りの接続を確立し、クライアント/サーバー通信を暗号化します。

構文

GetInstanceCertificateOutcome GetInstanceCertificate();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功すると、GetInstanceCertificateOutcomeインスタンスに保存されているフリートのTLS証明書
ファイルと証明書チェーンの場所を含むオブジェクトを返します。証明書チェーンから抽出されたルート
証明書ファイルもインスタンスに保存されます。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。

証明書と証明書チェーンデータの詳細については、AWS Certificate Manager API リファレンスの
「GetCertificate レスポンス要素」を参照してください。

例

Aws::GameLift::GetInstanceCertificateOutcome certificateOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::GetInstanceCertificate();

GetSdkVersion()

使用中の SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

AwsStringOutcome GetSdkVersion();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、AwsStringOutcome オブジェクトとして現在の SDK バージョンを返します。返される文
字列は、バージョン番号のみを含みます(例: 3.1.5)。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。

例

Aws::GameLift::AwsStringOutcome SdkVersionOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::GetSdkVersion(); 

GetTerminationTime()

終了時刻が判る場合に、サーバープロセスがシャットダウンを予定している時刻を返します。サーバープ
ロセスは、AmazononProcessTerminate() GameLift サービスからコールバックを受信した後にこのア
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クションを実行します。Amazon がonProcessTerminate()を呼び出すには、 GameLift 以下の理由が考
えられます。(1) サーバープロセスが異常を報告した場合、もしくは Amazon GameLift に応答しなかった
場合、(2) スケールダウンイベント中にインスタンスを終了した場合、(3) スポット中断 (p. 108)のためイ
ンスタンスが終了した場合。

プロセスが onProcessTerminate() コールバックを受信した場合、戻り値は予想終了時刻です。プ
ロセスが onProcessTerminate() コールバックを受信していない場合、エラーメッセージが返されま
す。サーバープロセスのシャットダウン (p. 41)の詳細を確認してください。

構文

AwsLongOutcome GetTerminationTime();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、終了時刻をAwsLongOutcomeオブジェクトとして返します。値は終了時間で、0001 
00:00:00 以降の経過ティックで表現されます。たとえば、日付時刻の値 2020-09-13 12:26:40 -000Z 
は、637355968000000000 ティックに等しくなります。終了時間がない場合は、エラーメッセージを返し
ます。

例

Aws::GameLift::AwsLongOutcome TermTimeOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::GetTerminationTime(); 

InitSDK()

アマゾン GameLift SDK を初期化します。このメソッドは起動時に他の Amazon GameLift 関連の初期化が
実行される前に呼び出す必要があります。

構文

InitSDKOutcome InitSDK();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功すると、 InitSdkOutcome ProcessReady() (p. 270)サーバープロセスが呼び出す準備ができているこ
とを示すオブジェクトが返されます。

例

Aws::GameLift::Server::InitSDKOutcome initOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::InitSDK(); 

ProcessEnding()

サーバープロセスがシャットダウンしていることを Amazon GameLift サービスに通知します。このメソッ
ドは、すべてのアクティブゲームセッションのシャットダウンを含む他のすべてのクリーンアップタスク
の後に呼び出されます。このメソッドは、終了コード 0 で終了します。0 以外の終了コードでは、処理が
問題なく終了しなかったというイベントメッセージが発生します。

269



Amazon GameLift デベロッパーガイド
Server Server API リファレンス Server

メソッドがコード 0 で終了すると、成功した終了コードでプロセスを終了できます。エラーコードでプロ
セスを終了することもできます。エラーコードで終了すると、フリートイベントはプロセスが異常終了し
たことを示します (SERVER_PROCESS_TERMINATED_UNHEALTHY)。

構文

GenericOutcome ProcessEnding();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Aws::GameLift::GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();
if (outcome.Success) 
    exit(0);  // exit with success
// otherwise, exit with error code
exit(errorCode); 
             

ProcessReady()

サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを Amazon GameLift サービスに通
知します。このメソッドは、InitSDK() (p. 269) の呼び出しが成功して必要な設定タスクが完了した後、
サーバープロセスがゲームセッションをホストできるようになる前に呼び出す必要があります。このメ
ソッドは、プロセスごとに 1 回だけ呼び出す必要があります。

この呼び出しは同期です。非同期呼び出しを実行するには、ProcessReadyAsync() (p. 271) を使用しま
す。詳細については、「サーバープロセスを初期化する (p. 39)」を参照してください。

構文

GenericOutcome ProcessReady( 
    const Aws::GameLift::Server::ProcessParameters &processParameters);

パラメータ

processParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える ProcessParameters (p. 278) オブジェクト。
• サーバープロセスと通信するために Amazon GameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード

で実装されたコールバックメソッドの名前。
• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• Amazon GameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ProcessReady() (p. 270) 呼び出しとコールバック関数の実装の両方を示します。
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// Set parameters and call ProcessReady
std::string serverLog("serverOut.log");        // Example of a log file written by the game 
 server
std::vector<std::string> logPaths;
logPaths.push_back(serverLog);

int listenPort = 9339;

Aws::GameLift::Server::ProcessParameters processReadyParameter = 
 Aws::GameLift::Server::ProcessParameters( 
    std::bind(&Server::onStartGameSession, this, std::placeholders::_1), 
    std::bind(&Server::onProcessTerminate, this), 
    std::bind(&Server::OnHealthCheck, this), 
    std::bind(&Server::OnUpdateGameSession, this), 
    listenPort, 
    Aws::GameLift::Server::LogParameters(logPaths));  

Aws::GameLift::GenericOutcome outcome =  
   Aws::GameLift::Server::ProcessReady(processReadyParameter);

// Implement callback functions
void Server::onStartGameSession(Aws::GameLift::Model::GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   GenericOutcome outcome =  
       Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession (maxPlayers);
}

void Server::onProcessTerminate()
{ 
   // game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
   // such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();
}

bool Server::onHealthCheck()
{ 
    bool health; 
    // complete health evaluation within 60 seconds and set health 
    return health;
}

ProcessReadyAsync()

サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを Amazon GameLift サービスに通知
します。サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたら、このメソッドを呼び出しま
す。パラメーターは、 GameLift 特定の状況でAmazonが呼び出すコールバック関数名を指定します。ゲー
ムサーバーコードは、これらの関数を実装する必要があります。

この呼び出しは非同期です。同期呼び出しを実行するには、ProcessReady() (p. 270) を使用します。詳
細については、「サーバープロセスを初期化する (p. 39)」を参照してください。

構文

GenericOutcomeCallable ProcessReadyAsync( 
    const Aws::GameLift::Server::ProcessParameters &processParameters);

パラメータ

processParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える ProcessParameters (p. 278) オブジェクト。
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• サーバープロセスと通信するために Amazon GameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード
で実装されたコールバックメソッドの名前。

• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• Amazon GameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

// Set parameters and call ProcessReady
std::string serverLog("serverOut.log");        // This is an example of a log file written 
 by the game server
std::vector<std::string> logPaths;
logPaths.push_back(serverLog);

int listenPort = 9339;

Aws::GameLift::Server::ProcessParameters processReadyParameter = 
 Aws::GameLift::Server::ProcessParameters( 
    std::bind(&Server::onStartGameSession, this, std::placeholders::_1), 
    std::bind(&Server::onProcessTerminate, this), 
    std::bind(&Server::OnHealthCheck, this), 
    std::bind(&Server::OnUpdateGameSession, this), 
    listenPort, 
    Aws::GameLift::Server::LogParameters(logPaths));

Aws::GameLift::GenericOutcomeCallable outcome =  
   Aws::GameLift::Server::ProcessReadyAsync(processReadyParameter);

// Implement callback functions
void onStartGameSession(Aws::GameLift::Model::GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ActivateGameSession (maxPlayers);
}

void onProcessTerminate()
{ 
   // game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
   // such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup 
   GenericOutcome outcome = Aws::GameLift::Server::ProcessEnding();
}

bool onHealthCheck()
{ 
    // perform health evaluation and complete within 60 seconds 
    return health;
}         

RemovePlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを Amazon 
GameLift サービスに通知します。それに応じて、 GameLift Amazonはプレイヤースロットを新しいプレイ
ヤーに割り当てられるよう利用可能に変更します。

構文

GenericOutcome RemovePlayerSession( 
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    const std::string& playerSessionId);

パラメータ

playerSessionId

AWSSDK Amazon GameLift API アクションの呼び出しに応答して Amazon GameLift サービスによっ
て発行される固有の ID CreatePlayerSession。ゲームクライアントは、サーバープロセスに接続する
ときにこの ID をリファレンスします。

Type: std::string

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Aws::GameLift::GenericOutcome disconnectOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::RemovePlayerSession(playerSessionId);

StartMatchBackfill()

FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを
送信します。AWSSDK アクション StartMatchBackfill() も参照してください。このアクションを使用する
と、ゲームセッションをホストするゲームサーバーのプロセスによってマッチバックフィルリクエストを
開始できます。 FlexMatch バックフィルの特徴の詳細はこちら。

このアクションは非同期です。新規プレイヤーが正常にマッチングされると、Amazon 
GameLiftOnUpdateGameSession() サービスはコールバック関数を使用して更新済みマッチメーカー
データを送信します。

サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 274) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

StartMatchBackfillOutcome StartMatchBackfill (  
    const Aws::GameLift::Server::Model::StartMatchBackfillRequest &startBackfillRequest);

パラメータ

StartMatchBackfillRequest

次の情報を通信する StartMatchBackfillRequest (p. 279) オブジェクト。
• バックフィルリクエストに割り当てるチケット ID。この情報はオプションです。ID が指定されてい

ない場合は Amazon GameLift が ID を 1 つ自動生成します。
• リクエストを送信するマッチメーカー。完全な設定 ARN が必要です。この値は、ゲームセッショ

ンのマッチメーカーデータから取得できます。
• バックフィルされるゲームセッションの ID。
• ゲームセッションの現在のプレイヤーに利用可能なマッチメーキングデータ。

必須: はい
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戻り値

StartMatchBackfillOutcome マッチバックフィルのチケットを含むオブジェクトを返すか、エラーメッセー
ジを伴うエラーを返します。チケットのステータスは、AWS SDK action DescribeMatchmaking() を使用
して追跡できます。

例

// Build a backfill request
std::vector<Player> players;
Aws::GameLift::Server::Model::StartMatchBackfillRequest startBackfillRequest;
startBackfillRequest.SetTicketId("a ticket ID");                                         //
optional, autogenerated if not provided
startBackfillRequest.SetMatchmakingConfigurationArn("the matchmaker configuration ARN"); //
from the game session matchmaker data
startBackfillRequest.SetGameSessionArn("the game session ARN");                          // 
 can use GetGameSessionId()
startBackfillRequest.SetPlayers(players);                                                 
  //from the game session matchmaker data

// Send backfill request
Aws::GameLift::StartMatchBackfillOutcome backfillOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::StartMatchBackfill(startBackfillRequest);

// Implement callback function for backfill
void Server::OnUpdateGameSession(Aws::GameLift::Server::Model::GameSession gameSession, 
 Aws::GameLift::Server::Model::UpdateReason updateReason, std::string backfillTicketId)
{ 
   // handle status messages 
   // perform game-specific tasks to prep for newly matched players
}

StopMatchBackfill()

StartMatchBackfill() (p. 273) とともに作成されたアクティブなマッチバックフィルリクエストをキャンセ
ルします。AWSSDK アクション StopMatchmaking() も参照してください。 FlexMatch バックフィルの特
徴の詳細はこちら。

構文

GenericOutcome StopMatchBackfill (  
    const Aws::GameLift::Server::Model::StopMatchBackfillRequest &stopBackfillRequest);

パラメータ

StopMatchBackfillRequest

キャンセルするマッチメーキングチケットを識別する StopMatchBackfillRequest (p. 280)オブジェク
ト:
• キャンセルされるバックフィルリクエストに割り当てられたチケット ID
• バックフィルリクエストが送信されるマッチメーカー
• バックフィルリクエストに関連付けられたゲームセッション

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。
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例

// Set backfill stop request parameters

Aws::GameLift::Server::Model::StopMatchBackfillRequest stopBackfillRequest;
stopBackfillRequest.SetTicketId("the ticket ID");
stopBackfillRequest.SetGameSessionArn("the game session ARN");                           // 
 can use GetGameSessionId()
stopBackfillRequest.SetMatchmakingConfigurationArn("the matchmaker configuration ARN");  // 
 from the game session matchmaker data

Aws::GameLift::GenericOutcome stopBackfillOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::StopMatchBackfillRequest(stopBackfillRequest);

TerminateGameSession()

このメソッドは、バージョン 4.0.1 で非推奨となりました。代わりに、ProcessEnding() (p. 269)サー
バープロセスはゲームセッションが終了した後にを呼び出す必要があります。

サーバープロセスがゲームセッションをシャットダウンしたことを Amazon GameLift サービスに通知しま
す。このアクションは、サーバープロセスがアクティブなままになり、新しいゲームセッションをホスト
するための準備ができたときに呼び出されます。これは、 GameLift 新しいゲームセッションをホストする
ためにサーバープロセスがすぐに利用可能であることをAmazonに通知するため、ゲームセッション終了
手順が完了した後にのみ呼び出す必要があります。

ゲームセッションが停止した後にサーバープロセスがシャットダウンされる場合は、このアクションは呼
び出されません。代わりに、 ProcessEnding() (p. 269) を呼び出し、ゲームセッションとサーバープロセ
スの両方が終了していることを通知します。

構文

GenericOutcome TerminateGameSession();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

UpdatePlayerSessionCreationPolicy()

現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。AWSSDK アクション
UpdateGameSession() も参照してください。

構文

GenericOutcome UpdatePlayerSessionCreationPolicy( 
    Aws::GameLift::Model::PlayerSessionCreationPolicy newPlayerSessionPolicy);

パラメータ

newPlayerSessionポリシー

ゲームセッションで新しいプレイヤーを承諾するかどうかを示す文字列値。

タイプ:Aws:GameLift:: モデル::PlayerSessionCreationPolicy 列挙型。有効な値を次に示します。
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• ACCEPT_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを承諾します。
• DENY_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを拒否します。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、現在のゲームセッションの参加ポリシーを、すべてのプレイヤーを受け入れるように設定しま
す。

Aws::GameLift::GenericOutcome outcome = 
 Aws::GameLift::Server::UpdatePlayerSessionCreationPolicy(Aws::GameLift::Model::PlayerSessionCreationPolicy::ACCEPT_ALL);

破壊 ()

ゲームサーバーの初期化中に initSdk () によって割り当てられたメモリをクリーンアップします。サーバー
メモリを無駄にしないために、ゲームサーバープロセスを終了した後にこの方法を使用してください。

構文

GenericOutcome Aws::GameLift::Server::Destroy();

パラメータ

パラメータはありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ゲームサーバープロセスの終了後に InitSdk によって割り当てられたメモリをクリーンアップ
します。

if (Aws::GameLift::Server::ProcessEnding().IsSuccess()) { 
  Aws::GameLift::Server::Destroy(); 
  exit(0);
}

GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) リファレンス:データ型

この Amazon GameLift C++ Server SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

この API は、GameLiftServerAPI.h、LogParameters.h、および ProcessParameters.h で定義さ
れています。

• [Actions] (p. 265) (アクション)
• データ型

276



Amazon GameLift デベロッパーガイド
Server Server API リファレンス Server

DescribePlayerSessionsRequest

このデータ型は、取得するプレイヤーセッションを指定するのに使用されます。このデータ型は次のよう
に使用できます。

• PlayerSessionId 特定のプレイヤーセッションをリクエストするにはを入力してください。
• GameSessionId 指定されたゲームセッションのすべてのプレイヤーセッションをリクエストするように

指定します。
• PlayerId 指定されたプレーヤーのすべてのプレーヤーセッションをリクエストするように指定します。

プレイヤーセッション数が多い場合は、ページ分割パラメータを使用して結果を順次ブロックとして取得
します。

内容

GameSessionId

一意のゲームセッション識別子。このパラメータを使用して、指定したゲームセッショ
ンのすべてのプレイヤーセッションをリクエストします。ゲームセッション ID の形式
は、arn:aws:gamelift:<region>::gamesession/fleet-<fleet ID>/<ID string> で
す。<ID string> の値は、カスタム ID 文字列または (ゲームセッション作成時に指定した場合) 生成さ
れた文字列のいずれかです。

型: 文字列

必須: いいえ
制限

返される結果の最大数。NextTokenこのパラメータを一緒に使用すると、結果を連続したページの
セットとして取得できます。プレイヤーセッション ID を指定した場合、このパラメータは無視されま
す。

タイプ: 整数

必須: いいえ
NextToken

結果において次の順次ページの開始を示すトークン。このアクションの以前の呼び出しで返された
トークンを使用します。結果セットの先頭を指定するには、値を指定しないでください。プレイヤー
セッション ID を指定した場合、このパラメータは無視されます。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerId

プレイヤーを表す一意の識別子。プレイヤー ID は開発者によって定義されます。プレイヤー ID を生
成 (p. 47) を参照してください。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerSessionId

プレイヤーセッションを表す一意の識別子。

型: 文字列
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必須: いいえ
PlayerSessionStatusFilter

結果をフィルタリングするプレイヤーセッションステータス。可能なプレイヤーセッションステータ
スとして以下のステータスがあります。
• RESERVED – プレイヤーセッションリクエストは受領されましたが、プレイヤーのサーバープロセ

スへの接続や検証はまだ行われていません。
• ACTIVE – プレイヤーはサーバープロセスによって検証され、現時点で接続されています。
• COMPLETED – プレイヤー接続は削除されました。
• TIMEDOUT – プレイヤーセッションリクエストは受領されましたが、タイムアウト制限 (60 秒) 内

でのプレイヤーの接続や検証は行われていません。

型: 文字列

必須: いいえ

LogParameters

このデータ型は、ゲームセッション中に生成されたファイルのうち、ゲームセッション終了時に Amazon 
GameLift でアップロードして保存するファイルを識別するのに使用されます。この情報は、 GameLift
ProcessReady() (p. 270)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

logPaths

Amazon GameLift で将来のアクセスに備えて保存するゲームサーバーログファイルへのディレクトリ
パス。これらのファイルは、各ゲームセッション中に生成されます。ファイルのパスと名前はゲーム
サーバーで定義され､ルートゲームビルドディレクトリに保存されます。ログパスは絶対パスである必
要があります。たとえば、ゲームビルドによって MyGame\sessionlogs\ などのパスに保存される
ゲームセッションログのログパスは c:\game\MyGame\sessionLogs (Windows インスタンスの場
合) または /local/game/MyGame/sessionLogs (Linux インスタンスの場合) となります。

型: std:vector<std::string>

必須: いいえ

ProcessParameters

このデータ型には、ProcessReady() (p. 270)呼び出しで Amazon GameLift サービスに送信されるパラ
メータのセットが含まれます。

内容

port

サーバープロセスが新しいプレイヤーの接続をリスンするポート番号。値は、このゲームサーバービ
ルドをデプロイするすべてのフリートで設定されているポート番号の範囲に含まれる必要がありま
す。このポート番号は、ゲームセッションオブジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに含ま
れ、ゲームセッションがサーバープロセスに接続するときに使用します。

型: 整数

必須: はい
logParameters

ゲームセッションログファイルへのディレクトリパスのリストを含むオブジェクト。
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タイプ:Aws::GameLift:: サーバー::LogParameters (p. 278)

必須: いいえ
onStartGameセッション

Amazon GameLift サービスが新しいゲームセッションをアクティブにするために呼び出すコー
ルバック関数名。Amazon GameLift はクライアントのリクエストに応じてこの関数を呼び出しま
すCreateGameSession。GameSessionコールバック関数はオブジェクト (Amazon GameLift サービス 
API リファレンスで定義されています) を渡します。

タイプ: const std::function<void(Aws::GameLift::Model::GameSession)> 
onStartGameSession

必須: はい
onProcessTerminate

Amazon GameLift サービスがサーバープロセスを強制シャットダウンするために呼び出すコール
バック関数名。この関数を呼び出した後、Amazon はサーバープロセスがシャットダウンするのを 5 
GameLift 分間待ち、ProcessEnding() (p. 269)呼び出しで応答します。応答がない場合は、受信サー
バープロセスをシャットダウンします。

タイプ: std::function<void()> onProcessTerminate

必須: いいえ
onHealthCheck

サーバープロセスにヘルスステータスレポートをリクエストするために Amazon GameLift サービスが
呼び出すコールバック関数名。Amazon は、この関数を 60 GameLift 秒ごとに呼び出します。この関
数を呼び出した後、Amazon はレスポンスを 60 GameLift 秒ほど待ちます。レスポンスがなければ、
サーバープロセスを異常と記録します。

タイプ: std::function<bool()> onHealthCheck

必須: いいえ
onUpdateGameセッション

Amazon GameLift サービスが更新されたゲームセッションオブジェクトを提供するために呼び出す
コールバック関数名。Amazon はこの関数を、更新されたマッチメーカーデータを提供するために
マッチバックフィル GameLift リクエストを処理するときに呼び出します。GameSessionオブジェク
ト、ステータス更新 (updateReason)、マッチバックフィルチケット ID を渡します。

タイプ: std::function<void(Aws::GameLift::Server::Model::UpdateGameSession)> 
onUpdateGameSession

必須: いいえ

StartMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストの送信に使用します。この情報は、 GameLift
StartMatchBackfill() (p. 273)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

GameSessionArn

一意のゲームセッション識別子。API アクション GetGameSessionId() (p. 267) は ARN 形式の識別
子を返します。
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型: 文字列

必須: はい
MatchmakingConfigurationArn

このリクエストに使用されるマッチメーカーの ARN 形式の一意な識別子。元のゲームセッションの
作成に使用されたマッチメーカーを見つけるには、ゲームセッションオブジェクトのマッチメーカー
データプロパティを確認します。マッチメーカーデータの詳細については「マッチメーカーデータの
処理」を参照してください。

型: 文字列

必須: はい
プレイヤー

現在ゲームセッションに参加しているすべてのプレイヤーを表すデータのセット。マッチメーカーは
この情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチする新しいプレイヤーを検索します。Player オブ
ジェクト形式の説明については、Amazon GameLift API リファレンスガイドを参照してください。
プレイヤー属性、ID、チームの割り当てを見つけるには、マッチメーカーデータプロパティのゲーム
セッションオブジェクトを参照してください。マッチメーカーでレイテンシーが使用されている場
合は、現在のリージョンの更新されたレイテンシーを収集し、それを各プレイヤーのデータに含めま
す。

タイプ:std: ベクトルhttps://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/apireference/API_Player.html
<player>

必須: はい
TicketId

マッチメーキングまたはバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。ここに値を指定しない場
合、Amazon GameLift は UUID の形式で値を生成します。この識別子を使用してマッチバックフィル
チケットのステータスを追跡したり、必要に応じてリクエストをキャンセルしたりします。

型: 文字列

必須: いいえ

StopMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストのキャンセルに使用します。この情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 274)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

GameSessionArn

キャンセルされるリクエストに関連付けられた一意のゲームセッション識別子。

型: 文字列

必須: はい
MatchmakingConfigurationArn

このリクエストが送信されたマッチメーカーの一意の識別子。

型: 文字列

必須: はい
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TicketId

キャンセルされるバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。

型: 文字列

必須: はい

C# GameLift サーバー SDK リファレンス
この Amazon GameLift C# サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」のセクションを参照してくだ
さいAmazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

トピック
• C# GameLift 用アマゾンサーバー SDK 5.x リファレンス (p. 281)
• C# GameLift 用アマゾンサーバー API 4.x リファレンス (p. 300)

C# GameLift 用アマゾンサーバー SDK 5.x リファレンス
この Amazon GameLift C# Server SDK 5.x リファレンスを使用して、Amazon で使用するためのマル
チプレイヤーゲームを準備してください GameLift。統合プロセスの詳細については、「」」」Amazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。C# 用の Amazon GameLift サーバー SDK 5.x は、.NET 
4.6 と.NET 6 をサポートしています。

トピック
• AmazonGameLift サーバー API (C#) リファレンス:アクション (p. 281)
• Amazon C# GameLift サーバー API リファレンス:データ型 (p. 291)

AmazonGameLift サーバー API (C#) リファレンス:アクション

この AmazonGameLift C# サーバー API リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちますGameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

アクション
• GetSdkVersion() (p. 282)
• InitSDK() (p. 282)
• ProcessReady() (p. 283)
• ProcessEnding() (p. 284)
• ActivateGameSession() (p. 284)
• UpdatePlayerSessionCreationPolicy() (p. 284)
• GetGameSessionId() (p. 285)
• GetTerminationTime() (p. 285)
• AcceptPlayerSession() (p. 286)
• RemovePlayerSession() (p. 286)
• DescribePlayerSessions() (p. 287)
• StartMatchBackfill() (p. 288)
• StopMatchBackfill() (p. 289)
• GetComputeCertificate() (p. 289)
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• GetFleetRoleCredentials() (p. 290)
• 破壊 () (p. 290)

GetSdkVersion()

サーバープロセスに組み込まれた SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

AwsStringOutcome GetSdkVersion();

戻り値

成功した場合、AwsStringOutcome オブジェクトとして現在の SDK バージョンを返します。返される文字
列は、バージョン番号を含みます (例5.0.0)。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。

例

var getSdkVersionOutcome = GameLiftServerAPI.GetSdkVersion();

InitSDK()

アマゾンGameLift SDK を初期化します。AmazonGameLift に関連する他の初期化が行われる前に、起動
時にこのメソッドを呼び出します。

構文

GenericOutcome InitSDK(ServerParameters serverParameters);

パラメータ

ServerParameters (p. 295)

ServerParametersオブジェクトには、AmazonGameLift サーバーからの 
AmazonGameLiftAnywhere とのサーバー通信に関する情報が格納されます。
• WebSocketゲームサーバーへの接続に使用されるの URL。
• ゲームサーバーのホストに使用されるプロセスの ID。
• ゲームサーバープロセスをホストするコンピュートの ID。
• AmazonGameLiftGameLiftAnywhere コンピュートを含むアマゾンフリートの ID。
• AmazonGameLift オペレーションによって生成された認証トークン。

AmazonGameLift が管理する EC2 上のゲームサーバーを初期化するに
は、ServerParametersnullで値を作成します。null値を入力すると、AmazonGameLift がコン
ピューティング環境をセットアップし、自動的に AmazonGameLift に接続します。

戻り値

成功すると、InitSdkOutcomeProcessReady() (p. 283)サーバープロセスが呼び出し可能な状態であるこ
とを示すオブジェクトが返されます。

例

GameLiftAnywhereアマゾンの例

//Define the server parameters
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ServerParameters serverParameters = new ServerParameters( 
    webSocketUrl, 
    processId, 
    hostId, 
    fleetId, 
    authToken);

//InitSDK establishes a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication.
var initSDKOutcome = GameLiftServerAPI.InitSDK(serverParameters);

GameLiftアマゾンマネージド EC2 の例

//Define the server parameters
ServerParameters serverParameters = new ServerParameters(null, null, null, null, null);

//InitSDK establishes a connection with GameLift's websocket server for communication.
var initSDKOutcome = GameLiftServerAPI.InitSDK(serverParameters);

ProcessReady()

GameLiftサーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができていることを Amazon に通知しま
す。呼び出し後にこのメソッドを呼び出しますInitSDK() (p. 282)。このメソッドは、プロセスごとに 1 
回だけ呼び出す必要があります。

構文

GenericOutcome ProcessReady(ProcessParameters processParameters)

パラメータ

ProcessParameters (p. 292)

ProcessParametersオブジェクトはサーバープロセスに関する情報を保持します。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、メソッドとデリゲート関数の実装の両方を示します。

// Set parameters and call ProcessReady
var processParams = new ProcessParameters( 
   this.OnStartGameSession, 
   this.OnProcessTerminate, 
   this.OnHealthCheck, 
   this.OnUpdateGameSession, 
   port, 
   new LogParameters(new List<string>()          // Examples of log and error files written 
 by the game server 
   { 
      "C:\\game\\logs", 
      "C:\\game\\error" 
   })
);

var processReadyOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessReady(processParams);
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ProcessEnding()

GameLiftサーバープロセスがシャットダウンしていることを Amazon に通知します。このメソッドは、す
べてのアクティブゲームセッションのシャットダウンを含む他のすべてのクリーンアップタスクの後に呼
び出されます。このメソッドは、終了コード 0 で終了します。0 以外の終了コードでは、処理が問題なく
終了しなかったというイベントメッセージが発生します。

メソッドがコード 0 で終了すると、成功した終了コードでプロセスを終了できます。エラーコードでプロ
セスを終了することもできます。エラーコードで終了すると、フリートイベントは、プロセスが異常終了
したことを示します (SERVER_PROCESS_TERMINATED_UNHEALTHY)。

構文

GenericOutcome ProcessEnding()

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

var processEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();
if (processReadyOutcome.Success) 
   Environment.Exit(0);
// otherwise, exit with error code
Environment.Exit(errorCode); 
     

ActivateGameSession()

サーバープロセスがゲームセッションをアクティブにし、GameLiftプレイヤーの接続を受ける準備ができ
ていることを Amazon に通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションが初期化された後
に、onStartGameSession()コールバック関数の一部として呼び出す必要があります。

構文

GenericOutcome ActivateGameSession()

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ActivateGameSession() が onStartGameSession() 委任関数の一部として呼び出され
ていることを示しています。

void OnStartGameSession(GameSession gameSession)
{ 
    // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map    

    // When ready to receive players    
    var activateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.ActivateGameSession();
}

UpdatePlayerSessionCreationPolicy()

現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。
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構文

GenericOutcome UpdatePlayerSessionCreationPolicy(PlayerSessionCreationPolicy 
 playerSessionPolicy)

パラメータ

playerSessionPolicy

ゲームセッションが新規プレイヤーを受け入れるかどうかを示す文字列値。

有効な値を次に示します。
• ACCEPT_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを承諾します。
• DENY_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを拒否します。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、現在のゲームセッションの参加ポリシーを、すべてのプレイヤーを受け入れるように設定しま
す。

var updatePlayerSessionPolicyOutcome = 
 GameLiftServerAPI.UpdatePlayerSessionCreationPolicy(PlayerSessionCreationPolicy.ACCEPT_ALL);

GetGameSessionId()

アクティブなサーバープロセスによってホストされているゲームセッションの ID を取得します。

ゲームセッションでアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、呼び出しは a を返しま
すGameLiftError。

構文

AwsStringOutcome GetGameSessionId()

戻り値

成功した場合、ゲームセッション ID を AwsStringOutcome オブジェクトとして返します。成功しな
かった場合、エラーメッセージを返します。

例

var getGameSessionIdOutcome = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId();

GetTerminationTime()

終了時刻が判る場合に、サーバープロセスがシャットダウンを予定している時刻を返します。サーバープ
ロセスは、AmazononProcessTerminate() からのコールバックを受信した後にこのアクションを実行
しますGameLift。AmazonGameLiftonProcessTerminate() からの電話には以下の理由があります。

