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追加のダウンロード 

以下のリストから任意のランタイムプラットフォームを選択するか（デスク

トップランタイムは標準で含まれています）、すべてのランタイムプラット

フォームをインストールするには、上記のダウンロードアシスタントインス

トーラーを使用してください。 

コンポーネントインストーラー（Windows） 

Unity エディター（64 ビット） 

Android ターゲットサポート 

AppleTV ターゲットサポート 

iOS ターゲットサポート 

Linux（IL2CPP）ターゲットサポート 

Linux Mono ターゲットサポート 

Lumin ターゲットサポート 

macOS Mono ターゲットサポート 

Windows ストア（.Net）ターゲットサポート 

WebGL ターゲットサポート 

Windows（IL2CPP）ターゲットサポート 

ドキュメント 

 

コンポーネントインストーラー（macOS） 

Unity エディター 

unityhub://2019.4.16f1/e05b6e02d63e
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.16f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/WindowsDocumentationInstaller/UnityDocumentationSetup.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorInstaller/Unity.pkg


Android ターゲットサポート 

AppleTV ターゲットサポート 

iOS ターゲットサポート 

Linux（IL2CPP）ターゲットサポート 

Linux Mono ターゲットサポート 

Lumin ターゲットサポート 

macOS（IL2CPP）ターゲットサポート 

WebGL ターゲットサポート 

Windows（Mono）ターゲットサポート 

ドキュメント 

 

追加リソース 

Unity Remote（Android） 

Unity Remote ソース 

Unity キャッシュサーバー 

ビルトインシェーダー 

Unity Remote（iOS） 

 

今すぐアップデート 

 

Unity のご利用は初めてですか？スタートガイド 

 

リリースノート 

2019.4.16f1 の既知の問題 

https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2019.4.16f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/e05b6e02d63e/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/get-unity/update
https://store.unity.com/


