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Amazon Lumberyard の妥協のないクリエイティブな機能

Amazon Lumberyard へようこそ
Amazon Lumberyard は、プロフェッショナルなツール、エディター、ライブラリを備え、魅力的なリアル
タイムグラフィックス、臨場感あふれるエクスペリエンス、畏敬の念を抱かせる仮想世界、動的なビジュ
アライゼーションを作成できる、無料のハイパフォーマンス 3D エンジンです。Lumberyard は、Amazon
Web Services の機能 と Twitch のコミュニティを提供して、自分のアイデアを世界中のプレイヤー、顧
客、視聴者に結びつけることができます。

「無料」とはどういう意味ですか？
Lumberyard は無料です。シートライセンス、サイトライセンス、サブスクリプション、サポート契約、
収益シェアはありません。単に無料です。プロジェクトで AWS のサービスを使用することを選択した場
合は、それらのサービスに関連する料金がお客様負担となります。Amazon Lumberyard は常に無料で使用
でき、ニーズに合わせてツールとソースコードをカスタマイズできます。

Amazon Lumberyard の妥協のないクリエイティブ
な機能
世界クラスのエンジン
その中核において、Lumberyard は、信じられないほどのビジュアル忠実性を生み出す高性能リアルタイ
ム3Dエンジンです。 Lumberyard には、プロのデザイナー、アーティスト、開発者が期待するすべての
機能が含まれ、使い慣れたユーザーエクスペリエンスパターンにより、迅速な導入と開発が可能になり
ます。その堅牢なツールセットは、最高品質に向けた高速なイテレーションを可能にします。モジュラー
アーキテクチャに基づいて構築され、Gem フレームワークを通じて拡張できるため、Lumberyard は新し
い機能、API、アセットを簡単に追加できます。
Amazon Web Services との深い統合
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Lumberyard のオンライン機能は、Amazon Web Services に裏打ちされ、開発者に驚異的な可能性を提供
します。専用サーバー、動的コンテンツ、オンライン経済、リアルタイム統計などの共通の接続要素は、
簡単に実装および拡張できるため、プロジェクトのクリエイティブな側面に集中できます。Lumberyard
のクロスプレイ機能と Twitch の統合により、社会的に人々を参加させる新しい、斬新な方法を見つけるこ
とができます。AWS の無限の可能性は、単一のデバイスの機能をはるかに超えるエクスペリエンスを提供
できます。
学生、愛好家、独立開発者、メジャースタジオのいずれであっても、Lumberyard はクリエイティブなビ
ジョンを実現するための同じツールボックスを拡大しています。
興味がおありですか? 箱の中にあるものについては、次をお読みください。

ウェルカムガイドの内容
Lumberyard の機能 (p. 3) - Lumberyard の機能セットについて学びます。
Amazon Lumberyard の仕組み (p. 5) - Lumberyard の背後にある技術の大まかな概要。
設定 Amazon Lumberyard (p. 12) - Lumberyard でプロジェクトをダウンロード、インストール、作成し
ます。
Amazon Lumberyard を使用した作成 (p. 23) - Lumberyard のワークフローとコアツールの簡単な紹介。
その他の Lumberyard リソース (p. 51) - ビデオチュートリアル、ドキュメント、Lumberyard オンライ
ンコミュニティへのリンク。
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Lumberyard の機能
Lumberyard には、美しい世界、魅力的なキャラクター、ダイナミックなシミュレーションを作成できる
機能が用意されています。Lumberyard と Amazon Web Services および Twitch の密接な統合により、ク
ラウド接続機能を追加して世界中のプレイヤーや顧客とつながることができます。

Lumberyard の一部の機能の紹介
Twitch によるファンの獲得
Twitch ChatPlay を使用すると、Twitch のストリーマーと視聴者の間に新しいレベルのインタラクティブ
性を追加することができます。Twitch Metastream は、Twitch のストリーマーに動的なリアルタイム配信
のカスタマイズオプションを提供します。Twitch JoinIn では、Twitch のストリーマーと視聴者の直接のエ
ンゲージメントが可能になります。
堅牢なマルチプレイヤー機能の迅速な構築
Amazon GameLift を使用すると、マルチプレイヤーゲームサーバーを簡単にデプロイ、運用、スケールす
ることができます。Cloud Gem Framework を使用して、動的なコンテンツ、リーダーボード、毎日のメッ
セージを追加します。
すばらしい世界の創造
Lumberyard エディタ は、強力かつカスタマイズ可能な世界構築ツールです。複数レイヤーの広大な地形
を作成およびペイントし、風景を豊かな植物で彩り、時刻と大気の動的な効果でパノラマの空を設計し、
インタラクティブな果てしない海を作成することができます。シンプルでありながら強力なコンポーネン
トを使用して、生き生きとしたエンティティで世界を構築できます。
感情豊かなキャラクターが紡ぐストーリー
Emotion FX のデータ駆動型ツールを使用して、リアルで感情移入のできるキャラクターを作成することが
できます。Lumberyard の Animation Editor は、ブレンドツリーやブレンドスペース、ビジュアルステー
トマシン、リニアスキニングなどによってキャラクターに命を吹き込む視覚的なノードベースのインター
フェイスを提供します。Lumberyard の映像シーケンスエディタである Track View を使用することによ
り、映像で魅力的なストーリーを紡ぐことができます。
NVIDIA PhysX とパーティクルによる壮大な視覚効果
NVIDIA PhysX と NVIDIA Cloth を使用すると、静的コライダー、剛体、衣服のリアルなシミュレーション
などによって、ダイナミックでリアルタイムの物理的相互作用を実現することができます。Lumberyard
のパーティクルエディタを使用すると、すばらしい視覚効果を作成できます。
魅力的なエクスペリエンスを簡単に開発
Lumberyard を活用するために、経験豊富なプログラマーであることは必要ありません。ノードベー
スのビジュアルスクリプトエディタであり、基盤である Lumberyard の機能に簡単にアクセスできる
Script Canvas を使用すると、魅力的なシステムとエクスペリエンスを設計することができます。ま
た、Lumberyard は、スクリプト言語が持つ迅速な反復処理を好む設計者のために Lua もサポートしてい
ます。
Amazon Web Services の活用
Lumberyard では、Amazon DynamoDB、AWS Lambda、Amazon S3、Amazon Cognito、Amazon
SNS、Amazon SQS などの AWS のサービスを Cloud Canvas のツールやソリューションと組み合わせる
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ことができます。Cloud Gem Framework Gem には、AWS SDK for C++ のすべての呼び出しを実行できる
C++ クラスが用意されており、クラウドの膨大なコンピューティングリソースとストレージリソースをプ
ロジェクトで活用することができます。

サポートされているプラットフォーム
Lumberyard では、以下のプラットフォーム用のゲームを開発できます。
• Microsoft Windows PC
• Android
• iOS
• macOS
• PlayStation
• Xbox
• Linux (専用サーバーのみ)
プラットフォームによっては、追加の要件があります。
• コンソールのサポートについては、Xbox for game developers と PlayStation Partners の各ポータルを参
照してください。
• モバイルデバイスについては、ユーザーガイドの「Android ゲームと iOS ゲームを作成する」を参照し
てください。
• macOS については、ユーザーガイドの「macOS ゲームを作成する」を参照してください。
• Linux 専用サーバーについては、ユーザーガイドの「Linux 向けの Lumberyard 実行可能ファイルの作
成」を参照してください。
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Amazon Lumberyard の仕組み
Amazon Lumberyard は、ゲームやシミュレーションの開発と配信のための完全なエンドツーエンドの環境
を提供し、コンソール、モバイルデバイス、バーチャルリアリティ、Microsoft Windows PC などの、さま
ざまなプラットフォームをサポートしています。これは非常に多くの異なる機能やツールを備えた大規模
な開発環境であるため、新しいユーザー、特に従来の開発者としての経験がないユーザーは圧倒されてし
まうことがあります。このトピックでは、Lumberyard のさまざまな部分の概要と、ゲーム開発者または
デザイナー (新規またはベテラン) の役割やタスクに応じた一般的な操作方法について説明します。
Lumberyard は、ゲームの組み立てに役立つ、連携して機能する複数のツール、エディタ、システムを備
えています。この中心となるものが「Lumberyard ゲームエンジン」で、以下の機能を提供します。
• グラフィックスのレンダリングと出力
• ゲームロジックの実行
• ゲームシステムおよびコンポーネント間のメッセージング
• メモリとリソースの抽象化と管理
• 入力、音声、物理シミュレーション、ユーザーインターフェイス (UI)、人工知能 (AI)、ネットワーキン
グとマルチプレイヤー、その他の一般的なゲーム機能のマルチスレッドサポート
• アセット管理とパッケージング
エンジン自体は、実際には Gem と呼ばれるコンポーネントとモジュールの集まりです。開発時に
は、Lumberyard エディタおよびツールを使用してゲームのエンジンを組み立てます。開発を進めていく
中で、これらの gem とモジュールを選択し、追加していきます。また、Lumberyard ツールを使用して、
テクスチャ、メッシュ、サウンド、音楽、スクリプトなどのアセットを追加し、ゲームのユニークな体験
とゲームプレイを作り上げていきます。
Lumberyard は、コード、スクリプト、さまざまな GUI ベースのエディタ、コマンドラインツールなどの
個々の要素の集まりと考えてください。ゲームプロジェクトをコンパイルするとき、Lumberyard のビル
ドスクリプトでは、プロジェクトの設定に指定されているすべての要素を取り込み、ゲームを構築しま
す。ゲームには、プロジェクトで使用するように設定したもののみのエンジンの部分が含まれ、最終的
にコンパイルされたコードには、それに含めるように要求しなかった機能はほとんど含まれません。同様
に、アセットのバンドルおよび管理ツールを使用すると、ゲーム内で実際に使用するアセットのみを含め
て出荷できるようになります。
Lumberyard でのゲームは Lumberyard エディタを使用するだけで構築できますが、 (作成するアセットと
スクリプトのほかには)、用意されている Gem とツールのみを使用するように制限されます。ただし、あ
らかじめ用意されているもの以外の機能やシステムをサポートするように Lumberyard を進化させたい場
合は、続きをお読みください。