• サーバープロセスから不具合が報告されたとき、または Amazon に返答がなかったときGameLift。
• スケールダウンイベント中にインスタンスを終了する場合。
• スポットインスタンスの中断によりインスタンスが終了したとき (p. 108)。
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構文

AwsDateTimeOutcome GetTerminationTime()

戻り値

成功した場合、終了時刻をAwsDateTimeOutcomeオブジェクトとして返します。値は終了時間
で、0001 00:00:00それ以降の経過ティックで表現されます。たとえば、2020-09-13 12:26:40 
-000Z637355968000000000日時の値はティックに等しくなります。終了時間がない場合は、エラー
メッセージを返します。

例

var getTerminationTimeOutcome = GameLiftServerAPI.GetTerminationTime(); 

AcceptPlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、GameLift検証が必要であ
ることを Amazon に通知します。AmazonGameLift は、プレイヤーセッション ID が有効であることを確
認します。プレイヤーセッションが検証されると、Amazon はプレーヤースロットの状態を RESERVED 
から ACTIVEGameLift に変更します。

構文

GenericOutcome AcceptPlayerSession(String playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift新しいプレイヤーセッションが作成されたときに発行される一意の ID。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、無効なプレイヤーセッション ID の検証や拒否を含む、接続リクエストを処理するための関数
を示します。

void ReceiveConnectingPlayerSessionID (Connection connection, String playerSessionId){ 
    var acceptPlayerSessionOutcome =  
 GameLiftServerAPI.AcceptPlayerSession(playerSessionId); 
     if(acceptPlayerSessionOutcome.Success) 
    { 
        connectionToSessionMap.emplace(connection, playerSessionId); 
        connection.Accept(); 
    } 
     else  
    { 
        connection.Reject(acceptPlayerSessionOutcome.Error.ErrorMessage);    }        
}

RemovePlayerSession()

GameLiftプレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを Amazon に通知します。これに応じ
て、GameLift Amazonはプレイヤースロットを空席に変更します。
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構文

GenericOutcome RemovePlayerSession(String playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Aws::GameLift::GenericOutcome disconnectOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::RemovePlayerSession(playerSessionId);

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、およびプレーヤーデータを含むプレーヤーセッションデータを取得しま
す。このアクションを使用して、単一のプレイヤーセッション、ゲームセッション内のすべてのプレイ
ヤーセッション、または単一のプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッションに関する情
報を取得します。

構文

DescribePlayerSessionsOutcome DescribePlayerSessions(DescribePlayerSessionsRequest 
 describePlayerSessionsRequest)

パラメータ

DescribePlayerSessionsRequest (p. 298)

DescribePlayerSessionsRequestオブジェクトは、取得するプレイヤーセッションを記述しま
す。

戻り値

成功すると、リクエストパラメータに適合するプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含むオブ
ジェクトを返します。DescribePlayerSessionsOutcome

例

この例は、指定したゲームセッションにアクティブに接続されているすべてのプレイヤーセッションのリ
クエストを示しています。Limit 値を 10 に設定するとNextToken、AmazonGameLift は、リクエストに一
致するプレイヤーセッションレコードの最初の 10 個を返します。

// Set request parameters  
var describePlayerSessionsRequest = new 
 Aws.GameLift.Server.Model.DescribePlayerSessionsRequest()
{ 
    GameSessionId = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId().Result,    //gets the ID for the 
 current game session 
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    Limit = 10, 
    PlayerSessionStatusFilter = 
 PlayerSessionStatusMapper.GetNameForPlayerSessionStatus(PlayerSessionStatus.ACTIVE)
};  
// Call DescribePlayerSessions
Aws::GameLift::DescribePlayerSessionsOutcome playerSessionsOutcome = 

StartMatchBackfill()

FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを送
信します。詳細については、「FlexMatchバックフィル機能」を参照してください。

このアクションは非同期です。新しいプレイヤーがマッチングされる
と、AmazonGameLiftOnUpdateGameSession() はコールバック関数を使用して更新済みマッチメーカー
データを配信します。

サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 289) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

StartMatchBackfillOutcome StartMatchBackfill (StartMatchBackfillRequest 
 startBackfillRequest);

パラメータ

StartMatchBackfillRequest (p. 296)

StartMatchBackfillRequestオブジェクトには、バックフィルリクエストに関する情報が格納さ
れます。

戻り値

StartMatchBackfillOutcome一致するバックフィルチケットIDのオブジェクト、またはエラーメッセージを
伴うエラーの、エラーメッセージを伴うエラーを返します。

例

// Build a backfill request
var startBackfillRequest = new AWS.GameLift.Server.Model.StartMatchBackfillRequest()
{ 
    TicketId = "a ticket ID", //optional 
    MatchmakingConfigurationArn = "the matchmaker configuration ARN",  
    GameSessionId = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId().Result,    // gets ID for current 
 game session 
        //get player data for all currently connected players 
            MatchmakerData matchmakerData =         
              MatchmakerData.FromJson(gameSession.MatchmakerData);  // gets matchmaker data 
 for current players 
            // get matchmakerData.Players 
            // remove data for players who are no longer connected 
    Players = ListOfPlayersRemainingInTheGame
};

// Send backfill request
var startBackfillOutcome = GameLiftServerAPI.StartMatchBackfill(startBackfillRequest);

// Implement callback function for backfill
void OnUpdateGameSession(GameSession myGameSession)
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{ 
   // game-specific tasks to prepare for the newly matched players and update matchmaker 
 data as needed   
}

StopMatchBackfill()

アクティブなマッチバックフィルリクエストをキャンセルします。詳細については、「FlexMatchバック
フィル機能」を参照してください。

構文

GenericOutcome StopMatchBackfill (StopMatchBackfillRequest stopBackfillRequest);

パラメータ

StopMatchBackfillRequest (p. 299)

StopMatchBackfillRequest停止するマッチメイキングチケットに関する詳細を提供するオブジェ
クト。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

// Set backfill stop request parameters

var stopBackfillRequest = new AWS.GameLift.Server.Model.StopMatchBackfillRequest()
{ 
    TicketId = "a ticket ID", //optional, if not provided one is autogenerated 
    MatchmakingConfigurationArn = "the matchmaker configuration ARN", //from the game 
 session matchmaker data 
    GameSessionId = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId().Result    //gets the ID for the 
 current game session
};

var stopBackfillOutcome = GameLiftServerAPI.StopMatchBackfillRequest(stopBackfillRequest);

GetComputeCertificate()

AmazonGameLiftAnywhere コンピュートリソースと Amazon 間のネットワーク接続の暗号化に使用さ
れる TLSGameLift 証明書へのパスを取得します。この証明書パスは、コンピューティングデバイスを 
AmazonGameLiftAnywhere フリートに登録するときに使用できます。詳細については、を参照してくださ
いRegisterCompute。

構文

GetComputeCertificateOutcome GetComputeCertificate();

戻り値

GetComputeCertificateResponse以下を含むオブジェクトを返します。

• CertificatePath: コンピュートリソースの TLS 証明書へのパス。
• ComputeName: コンピュートリソースの名前。
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例

var getComputeCertificateOutcome = GameLiftServerAPI.GetComputeCertificate();

GetFleetRoleCredentials()

作成したサービスロールの認証情報を取得して、他のユーザーの権限を AmazonAWS のサービスGameLift 
に拡張します。これらの認証情報により、AWSゲームサーバーはリソースを使用できます。詳細について
は、「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照してください。

構文

GetFleetRoleCredentialsOutcome GetFleetRoleCredentials(GetFleetRoleCredentialsRequest 
 request);

パラメータ

GetFleetRoleCredentialsRequest (p. 300)

AWSリソースへの制限付きアクセスをゲームサーバーに拡張するロール認証情報。

戻り値

GetFleetRoleCredentialsOutcome以下を含むオブジェクトを返します。

• AssumedRoleUserArn-サービスロールが属するユーザーの Amazon リソースネーム (ARN)。
• AssumedRoleId-サービスロールが属するユーザーの ID。
• AccessKeyId-AWS リソースを認証してアクセスを提供するためのアクセスキー ID。
• SecretAccessKey-認証のためのシークレットアクセスキー ID。
• SessionToken-AWS リソースとやり取りしている現在のアクティブなセッションを識別するトークン。
• 有効期限-セッション認証情報が期限切れになるまでの時間。

例

// form the fleet credentials request   
var getFleetRoleCredentialsRequest = new 
 AWS.GameLift.Server.Model.GetFleetRoleCredentialsRequest(){   
    RoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/exampleGameLiftAction"   
 }   

var GetFleetRoleCredentialsOutcome credentials = 
 GetFleetRoleCredentials(getFleetRoleCredentialsRequest)

破壊 ()

リソース上の AmazonGameLift ゲームサーバー SDK のインスタンスを削除します。これにより、すべて
の状態情報が削除され、Amazon とのハートビート通信が停止しGameLift、ゲームセッション管理が停止
され、接続がすべて閉じられます。サーバープロセスを終了した後にこれを呼び出します。

構文

GenericOutcome Destroy()

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。
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例

// Operations to end game sessions and the server process
var processEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();
if (processReadyOutcome.Success) 
    Environment.Exit(0);
// Otherwise, exit with error code
Environment.Exit(errorCode);

// Shutdown and destroy the instance of the GameLift Game Server SDK
var destroyOutcome = GameLiftServerAPI.Destroy();

Amazon C# GameLift サーバー API リファレンス:データ型

この Amazon GameLift C# Server API リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲームを
準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

データ型
• LogParameters (p. 291)
• ProcessParameters (p. 292)
• UpdateGameSession (p. 293)
• GameSession (p. 294)
• ServerParameters (p. 295)
• StartMatchBackfillRequest (p. 296)
• プレイヤー (p. 297)
• DescribePlayerSessionsRequest (p. 298)
• StopMatchBackfillRequest (p. 299)
• GetFleetRoleCredentialsRequest (p. 300)

LogParameters

このデータ型を使用して、ゲームセッション中に生成されたファイルのうち、 GameLift ゲームセッ
ション終了後に Amazon にアップロードするファイルを識別するときには、このデータ型を使用しま
す。LogParameters to GameLift ProcessReady() (p. 283)ゲームサーバーは通話でAmazonと通信しま
す。

[Properties] (プロパティ) 説明

LogPaths Amazon GameLift で将来のアクセスに備えて保存
するゲームサーバーログファイルへのディレクト
リパスのリスト。サーバープロセスは、各ゲーム
セッション中にこれらのファイルを生成します。
ゲームサーバーでファイルパスと名前を定義し、
ルートゲームビルドディレクトリに保存します。

ログパスは絶対パスである必要があります。
たとえば、ゲームビルドでゲームセッション
ログが次のようなパスに保存されている場
合MyGame\sessionLogs\、そのパスは Windows 
インスタンスになりますc:\game\MyGame
\sessionLogs。

[Type] (タイプ): List<String>
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必須: いいえ

ProcessParameters

このデータ型には、 GameLift ProcessReady() (p. 283)呼び出しで Amazon に送信されるパラメータの
セットが含まれます。

[Properties] (プロパティ) 説明

LogParameters ゲームセッションログファイルへのディレクトリ
パスのリストを含むオブジェクト。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::LogParameters (p. 291)

必須: はい

OnHealthCheck Amazon GameLift がサーバープロセスにヘルスス
テータスレポートをリクエストするために呼び出
すコールバック関数名。Amazon は、この関数を 
60 GameLift 秒ごとに呼び出します。この関数を呼
び出すと、Amazon はサーバープロセスが応答す
るために 60 GameLift 秒ほど待ち、 GameLift サー
バープロセスが異常と記録します。

[Type] (タイプ): OnHealthCheckDelegate()

必須: はい

OnProcessTerminate Amazon GameLift がサーバープロセスを強制
シャットダウンするために呼び出すコールバッ
ク関数名。この関数を呼び出すと、Amazon は
サーバープロセスがシャットダウンするために 5 
GameLift 分間待ち、サーバープロセスをシャット
ダウンする前にProcessEnding() (p. 284)呼び出
しで応答します。

[Type] (タイプ): void 
OnProcessTerminateDelegate()

必須: はい

OnRefreshConnection Amazon GameLift がゲームサーバーとの接続を更
新するために呼び出すコールバック関数の名前。

[Type] (タイプ): void 
OnRefreshConnectionDelegate()

必須: はい

OnStartGameSession Amazon GameLift が新しいゲームセッション
をアクティブにするために呼び出すコールバッ
ク関数名。Amazon GameLift はクライアント
のリクエストに応じてこの関数を呼び出しま
すCreateGameSession。コールバック関数
は、Amazon GameLift API GameSessionリファレ
ンスで定義されているオブジェクトを受け取りま
す。
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[Type] (タイプ): void 
OnStartGameSessionDelegate(GameSession)

必須: はい

OnUpdateGameSession Amazon GameLift が更新されたゲームセッショ
ンオブジェクトを提供するために呼び出すコール
バック関数名。Amazon はこの関数を、更新され
たマッチメーカーデータを提供するためにマッチ
バックフィル GameLift リクエストを処理すると
きに呼び出します。GameSessionオブジェクト、
ステータス更新 (updateReason)、マッチバック
フィルチケット ID を渡します。

タイプ:ボイド OnUpdateGameSessionDelegate 
(UpdateGameSession (p. 293))

必須: いいえ

ポート サーバープロセスが新しいプレイヤー接続を待ち
受けるポート番号。値は、このゲームサーバービ
ルドをデプロイするすべてのフリートで設定され
ているポート番号の範囲に含まれる必要がありま
す。このポート番号は、ゲームセッションオブ
ジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに
含まれ、ゲームセッションがサーバープロセスに
接続するときに使用します。

[Type] (タイプ): Integer

必須: はい

UpdateGameSession

ゲームセッションオブジェクトを更新します。これには、ゲームセッションが更新された理由と、ゲーム
セッションのプレイヤーセッションを埋めるためにバックフィルが使用されている場合は関連するバック
フィルチケット ID が含まれます。

プロパティ 説明

GameSession Amazon GameLift API GameSessionによって定義
されたオブジェクト。GameSessionオブジェクト
には、ゲームセッションを説明するプロパティが
含まれています。

[Type] (タイプ): GameSession GameSession()

必須: はい

UpdateReason ゲームセッションが更新されている理由。

[Type] (タイプ): UpdateReason 
UpdateReason()

必須: はい

BackfillTicketId ゲームセッションを更新しようとしているバック
フィルチケットのID。

293

https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/apireference/API_GameSession.html
https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/apireference/API_GameSession.html
https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/apireference/API_GameSession.html


Amazon GameLift デベロッパーガイド
C# サーバー SDK リファレンス

プロパティ 説明
[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

GameSession

ゲームセッションの詳細。

プロパティ 説明

GameSessionId ゲームセッションの一意の識別子。ゲーム
セッション ARN の形式は次のようになりま
す:arn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
<fleet ID>/<custom ID string or 
idempotency token>.

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

名前 ゲームセッションのわかりやすいラベル。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

FleetId ゲームセッションが実行されているフリートに固
有の識別子。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

MaximumPlayerSessionCount ゲームセッションへのプレイヤー接続の最大数。

[Type] (タイプ): Integer

必須: いいえ

ポート ゲームセッションのポート番号。Amazon 
GameLift ゲームサーバーに接続するには、アプリ
に IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): Integer

必須: いいえ

IpAddress ゲームセッションの IP アドレス。Amazon 
GameLift ゲームサーバーに接続するには、アプリ
に IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

GameSessionData 単一の文字列値としてフォーマットされたカスタ
ムゲームセッションプロパティのセット。
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プロパティ 説明
[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

MatchmakerData ゲームセッションの作成に使用されたマッチメイ
キングプロセスに関する情報。JSON 構文で、文
字列としてフォーマットされています。使用さ
れているマッチメイキング設定に加えて、プレー
ヤーの属性やチームの割り当てなど、マッチに割
り当てられたすべてのプレーヤーに関するデータ
が含まれています。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

GameProperties ゲームセッションのカスタムプロパティのセット
で、キーと値のペアとしてフォーマットされま
す。これらのプロパティは、新しいゲームセッ
ションを開始するリクエストとともに渡されま
す。

[Type] (タイプ): List<
Aws::GameLift::Server::GameProperty>

必須: いいえ

DnsName ゲームセッションを実行しているインスタンスに
割り当てられた DNS 識別子。値の形式は次のよう
になります。

• TLS 対応フリート: <unique 
identifier>.<region 
identifier>.amazongamelift.com。

• TLS 対応でないフリート: ec2-<unique 
identifier>.compute.amazonaws.com。

TLS 対応フリートに固有のゲームセッションに接
続するときには、IP アドレスではなく DNS 名を
使用する必要があります。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

ServerParameters

Amazon GameLift とゲームサーバー間の接続を維持するための接続情報と方法。 ServerParameters 
Amazon GameLift マネージド EC2 インスタンスには必要ありません。

プロパティ 説明

webSocketUrl GameLiftServerSdkEndpointRegisterCompute
GameLift Anywhereアマゾンの一部として返品され
ました。
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プロパティ 説明
[Type] (タイプ): String

必須: はい

プロセス ID ゲームをホストするサーバープロセスに登録され
た一意の識別子。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

hostId ゲームをホストするサーバープロセスのホス
ト固有の識別子。hostId は、 ComputeName 
コンピューターを登録したときに使用されま
す。詳細については、以下を参照してくださ
い。RegisterCompute

[Type] (タイプ): String

必須: はい

フリートID コンピュートが登録されているフリートのフ
リートID。詳細については、を参照してくださ
いRegisterCompute。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

認証トークン Amazon GameLift が生成した認証トークン
で、サーバーを Amazon GameLift に認証し
ます。詳細については、を参照してくださ
いGetComputeAuthToken。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

StartMatchBackfillRequest

このデータ型を使用して、マッチメイキングのバックフィルリクエストをキャンセルできます。ゲーム
サーバーは、 GameLift StopMatchBackfill() (p. 289)この情報を電話で Amazon に伝えます。

プロパティ 説明

GameSessionArn ユニークなゲームセッション識別
子。API オペレーションは、識別子を 
ARNGetGameSessionId 形式で返します。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

MatchmakingConfigurationArn マッチメーカーがこのリクエストに使用す
る、ARN 形式のユニークな識別子。元のゲーム
セッションのマッチメーカー ARN は、マッチメー
カーデータプロパティのゲームセッションオブ
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プロパティ 説明
ジェクトにあります。マッチメーカーデータの詳
細については「マッチメーカーデータの処理」を
参照してください。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

プレイヤー 現在ゲームセッションに参加しているすべてのプ
レイヤーを表すデータセット。マッチメーカーは
この情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチ
する新しいプレイヤーを検索します。

[Type] (タイプ): List<Player>

必須: はい

TicketId マッチメイキングまたはマッチバックフィルリク
エストチケットの固有の識別子。値を指定しない
場合、Amazon GameLift が値を生成します。この
識別子を使用してマッチバックフィルチケットの
ステータスを追跡したり、必要に応じてリクエス
トをキャンセルしたりします。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

プレイヤー

マッチメイキングのプレイヤーを表します。マッチメーキングリクエストが開始されると、プレイヤーに
はプレイヤーID、属性、場合によってはレイテンシーデータが割り当てられます。Amazonは、 GameLift 
試合が行われた後にチーム情報を追加します。

プロパティ 説明

LatencyInMS ミリ秒単位で表される値のセットで、プレイヤー
が特定の場所に接続したときに発生するレイテン
シーの量を示します。

このプロパティを使用すると、プレーヤーはリス
トされている場所でのみマッチングされます。
マッチメーカーにプレイヤーレイテンシーを評
価するルールがある場合、プレイヤーはレイテン
シーを報告しないとマッチングされません。

[Type] (タイプ): Dictionary<string, int>

必須: いいえ

PlayerAttributes マッチメイキングで使用するプレイヤー情報を含
むキーと値のペアのコレクション。プレイヤーの
属性キーは、 PlayerAttributes マッチメーキング
ルールセットで使用されているものと一致する必
要があります。
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プロパティ 説明
プレイヤー属性の詳細については、「」を参照し
てくださいAttributeVallu。

[Type] (タイプ): Dictionary<string, 
AttributeValue

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの固有の識別子。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

Team マッチでプレーヤーが割り当てられるチームの名
前。マッチメーキングルールセットでチーム名を
定義します。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

DescribePlayerSessionsRequest

このデータ型は、取得するプレイヤーセッションを指定するのに使用されます。これにはいくつかの使い
方があります。(1) PlayerSessionId 特定のプレイヤーセッションをリクエストする、(2) GameSessionId 
指定されたゲームセッションのすべてのプレイヤーセッションをリクエストする、(3) PlayerId 指定された
プレイヤーの全プレイヤーセッションをリクエストする、などです。プレイヤーセッション数が多い場合
は、ページ分割パラメータを使用して結果を順次ページとして取得します。

プロパティ 説明

GameSessionId ユニークなゲームセッション識別子。この
パラメータを使用して、指定したゲームセッ
ションのすべてのプレイヤーセッションをリ
クエストします。ゲームセッション ID の形式
は、arn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
fleet-<fleet ID>/<ID string> です。<ID 
string> の値は、カスタム ID 文字列または (ゲーム
セッション作成時に指定した場合) 生成された文字
列のいずれかです。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

PlayerSessionId プレイヤーセッションの一意の識別子。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの固有の識別子。プレイヤー ID を生
成 (p. 47) を参照してください。

[Type] (タイプ): String
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プロパティ 説明
必須: いいえ

PlayerSessionStatusFilter 結果をフィルタリングするプレーヤーセッション
ステータス。可能なプレイヤーセッションステー
タスとして以下のステータスがあります。

• RESERVED – プレイヤーセッションリクエス
トは受領されましたが、プレイヤーのサーバー
プロセスへの接続や検証はまだ行われていませ
ん。

• ACTIVE – プレイヤーはサーバープロセスによっ
て検証され、現時点で接続されています。

• COMPLETED – プレイヤー接続は削除されまし
た。

• TIMEDOUT – プレイヤーセッションリクエスト
は受領されましたが、タイムアウト制限 (60 秒) 
内でのプレイヤーの接続や検証は行われていま
せん。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

NextToken 次の結果ページの開始を示すトークン。結果セッ
トの開始点を指定するには、値を指定しないでく
ださい。プレイヤーセッション ID を指定する場
合、このパラメータは無視されます。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

制限 返される結果の最大数。プレイヤーセッション 
ID を指定する場合、このパラメータは無視されま
す。

[Type] (タイプ): int

必須: いいえ

StopMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストのキャンセルに使用します。この情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 289)電話でAmazonサービスに伝えられます。

プロパティ 説明

GameSessionArn キャンセルされるリクエストのユニークなゲーム
セッション識別子。

[Type] (タイプ): string

必須: いいえ
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プロパティ 説明

MatchmakingConfigurationArn このリクエストが送信されたマッチメーカーの一
意の識別子。

[Type] (タイプ): string

必須: いいえ

TicketId キャンセルするバックフィルリクエストチケット
の固有の識別子。

[Type] (タイプ): string

必須: いいえ

GetFleetRoleCredentialsRequest

AWSリソースへの制限付きアクセスをゲームサーバーに拡張するロール認証情報。詳細については、
「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照してください。

プロパティ 説明

RoleArn リソースへの制限付きアクセスを拡張するサービ
スロールの AmazonAWS リソースネーム (ARN)。

RoleSessionName ロール認証情報の使用を説明するセッションの名
前。

C# GameLift 用アマゾンサーバー API 4.x リファレンス
この Amazon GameLift C# API 4.xリファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲームを準備す
るのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「Amazon GameLift をゲームサーバーに追
加する (p. 39)」を参照してください。

トピック
• GameLiftアマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:アクション (p. 300)
• GameLift アマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:データ型 (p. 310)

GameLiftアマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:アクション

この AmazonGameLift C# サーバー SDK リファレンスを使用して、Amazon で使用するマルチプレイ
ヤーゲームを準備してくださいGameLift。統合プロセスの詳細については、を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

• アクション
• データ型 (p. 310)

AcceptPlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、検証が必要であることを 
AmazonGameLift サービスに通知します。Amazon は、プレイヤーセッション ID が有効であること、つま
り、そのプレイヤー IDGameLift でゲームセッションにプレイヤースロットが予約されていることを確認し
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ます。検証できたら、Amazon はプレーヤースロットの状態を RESERVED から ACTIVEGameLift に変更
します。

構文

GenericOutcome AcceptPlayerSession(String playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の 
ID。プレイヤーセッション IDPlayerSession はオブジェクトで指定され、GameLiftAPI アク
ションStartGameSessionPlacement、、、またはへのクライアント呼び出しに応答して返されま
すDescribePlayerSessions。CreateGameSessionDescribeGameSessionPlacement

型: 文字列

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、無効なプレイヤーセッション ID の検証や拒否を含む、接続リクエストを処理するための関数
を示します。

void ReceiveConnectingPlayerSessionID (Connection connection, String playerSessionId){ 
    var acceptPlayerSessionOutcome =  
 GameLiftServerAPI.AcceptPlayerSession(playerSessionId); 
     if(acceptPlayerSessionOutcome.Success) 
    { 
        connectionToSessionMap.emplace(connection, playerSessionId); 
        connection.Accept(); 
    } 
     else  
    { 
        connection.Reject(acceptPlayerSessionOutcome.Error.ErrorMessage);    }        
}

ActivateGameSession()

サーバープロセスがゲームセッションをアクティブにし、プレイヤーの接続を受ける準備ができているこ
とを AmazonGameLift サービスに通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションの初期化が
完了した後、onStartGameSession() コールバック関数の一部として呼び出されます。

構文

GenericOutcome ActivateGameSession()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。
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例

この例では、ActivateGameSession() が onStartGameSession() 委任関数の一部として呼び出され
ていることを示しています。

void OnStartGameSession(GameSession gameSession)
{ 
    // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map    

    // When ready to receive players    
    var activateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.ActivateGameSession();
}

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、プレイヤーデータを含む、プレイヤーセッションデータを取得します。こ
のアクションを使用して、単一のプレイヤーセッション、ゲームセッション内のすべてのプレイヤーセッ
ション、または単一のプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッションに関する情報を取得
します。

構文

DescribePlayerSessionsOutcome DescribePlayerSessions(DescribePlayerSessionsRequest 
 describePlayerSessionsRequest)

パラメータ

describePlayerSessionsリクエスト

取得するプレイヤーセッションを記述する DescribePlayerSessionsRequest (p. 311) オブジェク
ト。

必須: はい

戻り値

成功した場合は、リクエストのパラメータに適合したプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含
む DescribePlayerSessionsOutcome オブジェクトを返します。プレイヤーセッションオブジェクト
は、AWS SDK AmazonGameLift API PlayerSessionデータ型と同じ構造を持ちます。

例

この例は、指定したゲームセッションにアクティブに接続されているすべてのプレイヤーセッションのリ
クエストを示しています。Limit 値を 10GameLift に設定すると、Amazon はリクエストに一致するプレイ
ヤーセッションレコードの最初の 10 個を返します。NextToken

// Set request parameters  
var describePlayerSessionsRequest = new 
 Aws.GameLift.Server.Model.DescribePlayerSessionsRequest()
{ 
    GameSessionId = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId().Result,    //gets the ID for the 
 current game session 
    Limit = 10, 
    PlayerSessionStatusFilter = 
 PlayerSessionStatusMapper.GetNameForPlayerSessionStatus(PlayerSessionStatus.ACTIVE)
};  
// Call DescribePlayerSessions
Aws::GameLift::DescribePlayerSessionsOutcome playerSessionsOutcome =  
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    Aws::GameLift::Server::Model::DescribePlayerSessions(describePlayerSessionRequest);

GetGameSessionId()

サーバープロセスがアクティブな場合、サーバープロセスが現在ホストしているゲームセッションの ID を
取得します。

ゲームセッションでまだアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、コールは、Success =
True そして GameSessionId = "" (空の文字列) を返します。

構文

AwsStringOutcome GetGameSessionId()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、ゲームセッション ID を AwsStringOutcome オブジェクトとして返します。成功しな
かった場合、エラーメッセージを返します。

例

var getGameSessionIdOutcome = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId();

GetInstanceCertificate()

フリートとそのインスタンスに関連付けられている pem エンコードされた TLS 証明書のファイルの場所
を取得します。 AWS Certificate Manager証明書設定を GENERATED に設定して新しいフリートを作成す
ると、この証明書が生成されます。この証明書を使用して、ゲームクライアントとのセキュリティ保護あ
りの接続を確立し、クライアント/サーバー通信を暗号化します。

構文

GetInstanceCertificateOutcome GetInstanceCertificate();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功すると、GetInstanceCertificateOutcomeインスタンスに保存されているフリートのTLS証明書
ファイルと証明書チェーンの場所を含むオブジェクトが返されます。証明書チェーンから抽出されたルー
ト証明書ファイルもインスタンスに保存されます。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。

証明書と証明書チェーンデータの詳細については、AWS Certificate Manager API リファレンスの
「GetCertificateレスポンス要素」を参照してください。

例

var getInstanceCertificateOutcome = GameLiftServerAPI.GetInstanceCertificate();
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GetSdkVersion()

サーバープロセスに組み込まれた SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

AwsStringOutcome GetSdkVersion()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、AwsStringOutcome オブジェクトとして現在の SDK バージョンを返します。返される文
字列は、バージョン番号のみを含みます(例: 3.1.5)。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。

例

var getSdkVersionOutcome = GameLiftServerAPI.GetSdkVersion(); 

GetTerminationTime()

終了時刻が判る場合に、サーバープロセスがシャットダウンを予定している時刻を返します。サーバープ
ロセスは、AmazononProcessTerminate()GameLift サービスからコールバックを受信した後にこのア
クションを実行します。Amazon がonProcessTerminate()を呼び出すには、GameLift以下の理由が考
えられます。(1) サーバープロセスがポートヘルスを報告した場合、もしくは AmazonGameLift に応答し
なかった場合、(2) スケールダウンイベント中にインスタンスを終了した場合、(3) スポットインスタンス
のためインスタンスが終了した場合 (p. 108)。

プロセスが onProcessTerminate() コールバックを受信した場合、戻り値は予想終了時刻です。プ
ロセスが onProcessTerminate() コールバックを受信していない場合、エラーメッセージが返されま
す。サーバープロセスのシャットダウン (p. 41)の詳細を確認してください。

構文

AwsDateTimeOutcome GetTerminationTime()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、終了時刻をAwsDateTimeOutcomeオブジェクトとして返します。値は終了時間で、0001 
00:00:00 以降の経過ティックで表現されます。たとえば、日付時刻の値 2020-09-13 12:26:40 -000Z 
は、637355968000000000 ティックに等しくなります。終了時間がない場合は、エラーメッセージを返し
ます。

例

var getTerminationTimeOutcome = GameLiftServerAPI.GetTerminationTime(); 

