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Unityとは

Unity はインタラクティブなリアルタイム 3D（RT3D）コンテンツを制

作して運用するための、世界をリードするプラットフォームです。

このプラットフォームで提供される包括的なソフトウェアソリューショ

ンのセットでは、携帯電話、タブレット、PC、コンソール、AR デバイス、

バーチャルリアリティデバイスに対応する、インタラクティブなリアル

タイム 2D および 3D のコンテンツを作成して運用できます。

Unityを使用して作成されたアプリの1か月あたりのダウ

ンロード数

50 億

25 億
Unityソリューションによって作成または運用されている

コンテンツを利用した月間アクティブエンドユーザー数

94社

ゲーム開発スタジオ世界売上トップ100に占めるUnity 

採用社数

自動車メーカートップ10に占めるUnity顧客社数

10社

※Unity Software Inc.によるデータ

About  Un i t i y



Unity アカデミックアライアンスとは

革新的な RT3D 課程を
すぐに開始または拡張

将来性のあるスキルを
講師が学んで教えられる

ように支援

業界対応の製品を
学生向け価格で提供

革新的な
教育リー ダーから学ぶ

Unity のアカデミックアライアンス（UAA）は先駆の精神に満ちた中等・

高等教育機関向けの教育支援プログラムです。その目的は、学生や教

職員に知識や刺激を与え、没入型 2D、3D、VR、AR 体験の実現に

必要なスキルを提供することです。

UAAを学校に取り入れていただくことで、あらゆる業界のキャリアに対

応して、需要の高いリアルタイム 3D スキルを持つ学生を育成します。

中等・高等教育機関の革新を支援し、高需要の求人に合わせて学生

を育成するリアルタイム 3D 課程を開始して拡張するために必要な、業

界対応製品、カリキュラムガイダンス、専門知識の育成が提供されます。

コンピテンス基盤型カリキュラム
フレームワーク、認定試験、お
よび割引価格の Unity 製品を
利用して始めら れます。

Unity 認定試験と専門知識の育
成を介して講師の技能を向上さ
せます。

急成長する複数の業界で使用
されている Unity 製品を最大
70%割引で入手できます。

Unityの開発の最新情報を得て、
ベストプラクティスをスクールイ 

ノベーターコミュニティで交換し
ます。

Desc r ip t i on  about  Un i t y  a cademic  a l l i ance

講師が AR、VR、ゲーム、AEC などを 

教えるためのガイダンスを提供
80 ラーニングクレジット
（講師および学生向け）

スクールイノベーターコミュニティ、 
ウェビナー、およびニュースレター

メンバーが特典の確認や利用のため
に 使用できるワンストップハブ

学校案内での公式ロゴの使用

ライセンスベースの製品が最大 70% 

オフ



革新的なリアルタイム 3Dプログラムを迅速に開始し、発展させられるように、

Unity は業界のエキスパートおよび主要な教育者と協力しました。 UAAメン

バー専用ポータルからダウンロードできます。

業界に対応するスキル

技術面とソフト面の両方のスキルに対応し、急成長する業界のプロフェッ

ショナルおよび専門講師によって検証されています。

認定試験対応

Unity 認定試験の範囲に対応しているため、講師は 自信を持って、学生が

スキルを向上し業界の分野を 習熟できるように適切な範囲を正しい順序で

教える ことができます。

学習リソース

関連性が高い最新の学習リソースを利用でき、講師と学生が新しい分野で

成長することができます。

参考：
カリキュラムフレームワーク “VR”

参考：
カリキュラムフレームワーク “Game & Design”

UAAメンバーは、メンバーのみがアクセスできるポー

タルサイトにて、メンバー特典の利用や、ラーニング

クレジットの引き換え、割引価格製品の入手が可能

です。



※UAA メンバーには専用チケットでUnity 認定試験受験を割り当てることができます
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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。