• アセットインポートパイプライン：親と子が入れ子になったスクリプタブル

オブジェクトアセットの親の名前が変更されると位置が切り替わる（118908

9） 

• アセットインポートパイプライン：コードが変更されるたびにプレハブが再

インポートされる（1294785） 

• グローバルイルミネーション：[URP] URP で _BaseMap がメインのテクス

チャー識別子に使用されるため、透明度が無視される（1246262） 

• グローバルイルミネーション：[macOS] プロジェクトがクラッシュするとき

にバグ報告アプリが呼び出されない（1219458） 

• グローバルイルミネーション：エディターの起動時に gi::InitializeManagers

() に 0.6 秒かかる（1162775） 

• IL2CPP：UnityLinker が SerializeReference 属性と一緒に使用されるクラス

をストリップする（1232785） 

• Linux：カーソルの lockState が「Locked」に設定されていると、InputSyste

m のマウスのデルタ値が変更されない（1248389） 

• Mono：スクリプトを再コンパイルした後、再生モードを終了しているとき

に、各種スタックトレースによりクラッシュする（1238859） 

• スクリプティング：スクリプトを再コンパイルした後、再生モードに入ると

きに、mono_class_init によりクラッシュする（1262671） 

• シリアル化：[SerializeReference] 任意のインスペクター値の変更を適用す

るときに、ポリモーフィックインスタンスが常に再作成される（1193322） 

• シェーダーシステム：VPN サービスに接続されている状態でプロジェクトを

開くと、各種スタックトレースによりフリーズまたはクラッシュする（1025

558） 

• シェーダーシステム：[シェーダー] 進行中のビルドをキャンセルした後に、

「TLS アロケーター」のエラーとアロケーションに関連するログが継続的に

スローされる（1224325） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/parent-and-child-nested-scriptable-object-assets-switch-places-when-parent-scriptable-object-asset-is-renamed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/parent-and-child-nested-scriptable-object-assets-switch-places-when-parent-scriptable-object-asset-is-renamed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/prefabs-are-reimporting-every-time-a-code-change-is-made
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-shadows-from-alpha-materials-are-not-baked-into-a-lightmap-when-using-baked-lit-shader
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-bugreporter-doesnt-get-invoked-when-the-project-crashes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/gi-initializemanagers-takes-0-dot-4s-during-editor-startup
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unitylinker-strips-classes-used-with-the-serializereference-attribute
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-inputsystems-mouse-delta-values-do-not-change-when-the-cursor-lockstate-is-set-to-locked
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-with-various-stack-traces-when-exiting-play-mode-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crashes-on-mono-class-init-when-entering-play-mode-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/serializereference-non-serialized-initialized-fields-lose-their-values-when-entering-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-freezes-slash-crashes-when-connected-to-nordvpn
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-freezes-slash-crashes-when-connected-to-nordvpn
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shaders-tls-allocator-errors-are-thrown-when-cancelling-build-during-compiling-shader-variants-step


• シャドウ/ライト：新しいシーンにゲームオブジェクトを作成した後、ライテ

ィングが再ベイクされるまでスカイボックスライティングがレンダリングさ

れない（1250293） 

• WebGL：[オーディオ] WebGL で 3D Game Kit をインポート中に「Cannot 

create FMOD」エラーが発生する（1293595） 

• ウィンドウ管理：[MacOS] 新しいプロジェクトの「Unity Editor Update Che

ck」ウィンドウを閉じている最中に、-[ContainerWindowDelegate window

WillClose:] によりクラッシュする（1285668） 

• XR：[XR SDK][Oculus] EarlyUpdate.XRUpdate が一貫性なくCPUの負荷を

急増させる（1262597） 

• iOS：Social.LoadUsers を使用していて、その後シーンを変更しているとき

に、il2cpp::vm::LivenessState::AddProcessObject によりクラッシュする

（1270230） 

• iOS：[UaaL] サードパーティのプラグインが搭載された UnityFramework に

よって起動後にウォッチドッグの終了がトリガーされる（1262272） 

• iOS：[iOS 14] audioOutputMode が APIOnly または Audio Source に設定さ

れているときに、VideoPlayer が EXC_BAD_ACCESS か signal SIGABRT で

クラッシュする（1274837） 

 

2019.4.16f1 リリースノート 

修正点 

• 2D：「Slice」を「Safe」または「Smart」にすると、スプライトの一部の R

ect が親になるか選択できなくなる問題を修正（1264701） 

• AI：CreateLocation で OffMeshLink 上の入力点の正しい投影が返されない

問題を修正。(1246726) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/skybox-lighting-is-not-shown-after-creating-new-gameobjects-in-the-new-scene
https://issuetracker.unity3d.com/issues/audio-cannot-create-fmod-error-when-importing-3d-game-kit-project-on-webgl
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-crash-on-containerwindowdelegate-windowwillclose-when-closing-unity-editor-update-check-window-on-a-new-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-sdk-oculus-earlyupdate-dot-xrupdate-spikes-inconsistently
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-il2cpp-crash-on-il2cpp-vm-livenessstate-addprocessobject-when-using-social-dot-loadusers-and-then-changing-scenes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-unityframework-with-3rd-party-plugins-triggers-watchdog-termination-after-launch
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-videoplayer-crashes-when-audiooutputmode-is-set-to-apionly-or-audiosource
https://issuetracker.unity3d.com/issues/2d-sprite-editor-safe-or-smart-slicing-causes-some-sprite-rects-to-become-parented-or-unselectable
https://issuetracker.unity3d.com/issues/navmeshquery-dot-createlocation-always-returns-the-same-point-when-using-a-navmeshlink-polygon-even-if-the-width-is-0


• Android：実際に録音しているのが 1 つのマイクであるときに、すべてのマ

イクで録音していると報告される問題を修正。(1278739) 