Lumberyard フレームワークの概要
Lumberyard インストールは、ゲームで使用するための 100 以上の gem やモジュールを含む、組み合わ
せが可能なさまざまな要素を含むサンドボックスを提供します。高レベルの概念では、Lumberyard はフ
レームワークとして捉えてください。これは、新しい機能を追加したり、ゲームで使用する予定がない機
能を削除したりできる概念構造です。何らかの動作を変更または拡張する必要がある場合は、大規模に構
築されたコードファイルのセットを使用して、ゲームのコードをハッキングしたり、機能をリファクタリ
ングしたりする必要はありません。単に、変更する機能を含む gem またはモジュールのみを操作すること
ができます。モジュール性に焦点を当てることで、意図しない回帰によってゲーム全体の進行を危険にさ
らすことなく、さまざまな機能変更を安全に試すことができます。
Lumberyard の中心となるものは AZFramework ライブラリです。このライブラリは、すべてのシステム、
モジュール、および Gem をゲームのインフラストラクチャに関連付けます。イベントバス (EBus) シス
テムは、これらのシステム、モジュール、Gem の DLL 間で要求メッセージングと通知メッセージングを
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提供します。開発者は、必要な機能を定義する C++ API ヘッダーで定義されたメソッドを実装する C++
コードを記述します。
デフォルトでは、Lumberyard は PC の {drive-letter}:\Amazon\Lumberyard\{lumberyardversion-number}\ にインストールされます。その下には \dev と \3rdParty の 2 つのフォルダがあ
ります。ここでは、\dev の最も重要な内容について見ていきます。\dev には、AZFramework、さまざまな
Gem インターフェイスとモジュールインターフェイスのすべてと EBus インターフェイスが定義されてい
ます。また、スクリプト、サンプル、エディタアセットも含まれています。
• \dev\Bin64vc142 (または 1.24 より前のバージョンでは \dev\devBin64vc141) には、アセットビ
ルダーライブラリ、 Lumberyard エディタモジュール (プラグイン)、ライブラリ (\EditorPlugins の
下) などが含まれています。ビルドおよび設定ログは、\Logs に含まれています。
• \dev\Code には、Lumberyard のコア機能を拡張するために作成するコードに含める C++ API ヘッ
ダーが含まれています。これらは、拡張するシステムまたは機能ごとのフォルダにまとめられていま
す。それらのほとんどは、EBus を介して関連する Lumberyard システムまたは機能に接続するために実
装する仮想インターフェイスであるか、使用することが予期される型およびテンプレートの定義を含ん
でいます。具体的には次のとおりです。
• \Code\CryEngine には、CryEngine システムおよび機能用の API ヘッダーと C++ コードファイル
が含まれています。3D レンダラー、従来の物理エンジン、GridMate ネットワークエンジン、または
CryEngine の他のコンポーネントを含む CryEngine の動作を微調整する必要がある場合は、このディ
レクトリにあるソースファイルから始めます。
• \Code\Framework には、AZFramework API が含まれています。AzFramework は、Gem、システム
エンジン、EBus を含むすべてのシステムを定義するコアの Lumberyard フレームワークです。
• \Code\Framework\AzCore\AzCore: Lumberyard のシステム、モジュール、Gem と相互作用す
るためのすべての API が含まれています。Lumberyard のデフォルト機能を拡張する場合は、必要
なすべての API がここに含まれています。
• \Code\Framework\GridMate: GridMate ネットワーク API が含まれています。
• \Editor には、Lumberyard エディタのすべてのアセット、スクリプト、設定ファイルと、マテリアル
エディタ、UI キャンバスエディタ、パーティクルエディタなど、管理対象のさまざまなエディタが含ま
れています。
• \Engine には、Lumberyard のデフォルトのアセットバイナリ、スクリプトファイル (.lua)、エンティ
ティ設定ファイル (.ent)、マテリアル定義ファイル (.mtl)、シェーダ拡張機能 (.ext)、エンジン設定
ファイルがすべて含まれています。
• \Gems には、Lumberyard に同梱されている Gems のすべてのソースファイルとビルドファイルが含ま
れています。新しい Gem を作成するときは、ここにコードを追加してソースを構築し、プロジェクト
コンフィギュレータを使用して Gem を有効にします。
• \ProjectTemplates には、ゲームの開発用に Lumberyard を初期設定するときに選択できるゲームプ
ロジェクトテンプレートが含まれています。
• \SamplesProject と \StarterGame には、レビューの対象となるサンプルと完全なゲームレベルが
含まれいます。
• \Tools には、ゲームの開発中に使用する、以下を含むツールや SDK が数多く含まれています。
• \Tools\AWSNativeSDK: ネイティブ言語で Amazon のクラウドサービスを操作するためのさまざま
なプラットフォーム固有の SDK を取得するためのスクリプトが含まれています。
• \Tools\AWSPythonSDK: Amazon のクラウドサービスを操作するための Python SDK が含まれてい
ます。
• \Tools\AzCodeGenerator: AZ コードジェネレーターのバイナリおよび設定ファイルが含まれてい
ます。AZ コードジェネレーターは、特別にタグが付けられたソースコードからソースコード (あるい
は任意のデータまたはテキスト) を生成するコマンドラインユーティリティです。詳細については、
「AZ コードジェネレータを使用した定型コードの自動化」を参照してください。
• \Tools\build: lmbr_waf コマンドラインビルドユーティリティを含む、Waf でゲームプロジェク
トを構築するためのスクリプトとツールが含まれています。
• \Tools\CrySCompileServer: CryEngine シェーダーコンパイラーサービスの実行可能ファイルと
ライブラリが含まれています。
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• \Tools\LuaRemoteDebugger: Lua スクリプトリモートデバッグツールの実行可能ファイルとライ
ブラリが含まれています。
• \Tools\Python: すべての基本的な Python ライブラリとインタプリタが含まれていま
す。Lumberyard は 3.7.5 以降のバージョンをサポートしています。
• \Tools\Redistributables: DirectX や Visual Studio DLL などの、ゲームに同梱できる共通のパッ
ケージとファイルが含まれています。
• \Tools\RemoteConsole: Lumberyard リモートコンソールアプリケーションが含まれています。
Lumberyard には Lmbr_waf.exe、 Lmbr.exe の 2 つのコマンドラインツールも用意されています。これ
らのツールを使用すると、ゲームプロジェクト全体を管理し、開発中にゲームプロジェクトの詳細を設定
できます。
• Lmbr.exe—Gem、機能、サードパーティー製ツールおよびパッケージを管理、追跡するための一連の
コマンドを提供します。
• Lmbe_waf.exe—Waf ビルド自動フレームワークを使用して、ゲームプロジェクトのビルドとパッケー
ジングを自動化するための一連のコマンドを提供します。
これらすべての部分と、ここに記載されていない部分が Lumberyard を定義し、これらをゲームの構築に
使用できます。Lumberyard システムを組み込み、独自のシステムを開発していく課程では、これらの間
の通信が必要になります。そのために、EBus が用意されています。

Gem の使用
Lumberyard の機能の多くは Gem を通じて実装されます。 Gem は、機能を追加するためにプロジェクト
で有効にできるパッケージ化された拡張機能です。Gem には、モジュールコード、アセット、スクリプ
ト、サポートファイル、他の Gem への参照などが含まれています。Gem を使用すると、プロジェクトに
必要な機能を選択し、不要な機能を除外できます。すべてをモジュール化し、必要なものだけを使用する
ことによって、Gem システムは反復処理を高速にします。アセットコレクション、コードサンプル、コン
ポーネント、ライブラリ、ツール、さらにはゲームプロジェクト全体は Gem として配布できます。
Gem は、プロジェクトコンフィギュレータ でプロジェクトを作成するときに有効にします。いつでも
プロジェクトコンフィギュレータ に戻って、追加の Gem を有効にしたり、未使用の Gem を無効にした
りできます。最初のプロジェクトを作成するときは、プロジェクトコンフィギュレータ の [Enable Gem
(Gems の有効化)] オプションをクリックして、利用可能な Gem のリストを確認してください。一部の
Gem はコアシステムであり、すべての Lumberyard プロジェクトで必要です。その他の Gem は既存の
Gem の拡張機能であり、プロジェクトでその依存関係を有効にする必要があります。有効にする Gem
は、プロジェクトのビルド時に自動的に検出され、構築されます。
独自の Gem を作成し、独自のコードやアセットを簡単に再利用して配布できます。Gem の作成について
理解を深めるには、Lumberyard インストールの Gem ディレクトリを見て、そこに含まれている Gem を
調べます。独自の Gem の作成プロセスは プロジェクトコンフィギュレータ を経由して行われます。これ
はプロジェクトの作成と非常によく似ています。

EBus を使用したシステム間のメッセージング
Lumberyard のすべての Gems とシステム、およびプロジェクト内のコンポーネントには、相互に通信す
る手段が必要です。Lumberyard では、イベントバス (略して EBus) と呼ばれる汎用通信システムを使用し
ます。
前述のように、Gem とシステムは通常は DLL として実装されます。EBus は、それらの間の通信を行う
ため、具体的には、ある Gem またはシステム内の関数を別の Gem またはシステムから呼び出すために
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使用されます。EBus は、これらの DLL 間の呼び出しを許可する要求とパブリッシュ/サブスクライブイベ
ントインターフェイス (バス) の両方を提供します。たとえば、カスタム物理動作用の Gem を作成してい
て、CryEngine レンダラーにデータを提供したい場合は、Gem に EBus インターフェイスを実装します。
デフォルトのインストールには、ヘッダーとして出荷される Gems およびシステム DLL のインターフェイ
スが提供されます。これらの DLL の機能を使用するには、これらのヘッダーでインターフェイスを使用し
て、単一のキャスト (イベント) またはブロードキャスト (ブロードキャスト) イベントに登録するか、デー
タ要求ファンクタをリクエストバスハンドラーに提供します。
同様に、独自の gem から機能を公開し、別のシステムにデータを提供するには、対応するヘッダーファ
イルで宣言された仮想インターフェイスを継承し、Gem のクラスでそのインターフェイスのハンドラーを
実装した後、そのハンドラーを EBus システムに登録する必要があります。具体的には、作成したハンド
ラーを EBus に登録します。これにより、クラスメソッドへのポインタがターゲットシステムに渡される
か、サブスクライブしているシステムに通知が投稿されます。
Gem コードでは、実装された EBus ハンドラーの接続と切断も管理します。EBus は、登録されているす
べてのファンクタ (関数ポインタ) を呼び出すハンドラのリストにすぎません。
DLL 間で通信するために必要なインターフェイスが 1 つしかないシングルトンハンドラーの場合は、EBus
を使用せずに AZ# Interface と AZ: Event を直接使用することを検討してください。
EBus には 2つのタイプがあります。
• リクエストバス: この EBus タイプは、他のシステムから呼び出すことができるメソッドのハンドラーを
登録します。
• 通知バス: この EBus タイプは、システムが公開またはサブスクライブできる通知のメッセージングイン
ターフェイスを提供します。
EBus には、従来のポーリング方法よりも多くの利点があります。
• 抽象化 – システム間のハードの依存関係を最小限にします。
• イベント駆動型プログラミング – ポーリングパターンを不要にすることで、ソフトウェアの拡張性とパ
フォーマンスを向上させます。
• よりクリーンなアプリケーションコード – メッセージが何によって処理されているか、メッセージが確
実に処理されているかを心配せずに、メッセージを安全にディスパッチできます。
• 同時実行 – さまざまなスレッドからのイベントをキューに追加し、別のスレッドや分散システムアプリ
ケーション上で安全に実行できます。
• 予測可能性 – 特定のバス上でのハンドラーの順序付けをサポートします。
• デバッグ – 報告、プロファイリング、詳細分析の目的でメッセージをインターセプトします。
EBuse は設定可能であり、さまざまなユースケースに対応します。
• グローバル関数の直接呼び出し。
• 複数のハンドラーに対する処理のディスパッチ。
• すべての呼び出しのキューへの追加 (コマンドバッファに似た動作)。
• アドレス指定可能なメールボックス。
• 強制的な配信。
• キューを使用した配信。
• ネットワークメッセージまたは他のコマンドバッファへの関数呼び出しの自動マーシャリング。
EBus の使用方法の詳細については、以下を参照してください。
• イベントバス (EBus) システムを使用する
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• イベントバスの詳細