InitSDK()

アマゾンGameLift SDK を初期化します。このメソッドは起動時に他の AmazonGameLift 関連の初期化が
実行される前に呼び出す必要があります。

304



Amazon GameLift デベロッパーガイド
C# サーバー SDK リファレンス

構文

InitSDKOutcome InitSDK()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功すると、InitSdkOutcomeProcessReady() (p. 305)サーバープロセスが呼び出す準備ができているこ
とを示すオブジェクトが返されます。

例

var initSDKOutcome = GameLiftServerAPI.InitSDK(); 

ProcessEnding()

サーバープロセスがシャットダウンしていることを AmazonGameLift サービスに通知します。このメソッ
ドは、すべてのアクティブゲームセッションのシャットダウンを含む他のすべてのクリーンアップタスク
の後に呼び出されます。このメソッドは、終了コード 0 で終了します。0 以外の終了コードでは、処理が
問題なく終了しなかったというイベントメッセージが発生します。

メソッドがコード 0 で終了すると、成功した終了コードでプロセスを終了できます。エラーコードでプロ
セスを終了することもできます。エラーコードで終了すると、フリートイベントはプロセスが異常終了し
たことを示します (SERVER_PROCESS_TERMINATED_UNHEALTHY)。

構文

GenericOutcome ProcessEnding()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

var processEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();
if (processReadyOutcome.Success) 
   Environment.Exit(0);
// otherwise, exit with error code
Environment.Exit(errorCode); 
     

ProcessReady()

サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを AmazonGameLift サービスに通
知します。このメソッドは、InitSDK() (p. 304) の呼び出しが成功して必要な設定タスクが完了した後、
サーバープロセスがゲームセッションをホストできるようになる前に呼び出す必要があります。このメ
ソッドは、プロセスごとに 1 回だけ呼び出す必要があります。
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構文

GenericOutcome ProcessReady(ProcessParameters processParameters)

パラメータ

processParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える ProcessParameters (p. 312) オブジェクト。
• サーバープロセスと通信するために AmazonGameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード

で実装されたコールバックメソッドの名前。
• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• AmazonGameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ProcessReady() (p. 305) 呼び出しと委任関数の実装の両方を示します。

// Set parameters and call ProcessReady
var processParams = new ProcessParameters( 
   this.OnGameSession, 
   this.OnProcessTerminate, 
   this.OnHealthCheck, 
   this.OnGameSessionUpdate, 
   port, 
   new LogParameters(new List<string>()          // Examples of log and error files written 
 by the game server 
   { 
      "C:\\game\\logs", 
      "C:\\game\\error" 
   })
);

var processReadyOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessReady(processParams);

// Implement callback functions
void OnGameSession(GameSession gameSession)
{ 
   // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map 
   // When ready to receive players 
   var activateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.ActivateGameSession();
}

void OnProcessTerminate()
{ 
   // game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
   // such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup 
    var ProcessEndingOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessEnding();
}

bool OnHealthCheck()
{ 
    bool isHealthy; 
    // complete health evaluation within 60 seconds and set health 
    return isHealthy;
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}

RemovePlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを 
AmazonGameLift サービスに通知します。それに応じて、GameLift Amazonはプレイヤースロットを新し
いプレイヤーに割り当てられるよう利用可能に変更します。

構文

GenericOutcome RemovePlayerSession(String playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の 
ID。プレイヤーセッション IDPlayerSession はオブジェクトで指定され、GameLiftAPI アク
ションStartGameSessionPlacement、、、またはへのクライアント呼び出しに応答して返されま
すDescribePlayerSessions。CreateGameSessionDescribeGameSessionPlacement

型: 文字列

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Aws::GameLift::GenericOutcome disconnectOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::RemovePlayerSession(playerSessionId);

StartMatchBackfill()

FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを
送信します。AWSSDK アクション StartMatchBackfill() も参照してください。このアクションを使用する
と、ゲームセッションをホストするゲームサーバーのプロセスによってマッチバックフィルリクエストを
開始できます。FlexMatchバックフィルの特徴の詳細はこちら。

このアクションは非同期です。新規プレイヤーが正常にマッチングされる
と、AmazonGameLiftOnUpdateGameSession() サービスはコールバック関数を使用して更新済みマッチ
メーカーデータを送信します。

サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 308) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

StartMatchBackfillOutcome StartMatchBackfill (StartMatchBackfillRequest 
 startBackfillRequest);

パラメータ

StartMatchBackfillRequest

次の情報を通信する StartMatchBackfillRequest (p. 313) オブジェクト。
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• バックフィルリクエストに割り当てるチケット ID。この情報はオプションです。ID が指定されてい
ない場合は AmazonGameLift が ID を 1 つ自動生成します。

• リクエストを送信するマッチメーカー。完全な設定 ARN が必要です。この値は、ゲームセッショ
ンのマッチメーカーデータから取得できます。

• バックフィルされるゲームセッションの ID。
• ゲームセッションの現在のプレイヤーに利用可能なマッチメーキングデータ。

必須: はい

戻り値

マッチバックフィルのチケット IDStartMatchBackfillOutcome のオブジェクトを返します。エラーメッセー
ジを伴うエラーを返します。

例

// Build a backfill request
var startBackfillRequest = new AWS.GameLift.Server.Model.StartMatchBackfillRequest()
{ 
    TicketId = "a ticket ID", //optional 
    MatchmakingConfigurationArn = "the matchmaker configuration ARN",  
    GameSessionId = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId().Result,    // gets ID for current 
 game session 
        //get player data for all currently connected players 
            MatchmakerData matchmakerData =         
              MatchmakerData.FromJson(gameSession.MatchmakerData);  // gets matchmaker data 
 for current players 
            // get matchmakerData.Players 
            // remove data for players who are no longer connected 
    Players = ListOfPlayersRemainingInTheGame
};

// Send backfill request
var startBackfillOutcome = GameLiftServerAPI.StartMatchBackfill(startBackfillRequest);

// Implement callback function for backfill
void OnUpdateGameSession(GameSession myGameSession)
{ 
   // game-specific tasks to prepare for the newly matched players and update matchmaker 
 data as needed   
}

StopMatchBackfill()

StartMatchBackfill() (p. 307) とともに作成されたアクティブなマッチバックフィルリクエストをキャン
セルします。AWSSDK アクション StopMatchmaking() も参照してください。FlexMatchバックフィルの特
徴の詳細はこちら。

構文

GenericOutcome StopMatchBackfill (StopMatchBackfillRequest stopBackfillRequest);

パラメータ

StopMatchBackfillRequest

キャンセルするマッチメーキングチケットを識別する StopMatchBackfillRequest (p. 314)オブジェク
ト:
• キャンセルされるバックフィルリクエストに割り当てられたチケット ID
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• バックフィルリクエストが送信されるマッチメーカー
• バックフィルリクエストに関連付けられたゲームセッション

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

// Set backfill stop request parameters

var stopBackfillRequest = new AWS.GameLift.Server.Model.StopMatchBackfillRequest()
{ 
    TicketId = "a ticket ID", //optional, if not provided one is autogenerated 
    MatchmakingConfigurationArn = "the matchmaker configuration ARN", //from the game 
 session matchmaker data 
    GameSessionId = GameLiftServerAPI.GetGameSessionId().Result    //gets the ID for the 
 current game session
};

var stopBackfillOutcome = GameLiftServerAPI.StopMatchBackfillRequest(stopBackfillRequest);

TerminateGameSession()

このメソッドは、バージョン 4.0.1 で非推奨となりました。代わりに、ProcessEnding() (p. 305)サー
バープロセスはゲームセッションが終了した後にを呼び出す必要があります。

サーバープロセスがゲームセッションをシャットダウンしたことを AmazonGameLift サービスに通知しま
す。このアクションは、サーバープロセスがアクティブなままになり、新しいゲームセッションをホスト
するための準備ができたときに呼び出されます。これは、GameLift新しいゲームセッションをホストする
ためにサーバープロセスがすぐに利用可能であることをAmazonに通知するため、ゲームセッション終了
手順が完了した後にのみ呼び出す必要があります。

ゲームセッションが停止した後にサーバープロセスがシャットダウンされる場合は、このアクションは呼
び出されません。代わりに、 ProcessEnding() (p. 305) を呼び出し、ゲームセッションとサーバープロセ
スの両方が終了していることを通知します。

構文

GenericOutcome TerminateGameSession()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、ゲームセッションの終了時のサーバープロセスを示しています。

// game-specific tasks required to gracefully shut down a game session,  
// such as notifying players, preserving game state data, and other cleanup

var terminateGameSessionOutcome = GameLiftServerAPI.TerminateGameSession();
var processReadyOutcome = GameLiftServerAPI.ProcessReady(processParams);
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UpdatePlayerSessionCreationPolicy()

現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。(AmazonGameLift 
サービス API リファレンスの UpdateGameSession() アクションも参照してください)。

構文

GenericOutcome UpdatePlayerSessionCreationPolicy(PlayerSessionCreationPolicy 
 playerSessionPolicy)

パラメータ

newPlayerSessionポリシー

ゲームセッションで新しいプレイヤーを承諾するかどうかを示す文字列値。

タイプ: PlayerSessionCreationPolicy enum。有効な値を次に示します。
• ACCEPT_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを承諾します。
• DENY_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを拒否します。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、現在のゲームセッションの参加ポリシーを、すべてのプレイヤーを受け入れるように設定しま
す。

var updatePlayerSessionCreationPolicyOutcomex =  
    
 GameLiftServerAPI.UpdatePlayerSessionCreationPolicy(PlayerSessionCreationPolicy.ACCEPT_ALL);

GameLift アマゾンサーバー SDK (C#) リファレンス:データ型
この Amazon GameLift C# サーバー SDK リファレンスを使用して、Amazon で使用するマルチプレ
イヤーゲームを準備してください GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

• [Actions] (p. 300) (アクション)
• データ型

LogParameters

このデータ型は、ゲームセッション中に生成されたファイルのうち、ゲームセッション終了時に Amazon 
GameLift でアップロードして保存するファイルを識別するのに使用されます。この情報は、 GameLift
ProcessReady() (p. 305)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

logPaths

Amazon GameLift で将来のアクセスに備えて保存するゲームサーバーログファイルへのディレクト
リパスのリスト。これらのファイルは各ゲームセッション中にサーバープロセスによって生成され
ます。ファイルのパスと名前は、ゲームサーバー内に定義され、ルートゲームビルドディレクトリ
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に保存されます。ログパスは絶対である必要があります。たとえば、ゲームビルドによって MyGame
\sessionlogs\ などのパスに保存されるゲームセッションログのログパスは c:\game\MyGame
\sessionLogs (Windows インスタンスの場合) または /local/game/MyGame/sessionLogs
(Linux インスタンスの場合) となります。

型: List<String>

必須: いいえ

DescribePlayerSessionsRequest

このデータ型は、取得するプレイヤーセッションを指定するのに使用されます。これにはいくつかの使い
方があります。(1) PlayerSessionId 特定のプレイヤーセッションをリクエストする、(2) GameSessionId 
指定されたゲームセッションのすべてのプレイヤーセッションをリクエストする、(3) PlayerId 指定された
プレイヤーの全プレイヤーセッションをリクエストする、などです。プレイヤーセッション数が多い場合
は、ページ分割パラメータを使用して結果を順次ページとして取得します。

内容

GameSessionId

一意のゲームセッション識別子。このパラメータを使用して、指定したゲームセッショ
ンのすべてのプレイヤーセッションをリクエストします。ゲームセッション ID の形式
は、arn:aws:gamelift:<region>::gamesession/fleet-<fleet ID>/<ID string> で
す。<ID string> の値は、カスタム ID 文字列または (ゲームセッション作成時に指定した場合) 生成さ
れた文字列のいずれかです。

型: 文字列

必須: いいえ
制限

返される結果の最大数。NextTokenこのパラメータを一緒に使用すると、結果を連続したページの
セットとして取得できます。プレイヤーセッション ID を指定した場合、このパラメータは無視されま
す。

タイプ: 整数

必須: いいえ
NextToken

結果において次の順次ページの開始を示すトークン。このアクションの以前の呼び出しで返された
トークンを使用します。結果セットの先頭を指定するには、値を指定しないでください。プレイヤー
セッション ID を指定した場合、このパラメータは無視されます。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerId

プレイヤーを表す一意の識別子。プレイヤー ID は開発者によって定義されます。プレイヤー ID を生
成 (p. 47) を参照してください。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerSessionId

プレイヤーセッションを表す一意の識別子。

型: 文字列
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必須: いいえ
PlayerSessionStatusFilter

結果をフィルタリングするプレイヤーセッションステータス。可能なプレイヤーセッションステータ
スとして以下のステータスがあります。
• RESERVED – プレイヤーセッションリクエストは受領されましたが、プレイヤーのサーバープロセ

スへの接続や検証はまだ行われていません。
• ACTIVE – プレイヤーはサーバープロセスによって検証され、現時点で接続されています。
• COMPLETED – プレイヤー接続は削除されました。
• TIMEDOUT – プレイヤーセッションリクエストは受領されましたが、タイムアウト制限 (60 秒) 内

でのプレイヤーの接続や検証は行われていません。

型: 文字列

必須: いいえ

ProcessParameters

このデータ型には、ProcessReady() (p. 305)呼び出しで Amazon GameLift サービスに送信されるパラ
メータのセットが含まれます。

内容

port

サーバープロセスが新しいプレイヤーの接続をリスニングするポート番号。値は、このゲームサー
バービルドをデプロイするすべてのフリートで設定されているポート番号の範囲に含まれる必要があ
ります。このポート番号は、ゲームセッションオブジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに
含まれ、ゲームセッションがサーバープロセスに接続するときに使用します。

型: 整数

必須: はい
logParameters

ゲームセッションログファイルへのディレクトリパスのリストを含むオブジェクト。

タイプ: Aws::GameLift::Server::LogParameters (p. 310)

必須: はい
onStartGameセッション

Amazon GameLift サービスが新しいゲームセッションをアクティブにするために呼び出すコー
ルバック関数名。Amazon GameLift はクライアントのリクエストに応じてこの関数を呼び出しま
すCreateGameSession。GameSessionコールバック関数はオブジェクト (Amazon GameLift サービス 
API リファレンスで定義されています) を受け取ります。

タイプ: void OnStartGameSessionDelegate(GameSession gameSession)

必須: はい
onProcessTerminate

Amazon GameLift サービスがサーバープロセスを強制シャットダウンするために呼び出すコール
バック関数名。この関数を呼び出すと、Amazon はサーバープロセスがシャットダウンするために 5 
GameLift 分間待ち、サーバープロセスをシャットダウンする前にProcessEnding() (p. 305)呼び出し
で応答します。

タイプ: void OnProcessTerminateDelegate()
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必須: はい
onHealthCheck

GameLift サーバープロセスにヘルスステータスレポートをリクエストするためにAmazonサービスが
呼び出すコールバック関数名。Amazon は、この関数を 60 GameLift 秒ごとに呼び出します。この関
数を呼び出すと、Amazon はレスポンスを 60 GameLift 秒ほど待ち、サーバープロセスを異常と記録
します。

タイプ: bool OnHealthCheckDelegate()

必須: はい
onUpdateGameセッション

更新されたゲームセッションオブジェクトを提供するために Amazon GameLift サービスが更新された
ゲームセッションオブジェクトを提供するために呼び出すコールバック関数名。Amazon はこの関数
を、更新されたマッチメーカーデータを提供するためにマッチバックフィル GameLift リクエストを処
理するときに呼び出します。GameSessionオブジェクト、ステータス更新 (updateReason)、マッチ
バックフィルチケット ID を渡します。

タイプ: void OnUpdateGameSessionDelegate ( UpdateGameSession 
updateGameSession )

必須: いいえ

StartMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストの送信に使用します。この情報は、 GameLift
StartMatchBackfill() (p. 307)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

GameSessionArn

一意のゲームセッション識別子。SDK メソッドは ARNGetGameSessionId() (p. 303) 形式の識別子
を返します。

型: 文字列

必須: はい
MatchmakingConfigurationArn

このリクエストに使用されるマッチメーカーの ARN 形式の一意な識別子。元のゲームセッションの
作成に使用されたマッチメーカーを見つけるには、ゲームセッションオブジェクトのマッチメーカー
データプロパティを確認します。マッチメーカーデータの詳細については「マッチメーカーデータの
処理」を参照してください。

型: 文字列

必須: はい
プレイヤー

現在ゲームセッションに参加しているすべてのプレイヤーを表すデータのセット。マッチメーカーは
この情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチする新しいプレイヤーを検索します。Player オブ
ジェクト形式の説明については、Amazon GameLift API リファレンスガイドを参照してください。
プレイヤー属性、ID、チームの割り当てを見つけるには、マッチメーカーデータプロパティのゲーム
セッションオブジェクトを参照してください。マッチメーカーでレイテンシーが使用されている場
合は、現在のリージョンの更新されたレイテンシーを収集し、それを各プレイヤーのデータに含めま
す。

型: プレイヤー[ ]
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必須: はい
TicketId

マッチメーキングまたはバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。ここに値を指定しない場
合、Amazon GameLift は UUID の形式で値を生成します。この識別子を使用してマッチバックフィル
チケットのステータスを追跡したり、必要に応じてリクエストをキャンセルしたりします。

型: 文字列

必須: いいえ

StopMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストのキャンセルに使用します。この情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 308)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

GameSessionArn

キャンセルされるリクエストに関連付けられた一意のゲームセッション識別子。

型: 文字列

必須: はい
MatchmakingConfigurationArn

このリクエストが送信されたマッチメーカーの一意の識別子。

型: 文字列

必須: はい
TicketId

キャンセルされるバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。

型: 文字列

必須: はい

Go GameLift 用アマゾンサーバー API リファレンス
この Amazon GameLift Go サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備してください GameLift。統合プロセスの詳細については、のAmazon GameLift をゲームサーバーに
追加する (p. 39)。

トピック
• Amazon GameLift サーバー API (Go) リファレンス:アクション (p. 314)
• GameLift アマゾンサーバー SDK (Go) リファレンス:データタイプ (p. 324)

Amazon GameLift サーバー API (Go) リファレンス:アクション
この Amazon GameLift Go サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

GameLiftServerAPI.goGo サーバー SDK アクションを定義します。
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アクション
• GetSdkVersion() (p. 315)
• InitSDK() (p. 315)
• ProcessReady() (p. 316)
• ProcessEnding() (p. 317)
• ActivateGameSession() (p. 317)
• UpdatePlayerSessionCreationPolicy() (p. 318)
• GetGameSessionId() (p. 318)
• GetTerminationTime() (p. 319)
• AcceptPlayerSession() (p. 319)
• RemovePlayerSession() (p. 320)
• DescribePlayerSessions() (p. 320)
• StartMatchBackfill() (p. 321)
• StopMatchBackfill() (p. 322)
• GetComputeCertificate() (p. 323)
• GetFleetRoleCredentials() (p. 323)
• 破壊 () (p. 324)

GetSdkVersion()
サーバープロセスに組み込まれた SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

func GetSdkVersion() (string, error)

戻り値

成功すると、現在の SDK バージョンを文字列で返します。返される文字列にはバージョン
番号が含まれます (例5.0.0)。正常でない場合は、次のようなエラーメッセージを返しま
すcommon.SdkVersionDetectionFailed。

例

version, err := server.GetSdkVersion()

InitSDK()
アマゾン GameLift SDK を初期化します。Amazon GameLift に関連する他の初期化が行われる前に、起動
時にこのメソッドを呼び出します。

構文

func InitSDK(params ServerParameters) error 

パラメータ

ServerParameters (p. 328)

ServerParametersオブジェクトは、Amazon GameLift サーバーからの Amazon とのサーバー通信
に関する次の情報を伝達します。 GameLift Anywhere
• WebSocket ゲームサーバーへの接続に使用されるの URL。
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• ゲームサーバーをホストするために使用されるプロセスの ID。
• ゲームサーバープロセスをホストするコンピュートの ID。
• Amazon GameLift GameLift Anywhere コンピュートを含むアマゾンフリートの ID。
• Amazon GameLift オペレーションによって生成された認証トークン。

Amazon GameLift が管理する EC2 インスタンス上のゲームサーバーを初期化するに
は、ServerParametersnullで値を作成します。null値を入力すると、Amazon GameLift がコン
ピューティング環境をセットアップし、自動的に Amazon GameLift に接続します。

戻り値

成功すると、nilProcessReady() (p. 316)サーバープロセスを呼び出す準備ができたことを示すエラーが
返されます。

例

GameLift Anywhereアマゾンの例

//Define the server parameters
serverParameters := ServerParameters{ 
    WebSocketURL: webSocketUrl, 
    ProcessID:     processId, 
    HostID:        hostId, 
    FleetID:       fleetId, 
    AuthToken:     authToken
}

//InitSDK establishes a connection with GameLift's websocket server for communication.
err := server.InitSDK(serverParameters)

GameLift アマゾンマネージド EC2 の例

//Define the server parameters
serverParameters := ServerParameters{null, null, null, null, null}

//InitSDK establishes a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication.
err := server.InitSDK(serverParameters)

ProcessReady()
GameLift サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを Amazon に通知します。
呼び出し後にこのメソッドを呼び出しますInitSDK() (p. 315)。このメソッドは、プロセスごとに 1 回だ
け呼び出す必要があります。

構文

func ProcessReady(param ProcessParameters) error

パラメータ

ProcessParameters

ProcessParameters (p. 325)オブジェクトは、サーバープロセスに関する以下の情報を伝えます。
• サーバープロセスと通信するために Amazon GameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード

で実装されたコールバックメソッドの名前。
• サーバープロセスがリッスンしているポート番号。
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• AmazonLogParameters (p. 325) GameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有の
ファイルへのパスを含むデータ型。

戻り値

メソッドが失敗した場合は、エラーメッセージを含むエラーを返します。nilメソッドが成功した場合は
を返します。

例

この例では、ProcessReady() (p. 316) 呼び出しと委任関数の実装の両方を示します。

// Set parameters and call ProcessReady()

processParams := ProcessParameters{ 
    OnStartGameSession: gameProcess.OnGameSessionHandler, 
    OnUpdateGameSession: gameProcess.OnGameSessionUpdate, 
    OnProcessTerminate: gameProcess.OnProcessTerminateHandler, 
    OnHealthCheck: gameProcess.OnHealthCheckHandler, 
    Port: port, 
    LogParameters: LogParameters{    // logging and error example 
        []string{"C:\\game\\logs", "C:\\game\\error"} 
    }
}

err := server.ProcessReady(processParams);

ProcessEnding()
GameLift サーバープロセスがシャットダウンしていることを Amazon に通知します。このメソッドは、ア
クティブなすべてのゲームセッションのシャットダウンなど、他のすべてのクリーンアップタスクの後で
呼び出します。このメソッドは終了コードで終了する必要があります0。終了コードが 0 以外の場合は、
プロセスが正常に終了しなかったことを示すイベントメッセージが表示されます。

メソッドが終了コード 0 で終了すると、成功した終了コードでプロセスをシャットダウンできます。エ
ラーコードでプロセスを終了することもできます。エラーコードで終了すると、フリートイベントは、プ
ロセスが error (SERVER_PROCESS_TERMINATED_UNHEALTHY) でシャットダウンしたことを示します。

構文

func ProcessEnding() error

戻り値

0 エラーコードまたは定義済みのエラーコードを返します。

例

if err := server.ProcessEnding(); err == nil { 
    ox.Exit(0)
}
// else, exit with error code
os.Exit(errorCode)

ActivateGameSession()
サーバープロセスがゲームセッションをアクティブにし、 GameLift プレイヤーの接続を受ける準備がで
きていることを Amazon に通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションが初期化された後
に、onStartGameSession()コールバック関数の一部として呼び出す必要があります。
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構文

func ActivateGameSession() error

戻り値

メソッドが失敗した場合は、エラーメッセージを含むエラーを返します。

例

この例は、ActivateGameSession()onStartGameSession()デリゲート関数の一部として呼び出され
ることを示しています。

func OnStartGameSession(GameSession gameSession) { 
    // game-specific tasks when starting a new game session, such as loading map    

    // When ready to receive players    
    err := server.ActivateGameSession();
}

UpdatePlayerSessionCreationPolicy()
現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。

構文

func UpdatePlayerSessionCreationPolicy(policy model.PlayerSessionCreationPolicy) error

パラメータ

playerSessionCreationポリシー

ゲームセッションが新規プレイヤーを受け入れるかどうかを示す文字列値。

有効な値を次に示します。
• model.AcceptAll— すべての新規プレイヤーセッションを受け入れます。
• model.DenyAll— すべての新規プレイヤーセッションを拒否します。

戻り値

障害が発生した場合は、エラーメッセージを含むエラーを返します。

例

この例は、現在のゲームセッションの参加ポリシーを、すべてのプレイヤーを受け入れるように設定しま
す。

err := server.UpdatePlayerSessionCreationPolicy(model.AcceptAll)

GetGameSessionId()
アクティブなサーバープロセスによってホストされているゲームセッションの ID を取得します。

構文

func GetGameSessionID() (string, error)
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パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功すると、ゲームセッション ID と nil エラーを返します。ゲームセッションでまだアクティブ化されて
いないアイドルプロセスの場合、nil呼び出しは空の文字列とエラーを返します。

例

gameSessionID, err := server.GetGameSessionID()

GetTerminationTime()
終了時刻が指定されている場合、サーバープロセスのシャットダウンが予定されている時間を返します。
サーバープロセスは、AmazononProcessTerminate() からコールバックを受信した後にこのアクショ
ンを実行します GameLift。Amazon GameLift onProcessTerminate() からの電話には以下の理由があ
ります。

• サーバープロセスから不具合が報告されたとき、または Amazon に返答がなかったとき GameLift。
• スケールダウンイベントでインスタンスを終了するとき。
• スポットインスタンスの中断によりインスタンスが終了したとき (p. 108)。

構文

func GetTerminationTime() (int64, error)

戻り値

成功すると、nilサーバープロセスのシャットダウンとエラー終了が予定されているタイムスタンプがエ
ポック秒単位で返されます。値は終了時間で、0001 00:00:00からの経過ティックで表現されます。
たとえば、2020-09-13 12:26:40 -000Z637355968000000000日時の値はティックに等しくなりま
す。終了時間がない場合は、エラーメッセージを返します。

例

terminationTime, err := server.GetTerminationTime()

AcceptPlayerSession()
指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、 GameLift 検証が必要で
あることを Amazon に通知します。Amazon GameLift は、プレイヤーセッション ID が有効であることを
確認します。プレイヤーセッションが検証されると、Amazon GameLift RESERVEDACTIVE はプレーヤー
スロットのステータスをからに変更します。

構文

func AcceptPlayerSession(playerSessionID string) error

パラメータ

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。
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戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、無効なプレイヤーセッション ID の検証と拒否を含む接続リクエストを処理します。

func ReceiveConnectingPlayerSessionID(conn Connection, playerSessionID string) { 
    err := server.AcceptPlayerSession(playerSessionID) 
    if err != nil { 
        connection.Accept() 
    } else { 
        connection.Reject(err.Error()) 
    }
}

RemovePlayerSession()

GameLift プレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを Amazon に通知します。これに応じて、 
GameLift Amazonはプレイヤースロットを空席に変更します。

構文

func RemovePlayerSession(playerSessionID string) error

パラメータ

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

err := server.RemovePlayerSession(playerSessionID)

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、およびプレーヤーデータを含むプレーヤーセッションデータを取得しま
す。このメソッドを使用して、次の情報を取得します。

• シングルプレイヤーセッション
• ゲームセッションのすべてのプレイヤーセッション
• 1 つのプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッション

構文

func DescribePlayerSessions(req request.DescribePlayerSessionsRequest) 
 (result.DescribePlayerSessionsResult, error) { 
 return srv.describePlayerSessions(&req)
}
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パラメータ

DescribePlayerSessionsRequest (p. 330)

DescribePlayerSessionsRequestオブジェクトは、取得するプレイヤーセッションを記述しま
す。

戻り値

成功すると、リクエストパラメータに適合するプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含むオブ
ジェクトを返します。DescribePlayerSessionsResult

例

この例では、指定されたゲームセッションにアクティブに接続されているすべてのプレイヤーセッション
をリクエストします。Limit NextToken値を省略し、10 に設定すると、Amazon はリクエストに一致するプ
レイヤーセッションレコードの最初の 10 GameLift 個を返します。

describePlayerSessionsRequest := request.NewDescribePlayerSessions() // to create this 
 request, use this func
describePlayerSessionsRequest.GameSessionID, _ = server.GetGameSessionID() //gets the IDs 
 for the current game session
describePlayerSessionsRequest.Limit = 10 // return the first 10 player sessions
describePlayerSessionsRequest.PlayerSessionStatusFilter = "ACTIVE" // All player sessions 
 actively connected to a specified game session
describePlayerSessionsResult, err := 
 server.DescribePlayerSessions(describePlayerSessionsRequest)

StartMatchBackfill()
FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを送
信します。詳細については、「FlexMatch バックフィル機能」を参照してください。

このアクションは非同期です。新しいプレイヤーがマッチングされると、 GameLift
OnUpdateGameSession() Amazonはコールバック関数を使用して更新済みマッチメーカーデータを送信
します。

サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 322) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

func StartMatchBackfill(req request.StartMatchBackfillRequest) 
 (result.StartMatchBackfillResult, error)

パラメータ

StartMatchBackfillRequest (p. 329)

StartMatchBackfillRequest オブジェクトは次の情報を伝達します。
• バックフィルリクエストに割り当てるチケット ID。この情報はオプションです。ID が指定されてい

ない場合は Amazon が ID GameLift を生成します。
• リクエストを送信するマッチメーカー。完全な設定 ARN が必要です。この値はゲームセッション

のマッチメーカーデータにあります。
• バックフィルするゲームセッションの ID。
• ゲームセッションの現在のプレーヤーが利用できるマッチメイキングデータ.
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戻り値

マッチバックフィルチケット ID StartMatchBackfillResult のオブジェクトを返すか、エラーメッセージを
伴うエラーを返します。

例

startBackfillRequest := request.NewStartMatchBackfill() // Use this function to create 
 request
startBackfillRequest.RequestID = "a ticket ID"          // optional
startBackfillRequest.MatchmakingConfigurationArn = "the matchmaker configuration ARN"
var matchMaker model.MatchmakerData
if err := matchMaker.UnmarshalJSON([]byte(gameSession.MatchmakerData)); err != nil {     
    return
}
startBackfillRequest.Players = matchMaker.Players
res, err := server.StartMatchBackfill(startBackfillRequest)

// Implement callback function for backfill
func OnUpdateGameSession(myGameSession model.GameSession){ 
    // game-specific tasks to prepare for the newly matched players and update matchmaker 
 data as needed
}

StopMatchBackfill()