• Android：OBB のサイズが 2GB を超えるときに発生する Android のビルドエ

ラーを修正（1272239） 

• Android：Optimized Frame Pacingを使用しているときにエラーがログされ

る問題を修正（1284522） 

• Android：ETC テクスチャーが非常に古い Adreno ドライバーにアップロード

されることで生成される OpenGL の ES エラーを修正（1286820） 

• アニメーション：アニメーションブレンディング中、アニメーションミキサ

ープレイアブルを作成しているときに、アプリケーションがクラッシュする

ことがあるバグを修正（1290319） 

• アセットバンドル：非同期ロードを進行中のアセットバンドルに対して Asse

tBundle.Unload を呼び出すと、たまにクラッシュしてしまうアセットバンド

ルに関連する競合状態を修正。(1228306) 

• アセットバンドル：バックグラウンドで他のアセットをロード中、アセット

バンドルを非同期的にロードすると、メインスレッドでヒッチが起きる問題

を修正。 

• オーディオ：最初のシーンに背景でロードされるクリップが複数あるときに

プレイヤーが「ハング」する問題を修正（1280491） 

• ビルドパイプライン：プレイヤーがビルドされるたびに「Compress Assets 

on Import」の設定がオンになることがなくなった（1277242） 

• ビルドパイプライン：大量のアセンブリが UnityLinker または BuildPlayerD

ataGenerator に渡されるときのビルドのエラーを修正。(1267783) 

• エディター：ユーザーが定義した NSWindows でコピー/貼り付けイベントを

取得できなかった Mac の問題を修正（1279756） 

• エディター：マウスアップ時にシェーダーグラフ内のカラーピッカーが機能

しない問題を修正。(1289161) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-microphone-dot-isrecording-api-returns-true-for-all-recording-devices-when-calling-microphone-dot-start-for-only-one-device
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-build-fails-when-the-generated-obb-file-is-larger-than-2gb
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-etc-texture-upload-generates-invalid-operation-gl-error-on-adreno-with-android-4-dot-4
https://issuetracker.unity3d.com/issues/getpreloaddata-crash-when-loading-asset-bundles
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-or-freeze-when-using-combination-of-audio-import-settings
https://issuetracker.unity3d.com/issues/compress-assets-on-import-setting-gets-enabled-each-time-a-player-is-built
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-build-fails-when-there-are-a-over-200-assembly-definitions-in-the-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-edit-menu-bar-commands-select-all-slash-copy-slash-paste-are-not-functioning-in-native-windows-created-by-the-editor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shadergraph-color-picker-in-shader-graph-doesnt-work


• エディター：UI アセットがエディターに初めてロードされるときに表示され

る警告を修正（1263521） 

• グラフィックス：無効化されたビジュアルエフェクトコンポーネント上のカ

スタムスポナーが、ドメインの再ロード前に正しくクリーンアップされな

い。(1261343) 

• グラフィックス：シャドウカリングによってオブジェクトが間接的に表示さ

れるようになったときに、SRP で可視範囲のコールバックが発生しない問題

を修正。(1286377) 

• グラフィックス：カメラプレビューテクスチャーが表示されているときにア

ンチエイリアシングの要件に変更があると、大量のコンソールエラーが発生

する問題を修正（1176014） 

• グラフィックス：カメラプレビューテクスチャーが表示されているときにア

ンチエイリアシングの要件に変更があると、大量のコンソールエラーが発生

する問題を修正（1215229） 

• グラフィックス：ミップマップのバイアス値が範囲外のアセットバンドルテ

クスチャを DX12 にロードしているときにクラッシュする問題を修正。(117

9311) 

• グラフィックス：無効なテクスチャー ID へのアクセスによりクラッシュする

問題を修正。(1277836) 

• グラフィックス：大量のマテリアルをインポート中にハングする問題を修

正。(1214197) 

