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教 育 者 向 け ガ イ ド



教室で Unreal Engine 5 早期アクセスの利用を開始する際に役立つ情報をご案内します。

このドキュメントは、Unreal Engine 4 を現在使用しており、Unreal Engine の最新テクノロジを教室に取り
入れたいと考えている教育者を対象にしています。
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教育者に役立つ主な概念
早期アクセス (EA)

Unreal Engine 5 (UE5) の 早期アクセス ビルドをご利用いただけます。Unreal の最新バージョンを満を持し
て全世界に公開いたします。  
Unreal Engine の機能をハンズオンでぜひご体験ください。
こちらは早期アクセス リリースのため、慎重にご利用いただくことを推奨します。すべての機能に対して、意図
に沿った動作を保証できません。重要な用途に早期アクセス リリースを利用しないよう、ご注意ください。  
UE5.0 を正式リリースするまで、こうした早期リリースではコンテンツの互換性の完全な維持を保証していま
せん。 

このリリースの目的は、現時点ではテストとプロトタイプ作成のみです。 

UE5 の早期アクセスに関する詳細は こちら からご確認ください。

UNREAL ENGINE 5 のリリース日

 UE 5.0 の 正式リリース は  2022 年初頭の公開を予定しており、これ以降は Unreal Engine 5 が本番環境で
の利用に対応します。このバージョンは、メモリ、パフォーマンス、品質の改善を含み、さらにあらゆる業界のク
リエイターに役立つ新機能を提供します。

カリキュラムに UE5 を取り入れるべきか

既に UE4 を教えている Unreal Engine 教育者の方には、Unreal Engine 5 の学習をすぐに開始することを
推奨します。UE5 に導入された変更は多岐にわたり、レンダリングやアセットの作成、アニメーションやオーデ
ィオに至るまで、エンジンの利用にともなうすべての基本機能に影響します。従ってまず最初に、これらの動作
や、カリキュラムに取り入れる意義を把握することが重要です。

ただし、UE5 限定の機能をレッスン計画に取り入れる際には注意が必要です。前述のとおり、これは早期アク
セス リリースのため、こうした機能やインターフェースがエンジンの最終リリースに搭載されることは保証さ
れていません。

また、Unreal Engine 5 の早期アクセスはゲーム デベロッパーを念頭に開発されているため、ゲーム以外
のワークフローに対してはテストされていません。ご注意ください。ただ、ゲーム以外の用途を教えている方
も、UE5 の評価を開始するよう推奨します。その際は、現在も開発作業が進行中であり、最終リリースで品質や
パフォーマンスの改善を予定していることをご理解ください。

多くの学生は UE5 のような最新テクノロジの体験に熱心であり、大多数のスタジオも近い将来 UE5 に移行
することが予想されます。ただし、こうした移行は徐々に進むはずです。

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/Welcome/
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Epic のライセンシーに関するガイダンスを次に示します。

• UE5 の早期アクセスは、テストとプロトタイプ作成のみを目的としています。次のゲーム プロジェクト  
 をUE5 で開始することは推奨しません。
• 2023 年以降のリリースを目指して、小規模チームで初期開発を行うプロジェクトの場合、   
 早期アクセスを評価してプリプロダクションに利用し、 本番開発とリリースで UE5 にアップグ   
 レードすることは現実的です。
• 一方、開発の最終段階にある UE4 ゲームを UE5 の早期アクセスにアップグレードすることは、明確に  
 非推奨 です。
• UE5 の早期アクセスは ゲーム以外のワークフローや用途に対してテストされていません 。ゲーム以  
 外のユーザーも試すことはできますが、現時点で本番開発に利用することはどのような場合でも  
 推奨しません。

UE5 の早期アクセスを学生が利用すべきか

次世代のレンダリングやワールド構築テクノロジの習得を目指す学生は、Unreal Engine 5 早期アクセスの試
用を今すぐ検討できます。

ただし、 このバージョンの Unreal Engine を本番開発に使用することは、いかなる場合でも推奨しません 。
さらに UE5 早期アクセスで長期的なプロジェクトを 開始する ことも推奨しません。

