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アカデミックアライアンスに
参加しよう

Unityアカデミックアライアンスへの応募については、

Unity担当者までお問い合わせください。

本書は、法的拘束力のない販売マーケティング資料であり、受領者とUnity Technologies ApSまたはその関連会社（以下「unity」）との間に、法的契約を構成

するものではありません。本書に記載されている機能またはサービスの一部には、将来提供予定であるものも含まれます。Unityアカデミックアライアンスプロ

グラムへの参加には、Unityによる申請の受理および法的拘束力のある利用規約を満たすことが必要とされます。



Unity Technologies

Unity アカデミックアライアンス

世界で最も広く使われている

リアルタイム3D開発プラットフォーム。

Unityアカデミックアライアンスは、VR・AR開発、ゲームデザイン/開発、ニューメディ

ア、インタラクティブアーツ、コンピューターサイエンスなどの分野に向けたデザインや

開発についてインタラクティブで適正に学べる教育プログラムです。このプログラムで

トレーニングをすぐにスタートできるように、高等教育機関向けに必要なサポートや製

品を大幅割引価格*で提供しています。

*アライアンスメンバーは、小売価格で最大30,000米ドル分の割引を享受することができます。

Unityは現在、IT業界において最も需要のあるスキルであり、その需要の成長は今後2年間

で39％以上と、業界で最も高水準の伸びが予想されています。

Unityスキルを持つ技術プロフェッショナルは、Unityスキルを持たない同僚よりも2万ドル

以上多く収入を得ています。

インタラクティブメディア、テクノロジー、

イノベーションなどの成長分野の知識やスキルを

身に付けることで、学生が求人市場で優位に立てるようにします。

Burning Glass ／ 労働市場分析プラットフォーム

Unity開発者は、LinkedInのベンチャー企業トップ20で7位にランクインしています。

- LinkedIn 2017年

LinkedIn ／ 世界最大級のビジネス特化型SNS

UnityはPCやコンソールゲーム機だけでなく、スマートフォンやVR・ARデバイスなど、25以上のプラット

フォームに出力できます。世界中のユーザーがリッチなインタラクティブ2D、3D、VR・ARコンテンツの開

発をしており、ゲーム業界に限らず映像、自動車・輸送、建築・建設、製造業、航空宇宙、医療など、様々

な業界に活用の幅が広がっています。

また、Unity Ads、Unity Analytics、Unity Asset Store、Unity Cloud Build、Unity Collaborate、

Unity Connect 、Unity Certificationなどの各種サービスを通じ、開発者の生産性やプレイヤーとの

つながりを向上させるためのソリューションやサービスも提供しています。 
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サポートとガイダンス

Unityアカデミックアライアンスのウェブサイトに組織のロゴと名前を掲載
Unity独自のオンラインのアカデミックアライアンス連携コミュニティのメンバーシップ
Unity独自の世界学生アンバサダープログラムに最大2名まで学生の参加が可能
Unityのウェビナーにアライアンスメンバーの代表として参加可能
各地で開催されるUnity Uniteへの優待パス
エヴァンジェリストによる初年度のトレーナー向けトレーニング、セミナー協力やカリキュラム内容の相談
プログラムサポートへのアクセス
Unityのテクノロジーや、2D、3D、AR、およびVR分野に対して特に注力していることを示す正式な認定証

（アライアンスメンバーシップを証明するサイネージ、バナー、またはプレート）
メンバー限定の特別なニュースレターやコミュニケーション

○Unityアカデミックアライアンスメンバー同意書に署名し、プログラム規約
を受諾すること

○Unityアカデミックアライアンス同意書に定められたメンバーシップ登録料
を速やかに支払うこと

○管理上あるいは技術的な問題への対応、およびアライアンス内でご所属の
教育機関を代表する統一窓口責任者を選出されること

○ご所属の機関の代表として、非公開のUnityアカデミックアライアンス（以
下UAA）メンバー用Connectグループ（オンラインのコミュニティフォーラ
ム）への参加、UAAからのコミュニケーションの受信、UAAウェビナーへの
参加、およびUnityのLearnプラットフォームにある教材および学習リソー
スの共有とアクセスを担当させる方を選出されること（最大3名）。このた
めに選出する人物は教員や職員のほか、教育機関の関係者であればどの
役職や役割の方を任命しても構わない。ただし、ご所属の教育機関に直接
雇用されている方であること。ご所属の教育機関の持つ多様性を体現する
ため、女性の方や、多様な文化および人種の方から選出されることを推奨
する

○UnityがUAAメンバーウェブサイトに掲載する目的で、所属する教育機関の
ロゴを使用することを許可すること

○トレーニングを受けたUnity認定インストラクターが在籍またはサードパー
ティーへ業務委託していない場合は、UAA同意書に署名してから90日以
内に、少なくとも1名以上、Unity認定インストラクターに認定されるための
トレーニングに従事させた上で認定を受けさせるか、Unity認定インストラ
クターの資格を持つ方を雇用すること