コンポーネントエンティティシステム
しかし、ゲームプロパーに実際に含まれているゲームの部分についてはどうでしょうか? Lumberyard に
は、コンポーネントエンティティシステム と呼ばれるそのためのモデルが用意されています。
コンポーネントエンティティシステム を理解することは、Lumberyard を使用するための基本になりま
す。これは概念的にはシンプルです。プロジェクト用に作成するゲーム内オブジェクトは、それぞれ固有
の ID とコンテナを持つエンティティです。各エンティティには、機能を提供するコンポーネントが含ま
れています。提供される機能コンポーネントは幅広く、プリミティブ形状、メッシュ、音声、人工知能動
作、アニメーション、視覚効果、物理現象、スクリプトなどが含まれています。ツールおよびデバッグ機
能を提供するコンポーネントもあります。
たとえば、開閉できるドアエンティティを作成するとします。そのために、メッシュと 2 つの音声ファイ
ルを作成しました。ここで、ドアに必要な機能を考えてみましょう。
• ドアモデルを表示する。
• ドアの開閉時に音声ファイルを再生する。
• ドアが閉じているときにドアを通ることを防ぐ。
• ドアの開閉をアニメーションで表す。
• 何らかのメカニズムでドアの開閉をトリガーする。
ドアエンティティが必要とする機能を把握して、ゲームの世界での存在や、プレイヤーがドアを操作する
方法など、ドアの各側面のエンティティにコンポーネントを追加します。メッシュコンポーネントは、
ゲームの世界にあるドアを視覚的に表します。音声トリガーコンポーネントは、開閉時に音声を提供しま
す。PhysX コライダーコンポーネントは、ドアが閉じているときにプレイヤーがドアを通ることを防ぎ
ます。スクリプトキャンバスコンポーネントは、ドアの開閉時の動作 (アニメーションやサウンドの再生
など) を定義します。モデル化する必要がある動作が何であれ、各エンティティはそれをサポートするコ
ンポーネントの集まりを持ちます。すべてのエンティティに共通するコンポーネントは変換コンポーネン
トだけです。このコンポーネントは、ゲームの世界でのエンティティの位置、方向、スケールを提供しま
す。
エンティティは簡単に理解して作成できますが、複雑になることもあります。エンティティが多くの機能
を必要とする場合、コンポーネントのリストは急速に拡大します。独自のアニメーションと音声を含む
ラッチをドアに追加したい場合はどうなりますか? ドアに割れ物のガラス窓を追加したい場合はどうなり
ますか? 突然、エンティティは 5 つのコンポーネントから数十のコンポーネントになります。ここでスラ
イスの出番になります。
スライスは、エンティティと同様に、変換動作を持つコンテナです。スライスは、コンポーネントではな
く、設定済みエンティティを 1 つ以上含みます。他のスライスを含む場合もあります。より複雑なドアを
作成するには、最初のドアエンティティ、ラッチとそのコンポーネント用の 2 番目のエンティティ、割れ
物のガラス窓とそのコンポーネント用の 3 番目のエンティティを用意します。これらの 3 つの小さなエン
ティティは、再利用可能で完全に機能するドアアセットを提供するスライスにまとめられます。他のソフ
トウェアでプレハブと呼ばれる同様の概念を耳にされたことがあるかもしれません。Lumberyard では、
スライスは、単一の再利用可能なアセット内のエンティティやその他のスライスの集まりです。
スライスに適用された動作は、そのスライスに含まれるすべてのエンティティにカスケードされ、そのエ
ンティティのコンポーネントに達する場合があります。しかし、窓の粉砕をドアラッチに適用することは
意味をなさないので、この逆は成り立ちません。
スライス > エンティティ > コンポーネントの階層を内在化した後は、これらの概念を使用して、ゲームの
レベルや世界に挿入できるさまざまな要素を開発する方法を検討してください。
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Lumberyard アセットパイプライン
これまでに、Lumberyard インストールに含まれているもの、Lumberyard の基本的なフレームワーク、さ
まざまな部分が相互に通信する方法、ゲーム内でオブジェクトを表す方法について説明してきました。し
かし、ゲームのアセットを作成および管理するにはどうすればよいでしょうか。 結局のところ、ドアは何
らかの表現を持たなければ、ゲームに真に存在することになりません。
Lumberyard では、アセットをリソースファイルとして定義し、ディスクに保存し、何らかの方法でプロ
ジェクトで使用します。アセットには、ユーザーインタフェースのフォント、草の生い茂った地形のテク
スチャを含むビットマップファイル、成形した岩メッシュ、キャラクターのアニメーションなどがありま
す。一部のアセットは Lumberyard で作成される場合があります。ゲームパッドのボタンをプロジェクト
の入力イベントにマップする、inputbindings と呼ばれる特殊なファイルと、表面の物理プロパティを記述
する physicsmaterials と呼ばれる特殊なファイルは、どちらも Lumberyard の アセットエディタ で作成さ
れます。
多くの理由 (主にパフォーマンス上の考慮事項) により、これらの異なるアセットは、オペレーティングシ
ステム固有のゲーム対応データに変換しない限り、Lumberyard で使用できません。ディスク上のソース
アセットファイルからゲーム対応データに移行するまでのこのプロセスは、アセットパイプライン です。
この処理は、アセットプロセッサ によって自動的に実行されます。
アセットプロセッサ は、プロジェクトのディレクトリでファイルの変更を継続的にスキャンするバックグ
ラウンドプロセスです (実行中のタスクトレイにアイコンが表示されます)。変更が検出されると、アセッ
トプロセッサ は設定可能なルールを使用して、変更を処理する方法を決定します。目的は、各 OS、およ
びアセットキャッシュと呼ばれるロケーションにある各ゲームディレクトリに対応する、すべてのアセッ
トのゲーム対応バージョンを用意することです。アセットキャッシュはアセットディレクトリとは別に維
持されており、アセットプロセッサ によって自動的にソースアセットから全体的に再構築されます。
アセットキャッシュには、プロジェクトを実行するために必要なすべてのファイル (実行可能ファイルと
関連ファイルを除く) の完全なイメージが含まれています。アセットプロセッサ はイメージを最新の状態
に保ち、新しいファイルをプロジェクトランタイムと Lumberyard エディタ でできるだけ早く使用できる
状態にします。プロジェクトランタイムは、アセットキャッシュからのみアセットをロードし、アセット
ソースディレクトリから直接ロードすることはありません。
現代のゲームのようなプロジェクトは、複数のターゲットオペレーティングシステムのために監視およ
び処理する必要がある何千ものアセットを含んでいる場合があります。この複雑さを管理するために、ア
セットパイプライン は完全に設定可能になっています。以下に、使用可能な設定オプションの一部を示し
ます。
• 変更を監視するディレクトリを指定します。
• ターゲットオペレーティングシステムを指定し、ターゲットオペレーティングシステムごと アセットパ
イプライン の動作を調整します。
• 同時処理タスクの数を設定します。
• メタデータ情報を使用してファイルの種類を関連付け、アセットを並列処理します。
• 独自のアセットタイプを アセットパイプライン に追加します。
• アセットをビルドサーバー上でバッチ処理します。
出荷の準備をするときは、プロジェクトで使用するアセットをパッケージ化する必要があります。小規模
なプロジェクトでも、複数のバージョンのアセットを含む数百ものアセットを持つ場合がありますが、そ
の多くは最終プロジェクトでは必要ありません。出荷する必要があるアセットを手動で追跡して判断する
のは面倒で、時間がかかる作業であり、エラーが起こりやすくなります。アセットバンドラ はこれを解決
します。
アセットバンドラ は、ゲームのリリースに使用される特定のアセットの出荷をより信頼性と再現性のある
ものにします。信頼性は、基盤となる依存関係システムに基づいています。プロジェクトに変更を加え、
アセットを追加、削除、または更新すると、アセットバンドラ は依存関係を使用して、含めるアセット
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を自動的に判断します。再現性は、アセットバンドラ を実行するたびに一貫性を提供する基盤となる設定
ファイルに基づいています。

Lumberyard フレームワークのスクリプト
これで、アセットを作成し、スライス、エンティティ、コンポーネントを使用してゲーム内で定義しまし
た。動き回ることのできる空のレベルまたは世界が用意されていますが、ゲームはどこにあるのでしょう
か。 そこでスクリプトの出番です。
Lumberyard には、ロジックと動作を作成するための、Script Canvas と Lua という 2 つのスクリプトテク
ノロジーが含まれています。
Script Canvas は視覚的なスクリプト環境です。Script Canvas エディタでは、ロジックフローを視覚的に
表現するグラフィカルノードを作成、接続、および再配置します。Script Canvas は、Lua や C++ と同じ
フレームワークを使用して動作を作成するための、親しみやすく、わかりやすい環境を提供します。Script
Canvas を使用すると、コーディングの知識がなくてもスクリプトを作成できます。
Lumberyard の Script Canvas を有効にするには、Script Canvas Gem を有効にする必要があります。
Lua は強力で高速であり、軽量で組み込み可能なスクリプト言語です。Lua ではプロジェクトに迅速なイ
テレーションを導入します。ソースコードを再コンパイルすることなく変更をすぐに実行できるためで
す。
Lumberyard の機能は、動作コンテキストを通じて Script Canvas や Lua に公開されます。動作コンテキス
トはランタイムコードを反映し、C++ のクラス、メソッド、プロパティ、定数、列挙型へのバインディン
グを提供することでスクリプトにアクセスできるようにします。また、動作コンテキストは Lumberyard
の EBus のバインディングを提供するので、Script Canvas や Lua を通じてイベントをディスパッチして
処理できます。
Script Canvas と Lua の両方の機能は、コンポーネントを介してエンティティに追加されます。スクリプ
トコンポーネントは複数保持し、エンティティ内の Lua と Script Canvas 間で自由に組み合わせることが
できます。このアプローチにより、プロジェクト全体で再利用できるロジックと動作の小さな管理しやす
いモジュールを作成できます。

さらなる学習
ご想像のとおり、Lumberyard にはより多くの機能が備わっていますが、これまでに得た情報を開始点と
して、ドキュメントやコードでさらなる詳細を検索してください。以下は、さらなる詳細を得るために役
立つ追加のリンクです。
Lumberyard の使用開始に役立つ動画については、「 入門チュートリアルシリーズ」をご覧ください。
使用開始に役立つドキュメントについては、次のトピックを参照してください。
•
•
•
•
•

Lumberyard エディタ
プログラミングの概念
Gem
コンポーネントエンティティシステム
コンポーネントのリファレンス

•
•
•
•

エンティティとコンポーネントのプログラマーガイド
Emotion FX Animation Editor
Script Canvas
Lua Editor
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設定 Amazon Lumberyard
Amazon Lumberyard には、次の2つのインストールプロセスがあります。
1. インストーラー アプリケーションのダウンロード、抽出、インストール Lumberyard.
2. セットアップアシスタント 追加のソフトウェア・ベースの構成とインストール ニーズについて理解し
ます。すぐに Lumberyard エディタ と エクスプレスインストール またはカスタマイズ Lumberyardの
機能 開発ニーズを カスタムインストール.
後 Lumberyard がインストールされている場合は、 プロジェクトコンフィギュレータ 選択するには また
は新規プロジェクトを作成します。以下のセクションでは、 Lumberyard インストールプロセスをガイド
します。