とはいえ、短期間で完成する小規模なプロジェクトや、エンジンの新機能の習得や体験に強い情熱を持つユ
ーザーは、今すぐ UE5 早期アクセスを利用すべき理想的な対象者です。

一方、大規模、長期的、または極めて重要なプロジェクトを開発する学生チームに対しては、UE4 を利用し続
けるよう推奨します。学生は、こうしたプロジェクトのテストや、部分的になら UE5 を利用しても良いでしょう。
これにより、独自プロジェクトのコンテキストで UE5 の機能が動作する仕組みを理解でき、さらに UE5 リリー
ス バージョンへの移行で必要になる作業レベルについてインサイトを得られます。

特に 2023 年以降に卒業する学生に対しては、UE5 を利用してプロトタイプ作成と学習を開始するよう推奨し
ます。

当社は Unreal Engine 5 で学生が実現する作品に興奮しており、今後の 『Unreal 学生ショーケース』 で提出
作品を特集することを楽しみにしております！

 サポートとフィードバック

チームが正式リリースの開発に集中できるように、早期アクセス期間中に提供する UE5 のサポートは
限られます。
 

• バグを報告する際は Unreal Engine のバグ報告 のプロセスをご利用ください。早期アクセス期間中  
 のサポートは限定的であり、 エンジンのバグ フォームから報告された諸問題に対して Epic Games に  
 よる返信は 保証されません。どうかご理解ください。
• コメント、作品の共有、コミュニティへの質問を利用する際は 『Unreal Engine Forums』 での公開議 
 論をご利用ください。         
 

https://www.unrealengine.com/ja/events/student-showcase
https://www.unrealengine.com/ja/support/report-a-bug
https://forums.unrealengine.com/
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教育者向けの FAQ
どのようなハードウェア/ソフトウェアが UNREAL ENGINE 5  

早期アクセス の実行に必要ですか？

プラットフォーム
Unreal Engine 5 は UE4 とほぼ同等のプラットフォームやハードウェアで動作します。ただし UE5 の機能をす
べて体験する場合は、大量の RAM、高速なプロセッサ、最新バージョンの Windows 10、DirectX 12 と互換性
を持つグラフィック カードを搭載した、強力な Windows PC が求められます。

GPU
推奨する最低スペックは、Nvidia GTX1080 または AMD RX Vega 64 (少なくとも 8GB の VRAM を搭載した 
DX12 互換 GPU) です。最高のパフォーマンスとスムーズな開発を実現する場合は、NVIDIA RTX 2080 または 
AMD Radeon 5700 XT 以上のグラフィック カードを推奨します。

CPU
学生が次世代の忠実性を目指している場合は、3.4 GHz 以上の 12 コア CPU  
 を推奨します。

ストレージ
プロジェクトを格納するために 大容量で高速な SSD を推奨します。これにより次世代レベル ストリーミング
と、仮想化されたテクスチャやジオメトリを、UE5 で最大限に活用できます。次世代コンソールが搭載する  
 ストレージ ソリューションは非常に高速であり、これは前世代に対する重要な差別化要因です。

RAM
より少ない容量でも UE5 を実行できますが、推奨するのは 32GB のシステム RAM を搭載するシステムです。
さらに、ターゲットが次世代であり、Nanite メッシュや高解像度テクスチャを多用する場合は、64 GB を推奨し
ます。

UE4 のプロジェクトを UE5 早期アクセスで開けますか？

Unreal Engine 5 はメジャー アップデートであり、4 回分のバージョン/ポイント リリースを 1 度に行うことに
匹敵します。

複雑なプロジェクトであるほど、または広範囲な変更をエンジンに導入するほど、Unreal Engine 5 早期アク
セスで実行した結果に与える影響は大きくなります。サードパーティの統合やプラグインは UE5 早期アクセス
と互換性を持たない可能性が高いため、UE5 早期アクセスに対応したプラグイン バージョンを提供している
かどうかを、こうしたプラグインのベンダーに必ず確認してください。

Unreal Engine 4 プロジェクトを Unreal Engine 5 早期アクセスにアップグレードする際は、 『移行ガイド』 の
手順に従います。

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/MigrationGuide/
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注意:4.27 プロジェクトは、Unreal Engine 5 早期アクセス ビルドと互換性を「持たない」ことに、ご注意くださ
い。ただし、将来提供する UE5 の正式リリースは、4.27 プロジェクトに対して上位互換になる予定です。