○UAAプログラムを通じて提供されたソフトウェアラインセンスは、ソフトウェ
アライセンスの利用規約に従って、教育目的のみに利用すること

Unityアカデミックアライアンスメンバーは、

文部科学省が認める高等教育機関の一般総合大学、

単科大学および職業専門学校となります。

また、以下の条件をすべて満たす必要があります。

認定試験
ゲームデザインの基礎を学ぶ
Unity認定アソシエイトコースウェアおよび試験は、学生がゲーム業界での
キャリアを築くための最初の一歩となり、学校やトレーニングセンターにとって
も理想的な教材です。

専門知識を証明する
豊富な経験を持つ専門家で、上級職への昇進をお考えの場合は、Unityエキス
パート認定を受け、キャリアを次の次元に高めましょう。

キャリア構築の第一歩
ゲーム業界に参入したり、それ以外にも多数存在する、Unityを頼りにしている
業界でもっともインタラクティブなコンテンツを制作し、足跡を刻みましょう。
Unityプロフェッショナルの認定を取得し、自信を持って応募してください。

メンバー特典 応募要件

Unity認定インストラクターを少なくとも1名以上配置すること。
もしくは教員や職員がUnity認定インストラクターの資格取得を目指そうとしていたり、
あるいはサードパーティーのUnity認定インストラクターと業務委託の提携をしている場合も可能。
学生にUnity認定試験の受験ための機会を提供していること。
カリキュラムや授業でUnityの教育リソースを提供していること。

ご応募前の注意点
ワークショップのトピックについては
サイトをご参照ください。

Unity製品

最大5名の教育者を対象としたUnity認定インストラクター

Unityコースウェア（対象学生30名）
Unity認定試験（対象学生30名）

認定試験の種類は次から1つ選択：
認定3Dアーティスト

認定プログラマー
認定アソシエイト

ワークショップ・パッケージサーティフィケーション・パッケージ

最大5名の教育者を対象としたUnity認定インストラクター

Unity認定ワークショップ*1本
30名分の学生用のライセンスとeブック

*Unity認定ワークショップを指導できる
  Unity認定インストラクターの在籍が必要です。
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Q&A
応募が受理された場合、応募元は受理されたことを通知さ