セットアップのトピック
• Amazon Lumberyard システム要件 (p. 12)
• インストール中 Amazon Lumberyard (p. 14)
• の設定 Amazon Lumberyard 環境と セットアップアシスタント (p. 15)
• 管理 Lumberyard プロジェクトコンフィギュレーターを使用したプロジェクト (p. 18)

Amazon Lumberyard システム要件
Lumberyard は、 次のセクションに続きます。ディスク容量とRAMの要件は、 インストール時に選択しま
す。

システム要件
高性能で最新のリアルタイム 3D ゲームを実行できるシステムの場合は、 確認するために、これらの詳細
な要件を確認してください。
Lumberyard Windows 10が必要です。

Lumberyard ハードウェアの最小要件:
• 3 GHz クアッドコア・プロセッサー
• 8 GB RAM
• 2 GB VRAM DirectX 11 以降対応のビデオカード
• NVIDIA GeForce GTX 660 Ti、ドライバ バージョン 368.81 以降
• AMD Radeon HD 8730M、ドライババージョン16.15.2211以降
• 60 GBの空きディスク領域

Note
エンジン、エディタ、またはツールを構築するオプションを セットアップアシスタント、 コンパ
イルには14 GBのRAMが必要です。
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一部の高度なグラフィックス機能には、DirectX 12 以降の互換ビデオが必要です。 カード。
必要な空きディスク容量は、次の場合に選択するオプションによって異なります。 インストール
Lumberyard.

Prerequisites
_を使用できます。 Lumberyard エディタ およびツールを追加でインストールする必要はありません。
宛先 新しいプロジェクトを作成するか、高度な開発機能を使用する Lumberyard開発者が必要です 環
境。Microsoft Visual Studioの以下のバージョンのいずれかが必要です。
• Microsoft Visual Studio 2019 バージョン 16.2.4 またはそれ以降。
• Microsoft Visual Studio 2017 バージョン 15.9.14 またはそれ以降。
Microsoftは、個々の開発者に無料でVisual Studio Communityエディションを提供しています。詳細および
Visual Studio Communityをダウンロードしてインストールするには、 Visual Studioコミュニティ ポータ
ル。
Visual Studio 2017および2019の必須機能
デフォルトの Visual Studio インストールには、 は、によって要求されています Lumberyard. 次のVisual
Studio機能が 有効:
1. _を起動します。 Visual Studioインストーラ ダウンロードから ディレクトリまたは スタートメニュー
既にインストール済みの場合は Visual Studio。
2. Visual Studioをインストールした場合は、 詳細 - 変更 使用するVisual Studioのバージョンで
Lumberyard.
3. の ワークロード タブ:
• 選択 C++ によるゲーム開発.
• の インストールの詳細 パネルの 右側で、少なくとも1つ選択してください Windows 10(Windows
10) SDK(SDK).
4. の 個々のコンポーネント タブ、下 コンパイラ、ビルドツール、ランタイム、 VC++ ツールセット イン
ストールされているバージョンに対応する ビジュアルスタジオ:
• ビジュアルスタジオ2017: 少なくとも 1つのバージョン VC++ 2017 ツールセット.
• ビジュアルスタジオ2019: 少なくとも 1つのバージョン MSVC v142 - VS 2019 C++ x64/x86 ビルド
ツール.
• (オプション)Visual Studio 2017ツールセットを使用して構築するには、 選択 MSVC v141 - VS
2017 C++ x64/x86 ビルド ツール.

Visual C++ 再配布可能パッケージ
Lumberyard インストーラー は、必要な インストール処理中の Visual C++ 再配布可能パッケージ。状況に
よっては、これらの再配布可能な パッケージが失敗する可能性があります。見つからない Visual C++ ラ
ンタイムを受信した場合 .dll 実行中のエラー Lumberyard インストーラ、 Lumberyard セットアップア
シスタント、または プロジェクトコンフィギュレータ、以下を実行します。
1.

Visual Studio 2012 および Visual Studio 2019 の Visual C++ 再配布可能インストーラーが正常に実行
されていることを確認します。 がダウンロードされました。インストーラは、対応する ビジュアルス
タジオ のディレクトリ lumberyard_version\dev\Tools\Redistributables\ ディレクトリ。

2.

Visual Studio 2012 および Visual Studio 2019 の Visual C++ 再配布可能インストーラーがダウンロー
ドされていない場合 による Lumberyard インストーラ、Microsoftからインストーラを手動でダウン
ロードします。
• Visual Studio 2012 用 Visual C++ 再配布可能
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13

Amazon Lumberyard ウェルカムガイド
インストール

• Visual Studio 2019 用 Visual C++ 再配布可能
3.

両方の Visual C++再配布可能インストーラーを実行します。

4.

を再試行します Lumberyard Visual Studioの再配布用ファイルが正常にインストールされた後にイン
ストールされます。

Note
Visual Studio 2019 用 Visual C++ 再配布用には、 Visual Studio 2015および2017の再配布用ファ
イル

インストール中 Amazon Lumberyard
以下のダウンロードリンクを使用して、最新の Lumberyard インストーラー アプリケーション。

を実行する Lumberyard インストーラー
_に移動します。 Downloads ディレクトリと実行 LumberyardInstaller.exe ダウンロード、抽出、
インストール Lumberyard.

デフォルト Lumberyard インストールパスは C:\Amazon\Lumberyard\。 宛先 別のインストール パスを
設定し、Options ボタン。_を選択 Install ボタンをクリックしてインストールを開始します。このプロセス
は、 インターネット接続速度によって、しばらく時間がかかります。

Note
状況によっては、 Lumberyard インストーラーはハングして、進行を拒否することができます。
現時点で唯一知られている救済 Windows Task Manager を使用してインストーラを強制的に終了
し、再起動してから、インストールを再試行します。
インストーラは、 インストールが正常に完了しました メッセージ。をクリック 起動 Lumberyard セット
アップアシスタント セットアップを続行します。

Lumberyardの実行可能ファイル
LumberyardInstaller.exe デスクトップ上にショートカットを作成し、 3つのアプリケーションのス
タートメニュー:
セットアップアシスタント (p. 15)
セットアップアシスタント 設定 Lumberyardの環境(あなたの開発状況による) 追加のソフトウェアと
SDKSをダウンロードしてインストールします。以下を使用できます。 セットアップアシスタント い
つでも、開発機能を Lumberyard 環境。
SetupAssistant.exe は、 lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.
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プロジェクトコンフィギュレータ (p. 18)
あり プロジェクトコンフィギュレータ作成、構成、設定、ビルド プロジェクト。実行時 プロジェク
トコンフィギュレータ ご覧のように 学習に役立ついくつかのサンプルプロジェクト Lumberyardの 機
能。
ProjectConfigurator.exe は、 lumberyard_version\dev\Bin64vc141_or_vc142.
Lumberyard エディタ (p. 28)
Lumberyard エディタ はです Lumberyardのコアアプリケーション。内 Lumberyard エディタ、 組
織、アセット、およびプロジェクトとの相互作用。
Editor.exe は、 lumberyard_version\dev\Bin64vc141_or_vc142.

Lumberyardのディレクトリ構造
デフォルト Lumberyard 設置場所は C:\Amazon\Lumberyard\lumberyard_version\。 ルートディレ
クトリには、次のディレクトリとファイルが含まれます。
• dev
• _WAF_: Wafビルドシステムファイル。
• Bin64: のバイナリおよび構成ファイル リソースコンパイラ.
• Bin64vc141: のバイナリおよび構成ファイル Visual Studio 2017。
• Bin64vc142: のバイナリおよび構成ファイル Visual Studio 2019。
• Code: のソースファイルとソリューションファイル Lumberyard エンジンとツール。
• Editor: エディターアセット。
• Engine: エンジン資産。
• Gems: モジュラーコンポーネントとアセット。
• MultiplayerSample: マルチプレイヤー サンプル プロジェクト マルチプレイヤーゲームを コン
ポーネントエンティティシステム.
• ProjectTemplates: 構成ファイル、ライブラリ、 空のテンプレートのスクリプト。
• SamplesProject: サンプル プロジェクト。
• StarterGame: 3D のフルサンプルゲーム 環境、イベントスクリプト、基本的な敵のAI。
• Tools: サードパーティ製ツールおよびプラグイン。
• engineroot.txt: が要求するシステムファイル Lumberyard セットアップアシスタント ディレクト
リを確認します。
• 3rdParty
• 使用またはコンパイルに必要なサードパーティソフトウェア Lumberyard.
• 3rdParty.txt: 他のユーザーが使用するシステムファイル ディレクトリを検証するためのサード
パーティ ツール。

の設定 Amazon Lumberyard 環境と セットアップア
シスタント
Lumberyard セットアップアシスタント 設定およびメンテナンスを行います。 Lumberyard 開発環境に基
づいて ニーズがあります。から続行する場合は、 インストール中 Amazon Lumberyard (p. 14), セット
アップアシスタント がデスクトップ上で実行されています。 セットアップアシスタント 起動することも
できます メニューまたはデスクトップのショートカット。
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Lumberyard セットアップアシスタント は、いくつかの重要な機能を実行します。
• 必要なランタイム ソフトウェアがあることを確認します。
• 必要な SDK が揃っていることを確認します。
• Photoshop や Maya などの検出されたコンテンツ アプリケーション用のプラグインを提供します。
• レジストリ設定、パス、ライブラリを検証します。

初回のランでは Lumberyard セットアップアシスタント 2つの選択肢があります エクスプレスインストー
ル および カスタムインストール. コンテンツは 作成者, デザイナーや アーティスト, コードをコンパイ
ルしないか、またはすぐにジャンプして Lumberyard エディタ および ツール、選択 エクスプレスインス
トール. いつでも セットアップアシスタント 追加する 開発機能。設定する場合は、 Lumberyard コード開
発の場合は、 カスタムインストール.
実行する必要があります セットアップアシスタント 定期的に、特に 設定とパスを検証および修復しま
す。また、 セットアップアシスタント と 特定のディレクトリ構造を簡単に統合するための構成ファイ
ル。

Note
一部 セットアップアシスタント オプションには、サードパーティ製ソフトウェアとライセンスの
インストールが必要です。 サードパーティをインストールする前に、必ずサービス条件を確認し
てください。 ソフトウェア。

Lumberyard セットアップアシスタント カスタム イン
ストールカスタムインストール
あり カスタムインストール、どのように使用するかを指定します。 Lumberyard. セットアップアシスタン
ト サードパーティソフトウェアをダウンロードし、環境が適切に機能していることを検証する 選択に基づ
いて構成されます。
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1. カスタム インストールは、使用する方法の指定から始まります。 Lumberyard.