UE5 早期アクセスのプロジェクトやコンテンツを、UE4 に戻せますか？

いいえ、これはサポートしていません。

どのようなプラットフォームを UE5 早期アクセスはサポートしますか？

Unreal Engine 5 早期アクセスは、次世代 コンソール、現世代のコンソール、Windows、macOS、Linux、 
iOS、Android など、UE4 と同様のプラットフォームを幅広くサポートしています。例外として Nanite や 
Lumen などの一部の機能をサポートするのは、現時点では次世代コンソールと と Windows でのみです。

UNREAL ENGINE 5 を GITHUB で利用できますか？

はい！UE5/Main の早期アクセス ビルドと現行の開発版は、両方とも GitHub ページでミラーリングされるた
め、ダウンロードしてエンジンの独自ビルドをコンパイルできます。

通常のポイント リリースやホット フィックスとは異なり、こうしたビルドはライブで開発中のため、「正常な」ビ
ルドである保証はありません。ご注意ください。さらに、こうしたビルドに対してはサポートを提供しません。

Unreal Engine のソース ビルドの利用に関する詳細は こちら をご覧ください。

UNREAL ENGINE 5 早期アクセスで導入された主
な新機能
UE5 早期アクセスには、何百にのぼる様々な規模のメジャーおよびマイナーな新機能と改善が導入されてい
ます。導入される新機能のうち、最も重要なものを一覧で示します。

こうした新機能は次世代の Unreal Engine の基盤であり、ゲームやインタラクティブ メディアを制作する手法
に根源的な影響を及ぼすため、 体験を開始するよう強く推奨します。

詳細なリリース ノートについては こちら をご覧ください。

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/ReleaseNotes/
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LUMEN

Lumen の概要

次世代コンソール向けに設計された Lumen は、Unreal Engine 5 の新しい 完全に動的なグローバル イル
ミネーション および反射のシステムです。これは Unreal Engine 5 のデフォルトのグローバル イルミネーショ
ンおよび反射のシステムになります。きわめて大規模かつ詳細度の高い環境で、km の規模から mm 単位の
ディテールまでスケールして無限のバウンスと間接スペキュラ反射を利用したディフューズ相互反射をレンダ
リングできます。

教育者向けガイド 

Lumen は非常にエキサイティングなテクノロジであり、UE5 のデフォルト ライティング システムとして導入さ
れます。Lumen では、従来の静的および動的なライティング テクノロジに付随する複雑な技術の多くが不要
になり、とても簡単に高品質のライティングを作成できるようになります。ただし、これにはパフォーマンスと特
定のハードウェア要件が求められます。

モバイルや XR などのプラットフォームをターゲットにする場合は、静的ライトや、より単純化した動的ライティ
ング ソリューションの使用を検討すべきです。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/RenderingFeatures/Lumen/ 

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/RenderingFeatures/Lumen/
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NANITE 仮想化ジオメトリ

Nanite の概要
 
Nanite は Unreal Engine 5 の新しい仮想ジオメトリ システムです。これは新しい内部メッシュ形式と新しいレ
ンダリング技術を採用し、高度に圧縮されたデータ形式で、きめ細かいストリーミングと自動詳細度をサポー
トしています。このレンダリング技術は、ピクセル スケールのディテールと大量のオブジェクトを極めて高速に
レンダリングすることができます。つまり人間が知覚できる詳細のみをインテリジェントに実現し、 
無駄な処理は行いません。

教育者向けガイド

Nanite は環境アートの制作手法を根本的に変革するため、アーティストが詳細度の高いアセットをほぼ無制
限かつ自由に作成できるようにします。しかし、マテリアルの複雑度、インスタンス数、メッシュごと三角ポリゴ
ンなど、実用面での制限や考慮事項がまだ残っています。

今後のリリースで Nanite の機能やパフォーマンスは、継続的に拡張される予定です。

Nanite とスキン/スケルタル メッシュは互換性がありませんが、Nanite のメッシュをスケルトンにバインドでき
るため、キャラクター アートを学ぶ学生は Nanite のワークフローを探索できます。