アクティブなマッチバックフィルリクエストをキャンセルします。詳細については、「FlexMatchバック
フィル機能」を参照してください。

構文

func StopMatchBackfill(req request.StopMatchBackfillRequest) error

パラメータ

StopMatchBackfillRequest (p. 331)

StopMatchBackfillRequest キャンセルするマッチメイキングチケットを識別するオブジェクト:
• バックフィルリクエストに割り当てられたチケット ID。
• バックフィルリクエストが送信されたマッチメーカー。
• バックフィルリクエストに関連するゲームセッション。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

stopBackfillRequest := request.NewStopMatchBackfill()  // Use this function to create 
 request
stopBackfillRequest.TicketID = a ticket ID   // optional, if not provided one is 
 autogenerated
stopBackfillRequest.MatchmakingConfigurationArn = the matchmaker configuration ARN  // from 
 the game session matchmaker data 
                 
//error
err := server.StopMatchBackfill(stopBackfillRequest) 
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GetComputeCertificate()
Amazon GameLift Anywhere コンピュートリソースと Amazon 間のネットワーク接続の暗号化に使用さ
れる TLS GameLift 証明書へのパスを取得します。この証明書パスは、コンピューティングデバイスを 
Amazon GameLift Anywhere フリートに登録するときに使用できます。詳細については、「」を参照して
くださいRegisterCompute。

構文

func GetComputeCertificate() (result.GetComputeCertificateResult, error)

戻り値

GetComputeCertificateResult 以下を含むオブジェクトを返します。

• CertificatePath: コンピュートリソースの TLS 証明書へのパス。
• ComputeName: コンピュートリソースの名前。

例

tlsCertificate, err := server.GetFleetRoleCredentials(getFleetRoleCredentialsRequest)

GetFleetRoleCredentials()
作成したサービスロールの認証情報を取得して、他のユーザーに AmazonAWS のサービス GameLift へ
のアクセス権限を付与します。これらの認証情報により、AWSゲームサーバーはリソースを使用できま
す。詳細については、「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照してくだ
さい。

構文

func GetFleetRoleCredentials( 
 req request.GetFleetRoleCredentialsRequest,
) (result.GetFleetRoleCredentialsResult, error) { 
 return srv.getFleetRoleCredentials(&req)
}

パラメータ

GetFleetRoleCredentialsRequest (p. 332)

AWSリソースへの制限付きアクセスをゲームサーバーに拡張するロール認証情報。

戻り値

GetFleetRoleCredentialsResult 以下を含むオブジェクトを返します。

• AssumedRoleUserArn -サービスロールが属するユーザーの Amazon リソースネーム (ARN) です。
• AssumedRoleId -サービスロールが属するユーザーの ID。
• AccessKeyId -AWS リソースを認証してアクセスを提供するためのアクセスキー ID。
• SecretAccessKey -認証のためのシークレットアクセスキー ID。
• SessionToken -AWS リソースとやり取りしている現在のアクティブなセッションを識別するトークン。
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• 有効期限-セッション認証情報が期限切れになるまでの時間。

例

// form the customer credentials request
getFleetRoleCredentialsRequest := request.NewGetFleetRoleCredentials() // Use this function 
 to create request
getFleetRoleCredentialsRequest.RoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
exampleGameLiftAction"

credentials, err := server.GetFleetRoleCredentials(getFleetRoleCredentialsRequest)

破壊 ()
リソースの Amazon GameLift Go サーバー SDK のインスタンスを削除します。すべての状態情報を削除
し、Amazon とのハートビート通信を停止し GameLift、ゲームセッション管理を停止し、接続をすべて閉
じます。使用後にこれを呼び出しますserver.ProcessEnding()。

構文

func Destroy() error { 
 return srv.destroy()
}

戻り値

メソッドが失敗した場合は、エラーメッセージを含むエラーを返します。

例

// operations to end game sessions and the server process 
 defer func() { 
  err := server.ProcessEnding(); 
  server.Destroy(); 
  if err != nil { 
   os.Exit(errorCode) 
  } 
 }

GameLift アマゾンサーバー SDK (Go) リファレンス:データタイ
プ
この Amazon GameLift Go サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

データ型
• LogParameters (p. 325)
• ProcessParameters (p. 325)
• UpdateGameSession (p. 326)
• GameSession (p. 327)
• ServerParameters (p. 328)
• StartMatchBackfillRequest (p. 329)
• プレイヤー (p. 330)
• DescribePlayerSessionsRequest (p. 330)
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• StopMatchBackfillRequest (p. 331)
• GetFleetRoleCredentialsRequest (p. 332)

LogParameters
ゲームセッション中に生成されたファイルを、ゲームセッション終了後に Amazon GameLift でアップ
ロードして保存するファイルを識別するオブジェクト。ゲームサーバーは、LogParameters GameLift
ProcessParametersProcessReady() (p. 316)呼び出しのオブジェクトの一部としてAmazonに提供しま
す。

[Properties] (プロ
パティ)

説明

LogPaths Amazon GameLift で将来のアクセスに備えて保存するゲームサーバーログファイ
ルへのディレクトリパスのリスト。サーバープロセスは、各ゲームセッション中に
これらのファイルを生成します。ゲームサーバーでファイルパスと名前を定義し、
ルートゲームビルドディレクトリに保存します。

ログパスは絶対パスである必要があります。たとえば、ゲームビルドでゲームセッ
ションログがなどのパスに保存されている場合MyGame\sessionLogs\、そのパ
スは Windows インスタンスになりますc:\game\MyGame\sessionLogs。

[Type] (タイプ): []string

必須: いいえ

ProcessParameters
サーバープロセスと Amazon 間の通信を記述するオブジェクト GameLift。サーバープロセスは、を呼び出
して Amazon GameLift にこの情報を提供しますProcessReady() (p. 316)。

[Properties] (プロ
パティ)

説明

LogParameters ゲームセッション中に生成されるファイルへのディレクトリパスを含むオブジェク
ト。Amazon は、future GameLift アクセスできるようにファイルをコピーして保存
します。

[Type] (タイプ): LogParameters (p. 325)

必須: いいえ

OnHealthCheck Amazon GameLift がサーバープロセスからヘルスステータスレポートをリクエ
ストするために呼び出すコールバック関数。Amazon は 60 GameLift 秒ごとにこ
の関数を呼び出し、応答を 60 秒待ちます。TRUEサーバープロセスは正常であれ
ば戻り、FALSE正常でない場合は戻ります。応答が返されない場合、 GameLift 
Amazonはサーバープロセスを正常ではないと記録します。

[Type] (タイプ): OnHealthCheck func() bool

必須: いいえ

OnProcessTerminateAmazon GameLift がサーバープロセスを強制シャットダウンするために呼び出す
コールバック関数。この関数を呼び出すと、Amazon はサーバープロセスがシャッ
トダウンするために 5 GameLift 分間待ち、サーバープロセスをシャットダウンす
る前にProcessEnding() (p. 317)呼び出しで応答します。
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[Type] (タイプ): OnProcessTerminate func()

必須: はい

OnStartGameSessionAmazon GameLift が更新されたゲームセッションオブジェクトを提供するた
めに呼び出すコールバック関数。Amazon はこの関数を、更新されたマッチ
メーカーデータを提供するためにマッチバックフィル GameLift リクエストを
処理するときに呼び出します。GameSessionオブジェクト、ステータス更新 
(updateReason)、マッチバックフィルチケット ID を渡します。

[Type] (タイプ): OnStartGameSession func (model.GameSession )

必須: はい

OnUpdateGameSessionAmazon GameLift が更新されたゲームセッション情報をサーバープロセスに渡す
ために呼び出すコールバック関数。Amazon はこの関数を、更新されたマッチメー
カーデータを提供するためにマッチバックフィル GameLift リクエストを処理する
ときに呼び出します。

[Type] (タイプ): OnUpdateGameSession func 
(model.UpdateGameSession)

必須: いいえ

Port サーバープロセスが新しいプレイヤー接続を待ち受けるポート番号。値は、この
ゲームサーバービルドをデプロイするすべてのフリートで設定されているポート
番号の範囲に含まれる必要があります。このポート番号は、ゲームセッションオブ
ジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに含まれ、ゲームセッションがサー
バープロセスに接続するときに使用します。

[Type] (タイプ): int

必須: はい

UpdateGameSession
ゲームセッションオブジェクトの更新。これには、ゲームセッションが更新された理由、およびゲーム
セッションのプレイヤーセッションを埋めるためにバックフィルが使用されている場合は関連するバック
フィルチケット ID が含まれます。

プロパティ 説明

GameSession Amazon GameLift API GameSessionによって定義されたオブジェク
ト。GameSessionオブジェクトには、ゲームセッションを説明するプロパティが
含まれています。

[Type] (タイプ): GameSession GameSession()

必須: はい

UpdateReason ゲームセッションを更新する理由。

[Type] (タイプ): UpdateReason UpdateReason()

必須: はい

BackfillTicketId ゲームセッションを更新しようとしているバックフィルチケットのID。

[Type] (タイプ): String
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プロパティ 説明
必須: いいえ

GameSession
ゲームセッションの詳細。

プロパティ 説明

GameSessionId ゲームセッションの一意の識別子。ゲームセッションの 
Amazon リソースネーム (ARN) の形式は次のようになりま
すarn:aws:gamelift:<region>::gamesession/<fleet ID>/<custom ID 
string or idempotency token>。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

名前 ゲームセッションのわかりやすいラベル。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

FleetId ゲームセッションが実行されているフリートに固有の識別子。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

MaximumPlayerSessionCountゲームセッションへのプレイヤー接続の最大数。

[Type] (タイプ): Integer

必須: いいえ

ポート ゲームセッションのポート番号。Amazon GameLift ゲームサーバーに接続するに
は、アプリに IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): Integer

必須: いいえ

IpAddress ゲームセッションの IP アドレス。Amazon GameLift ゲームサーバーに接続するに
は、アプリに IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

GameSessionData 単一の文字列値としてフォーマットされたカスタムゲームセッションプロパティの
セット。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

MatchmakerData ゲームセッションの作成に使用されたマッチメイキングプロセスに関する情
報。JSON 構文で、文字列としてフォーマットされています。使用されるマッチメ
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プロパティ 説明
イキング設定に加えて、プレーヤーの属性やチームの割り当てなど、マッチに割り
当てられたすべてのプレーヤーに関するデータが含まれています。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

GameProperties ゲームセッションの一連のカスタムプロパティで、キーと値のペアとしてフォー
マットされます。これらのプロパティは、新しいゲームセッションを開始するリク
エストとともに渡されます。

[Type] (タイプ): map[string] string

必須: いいえ

DnsName ゲームセッションを実行しているインスタンスに割り当てられた DNS 識別子。値
の形式は次のようになります。

• TLS 対応フリート: <unique identifier>.<region 
identifier>.amazongamelift.com。

• TLS 対応でないフリート: ec2-<unique 
identifier>.compute.amazonaws.com。

TLS 対応フリートに固有のゲームセッションに接続するときには、IP アドレスで
はなく DNS 名を使用する必要があります。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

ServerParameters
Amazon GameLift Anywhere サーバーに関する情報を含むオブジェクト。で新しいサーバープロセスを起
動するときに、サーバーはこの情報を Amazon GameLift InitSDK() (p. 315) サービスに伝えます。このパ
ラメータは、Amazon GameLift マネージド EC2 インスタンスでホストされているサービスでは使用され
ません。

プロパティ 説明

WebSocketURL GameLiftServerSdkEndpointAmazon RegisterCompute GameLift Anywhere
コンピュートリソースを購入すると、Amazon GameLift が返ってきます。

[Type] (タイプ): string

必須: はい

ProcessID ゲームをホストするサーバープロセスに登録された固有の識別子。

[Type] (タイプ): string

必須: はい

HostID 新しいサーバープロセスをホストしているコンピュートリソースの一意の識別子。

HostIDは、ComputeNameコンピュータを登録したときに使用されます。詳細に
ついては、を参照してくださいRegisterCompute。
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プロパティ 説明
[Type] (タイプ): string

必須: はい

FleetID コンピューティングが登録されているフリートの固有識別子。詳細については、を
参照してくださいRegisterCompute。

[Type] (タイプ): string

必須: はい

AuthToken Amazon GameLift が生成した認証トークンで、サーバーを Amazon GameLift に認
証します。詳細については、を参照してくださいGetComputeAuthToken。

[Type] (タイプ): string

必須: はい

StartMatchBackfillRequest
マッチメイキングのバックフィルリクエストをキャンセルするために使用されるデータタイプ。ゲーム
サーバーは、 GameLift StopMatchBackfill() (p. 322)この情報を電話で Amazon に伝えます。

プロパティ 説明

GameSessionArn ユニークなゲームセッション識別子。API オペレーションは 
ARNGetGameSessionId 形式の識別子を返します。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

MatchmakingConfigurationArnマッチメーカーがこのリクエストに使用する固有の識別子 (ARN 形式)。元のゲー
ムセッションのマッチメーカー ARN は、マッチメーカーデータプロパティのゲー
ムセッションオブジェクトにあります。マッチメーカーデータの詳細については、
「マッチメーカーデータの操作」を参照してください。

[Type] (タイプ): String

必須: はい

プレイヤー 現在ゲームセッションに参加しているすべてのプレイヤーを表すデータセット。
マッチメーカーはこの情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチする新しいプレ
イヤーを検索します。

[Type] (タイプ): []model.Player

必須: はい

TicketId マッチメイキングまたはマッチバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。
値を入力していない場合、Amazon GameLift によって生成されます。この識別子
を使用してマッチバックフィルチケットのステータスを追跡したり、必要に応じて
リクエストをキャンセルしたりします。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ
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プレイヤー

マッチメイキングのプレイヤーを表すオブジェクト。マッチメーキングリクエストが開始されると、プレ
イヤーにはプレイヤーID、属性、場合によってはレイテンシーデータが割り当てられます。Amazonは、 
GameLift 試合が行われた後にチーム情報を追加します。

プロパティ 説明

LatencyInMS ある場所に接続したときにプレイヤーが経験するレイテンシーを示すミリ秒単位で
表される値のセット。

このプロパティを使用すると、プレーヤーはリストされている場所でのみマッチン
グされます。マッチメーカーにプレイヤーレイテンシーを評価するルールがある場
合、プレイヤーはレイテンシーを報告しないとマッチングされません。

[Type] (タイプ): map[string] int

必須: いいえ

PlayerAttributes マッチメイキングで使用するプレイヤー情報を含むキーと値のペアのコレクショ
ン。プレイヤーの属性キーは、 PlayerAttributes マッチメーキングルールセットで
使用されているものと一致する必要があります。

プレイヤー属性の詳細については、「」を参照してくださいAttributeValue。

[Type] (タイプ): map[string] AttributeValue

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの一意の識別子。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

Team マッチでプレーヤーが割り当てられるチームの名前。マッチメーキングルールセッ
トでチーム名を定義します。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

DescribePlayerSessionsRequest

取得するプレイヤーセッションを指定するオブジェクト。サーバープロセスは、この情報を 
AmazonDescribePlayerSessions() (p. 320) GameLift への呼び出しで提供します。

プロパティ 説明

GameSessionID ユニークなゲームセッション識別子。このパラメータを使用して、指定したゲーム
セッションのすべてのプレイヤーセッションをリクエストします。

ゲームセッション ID の形式はarn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
fleet-<fleet ID>/<ID string>. GameSessionIDはカスタム ID 文字列また
は生成された文字列です。

[Type] (タイプ): String
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プロパティ 説明
必須: いいえ

PlayerSessionID プレイヤーセッションの一意の識別子。このパラメータを使用して、特定のプレイ
ヤーセッションを 1 つリクエストします。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

PlayerID プレイヤーの一意の識別子。このパラメータを使用して、特定のプレーヤーのすべ
てのプレーヤーセッションをリクエストします。プレイヤー ID を生成 (p. 47) を参
照してください。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

PlayerSessionStatusFilter結果をフィルタリングするプレーヤーセッションステータス。プレイヤーセッショ
ンのステータスには、次のようなものがあります。

• RESERVED — プレーヤーセッションリクエストは受信されましたが、プレー
ヤーがサーバープロセスに接続していないか、検証されていません。

• ACTIVE — プレーヤーはサーバープロセスによって検証され、接続されていま
す。

• 完了 — プレイヤーの接続が切断されました。
• TIMEDOUT — プレーヤーセッションリクエストを受信しましたが、プレーヤー

が接続しなかったか、タイムアウト制限 (60 秒) 以内に検証されませんでした。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

NextToken 次の結果ページの開始を示すトークン。結果セットの開始点を指定するには、値を
指定しないでください。プレイヤーセッション ID を指定する場合、このパラメー
タは無視されます。

[Type] (タイプ): String

必須: いいえ

Limit 返される結果の最大数。プレイヤーセッション ID を指定する場合、このパラメー
タは無視されます。

[Type] (タイプ): int

必須: いいえ

StopMatchBackfillRequest

マッチメイキングのバックフィルリクエストをキャンセルするために使用されるデータタイプ。情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 322)電話でAmazonサービスに伝えられます。

プロパティ 説明

GameSessionArn キャンセルされるリクエストのユニークなゲームセッション識別子。
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プロパティ 説明
[Type] (タイプ): string

必須: いいえ

MatchmakingConfigurationArnこのリクエストが送信されたマッチメーカーの一意の識別子。

[Type] (タイプ): string

必須: いいえ

TicketId キャンセルするバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。

[Type] (タイプ): string

必須: いいえ

GetFleetRoleCredentialsRequest

AWSリソースへの制限付きアクセスをゲームサーバーに拡張するロール認証情報。詳細については、
「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照してください。

プロパティ 説明

RoleArn AWSリソースへの制限付きアクセスを拡張するサービスロールのARN。

[Type] (タイプ): string

必須: はい

RoleSessionName ロール認証情報の使用を説明するセッションの名前。

[Type] (タイプ): string

必須: はい

Unreal Engine の Amazon GameLift サーバー SDK リ
ファレンス
この Amazon GameLift サーバー SDK リファレンスは、Unreal Engine のゲームプロジェクトを Amazon 
で使用するために準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「Amazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)」を参照してください。

この API は、GameLiftServerSDK.h と GameLiftServerSDKModels.h で定義されます。

Unreal Engine プラグインを設定するには、コードサンプル「Amazon GameLift を Unreal Engine ゲーム
サーバープロジェクトに追加する (p. 50)」を参照してください。

トピック
• Amazon GameLift アンリアルエンジンサーバー SDK 3.x リファレンス (p. 333)
• Amazon GameLift アンリアルエンジンサーバー SDK 5.x リファレンス (p. 343)
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Amazon GameLift アンリアルエンジンサーバー SDK 3.x リファ
レンス
この Amazon GameLift Unreal Engine Server SDK 3.x リファレンスを使用して、Amazon で使用するため
のマルチプレイヤーゲームを準備してください GameLift。統合プロセスの詳細については、を参照してく
ださいAmazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

トピック
• Unreal Engine の API リファレンス:アクションGameLift (p. 333)
• Unreal Engine の Amazon GameLift サーバー API リファレンス:データ型 (p. 339)

Unreal Engine の API リファレンス:アクションGameLift

この AmazonGameLift API リファレンスは、Unreal Engine のゲームプロジェクトを準備するのに役
立ちますGameLift。統合プロセスの詳細については、「Amazon GameLift をゲームサーバーに追加す
る (p. 39)」を参照してください。

この API は、GameLiftServerSDK.h と GameLiftServerSDKModels.h で定義されます。

Unreal Engine プラグインを設定するには、コードサンプル「Amazon GameLift を Unreal Engine ゲーム
サーバープロジェクトに追加する (p. 50)」を参照してください。

• アクション
• データ型 (p. 339)

AcceptPlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、検証が必要であることを 
AmazonGameLift サービスに通知します。Amazon は、プレイヤーID が有効であること、つまり、そのプ
レイヤー IDGameLift でゲームセッションにプレイヤースロットが予約されていることを確認します。検証
できたら、Amazon はプレーヤースロットの状態を RESERVED から ACTIVEGameLift に変更します。

構文

FGameLiftGenericOutcome AcceptPlayerSession(const FString& playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

AWSSDK AmazonGameLift API アクションの呼び出しに応答して AmazonGameLift サービスによっ
て発行されるユニーク ID CreatePlayerSession。ゲームクライアントは、サーバープロセスに接続す
るときにこの ID をリファレンスします。

タイプ: FString

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。
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ActivateGameSession()

サーバープロセスがゲームセッションをアクティブにし、プレイヤーの接続を受ける準備ができたことを 
AmazonGameLift サービスに通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションの初期化が完了
した後、onStartGameSession() コールバック関数の一部として呼び出されます。

構文

FGameLiftGenericOutcome ActivateGameSession()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、プレイヤーデータを含む、プレイヤーセッションデータを取得します。こ
のアクションを使用して、単一のプレイヤーセッション、ゲームセッション内のすべてのプレイヤーセッ
ション、または単一のプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッションに関する情報を取得
します。

構文

FGameLiftDescribePlayerSessionsOutcome DescribePlayerSessions(const 
 FGameLiftDescribePlayerSessionsRequest &describePlayerSessionsRequest)

パラメータ

describePlayerSessionsリクエスト

取得するプレイヤーセッションを記述する A F FDescribePlayerSessionsRequest (p. 339) オブジェ
クト。

必須: はい

戻り値

成功した場合は、リクエストのパラメータに適合したプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含
む A F FDescribePlayerSessionsRequest (p. 339) オブジェクトを返します。プレイヤーセッションオブ
ジェクトは、AWS SDK AmazonGameLift API PlayerSessionデータ型と同じ構造を持ちます。

GetGameSessionId()

サーバープロセスがアクティブな場合、サーバープロセスが現在ホストしているゲームセッションの ID を
取得します。

構文

FGameLiftStringOutcome GetGameSessionId()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。
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戻り値

成功した場合、ゲームセッション ID を FGameLiftStringOutcome オブジェクトとして返します。成功
しなかった場合、エラーメッセージを返します。

GetInstanceCertificate()

フリートとそのインスタンスに関連付けられている pem エンコードされた TLS 証明書のファイルの場所
を取得します。 AWS Certificate Manager証明書設定を GENERATED に設定して新しいフリートを作成す
ると、この証明書が生成されます。この証明書を使用して、ゲームクライアントとのセキュリティ保護あ
りの接続を確立し、クライアント/サーバー通信を暗号化します。

構文

FGameLiftGetInstanceCertificateOutcome GetInstanceCertificate()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功すると、GetInstanceCertificateOutcomeインスタンスに保存されているフリートのTLS証明書
ファイルと証明書チェーンの場所を含むオブジェクトが返されます。証明書チェーンから抽出されたルー
ト証明書ファイルもインスタンスに保存されます。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。

証明書と証明書チェーンデータの詳細については、AWS Certificate Manager API リファレンスの
「GetCertificateレスポンス要素」を参照してください。

GetSdkVersion()

サーバープロセスに組み込まれた SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

FGameLiftStringOutcome GetSdkVersion();

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、FGameLiftStringOutcome オブジェクトとして現在の SDK バージョンを返します。返
される文字列は、バージョン番号のみを含みます(例: 3.1.5)。成功しなかった場合、エラーメッセージを返
します。

例

Aws::GameLift::AwsStringOutcome SdkVersionOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::GetSdkVersion(); 

InitSDK()

アマゾンGameLift SDK を初期化します。このメソッドは起動時に他の AmazonGameLift 関連の初期化が
実行される前に呼び出す必要があります。

構文

FGameLiftGenericOutcome InitSDK()
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パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

ProcessEnding()

サーバープロセスがシャットダウンしていることを AmazonGameLift サービスに通知します。このメソッ
ドは、すべてのアクティブゲームセッションのシャットダウンを含む他のすべてのクリーンアップタスク
の後に呼び出されます。このメソッドは、終了コード 0 で終了します。0 以外の終了コードでは、処理が
問題なく終了しなかったというイベントメッセージが発生します。

構文

FGameLiftGenericOutcome ProcessEnding()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

ProcessReady()

サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを AmazonGameLift サービスに通
知します。このメソッドは、InitSDK() (p. 335) の呼び出しが成功して必要な設定タスクが完了した後、
サーバープロセスがゲームセッションをホストできるようになる前に呼び出す必要があります。このメ
ソッドは、プロセスごとに 1 回だけ呼び出す必要があります。

構文

FGameLiftGenericOutcome ProcessReady(FProcessParameters &processParameters)

パラメータ

FProcessParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える A F FProcessParameters (p. 341) オブジェクト。
• サーバープロセスと通信するために AmazonGameLift サービスが呼び出す、ゲームサーバーコード

で実装されています。
• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• AmazonGameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

Using the Unreal Engine Plugin (p. 53) にあるサンプルコードを参照してください。
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RemovePlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを 
AmazonGameLift サービスに通知します。それに応じて、GameLift Amazonはプレイヤースロットを新し
いプレイヤーに割り当てられるよう利用可能に変更します。

構文

FGameLiftGenericOutcome RemovePlayerSession(const FString& playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

AWSSDK AmazonGameLift API アクションの呼び出しに応答して AmazonGameLift サービスによっ
て発行されるユニーク ID CreatePlayerSession。ゲームクライアントは、サーバープロセスに接続す
るときにこの ID をリファレンスします。

タイプ: FString

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

StartMatchBackfill()

FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを
送信します。AWSSDK アクション StartMatchBackfill() も参照してください。このアクションを使用する
と、ゲームセッションをホストするゲームサーバーのプロセスによってマッチバックフィルリクエストを
開始できます。FlexMatchバックフィルの特徴の詳細はこちら。

このアクションは非同期です。新規プレイヤーが正常にマッチングされる
と、AmazonGameLiftOnUpdateGameSession() サービスはコールバック関数を使用して更新済みマッチ
メーカーデータを送信します。

サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 338) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

FGameLiftStringOutcome StartMatchBackfill (FStartMatchBackfillRequest 
 &startBackfillRequest);

パラメータ

FStartMatchBackfillRequest

次の情報を通信する A F FStartMatchBackfillRequest (p. 342) オブジェクト。
• バックフィルリクエストに割り当てるチケット ID。この情報はオプションです。ID が指定されてい

ない場合は AmazonGameLift が ID を 1 つ自動生成します。
• リクエストを送信するマッチメーカー。完全な設定 ARN が必要です。この値は、ゲームセッショ

ンのマッチメーカーデータから取得できます。
• バックフィルされるゲームセッションの ID。
• ゲームセッションの現在のプレイヤーに利用可能なマッチメーキングデータ。
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必須: はい

戻り値

成功した場合、マッチバックフィルチケットを FGameLiftStringOutcome オブジェクトとして返しま
す。成功しなかった場合、エラーメッセージを返します。チケットのステータスは、AWS SDK アクショ
ン DescribeMatchmaking() を使用して追跡できます。

StopMatchBackfill()

StartMatchBackfill() (p. 337) とともに作成されたアクティブなマッチバックフィルリクエストをキャン
セルします。AWSSDK アクション StopMatchmaking() も参照してください。FlexMatchバックフィルの特
徴の詳細はこちら。

構文

FGameLiftGenericOutcome StopMatchBackfill (FStopMatchBackfillRequest &stopBackfillRequest);

パラメータ

StopMatchBackfillRequest

キャンセルするマッチメーキングチケットを識別する A F FStopMatchBackfillRequest (p. 342)オブ
ジェクト:
• キャンセルされるバックフィルリクエストに割り当てられたチケット ID
• バックフィルリクエストが送信されるマッチメーカー
• バックフィルリクエストに関連付けられたゲームセッション

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

TerminateGameSession()

このメソッドは、バージョン 4.0.1 で非推奨となりました。代わりに、ProcessEnding() (p. 336)サー
バープロセスはゲームセッションが終了した後にを呼び出す必要があります。

サーバープロセスがゲームセッションをシャットダウンしたことを AmazonGameLift サービスに通知しま
す。このアクションは、サーバープロセスがアクティブなままになり、新しいゲームセッションをホスト
するための準備ができたときに呼び出されます。これは、GameLift新しいゲームセッションをホストする
ためにサーバープロセスがすぐに利用可能であることをAmazonに通知するため、ゲームセッション終了
手順が完了した後にのみ呼び出す必要があります。

ゲームセッションが停止した後にサーバープロセスがシャットダウンされる場合は、このアクションは呼
び出されません。代わりに、 ProcessEnding() (p. 336) を呼び出し、ゲームセッションとサーバープロセ
スの両方が終了していることを通知します。

構文

FGameLiftGenericOutcome TerminateGameSession()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

338

https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/apireference/API_DescribeMatchmaking.html
https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/apireference/API_StopMatchmaking.html
match-backfill.html
match-backfill.html


Amazon GameLift デベロッパーガイド
Unreal Engine のサーバー SDK リファレンス

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

UpdatePlayerSessionCreationPolicy()

現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。(AmazonGameLift 
サービス API UpdateGameSession()リファレンスのアクションも参照してください)。

構文

FGameLiftGenericOutcome UpdatePlayerSessionCreationPolicy(EPlayerSessionCreationPolicy 
 policy)

パラメータ

ポリシー

ゲームセッションで新しいプレイヤーを承諾するかどうかを示す値。

タイプ: EPlayerSessionCreationPolicy enum。有効な値を次に示します。
• ACCEPT_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを承諾します。
• DENY_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを拒否します。

必須: はい

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

Unreal Engine の Amazon GameLift サーバー API リファレンス:データ型
この Amazon GameLift サーバー API リファレンスは、Unreal Engine のゲームプロジェクトを Amazon で
使用するために準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「Amazon GameLift 
をゲームサーバーに追加する (p. 39)」を参照してください。

この API は、GameLiftServerSDK.h と GameLiftServerSDKModels.h で定義されます。

Unreal Engine プラグインを設定するには、コードサンプル「Amazon GameLift を Unreal Engine ゲーム
サーバープロジェクトに追加する (p. 50)」を参照してください。

• [Actions] (p. 333) (アクション)
• データ型

A F FDescribePlayerSessionsRequest

このデータ型は、取得するプレイヤーセッションを指定するのに使用されます。このデータ型は次のよう
に使用できます。

• PlayerSessionId 特定のプレイヤーセッションをリクエストするにはを入力してください。
• GameSessionId 指定されたゲームセッションのすべてのプレイヤーセッションをリクエストするように

指定します。
• PlayerId 指定されたプレーヤーのすべてのプレーヤーセッションをリクエストするように指定します。

プレイヤーセッション数が多い場合は、ページ分割パラメータを使用して結果を順次ブロックとして取得
します。
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内容

GameSessionId

一意のゲームセッション識別子。このパラメータを使用して、指定したゲームセッショ
ンのすべてのプレイヤーセッションをリクエストします。ゲームセッション ID の形式
は、arn:aws:gamelift:<region>::gamesession/fleet-<fleet ID>/<ID string> で
す。<ID string> の値は、カスタム ID 文字列または (ゲームセッション作成時に指定した場合) 生成さ
れた文字列のいずれかです。