2. _を確認します パス があなたの Lumberyard インストール。
3. 能力開発のニーズに基づいて、オプションを選択してください。
• ゲームプロジェクトの実行
• を実行する Lumberyard エディタとツール
• ゲーム コードのコンパイル* - 新規プロジェクトを作成する場合は、このオプションを選択します。
付き Lumberyard.
• エンジンと資産パイプラインのコンパイル* - 行う場合は、このオプションを選択します。 エンジン
または資産パイプラインの変更。
• をコンパイル Lumberyard エディタとツール* - 行う場合は、このオプションを選択します。 変更
Lumberyard エディタ その他のツールも利用できます。
• Android デバイス用コンパイル*
• Linux専用サーバーのセットアップ*

Note
* これらのオプションのいずれかを選択すると、 Microsoft Visual のインストールなど、追加
のタスクを実行する必要があるかもしれません。 追加の必要な SDK の Studio およびインス
トール。これらのタスクは、 ソフトウェアのインストール および インストールが必要です
SDKs(SDK) ページ。
4. 選択 ビジュアルスタジオ2017、 ビジュアルスタジオ2019、またはその両方。

Note
ここで選択した Visual Studio のバージョンは、ビルド・プラットフォームおよび Visual Studio
Solutions として有効になります。 作成されます。
5. 選択内容に満足したら、 次へ 必要なソフトウェアとSDKをインストールしてください。
6. は ソフトウェアのインストール および インストールが必要です SDKs(SDK) 要件が見つからない場
合、ページには赤いアイコンが表示され、 インストールされている要件の緑色のチェックマーク。オプ
ションのソフトウェアと SDK がない 黄色いアイコンが表示されます。各ページの指示に従って、 必要
なソフトウェアとSDKS。
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Note
必ず サードパーティ パス 上の 必要な SDK のインストール ページが正しい 皆さんの
Lumberyard インストール。
7. 希望するインストール オプション ソフトウェアとSDKを ソフトウェアのインストール、 インストール
オプション SDKs(SDK)、および プラグインのインストール ページ(次を参照) 各ページの説明を参照し
てください。
8. ソフトウェアと SDK のインストールが完了したら、 サマリー ページには、 Lumberyard 環境。から サ
マリー ページ, _を起動できます Lumberyard エディタ 選択することで エディタの起動. 既存のプロジェ
クトを選択するか、新しいプロジェクトを作成する場合は、 プロジェクトの構成 開始するために プロ
ジェクトコンフィギュレータ.

管理 Lumberyard プロジェクトコンフィギュレー
ターを使用したプロジェクト
プロジェクトコンフィギュレータ 設定と管理を行う Lumberyard プロジェクト。継続する場合 から の設
定 Amazon Lumberyard 環境と セットアップアシスタント (p. 15), プロジェクトコンフィギュレータ が
デスクトップ上で実行されています。 プロジェクトコンフィギュレータ また、 スタートメニューまたは
デスクトップショートカットから起動します。
あり プロジェクトコンフィギュレータでは、次のことが可能です。
• デフォルトのプロジェクトを設定します。
• 新しいプロジェクトを作成します。
• プロジェクトにコードまたはアセット機能を追加するには、 Gem.
• 新規作成 Gem プロジェクトに追加できます。
• プロジェクトを構築する。
• プロジェクトごとに高度なゲームとエディターの設定を行います。
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プロジェクトを選択
Lumberyard には、学習するために一緒に作業できるいくつかのプロジェクト例があります。 Lumberyard
の機能。プロジェクトを選択するには、プロジェクトのアイコンを選択します。選択したプロジェクトが
で強調表示されます チェックマークを入れます

プロジェクトをロードするには Lumberyard エディタ、プロジェクトはデフォルトに設定する必要があり
ます。が プロジェクトを選択したら、Set as default ボタン( 右上隅にある プロジェクトコンフィギュレー
タ ウィンドウ。_が Set as default ボタンは非アクティブです。選択したプロジェクトはすでにデフォルト
です プロジェクト。

新規プロジェクトの作成
新しいプロジェクトを作成するとき プロジェクトコンフィギュレータ で新しいディレクトリを作成します
lumberyard_version\dev\ 付き プロジェクト名。構成データ、アセット、 レベル、およびスクリプ
トはこのプロジェクトディレクトリ内に存在します。このプロセスを通して、 プロジェクトコンフィギュ
レータ 作成 の 必要なファイルと Visual Studio ソリューション、 プロジェクト。このプロセスには時間が
かかる場合があります。
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新規プロジェクトを作成するには
1.

_を選択 Create new ボタン( プロジェクトコンフィギュレータ 提案する の 新規プロジェクトの作成
ウィンドウ。

2.

内 新規プロジェクトの作成 左上にプロジェクト名を入力し、 デフォルト または 空 プロジェクト テ
ンプレート。

Note
の多くの機能 Lumberyard は、 Gem. は デフォルト プロジェクト テンプレートには、一般
的に使用される Gem. は 空 プロジェクト テンプレートには最低限必要なセットが含まれて
います Gem. プロジェクトを作成したら、 Gem.
3.

選択 Create project。 新しいウィンドウに プロジェクトの作成や構築の進行状況。ビルドプロセスに
は、 設定することができます。
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4.

いつ 新しいプロジェクトが構築されました。 続行 戻って メインに プロジェクトコンフィギュレー
タ インターフェース。新しいプロジェクトは 選択されました。そうでない場合は、プロジェクトアイ
コンを選択して選択します。_を選択 Set as default ボタンでプロジェクトが デフォルト プロジェク
ト。

5.

プロジェクトの準備が整いました。次は Lumberyard エディタ または、時間を取って、 プロジェクト
コンフィギュレータ 話してください。新しいプロジェクトアイコンの横には、次の3つのリンクがあ
ります。
• 有効化 Gem
選択 有効化 Gem 開くには Gem エディタ。 Gem は、新機能やアセットを プロジェクト。自分で
作成できる Gem どのように が新しいプロジェクトを作成しました。利用可能なリストをスクロー
ルダウンする Gem, 一部の宝石が有効になっていることがわかります(その宝石のボックスにチェッ
クが入っています)。追加するには または削除してください Gem、Gem の横にあるボックスをオン
またはオフにします。
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Note
追加または削除 Gem プロジェクトの再構築が必要になるかもしれません。 時間を要する
かもしれません プロジェクトを再構築するには、Rebuild メインのボタン プロジェクトコ
ンフィギュレータ ページ。
• 高度なゲーム設定
選択 高度なゲーム設定 ゲームを開こうと 設定ビュー。このビューでは、プロジェクトのメモリを
変更できます。 割り当ておよびその他の設定 Lumberyard、および Gem プロジェクトに追加されて
いる
• 高度なエディタの設定
選択 高度なエディタの設定 開くには 設定ビュー。このビューでは、 Lumberyard エディタ 設定 実
現します。
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Amazon Lumberyard を使用した作成
これまでにこのガイドでは、「Amazon Lumberyard の仕組み (p. 5)」と「設定 Amazon
Lumberyard (p. 12)」について説明してきました。
これからゲームの作成を始めましょう。 このトピックでは、Lumberyard でのゲームの作成に関する概要
を説明し、ゲーム開発における役割に基づいて、焦点を当てるべき学習内容を特定するお手伝いをしま
す。すべての役割に精通している方は、すべてをお読みください。

Lumberyard を使用してゲームを作成するには、ど
うすればよいですか?
モジュール性の維持
Lumberyard でのゲーム開発は、重要な Lumberyard 設計哲学であるモジュール性の概念を学習時に念頭
に置いておくと、最もよく理解できます。Lumberyard ゲームエンジン、そのシステムと環境は、C++ モ
ジュールの集まりとして構築されています。ゲームのデザインとワークフローの組み合わせに基づいて
適切なモジュールを選択することで、ゲーム開発プロセスに集中し、またゲームプロジェクト管理のオー
バーヘッドをよりシンプルに保つことができます。
Lumberyard に関連付けられている最も一般的なツールである Lumberyard エディタ も、これらのモ
ジュールを使用します。これらは Gem と呼ばれています。Lumberyard は、インストールの一部としての
100 を超える Gem と共に出荷されます。他の Gem をサードパーティーから取得したり、自分で新規作
成することもできます。ゲームを構築するときは、これらの Gem の機能が組み合わされて、ゲームのシ
ステムが形成されます。つまり、ゲームのシステムや機能をハードコーディングする必要はありません。
代わりに、必要な機能を備えた Gem を入手または作成します。ゲームとは切り離してそのコードを維持
することもできます。 この分離は、Gem ではゲーム開発者がゲーム固有の AI 機能を操作できることを意
味します。Gem が更新されると、レベル設計者はゲームプロジェクトの再構築後に、他の Gem に影響を
与えることなく、新しい機能にアクセスできます。Gem では、Lumberyard エディタ に新しい機能を追加
し、新しいアセット処理動作を提供することもできます。
作成する個々のエンティティにおいて、非常に複雑な機能を追加していく中で、このモジュール性の哲学
を認識していくことになります。
たとえば、Lumberyard におけるエンティティの概念を考えてみましょう。エンティティは、Lumberyard
のコンポーネントエンティティシステム下でゲーム内のあらゆるものを表現できます。エンティティコン
ポーネントを与えることで、ゲーム内でのそれらの有用性が形成され始めます。コンポーネントは、エン
ティティの動作とプロパティを指定します。
ゲームの世界において、表示して操作したいエンティティがあるとします。このエンティティは、以下の
コンポーネントをすべて使用します。
• エンティティの位置を定義するデフォルトのトランスフォームコンポーネント
• エンティティのビジュアルジオメトリを定義するメッシュコンポーネント
• 衝突特性やその他の側面を定義し、リアルな剛体シミュレーションを行うための NVIDIA PhysX コン
ポーネント
• 入力イベントバインド定義を参照する入力コンポーネント
• ある種の動作を自動化したり、プレーヤーからの入力イベントを処理するためのスクリプトコンポーネ
ント
• エンティティをカメラとして使用できるようにするカメラコンポーネント
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...ほか多数。
作成した他のエンティティは、プレイヤーには表示されません。これらのエンティティは、トリガーの実
装、環境エフェクトのスポーン、または UI エディタ で作成したゲーム UI などのツールで作成されたア
セットの参照のために存在することがあります。
Lumberyard でのゲームの組み立てでは、次の操作を行うために主に Lumberyard エディタ を使用しま
す。
• エンティティの配置とグループ化
• これらのエンティティへのコンポーネントの追加
• これらのコンポーネントのプロパティの設定
• コンポーネントに関連付けられているツールの使用
特定のコンポーネントに関連付けられているツールとしては、次のようなツールを使用します。
• ビジュアルスクリプトシステムを使用してスクリプトを作成および編集した後、Script Canvas コンポー
ネントから参照するための Script Canvas。
• キャラクターをアニメ化した後、[Anim Graph (アニメーショングラフ)] コンポーネントから参照するた
めの Emotion FX Animation Editor。
• キーストロークなどの生のプレーヤー入力をイベントにバインドする入力バインドを作成した後、入
力コンポーネントから参照するためのアセットエディタ。
• Wwise コントロールにマップするサウンド効果を設定した後、 音声トリガーコンポーネントとオーディ
オスイッチコンポーネントから参照するためのオーディオコントロールエディタ。
...ほか多数。
一部のツールは、関連付けられているコンポーネントから直接開くことができます。その他のツール
は、Lumberyard エディタ の [Tools (ツール)] メニューから開く必要があります。Lumberyard エディタ の
概要については、「概要 Lumberyard エディタ (p. 28)」を参照してください。Lumberyard に付属の
ツールの概要については、「利用可能なツール: Amazon Lumberyard (p. 33)」の次のトピックを参照し
てください。
Lumberyard のモジュラー性は、プロジェクトコンフィギュレータ で Gem を有効にすることで追加できる
アセット、コンポーネント、ツールがさらに存在することを意味します。 Lumberyard には、Gem のライ
ブラリが付属しています。Gem には、新しいコード、新しいアセット、またはその両方を含めることがで
きます。 独自に作成することもできます。実際、ゲームの C++ プログラマーは、ゲームをユニークにす
るゲームプレイを生み出すために、この作業に多くの時間を費やします。
ジャーニーの開始
新しいプロジェクトを開始する予定ですか、それともゲームのプロトタイプを開始する予定ですか? ある
いは単に Lumberyard を試して、その機能を学ぶことを望んでいますか? ここで、最小限のシステムを稼
働させる方法を知っておく必要があります。このシステムには通常、次のものが含まれます。
• カメラ
• レンダリング
• 物理
• Input
プロジェクトコンフィギュレータ ツールを使用して、作業しているプロジェクトを設定します。あらか
じめ用意されているものを使用して学習や体験をする場合は、サンプルプロジェクトなど、Lumberyard
に同梱されているプロジェクトのいずれかを使用することができます。これは、新しいことを始める場合
に、選択したテンプレートに基づいて新しいプロジェクトを最初から作成する場所にもなります。
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それでは、Lumberyard エディタ を起動してサンプルプロジェクト内のサンプルレベルのいずれかを開
き、探索を開始しましょう。 次の文書または動画チュートリアルのいずれかを見ることをお勧めします。
• 20 分で Lumberyard を学ぶ
• Amazon Lumberyard のセットアップシリーズ
• コントロール可能なエンティティを作成する
• モーションの基礎シリーズ
チームへの参加
ゲーム開発チームでの役割や、作業中のゲームプロジェクトの範囲によっては、Lumberyard が提供する
ツールやテクノロジーのすべてに遭遇するとは限りません。次のセクションでは、ラーニングパスをどの
ように定めるべきかについて見ていきます。