どのようなスタイルであっても、環境アートを学ぶ学生には、Nanite ワークフローの調査を開始するよう推奨
します。Nanite を利用するポイントを見極める能力は、UE5 から最高のパフォーマンスと詳細度を引き出す上
で欠かせないスキルです。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/RenderingFeatures/Nanite/

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/RenderingFeatures/Nanite/
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ワールド ビルディングとコラボレーション

あらゆる規模のチームが、動的かつオープンなワールドを、より速く、より簡単に、より協力して制作できるよう
にすることを、当社は継続的に目指しています。Unreal Engine 5 の新しい ワールド パーティション システム
は、ワールドを自動でグリッドに分割し、必要なセルをストリーミングすることで、レベルの管理方法とストリー
ミング方法を変革します。

さらに、新しい One File Per Actor システム で各レベルを一連のファイルに分割することで、各チームがお互
いに干渉することなく同じワールドで同時に作業できます。つまり、あるレベルを変更しても、変更や追加を行
った個別のアクタに対してのみ、変更を保存、適用したことになります。

また特に Perforce など、Unreal とソース コントロールの連携方法にも大幅な改善が加えられ、デベロッパ
ーがほぼすべての SCM 操作をエディタ上で直接実行できるようになりました。

教育者向けガイド
 
新しいオープン ワールド ツールと One File Per Actor の搭載は、学生チームのコラボレーションを支援する
重要な進歩であり、
オープン ワールド ゲームの開発を目指す学生や学生チームに対して開発時の困難を軽減します。

従って、レベルとコンテンツのストリーミングや、コラボレーションについて扱う授業の計画を更新する必要が
あります。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/WorldFeatures/ 

新しいユーザー インターフェース

Unreal Engine 5 では、ビジュアル スタイルの更新、ワークフローの合理化、画面領域の最適化など、多くの改
善が Unreal Editor に加えられ、より簡単に、より速く、より快適に使用できるようになります。

ビューポートの操作に対してスペースをより多く解放するために、コンテンツ ブラウザを簡単に呼び出して格
納し、折りたたみできるサイドバーに任意のエディタ タブをドッキングする機能を追加しました。また、新しいお
気に入りシステムを利用することで、詳細パネルから頻繁に使用するプロパティにすばやくアクセスでき、
さらにメイン ツールバーの新しい [作成] ボタンを使用することで、独自のワールドにアクタを簡単に配置でき
ます。これに加えて、合理化された、より簡単なワークフローで新規プロジェクトを作成できます。

教育者向けガイド

UI の変更後もエンジンの基本的な動作は大きく変わらないため、新しい UI に対応するために今すぐすべて
の教育リソースを更新する必要はありません。

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/WorldFeatures/WorldPartition/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/WorldFeatures/OneFilePerActor/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/WorldFeatures/
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学習者はほとんどの機能について、UE4 に関する説明画像やビデオを UE5 のインターフェースに簡単に変換
できます。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/EditorImprovements/

ケイオス物理

ケイオス物理 は Unreal Engine 5 で利用できる低負荷の物理シミュレーション ソリューションであり、次世代
ゲームのニーズを満たすためにゼロから構築されました。

このシステムは、以下の主要な機能を含みます。 

• Rigid Body Dynamics (剛体力学)
• Rigid Body Animation ノードおよび Cloth Physics (クロス物理)
• Destruction (破壊)
• Ragdoll Physics (ラグドール物理)
• Vehicles (ビークル)
• Physics Fields (物理フィールド)
• Fluid Simulation (流体シミュレーション)
• Hair Simulation (ヘア シミュレーション)

教育者向けガイド

ほとんどの基本的な物理学とコリジョンに関する変更はコード レベルであり、コリジョン チャンネルや応答な
ど、既存の手法に対する改善を含みます。

ただし、Destruction、Vehicle、Character、Cloth、Hair などの中級や上級の概念には、
大幅な改善と変更が導入されるため、学習リソースを更新する
必要があります。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/PhysicsFeatures/ChaosVSPhysxOverview/
 

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/EditorImprovements/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/PhysicsFeatures/ChaosVSPhysxOverview/
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アニメーション