型: 文字列

必須: いいえ
制限

返される結果の最大数。NextTokenこのパラメータを一緒に使用すると、結果を連続したページの
セットとして取得できます。プレイヤーセッション ID を指定した場合、このパラメータは無視されま
す。

タイプ: 整数

必須: いいえ
NextToken

結果において次の順次ページの開始を示すトークン。このアクションの以前の呼び出しで返された
トークンを使用します。結果セットの先頭を指定するには、値を指定しないでください。プレイヤー
セッション ID を指定した場合、このパラメータは無視されます。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerId

プレイヤーを表す一意の識別子。プレイヤー ID は開発者によって定義されます。プレイヤー ID を生
成 (p. 47) を参照してください。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerSessionId

プレイヤーセッションを表す一意の識別子。

型: 文字列

必須: いいえ
PlayerSessionStatusFilter

結果をフィルタリングするプレイヤーセッションステータス。可能なプレイヤーセッションステータ
スとして以下のステータスがあります。
• RESERVED – プレイヤーセッションリクエストは受領されましたが、プレイヤーのサーバープロセ

スへの接続や検証はまだ行われていません。
• ACTIVE – プレイヤーはサーバープロセスによって検証され、現時点で接続されています。
• COMPLETED – プレイヤー接続は削除されました。
• TIMEDOUT – プレイヤーセッションリクエストは受領されましたが、タイムアウト制限 (60 秒) 内

でのプレイヤーの接続や検証は行われていません。

型: 文字列

必須: いいえ
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A F FProcessParameters

このデータ型には、ProcessReady() (p. 336)呼び出しで Amazon GameLift サービスに送信されるパラ
メータのセットが含まれます。

内容

port

サーバープロセスが新しいプレイヤーの接続をリスニングするポート番号。値は、このゲームサー
バービルドをデプロイするすべてのフリートで設定されているポート番号の範囲に含まれる必要があ
ります。このポート番号は、ゲームセッションオブジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに
含まれ、ゲームセッションがサーバープロセスに接続するときに使用します。

型: 整数

必須: はい
logParameters

ゲームセッションログファイルへのディレクトリパスのリストを含むオブジェクト。

型: TArray<FString>

必須: いいえ
onStartGameセッション

Amazon GameLift サービスが新しいゲームセッションをアクティブにするために呼び出すコー
ルバック関数名。Amazon GameLift はクライアントのリクエストに応じてこの関数を呼び出しま
すCreateGameSession。GameSessionコールバック関数はオブジェクト (Amazon GameLift サービス 
API リファレンスで定義されています) を受け取ります。

タイプ:FOnStartGameSession

必須: はい
onProcessTerminate

Amazon GameLift サービスがサーバープロセスを強制シャットダウンするために呼び出すコール
バック関数名。この関数を呼び出すと、Amazon はサーバープロセスがシャットダウンするために 5 
GameLift 分間待ち、サーバープロセスをシャットダウンする前にProcessEnding() (p. 336)呼び出し
で応答します。

タイプ:FSimpleDelegate

必須: いいえ
onHealthCheck

Amazon GameLift サービスがサーバープロセスにヘルスステータスレポートをリクエストするために
呼び出すコールバック関数名。Amazon は、この関数を 60 GameLift 秒ごとに呼び出します。この関
数を呼び出した後、Amazon はレスポンスを 60 GameLift 秒ほど待ち、サーバープロセスを異常と記
録します。

タイプ:FOnHealthCheck

必須: いいえ
onUpdateGameセッション

Amazon GameLift サービスが更新されたゲームセッションオブジェクトを提供するために呼び出す
コールバック関数名。Amazon は、更新されたマッチメーカーデータを提供するためにマッチバック
フィル GameLift リクエストを処理するときに呼び出します。GameSessionオブジェクト、ステータ
ス更新 (updateReason)、マッチバックフィルチケット ID を渡します。

タイプ:FOnUpdateGameSession
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必須: いいえ

A F FStartMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストの送信に使用します。この情報は、 GameLift
StartMatchBackfill() (p. 337)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

GameSessionArn

一意のゲームセッション識別子。API アクション GetGameSessionId() (p. 334) は ARN 形式の識別
子を返します。

タイプ: FString

必須: はい
MatchmakingConfigurationArn

このリクエストに使用されるマッチメーカーの ARN 形式の一意な識別子。元のゲームセッションの
作成に使用されたマッチメーカーを見つけるには、ゲームセッションオブジェクトのマッチメーカー
データプロパティを確認します。マッチメーカーデータの詳細については「マッチメーカーデータの
処理」を参照してください。

タイプ: FString

必須: はい
プレイヤー

現在ゲームセッションに参加しているすべてのプレイヤーを表すデータのセット。マッチメーカーは
この情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチする新しいプレイヤーを検索します。Player オブ
ジェクト形式の説明については、Amazon GameLift API リファレンスガイドを参照してください。
プレイヤー属性、ID、チームの割り当てを見つけるには、マッチメーカーデータプロパティのゲーム
セッションオブジェクトを参照してください。マッチメーカーでレイテンシーが使用されている場
合は、現在のリージョンの更新されたレイテンシーを収集し、それを各プレイヤーのデータに含めま
す。

型: TArray<FPlayer>

必須: はい
TicketId

マッチメーキングまたはバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。ここに値を指定しない場
合、Amazon GameLift は UUID の形式で値を生成します。この識別子を使用してマッチバックフィル
チケットのステータスを追跡したり、必要に応じてリクエストをキャンセルしたりします。

タイプ: FString

必須: いいえ

A F FStopMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストのキャンセルに使用します。この情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 338)電話でAmazonサービスに伝えられます。

内容

GameSessionArn

キャンセルされるリクエストに関連付けられた一意のゲームセッション識別子。
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タイプ: FString

必須: はい
MatchmakingConfigurationArn

このリクエストが送信されたマッチメーカーの一意の識別子。

タイプ: FString

必須: はい
TicketId

キャンセルされるバックフィルリクエストチケットの一意の識別子。

タイプ: FString

必須: はい

Amazon GameLift アンリアルエンジンサーバー SDK 5.x リファ
レンス
この Amazon GameLift Unreal Engine Server SDK 5.x リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイ
ヤーゲームを準備するのに役立ちます GameLift。統合の詳細については、「」Amazon GameLift をゲーム
サーバーに追加する (p. 39)。

トピック
• GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) 5.x リファレンス:アクション (p. 343)
• Amazon GameLift サーバー SDK (C#) リファレンス:データ型 (p. 355)

GameLift アマゾンサーバー SDK (C++) 5.x リファレンス:アクション

この Amazon GameLift C++ サーバー SDK リファレンスを使用して、Amazon で使用するマルチプレ
イヤーゲームを準備してください GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

アクション
• GetSdkVersion() (p. 344)
• InitSDK() (p. 344)
• ProcessReady() (p. 345)
• ProcessEnding() (p. 345)
• ActivateGameSession() (p. 346)
• UpdatePlayerSessionCreationPolicy() (p. 347)
• GetGameSessionId() (p. 347)
• GetTerminationTime() (p. 348)
• AcceptPlayerSession() (p. 348)
• RemovePlayerSession() (p. 349)
• DescribePlayerSessions() (p. 350)
• StartMatchBackfill() (p. 351)
• StopMatchBackfill() (p. 352)
• GetComputeCertificate() (p. 353)
• GetFleetRoleCredentials() (p. 353)
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GetSdkVersion()

サーバープロセスに組み込まれた SDK の現在のバージョン番号を返します。

構文

FGameLiftStringOutcome GetSdkVersion();

戻り値

成功した場合、現在の SDK AwsStringOutcome バージョンをオブジェクトとして返します。返されるオブ
ジェクトにはバージョン番号が含まれます (例5.0.0)。成功しなかった場合、エラーメッセージを返しま
す。

例

Aws::GameLift::AwsStringOutcome SdkVersionOutcome =  
    Aws::GameLift::Server::GetSdkVersion();   

InitSDK()

アマゾン GameLift SDK を初期化します。Amazon GameLift に関連する他の初期化が実行される前に、起
動時にこのメソッドを呼び出します。

構文

FGameLiftGenericOutcome InitSDK(serverParameters)

パラメータ

FServerParameters (p. 360)

ServerParametersオブジェクトは、Amazon GameLift サーバーからの Amazon とのサーバー通信
に関する次の情報を伝達します。 GameLift Anywhere
• WebSocket ゲームサーバーへの接続に使用されるの URL。
• ゲームサーバーのホストに使用されるプロセスの ID。
• ゲームサーバープロセスをホストするコンピュートの ID。
• Amazon GameLift GameLift Anywhere コンピュートを含むアマゾンフリートの ID。
• Amazon GameLift オペレーションによって生成された認証トークン。

Amazon GameLift が管理する EC2 上のゲームサーバーを初期化するに
は、ServerParametersnullで値を作成します。null値を入力すると、Amazon GameLift がコン
ピューティング環境をセットアップし、自動的に Amazon GameLift に接続します。

戻り値

成功すると、 InitSdkOutcome ProcessReady() (p. 345)サーバープロセスが呼び出す準備ができているこ
とを示すオブジェクトが返されます。

例

GameLift Anywhereアマゾンの例

//Define the server parameters 
    FServerParameters serverParameters; 
    parameters.m_authToken = ; // authentication token 
    parameters.m_fleetId = ; // id for the fleet running the server 
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    parameters.m_hostId = ; // id for the host 
    parameters.m_processId = ; // id for the process 
    parameters.m_webSocketUrl = ; // web socket URL 
  
//InitSDK will establish a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication. 
    gameLiftSdkModule->InitSDK(serverParameters);

GameLift アマゾンマネージド EC2 の例

//Define the server parameters 
    FServerParameters serverParameters; 
    parameters.m_authToken = null; 
    parameters.m_fleetId = null; 
    parameters.m_hostId = null; 
    parameters.m_processId = null; 
    parameters.m_webSocketUrl = null; 
  
//InitSDK will establish a local connection with GameLift's agent to enable further 
 communication. 
    gameLiftSdkModule->InitSDK(serverParameters);

ProcessReady()

GameLift サーバープロセスがゲームセッションをホストする準備ができたことを Amazon に通知します。
呼び出し後にこのメソッドを呼び出しますInitSDK() (p. 344)。このメソッドは、プロセスごとに 1 回だ
け呼び出す必要があります。

構文

GenericOutcome ProcessReady(const Aws::GameLift::Server::ProcessParameters 
&processParameters);

パラメータ

processParameters

サーバープロセスに関する以下の情報を伝える FProcessParameters (p. 356) オブジェクト。
• Amazon GameLift サービスがサーバープロセスと通信するために呼び出すゲームサーバーコードに

実装されているコールバックメソッドの名前。
• サーバープロセスがリッスンするポートの番号。
• Amazon GameLift でキャプチャして保存するゲームセッション固有のファイルへのパス。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、ProcessReady() (p. 345) 呼び出しと委任関数の実装の両方を示します。

//Calling ProcessReady tells GameLift this game server is ready to receive incoming game 
 sessions! 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Calling Process Ready")); 
    gameLiftSdkModule->ProcessReady(*params); 

ProcessEnding()

GameLift サーバープロセスがシャットダウンしていることを Amazon に通知します。このメソッドは、ア
クティブなすべてのゲームセッションのシャットダウンなど、他のすべてのクリーンアップタスクの後で
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呼び出します。このメソッドは、終了コード 0 で終了します。0 以外の終了コードでは、処理が問題なく
終了しなかったというイベントメッセージが発生します。

メソッドがコード 0 で終了すると、成功した終了コードでプロセスを終了できます。エラーコードでプ
ロセスを終了することもできます。エラーコードで終了すると、フリートイベントはプロセスがエラー 
(SERVER_PROCESS_TERMINATED_UNHEALTHY) で終了したことを示します。

構文

FGameLiftGenericOutcome ProcessEnding()

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

//OnProcessTerminate callback. GameLift will invoke this callback before shutting down an 
 instance hosting this game server.
//It gives this game server a chance to save its state, communicate with services, etc., 
 before being shut down.
//In this case, we simply tell GameLift we are indeed going to shutdown.
params->OnTerminate.BindLambda([=]() { 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Game Server Process is terminating")); 
    gameLiftSdkModule->ProcessEnding();
});

ActivateGameSession()

サーバープロセスがゲームセッションをアクティブにし、 GameLift プレイヤーの接続を受ける準備がで
きていることを Amazon に通知します。このアクションは、すべてのゲームセッションが初期化された後
に、onStartGameSession()コールバック関数の一部として呼び出す必要があります。

構文

FGameLiftGenericOutcome ActivateGameSession()

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、ActivateGameSession()onStartGameSession()デリゲート関数の一部として呼び出され
ることを示しています。

//When a game session is created, GameLift sends an activation request to the game server 
 and passes along the game session object containing game properties and other settings.
//Here is where a game server should take action based on the game session object.
//Once the game server is ready to receive incoming player connections, it should invoke 
 GameLiftServerAPI.ActivateGameSession()
auto onGameSession = [=](Aws::GameLift::Server::Model::GameSession gameSession)
{ 
    FString gameSessionId = FString(gameSession.GetGameSessionId()); 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("GameSession Initializing: %s"), *gameSessionId); 
    gameLiftSdkModule->ActivateGameSession();
};
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UpdatePlayerSessionCreationPolicy()

現在のゲームセッションの機能を更新し、新しいプレイヤーセッションを承諾します。ゲームセッション
は、新しいプレイヤーセッションをすべて受け入れるか拒否するかを設定できます。

構文

FGameLiftGenericOutcome UpdatePlayerSessionCreationPolicy(EPlayerSessionCreationPolicy 
 policy)

パラメータ

playerCreationSessionポリシー

ゲームセッションで新しいプレイヤーを承諾するかどうかを示す文字列値。

有効な値を次に示します。
• ACCEPT_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを承諾します。
• DENY_ALL – すべての新しいプレイヤーセッションを拒否します。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例は、現在のゲームセッションの参加ポリシーを、すべてのプレイヤーを受け入れるように設定しま
す。

FGameLiftGenericOutcome outcome = 
 Aws::GameLift::Server::UpdatePlayerSessionCreationPolicy(Aws::GameLift::Model::EPlayerSessionCreationPolicy::ACCEPT_ALL);

GetGameSessionId()

アクティブなサーバープロセスによってホストされているゲームセッションの ID を取得します。

ゲームセッションでアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、呼び出しは a を返しま
すGameLiftError。

構文

FGameLiftStringOutcome GetGameSessionId()

パラメータ

このアクションにはパラメータがありません。

戻り値

成功した場合、ゲームセッション ID を AwsStringOutcome オブジェクトとして返します。成功しな
かった場合、エラーメッセージを返します。

ゲームセッションでアクティブ化されていないアイドルプロセスの場合、呼び出しはSuccess =True
とGameSessionId = を返します""。

例

//When a game session is created, GameLift sends an activation request to the game server 
 and passes along the game session object containing game properties and other settings.
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//Here is where a game server should take action based on the game session object.
//Once the game server is ready to receive incoming player connections, it should invoke 
 GameLiftServerAPI.ActivateGameSession()
auto onGameSession = [=](Aws::GameLift::Server::Model::GameSession gameSession)
{ 
    FString gameSessionId = FString(gameSession.GetGameSessionId()); 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("GameSession Initializing: %s"), *gameSessionId); 
    gameLiftSdkModule->ActivateGameSession();
};

GetTerminationTime()

終了時刻が判る場合に、サーバープロセスがシャットダウンを予定している時刻を返します。サーバープ
ロセスは、AmazononProcessTerminate() からのコールバックを受け取った後にアクションを実行し
ます GameLift。Amazon GameLift onProcessTerminate() からの電話には以下の理由があります。

• サーバープロセスから異常な状態が報告されたとき、または Amazon に返答がなかったとき GameLift。
• スケールダウンイベント中にインスタンスを終了するとき。
• スポットインスタンスの中断によりインスタンスが終了したとき (p. 108)。

構文

AwsDateTimeOutcome GetTerminationTime()

戻り値

成功した場合、終了時刻をAwsDateTimeOutcomeオブジェクトとして返します。値は終了時間
で、0001 00:00:00それ以降の経過ティックで表現されます。たとえば、2020-09-13 12:26:40 
-000Z637355968000000000日時の値はティックに等しくなります。終了時間がない場合は、エラー
メッセージを返します。

プロセスが受け取っていない場合 ProcessParameters. OnProcessTerminate() コールバック、エラーメッ
セージが返されます。サーバープロセスのシャットダウンの詳細については、「」を参照してくださ
いサーバープロセスのシャットダウン通知に応答する (p. 41)。

例

Aws::GameLift::AwsLongOutcome TermTimeOutcome = 
 Aws::GameLift::Server::GetTerminationTime(); 

AcceptPlayerSession()

指定されたプレイヤーセッション ID のプレイヤーがサーバープロセスに接続し、 GameLift 検証が必
要であることを Amazon に通知します。Amazon GameLift は、プレイヤーセッション ID が有効であ
ることを確認します。プレイヤーセッションが検証されると、Amazon はプレーヤースロットの状態を 
RESERVED から ACTIVE GameLift に変更します。

構文

FGameLiftGenericOutcome AcceptPlayerSession(const FString& playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。
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戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

この例では、無効なプレイヤーセッション ID の検証と拒否を含む接続リクエストを処理します。

bool GameLiftManager::AcceptPlayerSession(const FString& playerSessionId, const FString& 
 playerId)
{
#if WITH_GAMELIFT 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Accepting GameLift PlayerSession: %s . PlayerId: %s"), 
 *playerSessionId, *playerId); 

    FString gsId = GetCurrentGameSessionId(); 

    if (gsId.IsEmpty()) { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("No GameLift GameSessionId. Returning early!")); 
        return false; 
    } 

    if (!gameLiftSdkModule->AcceptPlayerSession(playerSessionId).IsSuccess()) { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("PlayerSession not Accepted.")); 
        return false; 
    } 

    // Add PlayerSession from internal data structures keeping track of connected players 
    connectedPlayerSessionIds.Add(playerSessionId); 
    idToPlayerSessionMap.Add(playerSessionId, PlayerSession{ playerId, playerSessionId }); 
    return true;
#else 
    return false;
#endif
}

RemovePlayerSession()

GameLift プレイヤーがサーバープロセスから切断されたことを Amazon に通知します。これに応じて、 
GameLift Amazonはプレイヤースロットを空席に変更します。

構文

FGameLiftGenericOutcome RemovePlayerSession(const FString& playerSessionId)

パラメータ

playerSessionId

GameLift 新しいプレイヤーセッションが作成されたときに Amazon によって発行される一意の ID。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

bool GameLiftManager::RemovePlayerSession(const FString& playerSessionId)
{
#if WITH_GAMELIFT 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Removing GameLift PlayerSession: %s"), 
 *playerSessionId); 
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    if (!gameLiftSdkModule->RemovePlayerSession(playerSessionId).IsSuccess()) { 
        UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("PlayerSession Removal Failed")); 
        return false; 
    } 

    // Remove PlayerSession from internal data structures that are keeping track of 
 connected players 
    connectedPlayerSessionIds.Remove(playerSessionId); 
    idToPlayerSessionMap.Remove(playerSessionId); 

    // end the session if there are no more players connected 
    if (connectedPlayerSessionIds.Num() == 0) { 
        EndSession(); 
    } 

    return true;
#else
return false;
#endif
}

DescribePlayerSessions()

設定、セッションメタデータ、およびプレーヤーデータを含むプレーヤーセッションデータを取得しま
す。このメソッドを使用して、次の情報を取得します。

• シングルプレイヤーセッション
• ゲームセッションのすべてのプレイヤーセッション
• 1 つのプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッション

構文

FGameLiftDescribePlayerSessionsOutcome DescribePlayerSessions(const 
 FGameLiftDescribePlayerSessionsRequest &describePlayerSessionsRequest)

パラメータ

FDescribePlayerSessionsRequest (p. 362)

取得するプレイヤーセッションを記述する describePlayerSessions Request オブジェクト。

戻り値

成功した場合は、リクエストのパラメータに適合したプレイヤーセッションオブジェクトのセットを含む
DescribePlayerSessionsOutcome オブジェクトを返します。

例

この例では、指定されたゲームセッションにアクティブに接続されているすべてのプレイヤーセッション
をリクエストします。Limit NextToken値を省略し、10 に設定すると、Amazon はリクエストに一致するプ
レイヤーセッションレコードの最初の 10 GameLift 個を返します。

void GameLiftManager::DescribePlayerSessions()
{
#if WITH_GAMELIFT 
    FString localPlayerSessions; 
    for (auto& psId : connectedPlayerSessionIds) 
    { 
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        PlayerSession ps = idToPlayerSessionMap[psId]; 
        localPlayerSessions += FString::Printf(TEXT("%s : %s  ; "), *(ps.playerSessionId), 
 *(ps.playerId)); 
    } 
    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("LocalPlayerSessions: %s"), *localPlayerSessions); 

    UE_LOG(GameServerLog, Log, TEXT("Describing PlayerSessions in this GameSession")); 
    FGameLiftDescribePlayerSessionsRequest request; 
    request.m_gameSessionId = GetCurrentGameSessionId(); 

    FGameLiftDescribePlayerSessionsOutcome outcome = gameLiftSdkModule-
>DescribePlayerSessions(request); 
    LogDescribePlayerSessionsOutcome(outcome);
#endif
}

StartMatchBackfill()

FlexMatch で作成されたゲームセッションの空きスロット用に新規プレイヤーを検索するリクエストを送
信します。詳細については、「FlexMatch バックフィル機能」を参照してください。

このアクションは非同期です。新しいプレイヤーがマッチングされると、 GameLift
OnUpdateGameSession() Amazonはコールバック関数を使用して更新済みマッチメーカーデータを送信
します。

サーバープロセスではアクティブなマッチバックフィルリクエストは一度に 1 つだけです。新しいリクエ
ストを送信するには、まず StopMatchBackfill() (p. 352) を呼び出して元のリクエストをキャンセルする
必要があります。

構文

FGameLiftStringOutcome StartMatchBackfill (FStartMatchBackfillRequest 
 &startBackfillRequest);

パラメータ

FStartMatchBackfillRequest (p. 360)

StartMatchBackfillRequest 次の情報を伝達するオブジェクト。
• バックフィルリクエストに割り当てるチケット ID。この情報はオプションです。ID が指定されてい

ない場合は Amazon が ID を 1 GameLift つ生成します。
• リクエストを送信するマッチメーカー。完全な設定 ARN が必要です。この値はゲームセッション

のマッチメーカーデータにあります。
• バックフィルするゲームセッションの ID。
• ゲームセッションの現在のプレーヤーが利用できるマッチメイキングデータ.

戻り値

マッチバックフィルチケット ID StartMatchBackfillOutcome のオブジェクトを返すか、エラーメッセージ
で失敗を返します。

例

FGameLiftStringOutcome FGameLiftServerSDKModule::StartMatchBackfill(const 
 FStartMatchBackfillRequest& request) {
#if WITH_GAMELIFT 
    Aws::GameLift::Server::Model::StartMatchBackfillRequest sdkRequest; 
    sdkRequest.SetTicketId(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_ticketId)); 
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    sdkRequest.SetGameSessionArn(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_gameSessionArn)); 
    
 sdkRequest.SetMatchmakingConfigurationArn(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_matchmakingConfigurationArn)); 
    for (auto player : request.m_players) { 
        Aws::GameLift::Server::Model::Player sdkPlayer; 
        sdkPlayer.SetPlayerId(TCHAR_TO_UTF8(*player.m_playerId)); 
        sdkPlayer.SetTeam(TCHAR_TO_UTF8(*player.m_team)); 
        for (auto entry : player.m_latencyInMs) { 
            sdkPlayer.WithLatencyMs(TCHAR_TO_UTF8(*entry.Key), entry.Value); 
        } 

        std::map<std::string, Aws::GameLift::Server::Model::AttributeValue> 
 sdkAttributeMap; 
        for (auto attributeEntry : player.m_playerAttributes) { 
            FAttributeValue value = attributeEntry.Value; 
            Aws::GameLift::Server::Model::AttributeValue attribute; 
            switch (value.m_type) 
            { 
                case FAttributeType::STRING: 
                    attribute = 
 Aws::GameLift::Server::Model::AttributeValue(TCHAR_TO_UTF8(*value.m_S)); 
                break; 
                case FAttributeType::DOUBLE: 
                    attribute = Aws::GameLift::Server::Model::AttributeValue(value.m_N); 
                break; 
                case FAttributeType::STRING_LIST: 
                    attribute = 
 Aws::GameLift::Server::Model::AttributeValue::ConstructStringList(); 
                    for (auto sl : value.m_SL) { 
                        attribute.AddString(TCHAR_TO_UTF8(*sl)); 
                    }; 
                break; 
                case FAttributeType::STRING_DOUBLE_MAP: 
                    attribute = 
 Aws::GameLift::Server::Model::AttributeValue::ConstructStringDoubleMap(); 
                    for (auto sdm : value.m_SDM) { 
                        attribute.AddStringAndDouble(TCHAR_TO_UTF8(*sdm.Key), sdm.Value); 
                    }; 
                break; 
            } 
            sdkPlayer.WithPlayerAttribute((TCHAR_TO_UTF8(*attributeEntry.Key)), attribute); 
        } 
        sdkRequest.AddPlayer(sdkPlayer); 
    } 
    auto outcome = Aws::GameLift::Server::StartMatchBackfill(sdkRequest); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        return FGameLiftStringOutcome(outcome.GetResult().GetTicketId()); 
    } 
    else { 
        return FGameLiftStringOutcome(FGameLiftError(outcome.GetError())); 
    }
#else 
    return FGameLiftStringOutcome("");
#endif
}

StopMatchBackfill()

アクティブなマッチバックフィルリクエストをキャンセルします。詳細については、「FlexMatchバック
フィル機能」を参照してください。

構文

FGameLiftGenericOutcome StopMatchBackfill (FStopMatchBackfillRequest &stopBackfillRequest);
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パラメータ

FStopMatchBackfillRequest (p. 364)

StopMatchBackfillRequest キャンセルするマッチメイキングチケットを識別するオブジェクト:
• バックフィルリクエストに割り当てられたチケット ID。
• バックフィルリクエストが送信されたマッチメーカー。
• バックフィルリクエストに関連するゲームセッション。

戻り値

正常またはエラーメッセージを伴うエラーの、一般的な結果を返します。

例

FGameLiftGenericOutcome FGameLiftServerSDKModule::StopMatchBackfill(const 
 FStopMatchBackfillRequest& request)
{
#if WITH_GAMELIFT 
    Aws::GameLift::Server::Model::StopMatchBackfillRequest sdkRequest; 
    sdkRequest.SetTicketId(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_ticketId)); 
    sdkRequest.SetGameSessionArn(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_gameSessionArn)); 
    
 sdkRequest.SetMatchmakingConfigurationArn(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_matchmakingConfigurationArn)); 
    auto outcome = Aws::GameLift::Server::StopMatchBackfill(sdkRequest); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        return FGameLiftGenericOutcome(nullptr); 
    } 
    else { 
        return FGameLiftGenericOutcome(FGameLiftError(outcome.GetError())); 
    }
#else 
    return FGameLiftGenericOutcome(nullptr);
#endif
}

GetComputeCertificate()

Amazon GameLift Anywhere コンピュートリソースと Amazon 間のネットワーク接続の暗号化に使用さ
れる TLS GameLift 証明書へのパスを取得します。この証明書パスは、コンピューティングデバイスを 
Amazon GameLift Anywhere フリートに登録するときに使用できます。詳細については、を参照してくだ
さいRegisterCompute。

構文

FGameLiftGetComputeCertificateOutcome FGameLiftServerSDKModule::GetComputeCertificate()

戻り値

GetComputeCertificateResponse 以下を含むオブジェクトを返します。

• CertificatePath: コンピュートリソースの TLS 証明書へのパス。
• HostName: コンピュートリソースのホスト名。

例

FGameLiftGetComputeCertificateOutcome FGameLiftServerSDKModule::GetComputeCertificate()
{
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#if WITH_GAMELIFT 
    auto outcome = Aws::GameLift::Server::GetComputeCertificate(); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        auto& outres = outcome.GetResult(); 
        FGameLiftGetComputeCertificateResult result; 
        result.m_certificate_path = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetCertificatePath()); 
        result.m_computeName = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetComputeName()); 
        return FGameLiftGetComputeCertificateOutcome(result); 
    } 
    else { 
        return FGameLiftGetComputeCertificateOutcome(FGameLiftError(outcome.GetError())); 
    }
#else 
    return FGameLiftGetComputeCertificateOutcome(FGameLiftGetComputeCertificateResult());
#endif
}

GetFleetRoleCredentials()

作成したサービスロールの認証情報を取得して、他のユーザーに AmazonAWS のサービス GameLift への
アクセス権限を付与します。これらの認証情報は、AWSゲームサーバーがリソースを使用することを許可
します。詳細については、「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照して
ください。

構文

FGameLiftGetFleetRoleCredentialsOutcome 
 FGameLiftServerSDKModule::GetFleetRoleCredentials(const 
 FGameLiftGetFleetRoleCredentialsRequest &request)

パラメータ

FGetCustomerRoleCredentialsRequest (p. 364)

戻り値

GetFleetRoleCredentialsOutcome 以下を含むオブジェクトを返します。

• AssumedRoleUserArn -サービスロールが属するユーザーの Amazon リソースネーム (ARN)。
• AssumedRoleId -サービスロールが属するユーザーの ID。
• AccessKeyId -AWS リソースを認証してアクセスを提供するためのアクセスキー ID。
• SecretAccessKey -認証のためのシークレットアクセスキー ID。
• SessionToken -AWS リソースとやり取りしている現在のアクティブなセッションを識別するトークン。
• 有効期限-セッション認証情報が期限切れになるまでの時間。

例

FGameLiftGetFleetRoleCredentialsOutcome 
 FGameLiftServerSDKModule::GetFleetRoleCredentials(const 
 FGameLiftGetFleetRoleCredentialsRequest &request)
{
#if WITH_GAMELIFT 
    Aws::GameLift::Server::Model::GetFleetRoleCredentialsRequest sdkRequest; 
    sdkRequest.SetRoleArn(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_roleArn)); 
    sdkRequest.SetRoleSessionName(TCHAR_TO_UTF8(*request.m_roleSessionName)); 

    auto outcome = Aws::GameLift::Server::GetFleetRoleCredentials(sdkRequest); 

    if (outcome.IsSuccess()) { 
        auto& outres = outcome.GetResult(); 
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        FGameLiftGetFleetRoleCredentialsResult result; 
        result.m_assumedUserRoleArn = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetAssumedUserRoleArn()); 
        result.m_assumedRoleId = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetAssumedRoleId()); 
        result.m_accessKeyId = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetAccessKeyId()); 
        result.m_secretAccessKey = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetSecretAccessKey()); 
        result.m_sessionToken = UTF8_TO_TCHAR(outres.GetSessionToken()); 
        result.m_expiration = FDateTime::FromUnixTimestamp(outres.GetExpiration()); 
        return FGameLiftGetFleetRoleCredentialsOutcome(result); 
    } 
    else { 
        return FGameLiftGetFleetRoleCredentialsOutcome(FGameLiftError(outcome.GetError())); 
    }
#else 
    return 
 FGameLiftGetFleetRoleCredentialsOutcome(FGameLiftGetFleetRoleCredentialsResult());
#endif
}