アーティストとしての作業
Lumberyard には、AAA ゲームでアニメーションのインポート、組み立て、ブレンドを行うために必要な
すべての基本的なツールが用意されています。これにより、プレイヤーは視覚化、操作、体験できる新し
い世界や環境を生み出すことができます。
アーティストとしての作業の多くは、Lumberyard の外部のツールを使用して行われるかもしれません
が、キャラクターのアニメーションを制御したり、アセットや環境のルックアンドフィールを操作したり
する場合は、Lumberyard ツールを使用します。デザイナーと協力してゲーム環境を作成する場合もあり
ます。
例として、ゲームのアクターを設定するためのワークフローを見てみましょう。
1. Lumberyard の外部で、キャラクターのキャラクターモデル、マテリアル、テクスチャ、リグを作成し
ます。
2. Lumberyard の アセットプロセッサ は、ソースアセットをプラットフォーム固有のゲームアセットに自
動的に処理し、新しいファイルや変更されたファイルをできるだけ早く Lumberyard で使用できるよう
にします。プロセッサの設定を変更する場合は、FBX 設定 を使用します。
3. Animation Editor でアクターファイルをインポートしてモーションセットを作成し、キャラクターに使
用するモーションを指定します。
4. 次に、ノードを使用してアニメーショングラフを作成します。
5. 次に、アニメーションをブレンドするブレンドツリーを構築します。
6. アニメーションを構築してプレビューし、ゲーム環境で試す準備ができたら、Lumberyard エディタ に
切り替えることができます。
7. Lumberyard エディタ で、既存のテストレベルを作成または開きます。
8. アニメーション化されたキャラクターを表示するには、以下を備えたエンティティが必要です。
• Animation Editor からのアクターファイルを使用した制御可能なキャラクター、およびアクターア
セットにリンクされているマテリアルを作成するためのアクターコンポーネント。
• Animation Editor で作成したアニメーショングラフおよびモーションセットアセットを使用するため
の AnimGraph コンポーネント。
9. レベルでキャラクターを制御するには、この時点でゲームプレイデザイナーまたはプログラマーと協力
して 入力コンポーネント、PhysX コンポーネント、スクリプトコンポーネントを追加して、キャラク
ターのすべてのアニメーションをゲームの特定の環境で実行し、テストプレイすることができます。
ラーニングパスは、まず次の Lumberyard ツールおよびテクノロジーのセットを参照することから開始
し、その後ニーズに合ったツールやテクノロジーに焦点を当てていくことをお勧めします。
• Lumberyard エディタ
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• アセットパイプライン
• コンポーネントエンティティシステム
• コンポーネントのリファレンス
• Emotion FX Animation Editor
• FBX 設定 ツール
• Gem ライブラリ
• 映像と Track View エディタ
• シェーダーおよびマテリアル
• 地形と環境
• Vegetation Editor
以下の具体的なチュートリアルもお勧めです。
• Lumberyard へのアセットのインポート
• アニメーションシステムと Emotion FX
• Lighting

デザイナーとしての作業
Lumberyard エディタ は、ゲームデザイナーやレベルデザイナーにとって重要なコアツールです。この
ツールで、レベルを作成し、エンティティを設定して、それらのエンティティにコンポーネントを割り当
てます。また、UI デザイナー向け UI エディタ、サウンドデザイナー向け オーディオコントロールエディ
タ、Lumberyard でビジュアルスクリプトシステムを使用するすべてのデザイナー向け Script Canvas など
の重要なツールへのアクセスも提供します。
作業は次のようにして開始できます。
1. Lumberyard エディタ を初めて起動するときは、新しいレベルを作成するか、サンプルプロジェクトで
既存のレベルのいずれかを開いて操作を試すことができます。サンプルプロジェクトが現在のプロジェ
クトでない場合は、 プロジェクトコンフィギュレータ を最初に使用して、デフォルトプロジェクトと
して設定します。
2. ビューポートでレベルの設定を開始するには、エンティティを作成します。Lumberyard では、エン
ティティは、表示される静的オブジェクトから、スクリプト化するトリガー、ゲーム UI を参照するプ
レースホルダオブジェクトまで、あらゆるものになります。
3. エンティティにコンポーネントを追加するには、エンティティインスペクター ツールを使用します。
4. エンティティにプレーヤーコントロールを提供するには、入力バインドが必要です。アセットエディタ
ツールを使用して、キーボード、マウス、ゲームコントローラーからの生のプレーヤー入力を、作成し
たイベントにバインドします。その後、スクリプトツールのいずれかを使用して、これらのイベントを
リッスンして応答できるようになります。
5. Script Canvas と Lua は、Lumberyard で使用される一般的なスクリプトツールです。Script Canvas
は、ゲームプレイロジックをスクリプト化するための視覚的なノードベースのスクリプトシステムを提
供します。一方、Lua は、Lua API に基づいた従来のスクリプト環境を提供します。Script Canvas コン
ポーネントまたは Lua スクリプトコンポーネントをエンティティに追加します。スクリプトエディタの
いずれかでスクリプトを開発します。その後は、そのスクリプトをコンポーネントに追加して、ランタ
イム時にそのエンティティを制御できるようになります。たとえば、スクリプトを使用すると、プレー
ヤーの入力イベントに応答したり、ランタイム時に動的エンティティをスポーンしたり、視覚効果を生
成したりすることで、エンティティを制御できます。
6. ゲームの世界にエンティティを追加していくにつれて、スライスシステムを使用することが時間の節約
に最も優れた方法であることがわかります。スライスはプレハブシステムの一種で、コンポーネントエ
ンティティをグループ化してネストし、グループをスライスとして保存するほか、プロジェクトのレベ
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ル全体でそのスライスの複数のインスタンスを作成できるようにします。スライスの各インスタンスで
は、その特定のインスタンスに変更を加えることができます。この変更は、スライスのオーバーライド
と呼ばれます。また、オーバーライドを元のスライスに保存して、その変更が他のすべてのインスタン
スにプッシュされるようにすることもできます。
7. ゲーム UI を作成する準備ができたら、UI エディタ を使用します。ここでは UI キャンバスの確立、イ
ンターフェイスのレイアウト作成、ワークフローのスクリプト化を行うことができます。
8. ゲームにサウンドを追加する準備ができたら、オーディオコントロールエディタ で音声イベントとトリ
ガーを設定します。次に、この音声をコンポーネントを介してエンティティに追加し、スクリプトシス
テムのいずれかを使用して再生をスクリプト化することができます。
Lumberyard を最大限に活用するには、コンポーネントライブラリと Lumberyard ライブラリを参照し
て、Gem が提供しているものを確認します。次に、プログラマーと相談し、ゲーム用に作成する必要のあ
る追加コンポーネントを確認します。
ラーニングパスは、まず次の Lumberyard ツールおよびテクノロジーのセットを参照することから開始
し、その後ニーズに合ったツールやテクノロジーに焦点を当てていくことをお勧めします。
• Lumberyard エディタ
• アセットパイプライン
• コンポーネントエンティティシステム
• コンポーネントのリファレンス
• Gem ライブラリ
• Script Canvas
• Lua Editor
• AI ナビゲーション
• オーディオコントロールエディタ
• Emotion FX Animation Editor
• Cloud Canvas
• UI エディタ
以下の具体的なチュートリアルもお勧めです。
• コントロール可能なエンティティを作成する
• Script Canvas シリーズ
• モーションの基礎シリーズ
• スライスの操作
• 物理現象のシミュレーション
• 地形の変更
• Lumberyard へのアセットのインポート
• アニメーションシステムと Emotion FX

ゲームエンジニアとしの作業
Lumberyard ゲームエンジニアは、ゲームや環境の設計においてデザイナーやアーティストをサポートす
る方法と、個々のコンポーネントの作成方法の両方を学ぶ必要があります。次にこれらの新しいコンポー
ネントを Lumberyard エディタ のエンティティに追加して、カスタムゲームプレイを作成できます。ま
た、新しい Script Canvas ノードの開発方法も学ぶ必要が生じることもあります。これらの新しいノード
は、作成した新しいイベントを処理したり、新しいコンポーネントのプロパティを変更したりするため
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に、Script Canvas エディタでデザイナーが使用できます。より大きな規模において、コードとアセットの
共有可能なコンテナとして配布できるシステムで作業する必要がある場合は、 Gem の作成方法を学ぶこ
とができます。
次のようなラーニングパスをお勧めします。
1. 入門チュートリアルに従って、コンポーネントエンティティシステムとコンポーネントの既存のライブ
ラリについて学習します。
2. Gem ライブラリを参照して、個々のコンポーネントと比較して追加できる、より大きな機能の例を確
認します。
3. 独自のコンポーネントと Gem の作成について学習します。ここでは 、Lumberyardのイベントバスおよ
び汎用メッセージングシステムである EBus の操作方法、静的ライブラリまたは動的ライブラリとして
構築された C++ コードの集まりである AZ Modules などについても学習します。
注目すべき Lumberyard ツールおよびテクノロジーの基本的なセットをここに示します。
• Lumberyard エディタ
• プログラミングの概念
• Gem
• コンポーネントエンティティシステム
• コンポーネントのリファレンス
• エンティティとコンポーネントのプログラマーガイド
• Emotion FX Animation Editor
• Script Canvas
• Lua Editor
以下の具体的なチュートリアルもお勧めです。
• コントロール可能なエンティティを作成する
• Lumberyard へのアセットのインポート
• Script Canvas シリーズ
• スライスの操作
• Gem の使用
• 物理現象のシミュレーション
• アニメーションシステムと Emotion FX