Control Rig (コントロールリグ) の大幅な改善によって、リグをすばやく作成して複数のキャラクター間で共
有し、シーケンサーでポーズを設定して、新しい ポーズ ブラウザ でポーズの保存と適用を行うことができま
す。

また、新しい フルボディ IK ソルバで自然なムーブメントを簡単に作成できます。さらに Motion Warping (モー
ション ワープ) を使用すると、キャラクターのルート モーションを動的に調整して、1 つのアニメーションを多様
なターゲットに合わせることができます。

教育者向けガイド

Unreal Engine 5 で最も大幅に改善された機能の 1 つがアニメーションです。フルボディ IK やモーション ワー
プなどの概念は、ゲーム内でキャラクターをアニメートする根本的な手法であり、多くの Unreal キャラクター
にアニメーションを適用する方法について、予見可能な未来を示します。

アニメーションを学ぶ学生やインストラクターに対しては、こうした新しいシステムの調査とプロトタイプ作成
を今すぐ開始するよう推奨します。ご覧の通り、こうした新しいシステムによって、ゲームのアニメーション開発
にともなう技術的な困難が軽減され、これまで以上にインタラクティブな方法で高い詳細度を実現できるよう
になります。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AnimationFeatures/ 

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AnimationFeatures/PBIK/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AnimationFeatures/MotionWarping/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AnimationFeatures/MotionWarping/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AnimationFeatures/
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オーディオ

Unreal Engine 5 には新しいオーディオ システムが導入されます。MetaSounds は、音源のオーディオ DSP 
グラフ生成を完全に制御する高性能システムであり、オーディオ レンダリングの要素をすべて管理して、プロシ
ージャルな次世代オーディオ エクスペリエンスを促進できます。

MetaSounds は 完全にプログラム可能な マテリアルやレンダリング パイプラインと類似しているため、 プロ
シージャルな コンテンツ作成によるすべてのメリットを、マテリアル エディタがシェーダーに導入するオーディ
オにもたらします。これは例えば、動的なデータ駆動型アセット、ゲームのパラメータをサウンド再生にマッピ
ングする機能、ワークフローの大幅な改善などを含みます。

教育者向けガイド

UE5 のアニメーション システムと同様に、オーディオ システムもワークフロー、テクノロジ、詳細度に大幅な変
更が加えられました。MetaSounds は、単なる大幅な改善ではなく、サウンドの制作手法と処理方法に根本的
な変革をもたらします。

ドキュメント:https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AudioFeatures/

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AudioFeatures/MetaSounds/Overview/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/AudioFeatures/
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UNREAL ENGINE 4 の基礎を踏まえて
構築する
本質的に Unreal Engine 5 は、Unreal Engine 4 の 大規模な アップグレードであると捉えることが重要
です。つまり UE4 から UE5 に移行しても、中心的なナレッジ、学習コンテンツ、カリキュラムは関連性を保
ちます。

ブループリントと C++

UE5 でも主要なプログラミング ツールはブループリントと C++ です。内部的な改善や変更は多岐にわた
りますが、中心的な機能は維持されています。つまり、UE4 のブループリントと C++ を扱った学習コンテン
ツは、UE5 をカリキュラムに統合しても関連性を保ち続けます。

学生にとっては、書籍や Web で利用できる膨大な学習リソースに、今後も頼ることができます。ただ
し、Unreal に初めて触れる学生が古い学習コンテンツを利用する際には、追加のサポートが必要でしょ
う。もし変更が大きすぎて理解できない場合は、ランチャーや Git から古いバージョンの Unreal Engine 4 
をいつでも利用できます。

ゲームプレイ フレームワーク

ゲームプレイ フレームワークは、Unreal Engine 5 でゲームを開発する際にも基盤であり続けます。
たとえば アクタ 、 クラス 、 インターフェース などの概念は今後も有効です。

カプセル化やクラス間通信のような、オブジェクト指向プログラミングの設計や概念も、相変わらず関連性
を維持します。

Modular Gameplay や データ レジストリ などの UE5 の新機能は、 こうした既存の定評あるシステムを
強化します。

注意:UE5 早期アクセスは ブループリント ネイティブ化 に対応していません。この機能を利用したプロジ
ェクトを  正しく機能させるための変更はなく、修正も必要ありませんが、パフォーマンスに影響があるかも
しれません。その場合、デベロッパーは他の最適化のアプローチを取る必要があります。