Amazon GameLift サーバー SDK (C#) リファレンス:データ型
この Amazon GameLift C++ サーバー SDK リファレンスは、Amazon で使用するマルチプレイヤーゲーム
を準備するのに役立ちます GameLift。統合プロセスの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)。

データ型
• FLogParameters (p. 355)
• FProcessParameters (p. 356)
• FUpdateGameSession (p. 357)
• FGameSession (p. 358)
• FServerParameters (p. 360)
• FStartMatchBackfillRequest (p. 360)
• FPlayer (p. 361)
• FDescribePlayerSessionsRequest (p. 362)
• FStopMatchBackfillRequest (p. 364)
• FGetCustomerRoleCredentialsRequest (p. 364)

FLogParameters

ゲームセッション中に生成された、ゲームセッション終了後に Amazon GameLift でアップロード
して保存するファイルを識別するオブジェクト。ゲームサーバーは、LogParameters GameLift
ProcessParametersProcessReady() (p. 345)呼び出しのオブジェクトの一部としてAmazonに提供しま
す。

[Properties] (プロパティ) 説明

LogPaths Amazon GameLift で将来のアクセスに備えて保存
するゲームサーバーログファイルへのディレクト
リパスのリスト。サーバープロセスは、各ゲーム
セッション中にこれらのファイルを生成します。
ゲームサーバーでファイルパスと名前を定義し、
ルートゲームビルドディレクトリに保存します。

ログパスは絶対パスである必要があります。
たとえば、ゲームビルドでゲームセッション
ログが次のようなパスに保存されている場
合MyGame\sessionLogs\、そのパスは Windows 
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インスタンスになりますc:\game\MyGame
\sessionLogs。

[Type] (タイプ): std:vector<std::string>

必須: いいえ

FProcessParameters

このデータ型には、Amazon GameLift に送信されるパラメータのセットが含まれま
すProcessReady() (p. 345)。

[Properties] (プロパティ) 説明

LogParameters ゲームセッション中に生成されるファイルへの
ディレクトリパスを含むオブジェクト。Amazon 
は、future GameLift アクセスできるようにファイ
ルをコピーして保存します。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::FLogParameters (p. 355)

必須: いいえ

OnHealthCheck Amazon GameLift がサーバープロセスにヘルスス
テータスレポートをリクエストするために呼び出
すコールバック関数です。Amazon は 60 GameLift 
秒ごとにこの関数を呼び出し、応答を 60 秒待ち
ます。サーバープロセスは、TRUE正常であれば戻
り、FALSE正常でない場合は戻ります。応答が返
されない場合、 GameLift Amazonはサーバープロ
セスを正常ではないと記録します。

[Type] (タイプ): std::function<bool()> 
onHealthCheck

必須: いいえ

OnProcessTerminate GameLift サーバープロセスを強制シャットダウ
ンするために呼び出すコールバック関数です。こ
の関数を呼び出すと、Amazon はサーバープロセ
スがシャットダウンするために 5 GameLift 分間
待ち、サーバープロセスをシャットダウンする前
にProcessEnding() (p. 345)呼び出しで応答しま
す。

[Type] (タイプ): std::function<void()> 
onProcessTerminate

必須: はい

OnRefreshConnection Amazon GameLift がゲームサーバーとの接続を更
新するために呼び出すコールバック関数の名前。

[Type] (タイプ): void 
OnRefreshConnectionDelegate()

必須: はい
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OnStartGameSession Amazon GameLift が新しいゲームセッション
をアクティブにするために呼び出すコールバッ
ク関数。Amazon は、 GameLift クライアン
トのリクエストに応じてこの関数を呼び出し
ますCreateGameSession。コールバック関数
は、Amazon GameLift API GameSessionリファレ
ンスで定義されているオブジェクトを渡します。

[Type] (タイプ): const 
std::function<void(Aws::GameLift::Model::GameSession)> 
onStartGameSession

必須: はい

OnUpdateGameSession Amazon GameLift が更新されたゲームセッショ
ンオブジェクトを提供するために呼び出すコール
バック関数です。Amazon はこの関数を、更新さ
れたマッチメーカーデータを提供するためにマッ
チバックフィル GameLift リクエストを処理すると
きに呼び出します。GameSessionオブジェクト、
ステータス更新 (updateReason)、マッチバック
フィルチケット ID を渡します。

[Type] (タイプ):
std::function<void(Aws::GameLift::Server::Model::UpdateGameSession)> 
onUpdateGameSession

必須: いいえ

ポート サーバープロセスが新しいプレイヤー接続を待ち
受けるポート番号。値は、このゲームサーバービ
ルドをデプロイするすべてのフリートで設定され
ているポート番号の範囲に含まれる必要がありま
す。このポート番号は、ゲームセッションオブ
ジェクトとプレイヤーセッションオブジェクトに
含まれ、ゲームセッションがサーバープロセスに
接続するときに使用します。

[Type] (タイプ): Integer

必須: はい

FUpdateGameSession

このデータ型はゲームセッションオブジェクトに更新されます。これには、ゲームセッションが更新され
た理由と、ゲームセッションのプレイヤーセッションを埋めるためにバックフィルが使用された場合の関
連するバックフィルチケット ID が含まれます。

プロパティ 説明

GameSession Amazon GameLift API GameSessionによって定
義されたオブジェクト。GameSessionこのオブ
ジェクトには、ゲームセッションを説明するプロ
パティが含まれています。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::GameSession
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プロパティ 説明
必須: はい

UpdateReason ゲームセッションが更新されている理由。

[Type] (タイプ):
Aws::GameLift::Server::UpdateReason

必須: はい

BackfillTicketId ゲームセッションを更新しようとしているバック
フィルチケットのID。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

FGameSession

このデータ型は、ゲームセッションの詳細を提供します。

プロパティ 説明

GameSessionId ゲームセッションの一意の識別子。ゲーム
セッションの ARN の形式は次のようになりま
すarn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
<fleet ID>/<custom ID string or 
idempotency token>。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

名前 ゲームセッションのわかりやすいラベル。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

FleetId ゲームセッションが実行されているフリートに固
有の識別子。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

MaximumPlayerSessionCount ゲームセッションへのプレイヤー接続の最大数。

[Type] (タイプ): int

必須: いいえ

ポート ゲームセッションのポート番号。Amazon 
GameLift ゲームサーバーに接続するには、アプリ
に IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): in
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プロパティ 説明
必須: いいえ

IpAddress ゲームセッションの IP アドレス。Amazon 
GameLift ゲームサーバーに接続するには、アプリ
に IP アドレスとポート番号の両方が必要です。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

GameSessionData 単一の文字列値としてフォーマットされたカスタ
ムゲームセッションプロパティのセット。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

MatchmakerData ゲームセッションの作成に使用されたマッチメイ
キングプロセスに関する情報。JSON 構文で、文
字列としてフォーマットされています。使用され
るマッチメイキング設定に加えて、プレーヤーの
属性やチームの割り当てなど、マッチに割り当て
られたすべてのプレーヤーに関するデータが含ま
れています。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

GameProperties ゲームセッションのカスタムプロパティのセット
で、キーと値のペアとしてフォーマットされま
す。これらのプロパティは、新しいゲームセッ
ションを開始するリクエストとともに渡されま
す。

[Type] (タイプ): std :: vector < 
GameProperty >

必須: いいえ

DnsName ゲームセッションを実行しているインスタンスに
割り当てられた DNS 識別子。値は以下の形式にな
ります。

• TLS 対応フリート: <unique 
identifier>.<region 
identifier>.amazongamelift.com。

• TLS 対応でないフリート: ec2-<unique 
identifier>.compute.amazonaws.com。

TLS 対応フリートに固有のゲームセッションに接
続する場合、IP アドレスではなく DNS 名を使用
する必要があります。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ
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FServerParameters

Amazon GameLift Anywhere サーバーに関する情報を含むオブジェクト。で新しいサーバープロセスを起
動するときに、サーバーはこの情報を Amazon GameLift InitSDK() (p. 344) サービスに伝えます。このパ
ラメータは、Amazon GameLift マネージド EC2 インスタンスでホストされているサービスでは使用され
ません。

プロパティ 説明

webSocketUrl GameLiftServerSdkEndpointAmazon
RegisterCompute GameLift Anywhereコ
ンピュートリソースを購入すると、Amazon 
GameLift が返ってきます。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

プロセス ID ゲームをホストするサーバープロセスに登録され
た一意の識別子。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

hostId HostIDは、ComputeNameコンピュータを登録し
たときに使用されます。詳細については、を参照
してくださいRegisterCompute。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

フリートID コンピュートが登録されているフリートの固
有識別子。詳細については、を参照してくださ
いRegisterCompute。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

認証トークン Amazon GameLift が生成した認証トークン
で、サーバーを Amazon GameLift に認証し
ます。詳細については、を参照してくださ
いGetComputeAuthToken。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

FStartMatchBackfillRequest

このデータタイプは、マッチメイキングのバックフィルリクエストをキャンセルします。ゲームサーバー
は、 GameLift StopMatchBackfill() (p. 352)この情報を電話で Amazon に伝えます。
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プロパティ 説明

GameSessionArn ユニークなゲームセッション識別
子。API オペレーションは、識別子を 
ARNGetGameSessionId 形式で返します。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

MatchmakingConfigurationArn マッチメーカーがこのリクエストに使用す
る、ARN 形式のユニークな識別子。元のゲーム
セッションのマッチメーカー ARN は、マッチメー
カーデータプロパティのゲームセッションオブ
ジェクトにあります。マッチメーカーデータの詳
細については「マッチメーカーデータの処理」を
参照してください。

[Type] (タイプ): std::string

必須: はい

プレイヤー ゲームセッションに参加しているすべてのプレイ
ヤーを表すデータセット。マッチメーカーはこの
情報を使用して、現在のプレイヤーとマッチする
新しいプレイヤーを検索します。

[Type] (タイプ): std::vector<Player>

必須: はい

TicketId マッチメイキングまたはマッチバックフィルリク
エストチケットの一意の識別子。値を入力してい
ない場合、Amazon GameLift によって生成されま
す。この識別子を使用してマッチバックフィルチ
ケットのステータスを追跡したり、必要に応じて
リクエストをキャンセルしたりします。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

FPlayer

このデータ型はマッチメイキングのプレイヤーを表します。マッチメーキングリクエストを開始する
際、プレイヤーにはプレイヤーID、属性、場合によってはレイテンシーデータがあります。Amazonは、 
GameLift 試合が行われた後にチーム情報を追加します。

プロパティ 説明

LatencyInMS ある場所に接続したときにプレイヤーが経験する
レイテンシーを示すミリ秒単位で表される値の
セット。

このプロパティを使用すると、プレーヤーはリス
トされている場所でのみマッチングされます。
マッチメーカーにプレイヤーレイテンシーを評
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プロパティ 説明
価するルールがある場合、プレイヤーはレイテン
シーを報告しないとマッチングされません。

[Type] (タイプ): Dictionary<string,int>

必須: いいえ

PlayerAttributes マッチメイキングで使用するプレイヤー情報を含
むキーと値のペアのコレクション。プレイヤー属
性キーは、 PlayerAttributes マッチメーキングルー
ルセットで使用されているものと一致する必要が
あります。

プレイヤー属性の詳細については、「」を参照し
てくださいAttributeValue。

[Type] (タイプ):
std::map<std::string,AttributeValue>

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの一意の識別子。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

Team マッチでプレーヤーが割り当てられるチームの名
前。チーム名は、マッチメーキングルールセット
で定義します。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

FDescribePlayerSessionsRequest

どのプレイヤーセッションを取得するかを指定するオブジェクト。サーバープロセスは、この情報を 
AmazonDescribePlayerSessions() (p. 350) GameLift への呼び出しで提供します。

プロパティ 説明

GameSessionId ユニークなゲームセッション識別子。このパラ
メータを使用して、指定したゲームセッションの
すべてのプレイヤーセッションをリクエストしま
す。

ゲームセッション ID の形式
はarn:aws:gamelift:<region>::gamesession/
fleet-<fleet ID>/<ID string>.
GameSessionIDはカスタム ID 文字列または

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ
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プロパティ 説明

PlayerSessionId プレイヤーセッションの一意の識別子。このパラ
メータを使用して、特定のプレイヤーセッション
を 1 つリクエストします。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

PlayerId プレイヤーの一意の識別子。このパラメータを使
用して、特定のプレーヤーのすべてのプレーヤー
セッションをリクエストします。プレイヤー ID を
生成 (p. 47) を参照してください。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

PlayerSessionStatusFilter 結果をフィルタリングするプレーヤーセッション
ステータス。プレイヤーセッションのステータス
には、次のようなものがあります。

• RESERVED — プレーヤーセッションリクエス
トは受信されましたが、プレーヤーがサーバー
プロセスに接続していないか、検証されていま
せん。

• ACTIVE — プレーヤーはサーバープロセスに
よって検証され、接続されています。

• COMPLETED — プレイヤーの接続が切断されま
した。

• TIMEDOUT — プレーヤーセッションリクエスト
を受信しましたが、プレーヤーが接続しなかっ
たか、タイムアウト制限 (60 秒) 以内に検証され
ませんでした。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

NextToken 次の結果ページの開始を示すトークン。結果セッ
トの開始点を指定するには、値を指定しないでく
ださい。プレイヤーセッション ID を指定する場
合、このパラメータは無視されます。

[Type] (タイプ): std::string

必須: いいえ

制限 返される結果の最大数。プレイヤーセッション 
ID を指定する場合、このパラメータは無視されま
す。

[Type] (タイプ): int

必須: いいえ

363



Amazon GameLift デベロッパーガイド
ゲームセッション配置イベント

FStopMatchBackfillRequest

このデータ型はマッチメーキングバックフィルリクエストのキャンセルに使用します。この情報は、 
GameLift StopMatchBackfill() (p. 352)電話でAmazonサービスに伝えられます。

プロパティ 説明

GameSessionArn キャンセルされたリクエストのユニークなゲーム
セッション識別子。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

MatchmakingConfigurationArn このリクエストが送信されたマッチメーカーの一
意の識別子。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

TicketId キャンセルするバックフィルリクエストチケット
の固有の識別子。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

FGetCustomerRoleCredentialsRequest

このデータタイプは、AWSリソースへの制限付きアクセスをゲームサーバーに拡張するロール認証情報を
提供します。詳細については、「Amazon 用の IAM サービスロールを設定する GameLift (p. 16)」を参照
してください。

プロパティ 説明

RoleArn リソースへの制限付きアクセスを拡張するサービ
スロールの AmazonAWS リソースネーム (ARN)。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

RoleSessionName ロール認証情報の使用を説明するセッションの名
前。

[Type] (タイプ): char[]

必須: いいえ

ゲームセッション配置イベント
Amazon GameLift は、各ゲームセッションリクエストの処理時にイベントを発行します。「ゲームセッ
ション配置のイベン通知を設定 (p. 146)」の説明に従って、これらのイベントを Amazon SNS トピッ
クに発行できます。これらのイベントは、ほぼリアルタイムで、ベストエフォートベースで Amazon 
CloudWatch Events にも放出されます。
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このトピックでは、ゲームセッション配置イベントの構造について説明し、各イベントタイプの例を
示します。ゲームセッション配置リクエストのステータスの詳細については、Amazon GameLift API
GameSessionPlacementリファレンスのを参照してください。

プレイスメントイベント構文
イベントは、JSON オブジェクトとして表されます。イベント構造は CloudWatch Eventsパターンに準拠
しており、同様のトップレベルフィールドとサービス固有の詳細を備えています。

最上位フィールドには、次の項目が含まれます (詳細については[ event pattern]（イベントパターンを参照
してください):

バージョン

このフィールドは、常に 0 (ゼロ) に設定されます。
id

イベントの一意のトラッキング ID
detail-type (ディテールタイプ)

値は常にGameLift Queue Placement Event です。
ソース

値は常にaws.gamelift です。
アカウント

AmazonAWS の管理に使用されているアカウント GameLift。
time

イベントのタイムスタンプ
region

プレイスメントリクエストが処理されている AWS リージョン。これは、使用中のゲーム セッション 
キューが存在する リージョンです。

resources (リソース)

プレイスメント リクエストを処理しているゲーム セッション キューの ARN 値。

PlacementFulfilled
プレイスメントリクエストは正常に実行されました。新しいゲームセッションが開始され、ゲームセッ
ション配置リクエストにリストされた各プレイヤーに対して新しいプレイヤーセッションが作成されまし
た。プレーヤーの接続情報が表示されます。

[Detail syntax:] （詳細構文:

placementId

ゲームセッション配置リクエストに割り当てられた一意の識別子
port

新しいゲームセッションのポート番号。
gameSessionArn

新しいゲームセッションの ARN 識別子
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ipAddress

ゲームセッションの IP アドレス。
dnsName

新しいゲームセッションを実行しているインスタンスに割り当てられた DNS 識別子。値の形式は、
ゲームセッションを実行しているインスタンスが TLS 対応かどうかによって異なります。TLS 対応フ
リートのゲームセッションに接続する場合、プレイヤーは IP アドレスではなく DNS 名を使用する必
要があります。

TLS 対応フリート: <unique identifier>.<region identifier>.amazongamelift.com。

TLS 対応でないフリート: ec2-<unique identifier>.compute.amazonaws.com。
startTime

このリクエストがキューに配置された日時を示すタイムスタンプ。
endTime

このリクエストが完了した日時を示すタイムスタンプ。
gameSessionRegion

AWS ゲームセッションがホストされている リージョン。この情報は、 gameSessionArn 値にもあり
ます。

placedPlayerSessions

ゲームセッション配置リクエストでプレイヤーごとに作成されたプレイヤーセッションのコレクショ
ン。

例

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111aaaa-bb22-cc33-dd44-5555eeee66ff", 
  "detail-type": "GameLift Queue Placement Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-03-01T15:50:52Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:gamesessionqueue/MegaFrogRace-NA" 
  ], 
  "detail": { 
    "type": "PlacementFulfilled", 
    "placementId": "9999ffff-88ee-77dd-66cc-5555bb44aa", 
    "port": "6262", 
    "gameSessionArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::gamesession/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa/4444dddd-55ee-66ff-77aa-8888bbbb99cc", 
    "ipAddress": "98.987.98.987", 
    "dnsName": "ec2-12-345-67-890.us-west-2.compute.amazonaws.com", 
    "startTime": "2021-03-01T15:50:49.741Z", 
    "endTime": "2021-03-01T15:50:52.084Z", 
    "gameSessionRegion": "us-west-2", 
    "placedPlayerSessions": [ 
      { 
        "playerId": "player-1" 
        "playerSessionId": "psess-1232131232324124123123" 
      } 
    ] 
  }
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} 

PlacementCancelled
配置リクエストは、 GameLift サービスへの電話でキャンセルされましたStopGameSessionPlacement。

[Detail:](詳細:)

placementId

ゲームセッション配置リクエストに割り当てられた一意の識別子
startTime

このリクエストがキューに配置された日時を示すタイムスタンプ。
endTime

このリクエストがキャンセルされた日時を示すタイムスタンプ。

例

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111aaaa-bb22-cc33-dd44-5555eeee66ff", 
  "detail-type": "GameLift Queue Placement Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-03-01T15:50:52Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:gamesessionqueue/MegaFrogRace-NA" 
  ], 
  "detail": { 

    "type": "PlacementCancelled", 
    "placementId": "9999ffff-88ee-77dd-66cc-5555bb44aa", 
    "startTime": "2021-03-01T15:50:49.741Z", 
    "endTime": "2021-03-01T15:50:52.084Z" 
  }
} 

PlacementTimedOut
キューの時間制限が切れる前に、ゲームセッションの配置が正常に完了しませんでした。プレイスメント
リクエストは、必要に応じて再送信できます。

[Detail:](詳細:)

placementId

ゲームセッション配置リクエストに割り当てられた一意の識別子
startTime

このリクエストがキューに配置された日時を示すタイムスタンプ。
endTime

このリクエストがキャンセルされた日時を示すタイムスタンプ。
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例
{ 
  "version": "0", 
  "id": "1111aaaa-bb22-cc33-dd44-5555eeee66ff", 
  "detail-type": "GameLift Queue Placement Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2021-03-01T15:50:52Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:gamesessionqueue/MegaFrogRace-NA" 
  ], 
  "detail": { 

    "type": "PlacementTimedOut", 
    "placementId": "9999ffff-88ee-77dd-66cc-5555bb44aa", 
    "startTime": "2021-03-01T15:50:49.741Z", 
    "endTime": "2021-03-01T15:50:52.084Z" 
  }
}

PlacementFailed
Amazon GameLift はゲームセッションリクエストを満たすことができませんでした。これは通常、予期し
ない内部エラーが原因で発生します。プレイスメントリクエストは、必要に応じて再送信できます。

[Detail:](詳細:)

placementId

ゲームセッション配置リクエストに割り当てられた一意の識別子
startTime

このリクエストがキューに配置された日時を示すタイムスタンプ。
endTime

このリクエストが失敗した日時を示すタイムスタンプ。

例
{ 
  "version": "0", 
  "id": "39c978f3-ba46-3f7c-e787-55bfcca1bd31", 
  "detail-type": "GameLift Queue Placement Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "252386620677", 
  "time": "2021-03-01T15:50:52Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:252386620677:gamesessionqueue/MegaFrogRace-NA" 
  ], 
  "detail": { 

    "type": "PlacementFailed", 
    "placementId": "e4a1119a-39af-45cf-a990-ef150fe0d453", 
    "startTime": "2021-03-01T15:50:49.741Z", 
    "endTime": "2021-03-01T15:50:52.084Z" 
  }
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}
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Amazon GameLift 価格見積もりの生
成

を使用するとAWS Pricing Calculator、Amazon の料金見積もりを作成できます GameLift。AWS電卓を使
用するためにの深い知識は必要ありません。AWS アカウント

AWS Pricing Calculator計算ツールを使うと、サービスコストに影響する決定をガイドしてくれるので、
ゲームプロジェクトに Amazon GameLift がどれくらいの費用がかかるかがわかります。Amazon をどのよ
うに使用する予定かまだわからない場合は GameLift、デフォルト値を使用して見積もりを作成してくださ
い。本番環境での利用を計画する際、この計算ツールは潜在的なシナリオをテストし、より正確な見積も
りを作成するのに役立ちます。

AWS Pricing Calculatorを使用して、以下の Amazon GameLift ホスティングオプションの見積もりを作成
できます。

• Amazon GameLift ホスティングの見積もり (p. 370)
• Amazon GameLift スタンドアロン版の見積もり FlexMatch (p. 372)

Amazon GameLift ホスティングの見積もり
このオプションでは、Amazon GameLift が管理するサーバーでゲームをホストする場合のコストの見積も
りが表示されます。これには、サーバーインスタンスの使用料やデータ転送にかかる費用も含まれます。 
FlexMatch GameLift マッチメイキングはAmazonマネージドホスティングの費用に含まれています.

AWS複数のリージョンまたは複数のインスタンスタイプでゲームサーバーをホスティングしている、また
はホストする予定がある場合は、リージョンとインスタンスタイプごとに見積もりを作成してください。

Amazon GameLift インスタンス
このセクションは、プレイヤーのゲームセッションをホストするのに必要なコンピュートリソースの種類
と数を見積もるのに役立ちます。Amazon GameLift は Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスを使用してゲームサーバーを管理します。Amazon では GameLift、特定のインスタンスタイプ
とオペレーティングシステムを搭載したインスタンス群をデプロイします。複数のフリートを所有してい
る、または所有する予定がある場合は、フリートごとに見積もりを作成してください。

はじめに、の Amazon GameLift の設定ページを開きますAWS Pricing Calculator。説明を追加し、地域
を選択して、「Amazon GameLift ホスティングの見積もり (インスタンス + データ転送)」を選択しま
す。Amazon GameLift インスタンスで、以下のフィールドに入力します。

• 最大同時接続プレイヤー数 (ピーク CCU)

これは、ゲームサーバーに同時に接続できるプレーヤーの最大数です。このフィールドは、Amazon 
GameLift がピーク時のプレイヤー需要を満たすために必要なホスティング容量を示します。AWS選択し
たリージョンのインスタンスを使用してホストする予定のプレーヤーの1日のピーク数を入力します。

たとえば、一度に1,000人のプレイヤーをゲームに接続させたい場合は、デフォルト値のままにしま
す1000。
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• 1 日のピーク時の CCU に対する 1 時間あたりの平均 CCU の割合

これは、24 時間におけるすべてのプレーヤーの平均同時実行数です。この値を使用して、 GameLift 
Amazonがプレイヤーのために維持する必要のある持続的なホスティングキャパシティの量を見積もり
ます。どのパーセンテージ値を使用するかわからない場合は、50デフォルト値のパーセントのままにし
てください。プレイヤーの需要が安定しているゲームでは、70パーセントの値を入力することをおすす
めします。

たとえば、ゲームの1時間あたりの平均CCUが6,000で、ピークCCUが10,000の場合、60パーセントの
値を入力します。

• インスタンスあたりのゲームセッション

これは、各ゲームサーバーインスタンスが同時にホストできるゲームセッションの数です。この数に影
響する要因には、ゲームサーバーのリソース要件、各ゲームセッションでホストするプレーヤーの数、
およびプレーヤーの期待されるパフォーマンスなどがあります。ゲームの同時ゲームセッション数がわ
かっている場合は、その値を入力します。または、20デフォルト値のままにしておきます。

• ゲームセッションあたりのプレーヤー数

これは、ゲームデザインで定義されているように、ゲームセッションに接続するプレイヤーの平均数で
す。プレイヤー数が異なるゲームモードがある場合は、ゲーム全体のゲームセッションあたりの平均プ
レイヤー数を推定してください。デフォルト値は 8 です。

• インスタンスアイドルバッファ%

これは、プレイヤーの需要が突然急増した場合に備えて確保しておくべき未使用のホスティングキャパ
シティの割合です。バッファサイズは、フリート内の合計数の割合です。デフォルト値は10% です。

たとえば、アイドル状態のバッファーが 20% の場合、100 のアクティブインスタンスを持つプレイヤー
をサポートするフリートは 20 個のアイドルインスタンスを維持します。

• スポットインスタンス%

Amazon GameLift フリートは、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを組み合わせて使用
できます。オンデマンドインスタンスはより信頼性の高い方法を提供できます。一方、スポットインス
タンスはコスト効率の高い方法を提供できます。コスト削減と可用性の両方を最適化するために、組み
合わせて使用することをお勧めします。Amazon GameLift がスポットインスタンスをどのように使用す
るかについては、を参照してくださいオンデマンドインスタンス vs スポットインスタンス (p. 105)。

このフィールドには、フリート内で維持するスポットインスタンスの割合を入力します。スポットイン
スタンスの割合は 50 ～ 85% にすることをお勧めします。デフォルト値は50% です。

たとえば、10040 個のインスタンスをデプロイしてパーセントを指定した場合、Amazon GameLift は 
60 個のオンデマンドインスタンスと 40 個のスポットインスタンスを維持するよう努めます。

• インスタンスタイプ

Amazon GameLift フリートでは、計算能力、メモリ、ストレージ、ネットワーク機能が異なるさまざ
まな Amazon EC2 インスタンスタイプを使用できます。Amazon GameLift フリートを設定するとき
は、ゲームのニーズに最適なインスタンスタイプを選択してください。Amazon でのインスタンスタ
イプの選択については GameLift、を参照してくださいAmazonGameLift コンピュートリソースの選
択 (p. 104)。

Amazon GameLift フリートで使用している、または使用する予定のインスタンスタイプがわかっている
場合は、そのタイプを選択してください。どのタイプを選べばよいか明確でない場合、c5.large を選択
することを検討してください。これは、平均的なサイズと機能を備えた高可用性タイプです。

• オペレーティングシステム

このフィールドには、ゲームサーバーが動作するオペレーティングシステム (Linux または Windows) を
指定します。デフォルト値は Linux です。
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データ転送 (DTO)
このセクションは、ゲームクライアントとゲームサーバー間のトラフィックのコストを見積もるのに役立
ちます。データ転送料金は、アウトバウンドトラフィックにのみ適用されます。インバウンドデータ転送
には費用はかかりません。

の Amazon GameLift の設定ページでAWS Pricing Calculator、[データ転送 (DTO)] を展開し、次のフィー
ルドに値を入力します。

• DTO 見積もりタイプ

ゲームのデータ転送を追跡する方法に応じて、次の 2 つの方法のいずれかで DTO を推定できます。
• 1 か月あたり (GB 単位) — ゲームサーバーの月間トラフィックを追跡する場合は、このタイプを選択

してください。
• プレーヤーごと — プレーヤーごとのデータ転送を追跡する場合は、このタイプを選択してください。

こちらはデフォルトのタイプです。

次のフィールドでは、前のセクションで計算したプレイヤー時間数に基づいて、プレイヤー1人あたり
のDTOを見積もります。

• 1 か月あたり DTO (GB 単位)

1 か月あたり (GB) の DTO 見積もりタイプを選択した場合は、リージョンごとに、各インスタンスの推
定月間の DTO 使用量を GB 単位で入力します。

• プレイヤー1人あたりのDTO

プレイヤーごとの DTO 推定タイプを選択した場合は、プレイヤーごとのゲームの推定 DTO 使用量を 
KB/秒で入力します。デフォルト値は 4 です。

Amazon GameLift の料金見積もりの設定が完了したら、[見積もりに追加] を選択します。での見積もりの
作成と管理の詳細についてはAWS Pricing Calculator、『AWS Pricing Calculatorユーザーガイド』の「見
積もりの作成、サービスの設定、サービスの追加」を参照してください。

Amazon GameLift スタンドアロン版の見積もり 
FlexMatch

このオプションは、別のゲームサーバーソリューションでゲームをホストしながら、 FlexMatch マッ
チメイキングをスタンドアロンサービスとして使用する場合のコスト見積もりを提供します。これに
は、FleetIQ とオンプレミスホスティングによる Amazon GameLift セルフマネージドホスティング peer-
to-peer、またはクラウドコンピューティングのプリミティブデータタイプが含まれます。 FlexMatch スタ
ンドアロンのコストは、使用される計算能力に基づいています。

AWS異なるリージョンに複数のマッチメーカーがいる、または参加する予定がある場合は、リージョンご
とに見積もりを作成してください。

Note

Amazon GameLift FlexMatch は、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、アジアパシ
フィック (ソウル)、アジアパシフィック (シドニー)、欧州 (フランクフルト)、欧州 (アイルラン
ド)。

はじめに、の Amazon GameLift の設定ページを開きますAWS Pricing Calculator。説明を追加し、地域
を選択して、「Amazon GameLift スタンドアロンで見積もり」を選択します FlexMatch。Amazon で 
GameLift FlexMatch、次のフィールドに入力します。
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• 最大同時接続プレイヤー数 (ピーク CCU)