概要 Lumberyard エディタ
Lumberyard エディタ はプライマリワークスペースです。ここから、設計、 プロジェクトを作成、テス
ト、再生、および配置します。他のプロ用エンジンを使用したことがある、または 3D アニメーション
パッケージでは、ユーザー エクスペリエンスを熟知し、 Lumberyard エディタ 迅速に行います。
Lumberyard エディタ スタートメニューから起動するか、 Lumberyard エディタ デスクトップアイコン。
いつ Lumberyard エディタ 新しい組織を作成するか、既存の レベル。例の1つを使って Lumberyard 例の
レベルを の 組織 ディレクトリ。新しい 新しい組織を作成する必要があります。
20分間のクラッシュコースでは、Perspective ビューポート、カスタマイズ Lumberyard エディタ レイア
ウト、 エンティティの作成、および Lumberyard エディタ次のビデオをご覧ください。 チュートリアルを
参照してください。
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Lumberyard ファンダメンタルズ20分エディタークラッシュコース

Note
Amazon Lumberyard バージョン1.25では、更新されたインタフェースが導入されました。ビジュ
アルインターフェイスと 使用中にこのビデオを視聴したユーザー体験 Lumberyard ただし、1.25
以降では、ビデオ チュートリアルの情報が は、 Lumberyard エディタ.

は Lumberyard エディタ デフォルト レイアウト
のデフォルトのレイアウト Lumberyard エディタ には、 他のコンテンツ作成アプリケーションと同様、
構成。のコアワークフローは Lumberyard 創造し、 エンティティ デフォルトでは、 レイアウトには、メ
ニューバー、2 つのツールバー、およびエンティティ作成に焦点を当てた 5 つのツールペインが含まれて
います。 および配置。
ドラッグ アンド ドロップでレイアウトをカスタマイズし、カスタム レイアウトに保存できます。 私達が
レイアウト オプション( 表示 のメニュー メインメニューバー。ペイン間の区切りバーをドラッグして、ペ
インのサイズを変更します。_をドラッグ ペインのタイトル・バーを選択して、ペインを切り離します。
ペインはレイアウトの任意の場所にドロップできます。 または Lumberyard エディタ 表示することができ
ます。デフォルトのレイアウトを復元するには、以下の手順を行います。 選択 デフォルトのレイアウト
から レイアウト オプション の 表示 メインメニューバーのメニュー。

デフォルトで使用可能なツール Lumberyard エディタ レイアウトレイアウト
A. Perspective – この3Dビューポートは リアルタイムに表示することができます。内 Perspective, エン
ティティを作成して配置し、プロジェクトを表示して再生します。
右クリック Perspective ペインのタイトルバーに エリアメニュー。エリアメニューから、 作成面、アイ
コン、ガイドなどのさまざまなヘルパー。また、 アスペクト比の選択、レベルに配置されたさまざまな
カメラによる表示、 現在のビューから新しいカメラを選択し、 Perspective ペインを複数のビューに表
示できます。
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右クリック Perspective コンテキストメニューを開いて エンティティを作成し、 スライス再利用可能な
アセットで、 には複数のエンティティが含まれています。コンテキストメニューから、 レイヤー エン
ティティとスライスを整理するために使用できる あなたのレベルです
B. エンティティアウトライナー – は エンティティアウトライナー は、 現在のレベルのエンティティ、ス
ライス、レイヤーのリスト。
で右クリックします。 エンティティアウトライナー コンテキストを開いて メニューを使用して、エン
ティティ、スライス、レイヤーを作成します。の多くの機能は エンティティアウトライナー コンテキ
スト メニューは Perspective コンテキストメニュー。は エンティティアウトライナー コンテキストメ
ニューには、検索するオプションもあります 選択したエンティティとスライス Perspective、 リスト エ
ンティティアウトライナー でスライスを検索します アセットブラウザ.
C. エンティティインスペクター – は エンティティインスペクター には、 現在選択されているエンティ
ティ。最上部にある エンティティインスペクター はエンティティのフィールドです 氏名 および Add
Component ボタン。は Add Component ボタンをクリックすると、 エンティティに追加できるコン
ポーネントをタイプ別に並べ替えます。各コンポーネントには 表示されるプロパティのセットを エン
ティティインスペクター. すべてのエンティティに変換が含まれています エンティティの位置、回転、
スケールを設定するコンポーネントを レベル。
D. アセットブラウザ – は アセットブラウザ は、プロジェクトのディスク上のアセットを参照します。
メッシュ、アニメーション、テクスチャなどのアセットは、サードパーティによって作成されます。 ア
プリケーション。資料、スクリプト、スライスなどのアセットは、 Lumberyard エディタ. 作成したア
セットは、プロジェクトディレクトリに保存されます。含まれているデフォルトのアセットをブラウズ
することもできます。 Lumberyard、および 含まれるアセット Gem プロジェクトに追加されている
ペインの左 アセットブラウザ は、 使用可能なアセットをブラウズできるディレクトリ構造。アセット
が 右側のプレビューペインにサムネイルプレビューが表示され、 アセットに関する情報(利用可能な場
合)。
E. エディタコンソール – は エディタコンソール コマンドとプロセスの出力を表示します。 Lumberyard
エディタ プロジェクトについてです。たとえば、 アセットと構成ファイルがロードされるたびに、そ
のアセットと構成ファイルに関するメッセージが表示されます。 問題が発生した場合は、警告とエラー
を表示します。コンソールは コマンド( コンソール。_をクリック {x} ボタン( の エディタコンソール 開
くには コンソール変数エディタは、 コンソール変数の設定。
F. ツールバー – は ツールバー さまざまなエディタ ツールに簡単にアクセスできます。 と機能。ツール
バーはデフォルトでエディターの最上部にドッキングされていますが、 は、エディターの端に垂直に
ドッキングすることもできます。をカスタマイズするには ツールバーを右クリックし、 カスタマイズ
コンテキストメニューから。選択できるのは ツールバー、ビュー、またはモードが含まれます。ツール
バーにコマンドを追加することもできます。
G. Perspective ツールバー – は Perspective ツールバー 下部にある Perspective ペインには、 選択したオ
ブジェクト。あなた ナビゲーション速度の調整、音声のミュート、特定の位置への移動、 カメラの衝
突、シミュレーションの実行、 VRプレビューモード。

のナビゲーション Lumberyard Perspective ビュー
ポート
Lumberyardのインタラクションモデルは、一人称PCをプレイしたすべての人に馴染みます。 ちょっとし
た微調整や追加を加えました。移動はキーボード入力で処理され、 ビューは、ポインタ・デバイス入力に
よって処理されます。
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キーボードナビゲーション
• W – 先に進む。
• S – 後ろに移動します。
• A – 左に移動します。
• D – 右へ移動します。
• Q – 下に移動します。
• E – 上へ。
• Z – 選択項目に焦点を当てる。

マウスナビゲーション
• 右マウス + ドラッグ – 既知のビューを回転 として マウスルック 大部分のゲームで。
• マウスホイールスクロール – ズーム表示。
• 中央マウス + ドラッグ – パンビュー。
• 左マウス – エンティティを選択します。
• マウスの左ボタン + ドラッグ – エリアはエンティティを選択します。

ムーブメントのプリファレンス
エディタのカメラコントロールは、フライトシミュレータのように動作する方が良いかもしれません。ま
たは エディタのデフォルトの移動や回転をスピードアップしたり、減速したりします。 カメラ。デフォル
トのエディタ カメラ コントロールの動作は、 移動 プロパティを グローバル プリファレンス エディタ。
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選択 グローバル設定 から 編集者 設定 グループを 編集 メニュー。選択 移動 下 ビューポート リスト 左
へ。ここでは、マウス軸を反転させ、エディタの移動速度を調整できます。 カメラ。
移動の好みを好みに合わせて設定すると、 エディタのカメラの動きが速すぎたり遅すぎたりします。以下
が可能です。 移動速度を Perspective ツールバー で の底部 Perspective ペイン。
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浮動小数点値を 速度 プロパティを使用して、移動速度を設定します。また、 矢印を 速度 プロパティを使
用して移動速度を .1、 デフォルト値 1、または 10。 次の値より大きい: 1.0 移動速度を上げます。より小
さい値 1.0 移動速度を下げる。

保存 Perspective ロケーション
レベルを構築する際、プリセットがあると役に立つかもしれません。 Perspective 後で使用するため
に保存されたビュー。_を保存できます 現在のエディタ カメラ ビュー、Function キー。保存するには
Perspective 場所、押す Control + Function(1-12)。 設定するには Perspective 表示から 保存場所、押す
Shift + Function(1-12).

利用可能なツール: Amazon Lumberyard
デフォルト Lumberyard エディタ レイアウトには、ほとんどの ツールがたくさんあります。設定に応じ
て これらは、必ずしも必要なツールではなく、適切なツールでさえあります。 理解してください。は
Lumberyard エディタ はカスタム レイアウト オプションをサポートしているため、 は、最も頻繁に使用
するすべてのツールを、必要な場所で追加できます。一部 複数のペインを持つツール( Animation Editor、
缶 独自のカスタムレイアウトとプリセットレイアウトがあります。
これらのツールは、 ツール のメニュー Lumberyard エディタ.