プロフェッショナル キャリア構築の第一歩

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。

アソシエイト ゲームデザインの基礎を学ぶ

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。

UAA加盟校にお伺いし、各校独自の Unity教育への取り組みを取材。

パンフレット化し各校に提供するほか、データでのお渡しも可能なので

各校で増刷して頂けます。事例はWEBサイトにも掲載されます。　

https://education.unity3d.jp/education/alliance/

エキスパート 専門知識を証明する



– 認定試験のために、どのような対策を行いましたか？

私の場合はシステム開発やゲーム開発の経験がそれなりにあり、かつ

学校で Unityを教えて 7年になるため、その経験があれば十分でした。

– 認定試験を受験してみて、どのような感想を持ちましたか？

受験前は正直なところ、「余裕でしょ」と高を括っていたのですが、「認

定プロフェッショナルプログラマー」はなかなかやりごたえがあって、

合否の判定を見る瞬間は少し緊張しました。

思ったよりも、ゲーム開発に関する広い知識を問われました。仕様書

やテストに関する問題もあり、実際の開発を経験したことが無いと、

なかなか難しいでしょう。試験の説明には「実務経験 2 年以上が前提

条件」と記載されており、まさにその通りであると感じました。

– 認定試験をこの先受験する方のために、アドバイスをお願いいたし

ます

実際に Unity を使ってゲームを開発したことが無い方は、実際の開発

経験を積まないと、合格は難しいでしょう。

試験範囲が広大であるため、実際の開発経験がある方でも、一部の

範囲しか経験が無いという場合、例えばスマホゲームのいわゆるアウ

トゲーム部分しか担当したことが無いという場合は難しいかもしれませ

ん。3D キャラクターがグリグリ動くいわゆるインゲーム部分の開発経

験が必要です。

おすすめの勉強方法は 2つです。

1. 実際にゲームを作ること。

2. Unity公式マニュアルを全部読むこと。

– 認定試験をこの先どのように活用されたいですか？

私が「認定プロフェッショナルプログラマー」を取得した大きな理由は、

「Unity認定インストラクター（※）」となり、本校を「Unityアカデミッ

クアライアンス認定校」とするためです。先日、無事に認定を頂けたため、

認定試験は既に大きな役割を果たしたといえます。今後は学習のきっ

かけとして、学生たちにも受験を勧めていきたいと考えています。

– 認定試験を「こんな方に受けてほしい」というアドバイスがありまし

たらお教えください

やはり各種学校の先生方は、認定試験に合格しておくと、Unity があ

る程度使えることの証明になるので良いのではないでしょうか。また、

ゲーム業界を目指す学生の方も、腕に自信のある方はチャレンジして

みると良いと思います。「認定プロフェッショナル」はプロ向けの試験

であるため、学生にはやや難しいですが、だからこそ合格できれば、

有力なアピール材料となるでしょう。「認定アソシエイト」は、Unity

でゲームを何本が作ったことがあれば学生でも合格できるでしょう。

Unity の機能を一通り扱えることの証明となります。非エンジニアにオ

ススメします。

※Unity 認定インストラクター；認定を受けた上で高品質で専門的なト

レーニングを提供するインストラクター

– Unity 教育を行う上で、「ここに気をつけている」というポイントが

ありましたらお教えください

授けた知識がプロの現場での業務と地続きになるように気をつけてい

ます。例えば、Unity の入門書や初心者向けのブログ記事などでは、

機能を手っ取り早く実現できるものの、パフォーマンスに問題があった

り、拡張性が無かったりするために実際の現場では忌避されるような

開発手法が紹介されることがよくあります。そのような、現場で役に立

たない偽物の知識を教えないように気をつけています。しかし、あまり

ガチガチに現場志向だと、開発難度が上昇し、「ゲームを作る楽しさ」

を感じづらくなってしまうため、ある程度は妥協し、バランスを取って

います。そこの判断にいつも苦心しています。

– Unity を学んでいる人、また教育者にメッセージをお願いいたしま

す

一昔前は、3D ゲームを作るためにはコンピューター、プログラミング、

数学や CG に関する高度な知識が必要で、それはそれはハードルが高

いものでした。それが今では、Unity を使えば、ほとんど何の知識も

無しに 3D ゲームが作り始められます。思い通りのゲームを作ろうとす

れば、高度な知識が必要となってきますが、少しずつ段階的に学んで

いけば良いので、学習もしやすいでしょう。楽しんでゲームを作りながら、

知識を身につけられる。良い時代になったものですね。一緒に、楽し

みながら勉強していきましょう！

認定試験合格者の声
本山友太 先生 （日本工学院八王子専門学校ゲームクリエイター科 教師）



Unity では、初心者から学べる日本語の無償コンテンツを豊富

にそろえて提供しています。その1つが、「あそびのデザイン講座」。

おもしろい、楽しい、という、一番最初に気づきを与えるところ

から進めていけます。所定のWebフォームから申し込んむことで、

無償でダウンロードでき、かつ 100%カスタマイズして授業等で

ご利用いただける教材です。

750時間を超えるUnity教育コンテンツを揃えるポータルサイト。

初心者から上級者まで、Unityスキルを身につけるために活用できます。

多くのチュートリアルは、プログラムのテクニックを学ぶことができますが、
その作例がなぜゲームになるのか？

「おもしろい」のか「たのしい」のかは説明してくれません

Unity教材

１．Unity あそびのデザイン講座

２．Unity Learn　　

どうすれば
おもしろくなるの？

ものを壊すから
たのしいの？

生徒の作品に的確な
助言をしてあげたい...

アイテムを集めるから
たのしいのかな？

どうやってデザインの
方法を教えよう??

Unity Student Plan は、インタラクティブデザイン・開発の分野でキャリアを構築したい学生の皆さ
んに、プロが実際に使用しているツールとワークフローに加え、業界に特化した学習リソースを提供し、
AR／ VR、ゲーム、 インタラクティブデザイン・開発のフィールドで働くために必要なスキルの習得を
サポートする、無料のプランです。
Unity IDとGitHubアカウントを作成することで使用できます。

Unity Student Plan 
UAA特典として提供するUnityトータル教育ソリューション

https://store.unity.com/ja/academic/unity-student



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。

URL: https://education.unity3d.jp/education/alliance/　　mail: edujp@unity3d.com