これは、ゲームサーバーに同時に接続してマッチメイキングをリクエストできるプレーヤーの最大数で
す。選択した地域で、ゲームセッションにマッチングする予定のプレイヤーのピーク人数を入力しま
す。

たとえば、一度に最大1,000人のプレイヤーをマッチさせたい場合は、デフォルト値のままにしま
す1000。

• 1 日のピーク時の CCU に対する 1 時間あたりの平均 CCU の割合

これは、24 時間におけるすべてのプレーヤーの平均同時実行数です。この値は、マッチメイキングリ
クエストの量を見積もるのに役立ちます。どのパーセンテージ値を使用するかわからない場合は、50デ
フォルト値のパーセントのままにしてください。プレイヤーの需要が安定しているゲームでは、70パー
セントの値を入力することをおすすめします。

たとえば、ゲームの1時間あたりの平均CCUが6,000で、ピークCCUが10,000の場合、60パーセントの
値を入力します。

• 試合ごとのプレイヤー数

これは、ゲームデザインで定義されているように、ゲームセッションにマッチするプレイヤーの平均数
です。プレイヤー数が異なるゲームモードがある場合は、ゲーム全体のゲームセッションあたりの平均
プレイヤー数を推定してください。デフォルト値は 8 です。

• ゲーム時間 (分単位)

これは、プレーヤーが最初から最後までゲームセッションに留まる平均時間です。この値は、プレイ
ヤーが新しい試合を必要とする頻度を決定するのに役立ちます。プレイヤーの平均ゲーム時間を分単位
で入力します。デフォルト値は 1 です。

• マッチメイキングルールの複雑さ

マッチメイキングルールの複雑さとは、プレイヤーのマッチングに使用するルールの数と種類を指しま
す. ルールセットの複雑さによって、各試合に必要な計算能力が決まります。
• 複雑さを低くする — マッチメーキングのルールセットに含まれるルールが少なく、(比較ルールなど

の) シンプルなルールを使用していて、マッチングの試行回数が少なくて済むルールがある場合は、
このオプションを選択してください。

• 複雑度が高い — マッチメーキングルールセットに複数のルールが含まれていて、より複雑なルールタ
イプ (距離ルールや待ち時間ルールなど) が使用されていて、ルールが制限されているために失敗回数
が多く、マッチングの試行回数が多い場合は、このオプションを選択します。

ルールの複雑さと価格設定の詳細については、 GameLift FlexMatch Amazonの料金表ページの
「Amazon GameLift」を参照してください。

Amazon GameLift FlexMatch の料金見積もりの設定が完了したら、[見積もりに追加] を選択します。での
見積もりの作成と管理の詳細についてはAWS Pricing Calculator、『AWS Pricing Calculatorユーザーガイ
ド』の「見積もりの作成、サービスの設定、サービスの追加」を参照してください。
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リージョンのサポートされている
リージョン

AWSAmazon GameLift サービスクォータについては、「Amazon GameLift クォータ」を参照してくださ
い。

AWSリソースのクォータ増加のリクエストについては、「AWSサービスクォータ」を参照してください。

AWS リージョンサポートしている Amazon のリストについては、「Amazon GameLift  GameLiftリージョ
ン」を参照してください。
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SDK のバージョン

AmazonGameLift リリースノート
AmazonGameLift リリースノートには、サービスに関する新機能、更新、修正の詳細が記載されていま
す。

SDK のバージョン
以下のタブには、SDK バージョンを含むすべての AmazonGameLift リリースが一覧表示されてい
ます。ゲームサーバーとクライアントの統合に同等のSDKを使用する必要はありません。ただし、
あるSDKの以前のバージョンでは、別のSDKの最新機能を完全にサポートしていない場合がありま
す。AmazonGameLift SDK の詳細については、を参照してくださいアマゾンGameLift SDK をダウンロー
ド (p. 18)。

現在のバージョン

[Release] 
(リリース)

AWSSDK 
バージョン

サーバー SDK バージョン:3 月 リアルタイ
ムクライア
ント SDK 
バージョン

2022 年 
4 月 20 
日 (p. 378)

1.11.63 ま
たはそれ以
降

5.0.0 5.0.0 5 月 3 日 5.0.2 5.0.0 1.2.0

以前のバージョン

[Release] 
(リリー
ス)

AWSSDK 
バージョ
ン

サーバー SDK バージョン:3 月 リアルタ
イムクラ
イアント 
SDK バー
ジョン

GameLift
アマゾン
ローカル

2022 年 
2 月 9 
日 (p. 379)

1.8.168
以降

5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.2 5.0.0 1.2.0

2021 年 
1 月 31 
日 (p. 379)

1.8.168
以降

5.0.0 5.0.0 5.0.0 3.4.0 5.0.0 1.2.0  

2022-12-01 (p. 380)1.8.168
以降

5.0.0   5.0.0 3.4.0   1.2.0  

2021 年 
6 月 3 
日 (p. 383)

1.8.168
以降

4.0.2   3 月 2 日 3.4.0   1.2.0 1.0.5

2021-03-23 (p. 383)1.8.168
以降

4.0.2   3.4.1 3   1.1.0 1.0.5

2021-03-16 (p. 384)1.8.163
以降

4.0.2   3.4.1 3   1.1.0 1.0.5
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[Release] 
(リリー
ス)

AWSSDK 
バージョ
ン

サーバー SDK バージョン:3 月 リアルタ
イムクラ
イアント 
SDK バー
ジョン

GameLift
アマゾン
ローカル

2021 年 
2 月 9 
日 (p. 385)

1.8.139
以降

4.0.2   3.4.1 3   1.1.0 1.0.5

2020-12-22 (p. 386)1.8.95 以
降

4.0.2   3.4.1 3   1.1.0 1.0.5

2020 年 
11 月 24 
日 (p. 386)

1.8.95 以
降

4.0.2   3.4.1 3.3.2   1.1.0 1.0.5

2020 年 
11 月 11 
日 (p. 387)

1.8.36 以
降

4.0.2   3.4.1 3.3.2   1.1.0 1.0.5

2020 年 
9 月 17 
日 (p. 388)

1.8.36 以
降

4.0.1   3.4.1 3.3.2   1.1.0 1.0.5

2020 年 
8 月 27 
日 (p. 389)

1.7.310
以降

4.0.0   3.4.0 3.3.1   1.1.0 1.0.5

2020-04-16 (p. 389)1.7.310
以降

4.0.0   3.4.0 3.3.1   1.1.0 1.0.5

2020-04-02 (p. 389)1.7.310
以降

3.4.0   3.4.0     1.1.0 1.0.0

2019-12-19 (p. 389)1.7.249
以降

3.4.0   3.4.0     1.1.0 1.0.0

2019-11-14 (p. 390)1.7.210
以降

3.4.0   3.4.0     1.1.0 1.0.0

2019-10-24 1.7.210
以降

3.4.0   3.4.0     1.1.0 1.0.0

2019-09-03 1.7.175
以降

3.4.0   3.4.0     1.1.0 1.0.0

2019-07-09 1.7.140
以降

3.3.0   3.3.0     1.0.0 1.0.0

2019-04-25 1.7.91 以
降

3.3.0   3.3.0     1.0.0 1.0.0

2019-03-07 1.7.65 以
降

3.3.0   3.3.0       1.0.0

2019-02-07 1.7.45 以
降

3.3.0   3.3.0       1.0.0
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[Release] 
(リリー
ス)

AWSSDK 
バージョ
ン

サーバー SDK バージョン:3 月 リアルタ
イムクラ
イアント 
SDK バー
ジョン

GameLift
アマゾン
ローカル

2018-12-14 1.6.20 以
降

3.3.0   3.3.0       1.0.0

2018-09-27 1.6.20 以
降

3.2.1   3.2.1       1.0.0

2018-06-14 1.4.47 以
降

3.2.1   3.2.1       1.0.0

2018-05-10 1.4.47 以
降

3.2.1   3.2.1       1.0.0

2018-02-15 1.3.58 以
降

3.2.1   3.2.1       1.0.0

2018-02-08 1.3.52 以
降

3.2.0   3.2.0       1.0.0

2017-09-1 1.1.43 以
降

3.1.7   3.1.7       1.0.0

2017-08-16 1.1.31 以
降

3.1.7   3.1.7       1.0.0

2017-05-16 1.0.122
以降

3.1.5   3.1.5       1.0.0

2017-04-11 1.0.103
以降

3.1.5   3.1.5       1.0.0

2017-02-21 1.0.72 以
降

3.1.5   3.1.5      

2016-11-18 1.0.31 以
降

    3.1.0        

2016-10-13 1.0.17 以
降

    3.1.0        

2016-09-01 0.14.9 以
降

    3.1.0        

2016-08-04 0.12.16
以降

    3.0.7        

リリースノート
次のリリースノートは時系列順です (更新が新しい順にリストされています)。AmazonGameLift は 2016 
年に初めてリリースされました。ここに記載されているものより前の日付のリリースノートについては、
「SDK のバージョン (p. 375)」でリリース日のリンクを参照してください。
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2023 年 4 月 20 日:Amazon が Windows Server 2016GameLift の
サポートを開始
GameLiftAmazonのお客様は、Windows Server 2016オペレーティングシステムを使用してゲームサーバー
をホストできるようになりました。このオペレーティングシステムはすべて使用できますAWS リージョ
ン。マイクロソフトが 2023 年 10 月に Windows Server 2012 のサポートを終了しても、お客様は新しい 
Windows オペレーティングシステムを使用して重要なセキュリティアップデートを引き続き受けることが
できます。

本日より、Windows ランタイム環境を必要とする新規のお客様は、ホスティング用の新しいゲームサー
バービルドを作成するときに Windows Server 2016 を指定する必要があります。既存のお客様は、引き続
き Windows Server 2012 で新しいビルドやフリートを作成できますが、2023 年 10 月 10 日のマイクロソ
フトのサポート終了日までに Windows Server 2016 への移行を完了する必要があります。

この更新には以下のサービス変更が含まれています。

• AmazonGameLift SDK または CLI コマンドを使用してゲームサーバービルドを作成するときに、オ
ペレーティングシステムを明示的に設定する必要があるようになりました。デフォルト値はありませ
ん。Windows Server 2016 3 月 16 日WINDOWS_2016。

• AmazonGameLift コンソールを使用してゲームサーバービルドを作成する場合、使用可能な値からオペ
レーティングシステムを選択する必要があります。アクティブな Windows Server 2012 フリートを所有
している既存のお客様の場合は、WINDOWS_2012またはのいずれかを選択できますWINDOWS_2016。

詳細はこちら

• アマゾンGameLift API リファレンスリンク:
• CLI コマンドupload-build
• CLI コマンドcreate-build
• AWSSDK アクションCreateBuild

• ウィンドウズ 2012GameLift のアマゾンよくある質問

2023 年 4 月 13 日:AmazonGameLift がアンリアルエンジンプラ
グインの新バージョンをリリース
AmazonGameLift Unreal Engine プラグインの新しいバージョンでは、C++GameLift 用の Amazon サー
バー SDK 5.x を使用できるようになりました。Unreal Engine 環境と Amazon の統合を開始するに
は、GameLift以下のリンクを参照してください。

詳細はこちら

• Amazon GameLift を Unreal Engine ゲームサーバープロジェクトに追加する (p. 50)
• Amazon GameLift をゲームサーバーに追加する (p. 39)
• アマゾンC++ GameLift Server API 5.x C++ Server API リファレンス (p. 243)

2023年3月14日:GameLiftAmazonが新しいコンソールエクスペリ
エンスを開始
新しい AmazonGameLift コンソールには以下の改善点が含まれています。

• ナビゲーションの改善 — 新しいナビゲーションペインにより、AmazonGameLift リソース間のナビゲー
ションが容易になりました。
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• AmazonGameLift ランディングページ — 新しいランディングページには、役立つドキュメントへのリン
クや Amazon の概要が表示されます。またGameLift、ドキュメントやよくある質問へのリンクによるサ
ポートも提供していますAWS re:Post。

• AmazonCloudWatch メトリクスの改善 — AmazonGameLift メトリックスが 
AmazonGameLiftCloudWatch コンソールとダッシュボードの両方で使用できるようになりました。この
アップデートには、パフォーマンス、使用率、プレイヤーセッションに関する新しい指標も含まれてい
ます。

詳細はこちら

• コンソールでゲームデータを表示するには (p. 167)
• Amazon GameLift ホスティングリソースの管理 (p. 93)
• FlexMatchマッチメーカーを作る

2023 年 2 月 14 日:Amazon は Amazon SNSGameLift トピックの
サーバー側の暗号化をサポートするようになりました
SNS トピックのサーバー側暗号化 (SSE) は、保存中の機密データを暗号化します。SSE はAWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーを使用して SNS トピックのコンテンツを保護します。

詳細はこちら

• ゲームセッション配置のイベン通知を設定 (p. 146)
• FlexMatchマッチメイキングイベント
• 保管時の暗号化

2023 年 2 月 9 日:AmazonGameLift サーバー SDK は C #10 搭載
の.NET 6 をサポートします
SDK のバージョンを更新しました。 .NET 6GameLift をサポートするようにアマゾンサーバー SDK 5.0.0 
が更新されました。SDK の更新は必要ありません。Unity リアルタイム開発プラットフォームを使用し
ている場合は、引き続き AmazonGameLift サーバー SDK 5.0.0 と .NET 4.6 を使用してください。Unity 
は .NET 6 をサポートしていません。

詳細はこちら

• AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンを「Amazon GameLiftの使用開始」からダウンロードし
てください。

• C# GameLift 用アマゾンサーバー SDK 5.x リファレンス (p. 281)

2023 年 1 月 31 日:AmazonGameLift サーバー SDK は Go をサ
ポートしています
SDK バージョン:GoGameLift をサポートするようにアマゾンサーバー SDK 5.0.0 を更新しました。

詳細はこちら

• AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンを「Amazon GameLiftの使用開始」からダウンロードし
てください。
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• Go GameLift 用アマゾンサーバー API リファレンス (p. 314)

2022年12月1日:GameLiftGameLiftAnywhereGameLiftアマゾンが
アマゾンとアマゾンサーバーSDK 5.0.0を発売
AmazonGameLiftAnywhere は、ゲームサーバーのリソースを使用して AmazonGameLift ゲームサー
バーをホストします。AmazonGameLiftAnywhere を使用して独自のコンピューティングリソースを 
AmazonGameLift マネージド EC2 コンピューティングと統合し、ゲームサーバーを複数のコンピューティ
ングタイプに分散させることができます。また、AmazonGameLiftAnywhere を使用してゲームサーバーを
繰り返しテストすることもできます。ビルドを反復するたびに AmazonGameLift にビルドをアップロード
する必要はありません。

ハイライト:

• 新しい AmazonGameLiftAnywhere フリートとコンピューティングタイプ
• AmazonGameLiftAnywhere コンピュートリソース登録
• テスト反復サイクルの改善

AmazonGameLift Server SDK 5.0.0 では、既存のサーバー SDK が改良され、新しいリソースタイプであ
るコンピューティングが導入されています。Server SDKGameLiftAnywhere 5.0.0はAmazonをサポートし
ており、ゲームサーバーのホスティングに独自のコンピューティングリソースを使用できます。

詳細はこちら

• GameLift アマゾンサーバー SDK リファレンス (p. 242)
• 艦隊の所在地 (p. 105)
• AmazonGameLift コンピュートリソースの選択 (p. 104)
• GameLift Anywhereアマゾンフリートを作成 (p. 114)

2022年8月25日:アマゾン、Local ZonesGameLift サポートを開始
GameLiftAmazonは現在、米国の8つのLocal Zones で利用できるため、プレイヤーの近くに艦隊を配備で
きます。Local Zones をフリートに追加することで、マネージド AmazonGameLift のすべての機能をLocal 
Zones で使用できます。

Local Zones は、人口や産業、情報技術 (IT) の中心地に近いクラウドのエッジまで、AWSリソースやサー
ビスを拡張します。つまり、1桁ミリ秒のレイテンシーを必要とするアプリケーションを、エンドユーザー
やオンプレミスのデータセンターの近くにデプロイできるということです。

詳細はこちら

• ローカルゾーン (p. 21)
• 艦隊の所在地 (p. 105)
• AmazonGameLift マネージドフリートを作成 (p. 110)

2022年6月28日:GameLiftAmazonが新しいオプトインコンソール
エクスペリエンスを開始
新しい AmazonGameLift コンソールには以下の改善点が含まれています。
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• ナビゲーションの改善 — 新しいナビゲーションペインにより、AmazonGameLift リソース間のナビゲー
ションが容易になりました。

• AmazonGameLift ランディングページ — 新しいランディングページには、役立つドキュメントへのリン
クや Amazon の概要が表示されます。またGameLift、ドキュメントやよくある質問へのリンクによるサ
ポートも提供していますAWS re:Post。

• AmazonCloudWatch メトリクスの改善 — AmazonGameLift メトリックスが 
AmazonGameLiftCloudWatch コンソールとダッシュボードの両方で使用できるようになりました。この
アップデートには、パフォーマンス、使用率、プレイヤーセッションに関する新しい指標も含まれてい
ます。

詳細はこちら

• コンソールでゲームデータを表示するには (p. 167)
• Amazon GameLift ホスティングリソースの管理 (p. 93)
• FlexMatchマッチメーカーを作る

2022年2月15日:FlexMatch複合ルールを追加し、さらに改善を加
えました
FlexMatchユーザーは次の機能にアクセスできるようになりました。

• 複合ルール — プレイヤーが 40 人以下のマッチを対象とする複合マッチメイキングルールのサポートを
追加しました。論理ステートメントを使用して複合ルールを作成し、一致させることができるようにな
りました。ルールセットに複合ルールが含まれていない場合、マッチするには、ルールセット内のすべ
てのルールが True である必要があります。複合ルールでは、、、、の論理演算子を使用して適用する
ルールを選択できますxor。andornot

• 柔軟なチーム選択 — マッチメイキングのプロパティ表現が更新され、使用可能なすべてのチームの一部
を選択できるようになりました。

• 長い文字列リスト — プレイヤー属性値の文字列リストの文字列の最大数を10から100に増やしました。

詳細はこちら:

• AmazonGameLiftFlexMatch デベロッパーガイド:
• FlexMatchルールタイプ
• FlexMatchプロパティ表現

• AttributeValue: SL

2021 年 10 月 28 日:AmazonGameLift はアジアパシフィック (大
阪) リージョンのマルチリージョンフリートのサポートを追加し
ます。AmazonGameLift FleetIQ はAWS Graviton2 プロセッサの
サポートを追加します
AmazonGameLift がアジアパシフィック (大阪) リージョンでご利用いただけるようになりました。ゲーム
デベロッパーは、GameLiftマルチリージョンフリートを使用して大阪にインスタンスをデプロイできるよ
うになりました。

Arm ベースのプロセッサアーキテクチャに基づく Graviton2 ホストゲームサーバーを使用して、同等のイ
ンテルベースのコンピューティングオプションと比較して、低コストでパフォーマンスを向上させること
ができます。
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ハイライト:

• AmazonGameLift がアジアパシフィック (大阪) リージョンでご利用いただけるようになりました。
• AmazonGameLift FleetIQ ゲームサーバーグループを設定して、Graviton2 インスタンスファミリー 

c6g、m6g、および r6g を管理できるようになりました。

詳細はこちら:

• AmazonGameLift マルチリージョン艦隊
• CreateGameServerGroup
• AWSグラビトン・プロセッサー

2021 年 9 月 20 日:Amazon が UnityGameLift 用プラグインのサ
ポートを追加
AmazonGameLift Unity プラグインバージョン 1.0.0 には、AmazonGameLift リソースへのアクセスや 
AmazonGameLift を Unity ゲームに統合することが容易になるライブラリとネイティブ UI が含まれてい
ます。Unity 用の AmazonGameLift プラグインを使用して AmazonGameLift API にアクセスして一般的な
ゲームシナリオのAWS CloudFormationテンプレートをデプロイできます。プラグインには、サンプルシ
ナリオで動作するサンプルゲームも含まれています。AmazonGameLift Local を使用して、ゲームクライ
アントとゲームサーバー間で渡されたメッセージを確認して、一般的なゲームが Amazon とどのようにや
り取りするかを知ることができますGameLift。

Unity 用プラグインは Unity 2019.4 LTS と 2020.3 LTS をサポートしています。

ハイライト:

• さまざまなシナリオでサンプルゲームを構築、実行、変更するか、独自のゲームを作成します。
• AWS CloudFormation認証のみの一般的なゲームシナリオのサンプルシナリオをデプロイします。シナ

リオには単一リージョンフリート、キューとカスタムマッチメーカーを持つマルチリージョンフリー
ト、キューとカスタムマッチメーカーを備えたスポットフリート、が含まれますFlexMatch。

詳細はこちら:

• Unity 向け AmazonGameLift プラグインでゲームを統合する

2021 年 6 月 30 日:FlexMatchバッチディスタンスルールを追加
BatchDistance ルールタイプを使用して文字列または数値属性を指定でき、各セグメントに多くのメリッ
トがもたらされます。

ハイライト:

• 大規模なマッチ (40人以上) では、スキルだけで均等にバランスをとる代わりに、スキル、モード、マッ
プに基づいて同じバランスを取得できるようになりました。マッチの全員がスキルバンドに所属してい
ることを確認し、リーグやプレイスタイルなどの複数の数値属性をバンド化し、マップやゲームモード
などの文字列属性に従ってグループ化します。時間の経過とともに拡張を作成することもできます。た
とえば、プレイヤーが待っている時間が長いほど、より大きなスキルレベル範囲をマッチに入れるよう
に拡張を作成できます。

40 人未満のマッチでは、新しい簡略化されたルール式を使用できます。
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2021 年 6 月 3 日:AmazonGameLift リアルタイムクライアント 
SDK とサーバー SDK のアップデート
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.168

この最新の SDK の更新により、RTS クライアント SDK を使用するモバイルアプリケーションに IL2CPP 
を統合し、フレームワークのベストプラクティスに従うことができるようになりました。Unreal バージョ
ン 4.3 月 20 日GameLift この更新プログラムには、Amazon サーバー SDK の C++ および C# バージョ
ン、AmazonGameLift ローカル、Unreal Engine プラグインなど、Windows または LinuxGameLift のゲー
ムサーバーと統合するコンポーネントが含まれています。

ハイライト:

• RTS クライアント SDK に IL2CPP のサポートを追加し、ネイティブライブラリをフレームワークとし
て構築し、最新のモバイルデバイス用の RTS クライアントを構築できるようになりました。

• DescribePlayerSessions() (p. 334) を使用して、単一のプレイヤーセッション、ゲームセッション内のす
べてのプレイヤーセッション、または単一のプレイヤー ID に関連付けられたすべてのプレイヤーセッ
ションに関する情報を取得します。

• GetInstanceCertificate() (p. 335)を使用してフリートとそのインスタンスに関連付けられている pem エ
ンコードされた TLS 証明書のファイルの場所を取得します。

• Unreal バージョン 4.26 のサーバー SDK サポートを作成しました。
• 既存の C# SDK バージョン 4.0.2 は、Unity 2020.3 との互換性が確認されています。SDK の更新は必要

ありませんでした。

詳細はこちら:

• AmazonGameLift 開発者ガイド:
• DescribePlayerSessions() (p. 334)
• GetInstanceCertificate() (p. 335)

2021 年 3 月 23 日:AmazonGameLift がゲームセッション配置に
通知を追加
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.168

イベントを使用して、ゲームセッションキューのゲームセッション配置アクティビティをモニタリングで
きるようになりました。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを作成して、イベン
ト通知を発行するか、CloudWatchイベントを使用してイベントトラッキングを設定します。

ハイライト:

• キューごとに、すべてのイベントメッセージに含めるカスタムテキスト文字列を設定できます。
• Amazon SNS トピックを使用する場合、公開を特定のキューに制限する追加のアクセス条件を設定でき

ます。

詳細はこちら:

• AmazonGameLift 開発者ガイド:
• ゲームセッション配置のイベン通知を設定 (p. 146) (新規)
• ゲームセッション配置イベント (p. 364) (新規)

• API リファレンス (AWS SDK)
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• NotificationTarget新しいゲームセッションキューパラメータ
とCustomEventData:GameSessionQueueCreateGameSessionQueue, UpdateGameSessionQueue

• GameLiftアマゾンフォーラム

2021 年 3 月 16 日:Amazon がマルチリージョンの艦
隊、6GameLift つの新しいリージョンを追加
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.163

AmazonGameLift マネージドホスティングが 21 のAWSリージョンでご利用いただけるようになりまし
た。新しいリージョンはケープタウン (af-south-1)、バーレーン (me-south-1)、香港 (ap-east-1)、
ミラノ (eu-south-1)、パリ (eu-west-3)、ストックホルム (eu-north-1)です。

新しい AmazonGameLift マルチロケーションフリート機能で、AmazonGameLift がサポートする20 の
リージョンすべてで (北京リージョンを除く) ゲームサーバーをホストするるフリートを設定できるように
なりました。この機能は、AmazonGameLift ホスティングリソースをグローバルに設定および維持するた
めに必要な作業を大幅に削減することを目的としています。マルチロケーションフリートは、次の AWS 
リージョンに作成できます。us-east-1 (バージニア北部)、us-west-2 (オレゴン)、eu-central-1
(フランクフルト)、eu-west-1 (アイルランド)、ap-southeast-2 (シドニー)、ap-northeast-1 (東
京)、ap-northeast-2 (ソウル)。他のすべてのリージョンでは、必要に応じて単一ロケーションフリー
トをセットアップし続けることができます。このリリースより前に作成されたすべてのフリートは、
シングルロケーションフリートです。マルチロケーションのフリートを使用しても、ホスティングコス
トには影響しません。AmazonGameLift の料金は、使用するインスタンスのタイプ、ロケーション、ボ
リュームに基づいています。(詳細については、「AmazonGameLift の料金」を参照してください。 AWS 
CloudFormationマルチロケーションフリートのサポートは、まもなく利用可能になります。

Note

中国リージョンでは、マルチロケーションフリートは使用できません。中国リージョンに存在す
る AmazonGameLift リソースは、他の AmazonGameLift リージョンのリソースとやり取りした
り、使用したりすることはできません。

ハイライト:

• マルチロケーションフリートでは、リモートロケーションのリストを明示的に追加します。Amazon 
は、ビルドとランタイム設定を含む、同じタイプと構成とインスタンスを、GameLiftフリートのホーム
リージョンおよび追加されたすべてのロケーションにデプロイします。

• ロケーションごとに容量設定とスケーリングを個別に調整します。Auto Scaling ポリシーは、フリート
全体に適用されますが、ロケーションごとにオンとオフを切り替えることができます。

• 特定のフリートロケーションで新しいゲームセッションを開始します。ゲームセッションキューまたは
マッチメイキングを使用してゲームセッションを配置する場合、ロケーション、ホスティングコスト、
プレイヤーのレイテンシーによって、新しいゲームセッションスタートのロケーションの優先順位が付
けられるようになりました。

• AmazonGameLift コンソールでホスティングメトリクスを取得し、フリート内のすべてのロケーション
について集計するか、各フリートロケーションごとに分割して集計します。

詳細はこちら:

• Amazon ゲームテックブログ
• API リファレンス (AWS SDK)

• 新しい車両配置業
務:CreateFleetLocationsDescribeFleetLocationAttributes、DescribeFleetLocationCapacity、DescribeFleetLocationUtilization、DeleteFleetLocations

• 車両運用を更新し、マルチロケーションを新たにサポート:CreateFleet,,
UpdateFleetCapacityDescribeEC2InstanceLimits, DescribeInstances, StopFleetActions,
StartFleetActions
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• ゲームセッションの配置操作が更新され、新しい優先度とフィルタリング機能が追加されまし
た:CreateGameSessionQueueDescribeGameSessionQueues, UpdateGameSessionQueue

• ゲームセッションの作成操作が更新され、新しいロケーションがサポートされまし
た:CreateGameSessionDescribeGameSessions, DescribeGameSessionDetails, SearchGameSessions

• AmazonGameLift 開発者ガイド:
• GameLiftアマゾンのホスティングロケーション (p. 20) (更新済み)
• Amazon GameLift フリート設計ガイド (p. 104) (新規)

Amazon GameLift ホスティングキャパシティのスケーリング (p. 129) (更新済み)
• ゲームセッションキューの設計 (p. 138) (新規)
• フリートの詳細の表示 (p. 170) (更新済み)

• GameLiftアマゾンフォーラム

2021 年 2 月 9 日:AmazonGameLift は AMD インスタンスのサ
ポートをスタンドアロンで延長FlexMatch
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.139

このリリースでは、以下が更新されています。

• AmazonGameLift FleetIQ ゲームサーバーグループを設定して、AMD インスタンスファミリー 
C5a、M5a、および R5a を管理できるようになりました。に記載されているように、サポートされてい
る Amazon EC2 インスタンスタイプには次のものが含まれます。GameServerGroup InstanceDefinition
• c5a.large、c5a.xlarge、c5a.2xlarge、c5a.4xlarge、c5a.8xlarge、c5a.12xlarge、c5a.16xlarge、c5a.24xlarge
• m5a.large、m5a.xlarge、m5a.2xlarge、m5a.4xlarge、m5a.8xlarge、m5a.12xlarge、m5a.16xlarge、m5a.24xlarge
• r5a.large、r5a.xlarge、r5a.2xlarge、r5a.4xlarge、r5a.8xlarge、r5a.12xlarge、r5a.16xlarge、r5a.24xlarge

注:FleetIQ の AMD インスタンスは、現在、中国 (北京)AWS リージョンでは使用できません。「中国で
の機能の可用性と実装の違い」を参照してください。

• AmazonGameLift マネージドゲームホスティングは、Sinnet が運営する中国 (北京) リージョンで AMD 
インスタンスをサポートするようになりました。新しい AMD インスタンスファミリーには、M5a と 
R5a が含まれます。フリート (フリートについて) サポートされている EC2 インスタンスタイプに
はInstanceType、次のものが含まれます。
• m5a.large、m5a.xlarge、m5a.2xlarge、m5a.4xlarge、m5a.8xlarge、m5a.12xlarge、m5a.16xlarge、m5a.24xlarge
• r5a.large、r5a.xlarge、r5a.2xlarge、r5a.4xlarge、r5a.8xlarge、r5a.12xlarge、r5a.16xlarge、r5a.24xlarge

• AmazonGameLiftFlexMatch は、シンネットが運営する中国 (北京) リージョンで、スタンドアロンの
マッチメイキングソリューションとして使用できるようになりました。FlexMatchお客様が北京リー
ジョンでマッチメーカーを作成し、FlexMatchModeパラメーターを STANDALONE に設定できるように
なりました。AmazonGameLift マネージドホスティングまたは AmazonGameLift 以外のホスティングソ
リューションの詳細についてはFlexMatch、AmazonGameLiftFlexMatch 開発者ガイドを参照してくださ
い。