Animation Editor

あり Animation Editor, アニメーション化されたビルド 行動 皆さんの 俳優.
_を使用 Animation Editor アニメーション ループを作成し、スムーズな移行をセットアップ 理解する必要
があります 振る舞いを作成するには、スキン加工のメッシュであるアクターをロードし、 およびそれに
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対応するアニメーション。アニメーションが次の場所に追加されます。 モーション セット. あなたは モー
ショングラフ モーション セットの使用 状態やイベントに基づいてアニメーションをブレンドできる機能
です。作成するモーション グラフ 俳優の 行動。

FBX 設定

は FBX 設定 ツール 変換s 静的 .fbx メッシュ、アクター、PhysX メッシュ、および Lumberyard 資産。
エクスポートまたはコピーするとき .fbx ファイルを現在のディレクトリに ゲームプロジェクト、 アセッ
トプロセッサ は、 ファイル。これらのファイルを入力として使用し、 Lumberyard はデフォルト設定を計
算します。これらは 設定 方法の指定 アセットプロセッサ ファイルを適切なメッシュに変換します。 アニ
メーションアセットなど)を、
Version 1.24
34

Amazon Lumberyard ウェルカムガイド
FBX 設定

カスタマイズするには .fbx 設定、アセットの検索 アセットブラウザ. アセットを右クリックして、 編集
設定 開くには FBX 設定. 利用可能な オプション FBX 設定 は、 .fbx ファイル。
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Texture Settings Editor
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Texture Settings Editor 画像ファイルを次に変換: Lumberyard 資産。
現在のゲーム プロジェクトのディレクトリにイメージ ファイルをエクスポートまたはコピーする場合、
アセットプロセッサ がファイルを検出します。これらのファイルを入力として使用し、 Lumberyard デ
フォルトを計算 設定。これらの設定では、 アセットプロセッサ はファイルを 適切なテクスチャ。
テクスチャ設定をカスタマイズするには、 アセットブラウザ. アセットを右クリックして、 編集 画像設定
開くには Texture Settings Editor. 内 Texture Settings Editorでは、 テクスチャ タイプを指定して、さまざ
まなプラットフォームの設定を指定します。 Texture Settings Editor テクスチャのプレビュー画像が表示
されるので、 設定結果を表示できます。

がサポートする画像タイプ Lumberyard
• .bmp
• .gif
• .jpg
• .jpeg
• .png
• .tga
• .tif
• .tiff
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アセットエディタ

作成および編集 Lumberyard- の特定のアセット アセットエディタ.
Lumberyard 以下のような少数の専門資産を持っています。 スクリプト イベント スクリプトが相互に通信
できるようにする 物理材料 表面物性を 摩擦、および 入力バインディング 入力をイベントにバインドしま
す。作成と これらの特殊なアセットタイプを アセットエディタ.
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Level Inspector

組織コンポーネントの追加と変更 Level Inspector.
Level Inspector 組織を追加および変更できます。 コンポーネント, 類似している エンティティインスペ
クター. 内 Level Inspector地形コンポーネントを追加し、 NVIDIA PhysX 地形衝突用の地形コンポーネン
ト。
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マテリアルエディタ

でプロジェクト内のエンティティの外観を作成および編集します。 マテリアルエディタ.
材料には、その表面が物理的特性にどのように反応するかを決定する一連の特性があります。 行動、その
他の資料、およびその環境。 マテリアルエディタ はです 素材や地図テクスチャの作成に使用される主要
ツールで、 不透明度、リギット効果、シェーダーパラメータなどのテクスチャ特性。
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パーティクルエディタ

動的なレイヤードビジュアルエフェクトを パーティクルエディタ.
Lumberyard には、シミュレーションに使用できる高度なパーティクル エフェクト システムが含まれてい
ます。 炎や火花のような環境影響、または霧、雪、雨のような気象影響。使用 パーティクルエディタ 粒
子のライブラリを作成し、管理する 効果を実感できます。
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PhysX 設定

プロジェクトのグローバルPhysXプロパティを PhysX 設定.
Lumberyard 統合 NVIDIA PhysX リアルタイム物理シミュレーション用。あり PhysX 設定では、 NVIDIA
PhysX 例えば、 重力として、シミュレーションの性能と精度のバランスを取り、衝突によるフィルターを
作成 PhysXビジュアルデバッガをセットアップします。
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Script Canvas

ロジックと行動を視覚的にプログラムする Script Canvas.
Script Canvas は、 Lumberyardの最も強力なツール。あり Script Canvas行動、関数、ロジックを作成でき
ます。 ビジュアルプログラミング環境で。 Script Canvas は、 使用 Lumberyardのシリアル化、反射、モ
ジュール化、およびEBusメッセージングシステム。それは と緊密に統合 Lumberyardのコンポーネント エ
ンティティ システムで構築され、 AzCore ライブラリ。つまり、イベント駆動型ロジックを作成し、 プ
ログラミング経験のない行動。
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地形エディタ

で地形を作成 地形エディタ.
あり 地形エディタでは、ハイトマップをペイントして、地形と 大きな地形の質感を加え、壮大な景色を眺
めることができます。
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Terrain Tool

地形に細かいディテールを加える Terrain Tool.
あり Terrain Tool, 地形の正確なディテールを彫刻し、テクスチャレイヤーを Perspective ビューポート。

Track View

で映画のシーケンスを作成 Track View.
Track View は、 シーンやスクリプトによるアニメーションイベントなどの映画のシーケンス。
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UI エディタ

を使用した動的なユーザー・インターフェイスの設計 UI エディタ.
以下を使用できます。 UI エディタ さまざまなゲーム ユーザー インターフェイス要素を作成、カスタマイ
ズ、アニメーション化 およびメニュー、ボタン、ヘッドアップディスプレイなどのコンポーネント。

オーディオコントロールエディタ

オーディオ コントロールのマップ オーディオコントロールエディタ.
プロジェクトは、オーディオ翻訳レイヤー(ATL)コントロールを使用して、すべてのアクション、イベン
ト、およびパラメータをオーディオ システムに送信します。これらのATL コントロールは、選択したミド
ルウェア(WwiseまたはWwise LTX)内の1つ以上のコントロールにマッピングされます。あり オーディオコ
ントロールエディタでは、コントロールを作成し、ATL コントロールとミドルウェア間の接続を行うこと
ができます。 コントロール。
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コンソール変数エディタ

コンソール変数の検索と設定 コンソール変数エディタ.
Lumberyard 多数のコンソールが 変数, または CVAR, エディタとプロジェクトのあらゆる側面を制御しま
す。CVARは、 デバッグ機能、出力詳細の設定、システムの変更 パフォーマンス, 他にも多くのことが言
えます コンソール変数エディタ 検索可能なリストを表示します。 利用可能なCVARを使用して、値を変更
できます。
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レンズフレアエディタ

特定の光に対する独自のレンズフレア効果をデザイン レンズフレアエディタ.
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Sun Trajectory ツール

ダイナミックを作成 時間-/-日 照明と Sun Trajectory ツール.
あり Sun Trajectory ツール, 現在の時刻、日の出と日の入り、太陽の方向を定義して、 夜明け、昼光、夕
暮れ、夜空。

地形テクスチャレイヤー

リアルな自然地形を 地形テクスチャレイヤー.
テクスチャーレイヤーは、 砂、土、泥、草、石などの表面の種類。あり 地形テクスチャレイヤー あなた
が 作成 および注文 地形のレイヤーを重ねて、 地形サーフェスタイプ間のトランジションを作成します。
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時刻エディタ

自然光と雰囲気を時間の経過とともに変化させる 時刻エディタ.
時刻エディタ は、日中の照明サイクルを模倣するために、経時的な環境パラメータの変更を構成します。
は 時刻エディタ は、24時間表示の折れ線グラフと記録機能を使用して、環境パラメータ値の変更を保存
します。
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その他の Lumberyard リソース
• Amazon Lumberyard のセットアップ後、入門動画シリーズでプラットフォームを使用する方法を学びま
す。このシリーズは、Lumberyard での作業の基本をすべてカバーしており、中級および上級トピック
に進むための基盤を固めることができます。
Amazon Lumberyard の開始方法
• Lumberyard には、追加のチュートリアルの動画やプレゼンテーションを含む YouTube チャンネルも用
意されています。サブスクライブして通知を有効にすると、新しい動画がリリースされたときに毎回通
知を受け取ることができます。
YouTube の Amazon Lumberyard
• Amazon Lumberyard ドキュメントでは、Lumberyard の機能と使用方法について詳しく説明していま
す。
Amazon Lumberyard ドキュメントホーム
• Lumberyard フォーラムでオンラインコミュニティに参加して、 Lumberyard スタッフやユーザーから学
び、プロジェクトを共有しましょう。
Amazon Lumberyard フォーラム
• Lumberyard ユーザーによって、非公式の Discord が作成されています。会話に参加してヒントを共有
し、Lumberyard ユーザーからヘルプを得ることができます。
Discord のAmazon Lumberyard
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法務
Amazon Lumberyard エンジン、統合開発環境、および関連するアセットとツールは、「AWS カスタマー
アグリーメント」および「Lumberyard サービス条件」の条項に基づき、「Lumberyard マテリアル」とし
てライセンス付与されています。詳細については、これらの条項を参照してください。
トピック
• Lumberyard の再配布可能物 (p. 52)
• 代替ウェブサービス (p. 54)

Lumberyard の再配布可能物
Lumberyard サービス条件の趣旨に従って、次に示すディレクトリ内の Lumberyard マテリアルは
"Lumberyard の再配布可能物 " に指定されています。 ディレクトリのサブディレクトリが指定されていな
い場合、リストされているディレクトリにあるすべてのファイルが Lumberyard の再配布可能物と見なさ
れます。

Note
ソースコードの形式など Lumberyard マテリアルの使用および配布の制限は、サービス条件に規
定されています。

Lumberyard
• \3rdParty\GameLift
• \dev\_WAF_
• \dev\Bin64
• \dev\CloudGemSamples
• \dev\Code\CloudGemSamples
• \dev\Code\CryEngine
• \dev\Code\Framework
• \dev\Code\Launcher
• \dev\Code\MultiplayerProject
• \dev\Code\SamplesProject
• \dev\Code\Sandbox
• \dev\Code\Tools
• \dev\Code\Tools\AssetTagging
• \dev\Code\Tools\ClangReflect
• \dev\Code\Tools\CryCommonTools
• \dev\Code\Tools\CryD3DCompilerStub
• \dev\Code\Tools\CrySCompilerServer
• \dev\Code\Tools\CryXML
• \dev\Code\Tools\DBAPI
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• \dev\Code\Tools\GemRegistry
• \dev\Code\Tools\HLSLCrossCompiler
• \dev\Code\Tools\LUARemoteDebugger
• \dev\Code\Tools\PRT
• \dev\Code\Tools\RC
• \dev\Code\Tools\ShaderCacheGen
• \dev\Code\Tools\SphericalHarmonics
• \dev\Code\Tools\AssetProcessor
• \dev\Editor
• \dev\Engine
• \dev\FeatureTests
• \dev\Gems
• \dev\MultiplayerProject
• \dev\ProjectTemplates
• \dev\SamplesProject
• \dev\Tools\Build\waf-1.7.13
• \dev\Tools\lmbr_aws\AWSResourceManager\default-project-content
• \dev\AssetProcessorPlatformConfig.ini
• \dev\bootstrap.cfg
• \dev\editor.cfg
• \dev\engineroot.txt
• \dev\lmbr_aws.cmd
• \dev\lmbr_waf.bat
• \dev\lmbr_waf.exe
• \dev\SetupAssistantConfig.json
• \dev\system_BuildShaderPak_DX11.cfg
• \dev\system_BuildShaderPak_GL4.cfg
• \dev\system_windows_pc.cfg
• \dev\waf_branch_spec.py
• \dev\wscript

アセットコレクション – 森林
• すべてのディレクトリ

アセットコレクション – 浜辺の都市
• すべてのディレクトリ

レガシーサンプル (GameSDK)
• すべてのディレクトリ

スターターゲーム
• すべてのディレクトリ
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代替ウェブサービス
Lumberyard サービス条件では、「代替ウェブサービス」 AWS 以外のコンピューティング、デー
タベース、ストレージ、またはコンテナサービスを意味します。これは、Amazon EC2、Amazon
Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon RDS、Amazon S3、Amazon EBS、Amazon EC2 Container
Service、または Amazon GameLift として機能するサービス、または同様のサービスを意味します。
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英語の翻訳が提供されている場合で、内容が矛盾する場合には、英語版がオリジナルとして取り扱われま
す。翻訳は機械翻訳により提供されています。
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