プロジェクトの構造とソース管理

Unreal プロジェクトの基本的な構造に変更はありません。つまり、ソース管理や他の方法によるファイル
共有について、プラクティスとワークフローに大幅な変更はありません。

One File Per Actor など、レベルをディスクに保存する方法にいくつかの改善が加えられていますが、  
Content、Config、Binary、Source など、フォルダーの基本概念は維持されます。

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/GameplayFeatures/GameFeaturesAndModularGameplay/
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/GameplayFeatures/DataRegistries/
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学習コンテンツ
Unreal Engine 5 向けに構築された優れたコンテンツを、数多くご紹介できることを誇りに思います。これ
らを利用して  
 ツールの使用方法を学習し、UE5 をカリキュラムに簡単に統合するための構成要素を活用しましょう。
 

『古代の谷』 のサンプル プロジェクト

『古代の谷』 は、 UE5 早期アクセス機能を紹介する短編のゲームプレイ映像です。プレイヤーは、UE5 の
アナウンス トレーラーに登場した Echo を操作して、不毛の地を探索し、謎めいた暗黒の王国への入口を
見つけます。その王国の中で Echo は様々な障害物を乗り越え、巨大な Ancient One と戦います。このサ
ンプルでは、UE5 早期アクセスに導入された多くの Quality of Life (作業の質を高める) 機能、レンダリン
グの改善点、ワークフローに組み込まれたイノベーションの概要を示します。

このサンプルを実行する際は、次世代のエクスペリエンスを表現するため、ハイエンドの Windows ワーク
ステーションやラップトップが必要です。とはいえ、完全なパフォーマンスや品質でサンプルを実行できない
場合も、このリソースは Epic による UE5 機能セットの活用方法を確認するために役立ちます。そして、次
世代コンソールで期待される詳細度とパフォーマンスを実際に示します。

『古代の谷』 に関する詳細については こちら をクリックしてください。

https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/ContentAndSamples/ValleyOfTheAncient/
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INSIDE UNREAL ライブストリーム

毎週木曜日の東部標準時午後 2 時 (日本時間の翌金曜日午前 3 時) に twitch.tv/unrealengine から 
Inside Unreal ライブストリームをご覧になり、Unreal Engine 5 でツールとテクノロジを制作するデベロ
ッパーによる最新ニュース、詳細なプレゼンテーション、デモをご利用ください。

こちらからストリームに参加することで、ソフトウェアを制作するディベロッパーに直接必要な質問し、回
答を得ることができます。

今後のストリームに関する最新スケジュールや、過去のエピソードへのリンクは https://www.twitch.tv/
unrealengine を参照してください。

UNREAL オンラインラーニング

まだご存じない場合は、素晴らしい 完全無料 のオンライン ラーニング リソースを
Unreal オンラインラーニング からご利用ください。2022 年に予定する Unreal Engine 5.0 の正式版リリ
ースに向けて、豊富な新しいコンテンツとインストラクションを提供するよう、誠意取り組んでいます。

すぐに UE5 の利用を開始していただけるよう、 UE5 早期アクセスを扱った厳選したコース を既に用意し
ました。

教育者向けのリソース

すべての教育者向けリソースは https://www.unrealengine.com/en-US/educators からご利用いただ
けます。ここには、調査、レッスン計画、インストラクター向けのガイド、追加サポートとパートナーシップ プ
ログラムへのリンクが用意されています。

 
まとめ
この早期アクセス ビルドを公開することで、Unreal Engine 5 の方向性を皆様と共有できることを大変う
れしく思います。Unreal Engine による今後のコースとカリキュラムをより適切に計画するために、ぜひご
活用ください。UE5 早期アクセスに関する、さらに詳細な情報は  
https://unrealengine.com/unreal-engine-5 を参照してください。

https://www.twitch.tv/unrealengine
https://www.twitch.tv/unrealengine
https://www.twitch.tv/unrealengine
https://www.unrealengine.com/ja/onlinelearning-courses
https://learn.unrealengine.com/home/LitmosCollection/659
https://www.unrealengine.com/ja/educators
https://www.unrealengine.com/ja/unreal-engine-5
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