• Amazon のイベント通知を設定するときにGameLiftFlexMatch、Amazon SNS FIFO トピックを通知ター
ゲットに指定できるようになりました。詳細については、以下を参照してください。
• MatchmakingConfigurationNotificationTarget、アマゾンGameLift API リファレンス
• AmazonGameLiftFlexMatch 開発者ガイドの「FlexMatchイベント通知の設定」
• Amazon SNS FIFO のご紹介 — First-in-first-out パブ/サブメッセージング、AWSニュースブログ
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2020 年 12 月 22 日:AmazonGameLift サーバー SDK がアンリア
ルエンジン 4.25 と Unity 2020 をサポート
更新された SDK バージョン:GameLiftアマゾンサーバー SDK 4.0.2、Unreal プラグインバージョン 3.3.3

AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンには、次のコンポーネントが含まれています。

• Unreal Engine 4.25 との互換性のために、更新された Unreal プラグインが更新されました。API は変更
されませんでした。

• 既存の C# SDK バージョン 4.0.2 は、Unity 2020 との互換性が確認されています。SDK の更新は必要あ
りませんでした。

AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンを「Amazon GameLiftの使用開始」からダウンロードして
ください。

2020 年 11 月 24 日:AmazonGameLiftFlexMatch がどこでホスト
されるゲームでも使用できるようになりました
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.95

GameLiftFlexMatchAmazonは、マルチプレイヤーゲーム用のカスタマイズ可能なマッチメイキング
サービスです。当初、AmazonGameLift マネージドホスティングのユーザー向けに設計されていました
が、FlexMatch現在では、独自のオンプレミスコンピューティングやクラウドコンピューティングのプリ
ミティブタイプなどpeer-to-peer、他のホスティングシステムを使用するゲームに統合できます。Amazon 
EC2 でのゲームホスティングに AmazonGameLift FleetIQ を使用するゲームは、とのマッチメイキングを
実装できるようになりましたFlexMatch。

FlexMatchには強力なマッチメイキングアルゴリズムとルール言語を提供し、マッチメイキングプロセス
をカスタマイズするための幅広い緯度を提供し、主要なプレイヤーの特性と報告されたレイテンシーに基
づいてプレーヤーが一緒にマッチングされるようにします。さらに、プレイヤーパーティ、プレーヤーの
受け入れ、FlexMatchマッチバックフィルなどの機能をサポートするマッチメーキングリクエストワーク
フローを提供します。AmazonFlexMatchGameLift マネージドホスティングまたはリアルタイムサーバーで
使用すると、GameLiftマッチメーカーは自動的にアマゾンを使用してホスティングリソースを見つけ、新
しく形成されたマッチの新しいゲームセッションを開始します。FlexMatchスタンドアロンサービスとし
て使用する場合、マッチメーカーはマッチ結果をゲームに配信し、ホスティングソリューションを使用し
て新しいゲームセッションを開始できます。

の APIFlexMatch オペレーションは、AWS SDK とAWS Command Line Interface (AWS CLI) に含まれてい
る AmazonGameLift サービス API の一部です。このリリースには、スタンドアロンのマッチメイキングを
サポートする次の更新が含まれています。

• API リソース MatchmakingConfiguration には次の変更があります。
• 新しいプロパティ。マッチメーカーが AmazonGameLift マネージドホスティングで使用されている

か、FlexMatchModeスタンドアロンのマッチメイキングとして使用されているかを示します。
• FlexMatchMode がスタンドアロンに設定されている場合、このプロパティ
GameSessionQueueArns は必須ではありません。

• これらのプロパティは、スタンドアロンのマッチメイキングでは使用されませ
ん。AdditionalPlayerCount、BackfillMode、GameProperties、GameSessionData。

• 自動バックフィル機能は、スタンドアロンのマッチメイキングでは使用できません。

2020 年 11 月 24 日GameLift
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.95
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Amazon でサポートされている Amazon EC2 インスタンスタイプのリストに、C5a、M5a、R5a という 
3GameLift つの新しいインスタンスファミリーが含まれるようになりました。これらのファミリは、最大 
3.3 の周波数で動作する AMD EPYC プロセッサを搭載した AMD コンピューティング最適化インスタンス
で構成されています。。AMD インスタンスは x86 互換です。Amazon で現在実行されているゲームは、変
更を加えることなく AMDGameLift インスタンスタイプにデプロイできます。新しいインスタンスは、以
下のAWSリージョンで使用できます:米国東部 (バージニア北部、オハイオ)、米国西部 (オレゴンおよび北
カリフォルニア)、カナダ中央部 (モントリオール)、南米 (サンパウロ)、欧州中部 (フランクフルト)、欧州
西部 (ロンドンおよびアイルランド)、アジアパシフィック南部 (ムンバイ)、アジアパシフィック北東部 (ソ
ウル、東京)、アジアパシフィック南東部 (シンガポール、シドニー)。

新しい AMD インスタンスには次のものが含まれます。

• c5a.large、c5a.xlarge、c5a.2xlarge、c5a.4xlarge、c5a.8xlarge、c5a.12xlarge、c5a.16xlarge、c5a.24xlarge
• m5a.large、m5a.xlarge、m5a.2xlarge、m5a.4xlarge、m5a.8xlarge、m5a.12xlarge、m5a.16xlarge、m5a.24xlarge
• r5a.large、r5a.xlarge、r5a.2xlarge、r5a.4xlarge、r5a.8xlarge、r5a.12xlarge、r5a.16xlarge、r5a.24xlarge

詳細はこちら:

• Amazon ゲームテックブログ
• AmazonGameLift インスタンスの価格設定
• AMD EPYC プロセッサを搭載した Amazon EC2 インスタンス
• GameLiftアマゾンフォーラム

2020 年 11 月 11 日GameLift
更新された SDK バージョン:GameLiftアマゾンサーバー SDK 4.0.2

新しいサーバー SDK バージョン 4.0.2 では、APIStartMatchBackfill() 操作に関する既知の問題が修
正されています。このオペレーションは、マッチバックフィルリクエストに対する正しい応答を返すよう
になりました。

この問題はマッチバックフィルプロセスに影響せず、この機能の動作に変更はありません。この問題は、
マッチバックフィルリクエストのログメッセージングとエラー処理に影響している可能性があります。

AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンを「Amazon GameLiftの使用開始」からダウンロードして
ください。

2020 年 11 月 5 日:FlexMatch新しいアルゴリズムのカスタマイズ
FlexMatchユーザーは、マッチメイキングプロセスの次のデフォルト動作を調整できるようになりまし
た。これらのカスタマイズは、マッチメーキングルールセットで設定されます。AmazonGameLift SDK に
は変更はありません。

• バックフィルチケットの優先順位: 受け入れ可能なマッチを検索するときに、マッチバックフィルチケッ
トの優先順位を上げるか下げるかを選択できます。バックフィルチケットの優先順位付けは、自動バッ
クフィル機能が有効になっている場合に便利です。アルゴリズムプロパティ backfillPriority を使
用する。

• マッチの一貫性と効率性を最適化するための事前ソート:評価のためにチケットをバッチ処理する前に、
チケットプールを事前にソートするようにマッチメーカーを設定します。主要なプレイヤー属性に基づ
いてチケットを事前にソートすると、結果の試合ではそれらの属性がより類似しているプレイヤーを持
つ傾向があります。また、マッチルールで使用されているのと同じ属性で事前ソートすることで、評価
プロセスの効率を高めることもできます。strategy プロパティを「sorted」に設定したアルゴリズム
プロパティ sortByAttributes を使用します。

• 拡張待ち時間のトリガー方法を調整する：不完全なマッチで最新（デフォルト）または最も古いチケッ
トの経過時間に基づいて拡張をトリガーするかを選択します。最も古いチケットでトリガーすると、
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マッチをより早く完了させる傾向がありますが、最新のチケットでトリガーするとマッチ品質が高くな
ります。アルゴリズムプロパティ expansionAgeSelection を使用する。

2020 年 9 月 17 日:アマゾンがサーバー SDKGameLift を更新
更新された SDK バージョン:GameLiftアマゾンサーバー SDK 4.0.2

新しいサーバー SDK には、次の更新が含まれます。

• C# API バージョン: 4.0.1
• APITerminateGameSession() (p. 309) 操作はサポートされなくなりました。ProcessEnding() (p. 305)

への呼び出しを置き換え、ゲームセッションとサーバープロセスの両方を終了します。
• GetInstanceCertificate() (p. 303)操作に関する既知の問題が修正されました。
• GetTerminationTime() (p. 304)これで、オペレーションはデータ型の値を返すようになりました

AwsDateTimeOutcome。
• C++ API バージョン 3.4.1

• TerminateGameSession() (p. 275)操作のサポートは終了しました。ProcessEnding() (p. 269)への呼び
出しを置き換え、ゲームセッションとサーバープロセスの両方を終了します。

• Unreal Engine プラグインバージョン 3.3.2
• TerminateGameSession() (p. 338)操作のサポートは終了しました。ProcessEnding() (p. 336)への呼び

出しを置き換え、ゲームセッションとサーバープロセスの両方を終了します。
• OnUpdateGameSessionA F FProcessParameters (p. 341)マッチバックフィルをサポートするために

コールバック操作が追加されました。

AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンを「Amazon GameLiftの使用開始」からダウンロードして
ください。

2020 年 8 月 27 日:Amazon EC2 でのゲームホスティング用の 
AmazonGameLift FleetIQ (一般公開)
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.8.36

Amazon EC2 での低コストのクラウドベースのゲームホスティング用の AmazonGameLift FleetIQ ソ
リューションが一般に利用可能になりました。AmazonGameLift FleetIQ は、ゲームホスティングの実行
可能性を最適化することで、デベロッパーが Amazon EC2 スポットインスタンスで直接ゲームサーバーを
ホストできるようにします。ゲームデベロッパーは、AmazonGameLift FleetIQ を新しいゲームで使用した
り、既存のゲームの容量を補足するために使用できます。このソリューションは、コンテナまたは AWS 
Shield およびAmazon Elastic Container Service (Amazon ECS)などの他の AWS サービスの使用をサポー
トします。

この一般リリースには、AmazonGameLift FleetIQ ソリューションへの次の更新が含まれています。

• 新しい APIDescribeGameServerInstances オペレーションは、AmazonGameLift FleetIQ ゲーム
サーバーグループのすべてのアクティブなインスタンスのステータスを含む情報を返します。

• 新しいバランシング戦略の ON_DEMAND_ONLY では、オンデマンドインスタンスのみを使用するように
ゲームサーバーグループを設定します。ゲームサーバーグループのバランス戦略はいつでも更新でき、
必要に応じてスポットインスタンスとオンデマンドインスタンスの使用を切り替えることができます。

• 次のプレビュー要素は、一般公開のために削除されました。
• ゲームサーバーリソースのカスタムソートキーの使用。ゲームサーバーは、登録タイムスタンプに基

づいてソートできます。
• ゲームサーバーリソースのタグ付け。
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2020 年 4 月 16 日:Amazon がユニティエンジンとアンリアルエ
ンジン用のサーバー SDKGameLift を更新
更新された SDK バージョン:GameLiftアマゾンサーバー SDK 4.0.0、GameLiftアマゾンローカル 1.0.5

AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンには、次の更新されたコンポーネントが含まれています。

• Unity 2019 用の C# SDK バージョン 4.0.0
• アンリアルプラグインバージョン 3.3.1 がアンリアルエンジンバージョン 4.22、4.23、4.24 に更新され

ました。
• AmazonGameLift Local バージョン 1.0.5 が更新され、C# サーバー SDK バージョン 4.0.0 を使用する統

合をテストできるようになりました。

AmazonGameLift Server SDK の最新バージョンを「Amazon GameLiftの使用開始」からダウンロードして
ください。

2020 年 4 月 2 日:AmazonGameLift FleetIQ が EC2 でのゲームホ
スティングで利用可能に (パブリックプレビュー)
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.7.310

AmazonGameLift FleetIQ 機能は、ゲームホスティングで使用する低コストのスポットインスタンスの実行
可能性を最適化します。この機能は、マネージド AmazonGameLift サービスを介さないで直接ホスティン
グリソースを管理するお客様向けに拡張されました。このソリューションは、コンテナまたは AWS Shield 
およびAmazon Elastic Container Service (Amazon ECS)などの他の AWS サービスの使用をサポートしま
す。

詳細はこちら:

GameTechAmazonGameLift FleetIQ のブログ投稿

2019 年 12 月 19 日:AmazonAWSGameLift リソースのリソース
管理が改善されました
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.7.249

AmazonGameLift リソースを使用してAWSリソース管理ツールを利用できるようになりました。特
に、GameLiftビルド、スクリプト、フリート、ゲームセッションキュー、マッチメイキング設定、マッチ
メイキングルールセットなど、すべての主要な Amazon リソースに Amazon リソースネーム (ARN) 値が
割り当てられるようになりました。リソース ARN は、AWSすべてのリージョンで一意の一貫した識別子
を提供します。これらを使用して、リソース固有AWS Identity and Access Management (IAM) 権限ポリ
シーを作成できます。これで、リソースには ARN と、リージョン固有ではない既存のリソース識別子が
割り当てられるようになりました。

さらに、AmazonGameLift リソースでタグ付けがサポートされるようになりました。タグを使用してリ
ソースを整理したり、IAM アクセス許可ポリシーを作成してリソースグループへのアクセスを管理した
り、AWS コストの内訳をカスタマイズしたりできます。AmazonGameLift リソースのタグを管理する場合
は、AmazonGameLift API アクションTagResource()、UntagResource()、およびを使用してくださ
いListTagsForResource()。

詳細はこちら:

• TagResourceアマゾンGameLift API リファレンス内
• AWS 全般のリファレンスの「AWS リソースのタグ付け 」
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• AWSジェネラルリファレンスの Amazon リソース名

2019 年 11 月 14 日:中国 (北京)AWS CloudFormation リージョン
の新しいテンプレート、更新
更新された SDK バージョン: AWS SDK 1.7.210

AWS CloudFormationアマゾン用テンプレートGameLift

AmazonGameLift リソースをを使用して作成および管理できるようになりましたAWS CloudFormation。
既存のAWS CloudFormationビルドとフリートのテンプレートが現在のリソースに合わせて更新さ
れ、Script、キュー、マッチメーキング設定、MatchMatchルールセットに新しいテンプレートを使用でき
るようになりました。 AWS CloudFormationテンプレートを使用すると、特にゲームを複数のリージョン
にデプロイする場合に、AWS関連リソースのグループを管理する作業が大幅に簡略化されます。

詳細はこちら:

• GameLiftAWS CloudFormationユーザーガイドの Amazon リソースタイプリファレンス
• AWS CloudFormation を使用したリソースの管理 (p. 156)AmazonGameLift 開発者ガイドに記載されて

います

統合のテスト
Amazon Local を使用して、 GameLift ローカルデバイスでマネージド Amazon GameLift サービスの限定
バージョンを実行し、それに対してゲーム統合をテストします。このツールは、ゲーム統合で反復開発を
行う場合に便利です。代わりの方法-新しい各ビルドを Amazon GameLift にアップロードし、ゲームをホ
ストするようフリートを設定する場合は、毎回 30 分以上の時間がかかる場合があります。

Amazon GameLift Local では、以下の点を確認できます。

• ゲームサーバーが Server SDK と正常に統合されており、新しいゲームセッションのスタート、新しい
プレイヤーの承諾、ヘルスおよびステータスの報告を行うために、Amazon GameLift サービスと正常に
通信している。

• ゲームクライアントが正常にAWS SDK for Amazon GameLift と統合されており、既存のゲームセッショ
ンでの情報の取得、新しいゲームセッションのスタート、プレイヤーのゲーム参加、ゲームセッション
へのConnectを行うことができる。

Amazon GameLift Local は、マネージド Amazon GameLift サービスの自己完結型バージョンを開始する
コマンドラインツールです。Amazon GameLift Local には、サーバープロセスの初期化、ヘルスチェッ
ク、API コールおよびレスポンスの実行イベントログも用意されています。Amazon GameLift Local 
は、Amazon 向けのAWS SDK GameLift アクションのサブセットを認識します。呼び出しは、AWS CLI ま
たはゲームクライアントから行うことができます。すべての API アクションは、Amazon GameLift ウェブ
サービスでの実行と同じようにローカルで実行されます。

各サーバープロセスは 1 つのゲームセッションのみをホストする必要があります。ゲームセッション
は、Amazon GameLift Local へのConnectに使用する実行可能ファイルです。ゲームセッションが完了
したら、GameLiftServerSDK::ProcessEndning を呼び出して、プロセスを終了します。Amazon 
Local GameLift でローカルでテストする場合、複数のサーバープロセスをスタートできます。各プロセス
は Amazon GameLift ローカルにConnectします。その後、サーバープロセスごとに 1 つのゲームセッショ
ンを作成できます。ゲームセッションが終了すると、ゲームサーバープロセスは終了します。その後、別
のサーバープロセスをマニュアルでスタートする必要があります。

Amazon GameLift ローカルは、以下の API をサポートしています。
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• CreateGameSession
• CreatePlayerSession
• CreatePlayerSessions
• DescribeGameSessions
• DescribePlayerSessions

Amazon GameLift ローカルをセットアップ
Amazon GameLift Local は、サーバー SDK.jar にバンドルされた実行ファイルとして提供されま
す。Windows または Linux で実行でき、Amazon GameLift でサポートされる任意の言語で使用できます。

Local を実行する前に、以下のものもインストールされている必要があります。

• GameLift アマゾンサーバー SDK バージョン 3.1.5 から 4.x の構築
• Java 8

ゲームサーバーのテスト
ゲームサーバーのみをテストする場合、を使用して Amazon GameLift LocalAWS CLI サービスへのゲーム
クライアント呼び出しをシミュレートできます。これにより、ゲームサーバーが正常に実行されているこ
とと、以下の点が確認されます。

• ゲームサーバーが正しく起動し、Amazon GameLift Server SDK を初期化します。
• 起動プロセスのパートとして、 GameLift サーバーでゲームセッションをホストする準備ができているこ

とをゲームサーバーが Amazon に通知します。
• ゲームサーバーが、実行中 1 GameLift 分ごとにヘルスステータスを Amazon に送信します。
• ゲームサーバーがリクエストに応答して新しいゲームセッションを開始する。

1. Amazon GameLift ローカルを起動します。

コマンドプロンプトウィンドウを開き、GameLiftLocal.jar ファイルがあるディレクトリに移動し
て実行します。デフォルトでは、Local はポート 8080 でゲームクライアントからのリクエストをリッ
スンします。別のポート番号を指定するには、以下の例に示すように -p パラメータを使用します。

java -jar GameLiftLocal.jar -p 9080

Local が起動すると、2 つのローカルサーバー (ゲームサーバーをリッスンしているサーバーとゲーム
クライアントまたは AWS CLI をリッスンしているサーバー) が起動したことがログに示されます。ロ
グは、ゲームコンポーネントとの通信など、2 つのローカルサーバーでのアクティビティを報告し続
けます。

2. ゲームサーバーを起動します。

Amazon GameLift が統合されたゲームサーバーをローカルでスタートします。ゲームサーバーのエン
ドポイントを変更する必要はありません。

Local のコマンドプロンプトウィンドウでは、ゲームサーバーが Amazon GameLift Local サービスに
接続されていることがログメッセージに示されます。これは、ゲームサーバーが Amazon GameLift 
Server SDK を正常に初期化したこと (でInitSDK()) を意味します。示されたログパスを使用して
ProcessReady() を呼び出し、成功した場合はゲームセッションをホストする準備が完了します。
ゲームサーバーの実行中、Amazon GameLift はゲームサーバーから各ヘルスステータスレポートを記
録します。次のログメッセージの例は、正常に統合されたゲームサーバーを示しています。
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16:50:53,217  INFO || - [SDKListenerImpl] nioEventLoopGroup-3-1 - SDK 
 connected: /127.0.0.1:64247  
16:50:53,217  INFO || - [SDKListenerImpl] nioEventLoopGroup-3-1 - SDK pid is 17040, 
 sdkVersion is 3.1.5 and sdkLanguage is CSharp
16:50:53,217  INFO || - [SDKListenerImpl] nioEventLoopGroup-3-1 - NOTE: Only SDK 
 versions 3.1.5 and above are supported in GameLiftLocal!
16:50:53,451  INFO || - [SDKListenerImpl] nioEventLoopGroup-3-1 - onProcessReady 
 received from: /127.0.0.1:64247 and ackRequest requested? true
16:50:53,543  INFO || - [SDKListenerImpl] nioEventLoopGroup-3-1 - onProcessReady data: 
 logPathsToUpload: "C:\\game\\logs"
logPathsToUpload: "C:\\game\\error"
port: 1935 
         
16:50:53,544  INFO || - [HostProcessManager] nioEventLoopGroup-3-1 - Registered new 
 process true, true,
16:50:53,558  INFO || - [SDKListenerImpl] nioEventLoopGroup-3-1 - onReportHealth 
 received from /127.0.0.1:64247 with health status: healthy

考えられるエラーおよび警告メッセージには次のものがあります。

• エラー:"pID:<process ID>!ProcessReady のプロセスが見つかりませんでした InitSDK () は呼び出さ
れましたか?」

• 警告:「PID:<process ID>! のプロセスの状態はすでに存在しています ProcessReady(...) は複数回呼
び出されていますか?」

3. AWS CLI の開始

ゲームサーバーが ProcessReady() を正常に呼び出したら、クライアント呼び出しを開始できま
す。別のコマンドプロンプトウィンドウを開き、AWS CLI ツールを開始します。AWS CLIデフォルト
で、では Amazon GameLift ウェブサービスエンドポイントが使用されます。これは、次のリクエスト
例に示すように、--endpoint-url パラメータを使用して各リクエストで Local エンドポイントに
よって上書きする必要があります。

AWS gamelift describe-game-sessions --endpoint-url http://localhost:9080  --fleet-id 
 fleet-123

AWS CLIコマンドプロンプトウィンドウでは、AWS gameliftコマンドを使用すると、AWS 
CLI[Command Reference]（コマンドリファレンス）に記載されているように応答が返されます。

4. ゲームセッションの作成。

を使用してAWS CLI、CreateGameSession() リクエストを送信します。リクエストは予期される構文
に従う必要があります。Local では、FleetId パラメーターを任意の文字列 (^fleet-\S+) に設定で
きます。

AWS gamelift create-game-session --endpoint-url http://localhost:9080 --maximum-player-
session-count 2 --fleet-id 
    fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d

Local のコマンドプロンプトウィンドウでは、Amazon GameLift LocalonStartGameSession がゲー
ムサーバーにコールバックを送信したことがログメッセージに示されます。ゲームセッションが正常
に作成された場合、ゲームサーバーは ActivateGameSession を呼び出すことで応答します。

13:57:36,129  INFO || - [SDKInvokerImpl] 
        Thread-2 - Finished sending event to game server to start a game session: 
        arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d/
gsess-ab423a4b-b827-4765-aea2-54b3fa0818b6. 
        Waiting for ack response.13:57:36,143  INFO || - [SDKInvokerImpl] 
        Thread-2 - Received ack response: true13:57:36,144  INFO || - 
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        [CreateGameSessionDispatcher] Thread-2 - GameSession with id: 
        arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d/
gsess-ab423a4b-b827-4765-aea2-54b3fa0818b6 
        created13:57:36,227  INFO || - [SDKListenerImpl] 
        nioEventLoopGroup-3-1 - onGameSessionActivate received from: /127.0.0.1:60020 
 and ackRequest 
        requested? true13:57:36,230  INFO || - [SDKListenerImpl] 
        nioEventLoopGroup-3-1 - onGameSessionActivate data: gameSessionId: 
        "arn:aws:gamelift:local::gamesession/
fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d/gsess-abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890"

AWS CLIウィンドウで、Amazon はゲームセッション ID GameLift を含むゲームセッション
オブジェクトで応答します。新しいゲームセッションのステータスが [Activating] になって
いることに注目してください。ゲームサーバーが起動すると、ステータスは「アクティブ」
に変わります ActivateGameSession。変更されたステータスを確認するには、AWS CLI で
DescribeGameSessions() を呼び出します。

{ 
    "GameSession": { 
      "Status": "ACTIVATING", 
      "MaximumPlayerSessionCount": 2, 
      "FleetId": "fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d", 
      "GameSessionId": "arn:aws:gamelift:local::gamesession/
fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d/gsess-abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890", 
      "IpAddress": "127.0.0.1", 
      "Port": 1935 
    }
}

ゲームサーバーとクライアントをテストする
プレイヤーのゲームへの接続など、ゲームの完全統合を確認するには、ゲームサーバーとクライアント
の両方をローカルで実行することができます。これにより、ゲームクライアントから Amazon GameLift 
Local へのプログラムによる呼び出しをテストできます。次のアクションを確認できます。

• ゲームクライアントが、ゲームセッションの作成、既存のゲームセッションでの情報の取得、プレイ
ヤーセッションの作成など、Amazon GameLift Local サービスへのAWS SDK リクエストを正常に行っ
ています。

• プレイヤーがゲームセッションに参加しようとしたときにゲームサーバーがプレイヤーを正しく検証す
る。プレイヤーが検証されると、ゲームサーバーはプレイヤーデータ (実装されている場合) を取得でき
ます。

• プレイヤーがゲームを終了すると、ゲームサーバーが接続中断を報告する。
• ゲームサーバーがゲームセッションの終了を報告する。

1. Amazon GameLift ローカルを起動します。

コマンドプロンプトウィンドウを開き、GameLiftLocal.jar ファイルがあるディレクトリに移動
して実行します。デフォルトでは、Local はポート 8080 でゲームクライアントからのリクエストを
リッスンします。別のポート番号を指定するには、以下の例に示すように -p パラメーターを使用し
ます。

./gamelift-local -p 9080

Local が起動すると、2 つのローカルサーバー (ゲームサーバーをリッスンしているサーバーとゲーム
クライアントまたは AWS CLI をリッスンしているサーバー) が起動したことがログに示されます。
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2. ゲームサーバーを起動します。

Amazon GameLift が統合されたゲームサーバーをローカルでスタートします。メッセージログの詳細
については、「ゲームサーバーのテスト (p. 391)」を参照してください。

3. Local のゲームクライアントを設定して起動します。

Amazon GameLift Local サービスでゲームクライアントを使用するには、「」で説明されているよう
に、ゲームクライアントの設定に以下の変更を加える必要がありますGameLiftバックエンドサービス
に Amazon をセットアップする (p. 44)。

• http://localhost:9080 などの Local エンドポイントをポイントするよう
に、ClientConfiguration オブジェクトを変更します。

• ターゲットフリートの ID 値を設定します。Local では、実際のフリート ID は必要ありません。
ターゲットフリートを、fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d などの任意の有効
な文字列 (^fleet-\S+) に設定します。

• AWS 認証情報を設定します。Local では、実際の AWS 認証情報は必要ありません。アクセスキー
とシークレットキーを任意の文字列に設定できます。

Local のコマンドプロンプトウィンドウでは、ゲームクライアントをスタートすると、を初
期化し、Amazon GameLift サービスと正常に通信していることがログメッセージに示されま
す。GameLiftClient

4. Amazon GameLift サービスへのゲームクライアント呼び出しをテストします。

ゲームクライアントが以下の API 呼び出しのすべてまたはいずれかを正常に行っていることを確認し
ます。

• CreateGameSession()
• DescribeGameSessions()
• CreatePlayerSession()
• CreatePlayerSessions()
• DescribePlayerSessions()

Local のコマンドプロンプトウィンドウでは、CreateGameSession() を呼び出した場合のみログ
メッセージが生成されます。ログメッセージは、Amazon GameLift Local がゲームサーバーにゲーム
セッションのスタートを求め (onStartGameSessionコールバック)、ActivateGameSessionゲー
ムサーバーが呼び出したときに成功した場合に表示されます。AWS CLI ウィンドウでは、説明されて
いるとおり、すべての API 呼び出しによりレスポンスまたはエラーメッセージが生成されます。

5. ゲームサーバーが新しいプレイヤー接続を検証していることを確認します。

ゲームセッションとプレイヤーセッションを作成したら、ゲームセッションへの直接接続を確立しま
す。

Local のコマンドプロンプトウィンドウでは、ゲームサーバーが AcceptPlayerSession() リ
クエストを送信して新しいプレイヤー接続を検証したことが表示されます。AWS CLI を使用して
DescribePlayerSessions() を呼び出した場合、プレイヤーセッションステータスが Reserved か
ら Active に変わります。

6. ゲームサーバーがゲームおよびプレイヤーのステータスを Amazon GameLift サービスに報告している
ことを確認します。

Amazon GameLift がプレイヤーの要求を管理してメトリクスを正常にレポートするには、ゲームサー
バーは各種ステータスを Amazon にレポートする必要があります GameLift。Local が以下のアクショ
ンに関連するイベントを記録していることを確認します。AWS CLI を使用してステータス変更を追跡
することもできます。
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• [Player disconnects from a game session]（プレイヤーがゲームセッションから切断する）— 
Amazon GameLift Local ログメッセージには、RemovePlayerSession()ゲームサーバーが呼び出
したことが示されます。DescribePlayerSessions() への AWS CLI 呼び出しには、Active か
ら Completed へのステータス変更が反映されます。さらに、DescribeGameSessions() を呼び
出して、ゲームセッションの現在のプレイヤー数が 1 人減少したことを確認することもできます。

• [Game session]（ゲームセッションが終了する）— Amazon GameLift Local ログメッセージに
は、TerminateGameSession()ゲームサーバーが呼び出したことが示されます。

Note

以前のガイダンスでは、ゲームセッションを終了するときに TerminateGameSession()
を呼び出していました。このメソッドは Amazon GameLift サーバー SDK v4.0.1 で非推奨
です。ゲームセッションを終了する (p. 41) を参照してください。

• [Server process a]（サーバープロセスが終了しています）— Amazon GameLift Local ロ
グメッセージには、ProcessEnding()ゲームサーバーが呼び出したことが示されま
す。DescribeGameSessions() への AWS CLI 呼び出しには、Active から Terminated (また
は Terminating) へのステータス変更が反映されます。

ローカルとのバリエーション
Amazon GameLift Local を使用する場合は、次の点に留意してください。

• Amazon GameLift ウェブサービスとは異なり、Local はサーバーのヘルスステータスを追跡せ
ず、onProcessTerminateコールバックを開始しません。Local はゲームサーバーのヘルスレポートの
記録を停止するだけです。

• AWS SDK への呼び出しの場合、フリート ID は検証されないため、パラメータ要件を満たす任意の文字
列値 (^fleet-\S+) にすることができます。

• Local で作成されたゲームセッション ID の構造は異なります。ここに示すように、文字列 local が含
まれています。

arn:aws:gamelift:local::gamesession/fleet-123/gsess-56961f8e-db9c-4173-97e7-270b82f0daa6
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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