れるのでしょうか。

Unityアカデミックアライアンスメンバー採用見込みの機関

の方には、Unity Technologiesの担当者から応募の処理状

況を30日以内にご連絡します。現在の応募の処理状況をお

問い合わせされたい場合は、Unity担当者までご連絡くださ

い。（EDU@unity3d.co.jp）

メンバーの選考基準を教えてください。

Unityアカデミックアライアンスメンバーの選考は、2D、3D、

VR、AR、およびイマーシブ（没入型）メディアの分野開拓に対

する教育機関のコミットメントと、カリキュラムや教育プログ

ラムにUnityのトレーニングや教育を取り入れている度合い

に基づいて行われます。

Unityアカデミックアライアンスは、どのくらいの期間運営

されていますか？

Unityアカデミックアライアンスは2018年11月に開始しまし

た。日本、韓国、インド、米国、フランスなど、世界中からの加

盟があり、グローバルなコミュニティを形成しています。

Unityアカデミックアライアンスプログラムを介して付与さ

れたUnityソフトウェアライセンスは、商用利用できますか？

Unityアカデミックアライアンスプログラムの利用規約を介

して付与されたUnityソフトウェアライセンスは、教育目的の

みに使用できます。いかなる場合でも、教育機関は、商業目

的または営利団体のためにこのライセンスを使用したり、

他者に使用を許可したりすることができません。Unityソフ

トウェアライセンスはhttps://unity3d.com/legal/terms

-of-serviceに公開されている年齢および同意の追加制限

の対象となります。

私の所属する教育機関でUnity教育を提供する方法を教え

てください。

授業形式およびバーチャルトレーニングによるUnityのワー

クショップがUnityやそのパートナーから提供されています。

これをご所属の組織で、Unity教育・学習の追加リソースとし

てご利用になれます。ワークショップでは、様々な業界にお

ける最新のプラットフォームの活用法を学ぶことができま

す。また、ご所属の教育機関がUnityアカデミックアライアン

スメンバーであれば、Unityワークショップに対する割引が

提供されます。

Unityアカデミックアライアンスメンバーシップは、異なる

付属機関/キャンパス/場所間で共有できますか？

複 数の付 属 機 関や拠 点 がある大 学の場 合 、その大 学の

Unityアカデミックアライアンスメンバーシップに最大4か所

の付属機関を含めることができます。大学の系列校として

複数の大学が存在する場合は、系列の各大学にUnityアカ

デミックアライアンスメンバーシップへの所属が必要となり

ます。

Unityアカデミックアライアンスにどうやったら参加でき

ますか？

最寄りのUnity担当者にお問い合わせください。Unity担当

者がスタートにあたって、学校やプログラムに最適な製品パ

ッケージを選択し、学校をアライアンスに登録するためのお

手伝いをします。（EDU@unity3d.co.jp）

当社は営利目的のトレーニングセンターですが、Unityアカ

デミックアライアンスに参加する資格はありますか？

いいえ、一般の方々を指導する営利目的のトレーニングセン

ターは、Unityアカデミックアライアンスに参加する資格はあ

りません。参加資格があるのは、入学許可された学生に

Unity教育製品を提供する教育機関のみになります。Unity

トレーニングパートナープログラムにご参加ください。詳細

はUnity担当者にお問い合わせください。

（EDU@unity3d.co.jp）

Unity認定インストラクター（UCI）プログラムとは何

ですか？

Unity認定インストラクタープログラムでは、Unityの学習と

トレーニングの実施におけるリーダーの認定を行っていま

す。Unity認定インストラクターは、Unityに関する高い能力

と高い指導力を発揮することができます。本プログラムで

は、主に指導スキルとUnity固有の知識およびスキルの2つ

の分野に習熟していることが求められます。

Unityアカデミックアライアンスのメンバーに、少なくとも

1名のUnity認定インストラクターが必要な理由は何です

か？

Unity認定インストラクタープログラムは、インストラクター

が質の高い指導を提供できることを証明する方法です。

Unity認定インストラクターのみが、Unity認定ワークショッ

プを実施することができます。

他にもUnityアカデミックアライアンスのメンバーが利用で

きる割引はありますか？

アライアンスメンバーには、この資料に示した以外にも、

Unityのワークショップ、製品、およびサービスの割引を受け

られることがあります。詳細はUnity担当者にお問い合わせ

ください。（EDU@unity3d.co.jp）
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Q&A
応募が受理された場合、応募元は受理されたことを通知さ
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い。（EDU@unity3d.co.jp）
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Unityアカデミックアライアンスメンバーの選考は、2D、3D、

VR、AR、およびイマーシブ（没入型）メディアの分野開拓に対

する教育機関のコミットメントと、カリキュラムや教育プログ

ラムにUnityのトレーニングや教育を取り入れている度合い

に基づいて行われます。

Unityアカデミックアライアンスは、どのくらいの期間運営

されていますか？

Unityアカデミックアライアンスは2018年11月に開始しまし

た。日本、韓国、インド、米国、フランスなど、世界中からの加

盟があり、グローバルなコミュニティを形成しています。

Unityアカデミックアライアンスプログラムを介して付与さ
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者がスタートにあたって、学校やプログラムに最適な製品パ

ッケージを選択し、学校をアライアンスに登録するためのお

手伝いをします。（EDU@unity3d.co.jp）
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いいえ、一般の方々を指導する営利目的のトレーニングセン

ターは、Unityアカデミックアライアンスに参加する資格はあ

りません。参加資格があるのは、入学許可された学生に

Unity教育製品を提供する教育機関のみになります。Unity

トレーニングパートナープログラムにご参加ください。詳細

はUnity担当者にお問い合わせください。

（EDU@unity3d.co.jp）

Unity認定インストラクター（UCI）プログラムとは何

ですか？

Unity認定インストラクタープログラムでは、Unityの学習と

トレーニングの実施におけるリーダーの認定を行っていま

す。Unity認定インストラクターは、Unityに関する高い能力

と高い指導力を発揮することができます。本プログラムで

は、主に指導スキルとUnity固有の知識およびスキルの2つ

の分野に習熟していることが求められます。

Unityアカデミックアライアンスのメンバーに、少なくとも

1名のUnity認定インストラクターが必要な理由は何です

か？

Unity認定インストラクタープログラムは、インストラクター

が質の高い指導を提供できることを証明する方法です。

Unity認定インストラクターのみが、Unity認定ワークショッ

プを実施することができます。

他にもUnityアカデミックアライアンスのメンバーが利用で

きる割引はありますか？

アライアンスメンバーには、この資料に示した以外にも、

Unityのワークショップ、製品、およびサービスの割引を受け

られることがあります。詳細はUnity担当者にお問い合わせ

ください。（EDU@unity3d.co.jp）
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ア カ デミックアライアンス

プ ロ グラム 概 要

https://unity.com/ja/education/academic-alliance

MAIL:EDU@unity3d.co.jp

アカデミックアライアンスに
参加しよう

Unityアカデミックアライアンスへの応募については、

Unity担当者までお問い合わせください。

本書は、法的拘束力のない販売マーケティング資料であり、受領者とUnity Technologies ApSまたはその関連会社（以下「unity」）との間に、法的契約を構成

するものではありません。本書に記載されている機能またはサービスの一部には、将来提供予定であるものも含まれます。Unityアカデミックアライアンスプロ

グラムへの参加には、Unityによる申請の受理および法的拘束力のある利用規約を満たすことが必要とされます。