• グラフィックス：URP アップグレーダーを使用してアップグレードされる

と、テレインがビルトインのマテリアルに戻る問題を修正（1204189） 

• グラフィックス：SRP Batcher のシャドウパス中のシェーダーごとのソート

を改善（1261542） 

• グラフィックス：シェーダーが再インポートされた後に SRP Batcher の互換

性がランダムに変わる（1262921） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/sendmessage-cannot-be-called-during-awake-checkconsistency-or-onvalidate-thrown-when-loading-ui-asset-for-the-first-time
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-with-various-stacktraces-when-entering-play-mode-after-duplicating-gameobjects
https://issuetracker.unity3d.com/issues/assertion-failed-on-expression-errors-when-switching-shared-mesh-rapidly
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ubuntu-when-game-and-scene-view-are-side-by-size-texture-errors-are-spewed-to-log
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-entering-play-mode-with-scene-window-open-and-camera-selected-in-a-new-project-throws-errors-in-the-console
https://issuetracker.unity3d.com/issues/metal-editor-memory-grows-continuously-until-editor-crashes-when-importing-100k-materials
https://issuetracker.unity3d.com/issues/project-crashes-when-trying-to-re-generate-tree-materials-after-upgrade-to-urp
https://issuetracker.unity3d.com/issues/multiple-render-main-shadowmap-dot-dot-dot-draw-srp-batch-are-present-when-the-materials-only-have-different-properties
https://issuetracker.unity3d.com/issues/srp-batcher-compatibility-randomly-changes-after-shader-is-reimported


• グラフィックス：Vulkan によって使用されるテクスチャーメモリが他の API 

で報告したものより多かった。この変更により、使用されていないテクスチ

ャーメモリが解放され、Vulkan によって使用されるテクスチャーメモリが他

の API に対するものと同じになります。(1223298) 

• グラフィックス：メッシュ圧縮インポート設定を非標準の頂点データ形式で

使用してもクラッシュしなくなった。(1267820) 

• IL2CPP：パッチ処理されたファイルについて、Directory.GetFiles（および

類似のメソッド）によって同じファイル名が複数回返される場合がある問題

を修正（1244056） 

• IL2CPP：ランタイムの汎用深度制限を変換時間と一致させる（1286650） 

• IMGUI：ObjectSelector/ProjectBrowser に大量のオブジェクトがあるとき

にエディターが低速になる問題を修正。(1285342) 

• カーネル：オブジェクト情報を格納するためのメモリ管理を改善。(1275751) 

• Linux：Unity で静的にリンクされた lib の記号がエクスポートされることが

なくなったため、プラグインの開発者がサードパーティ製の lib を使用する

のが簡単になった。(1255038) 

• macOS：Apple Silicon 搭載デバイスで OS 全体が Mac エディター/プレイヤ

ーによってハングする問題を修正。(1285304) 

• パッケージマネージャー：パッケージマネージャーの「My Assets」セクシ

ョンでパッケージを検証しているときにエラーがスローされる（1265358） 

• パーティクル：プロシージャルな放出に間違って上限が設定されていたこと

で、「Max Particles」の上限を超えたバースト放出につながる問題を修正。

(1285328) 

• パーティクル：イベントをトリガーする前に子とサブエミッターを考慮する

よう「Stop Action」設定を修正。(1261459) 

• プレハブ：Prefab モードで「Create new prefab」ダイアログと「Create ne

w Variant」ダイアログをキャンセルしているときに、プレハブがダーティと

してマークされる問題を修正。(1285301) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/vulkan-the-amount-of-memory-allocated-for-textures-on-vulkan-is-almost-doubled-compared-to-gles3
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-on-compressedmesh-compress-when-using-vertexattributeformat-dot-float16-and-mesh-compression-is-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-performance-loss-when-selecting-an-object-in-the-select-object-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/allocated-memory-is-not-cleared-when-loading-and-unloading-scenes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-crash-on-debugstringtofile-when-entering-play-mode-due-to-an-openssl-library-dependency
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mac-dtk-unity-screen-freeze
https://issuetracker.unity3d.com/issues/an-error-is-thrown-when-inspecting-packages-in-the-my-assets-section-of-package-manager
https://issuetracker.unity3d.com/issues/particles-prewarm-can-exceed-max-particles-limit
https://issuetracker.unity3d.com/issues/particlesystem-dot-mainmodule-dot-stopaction-does-not-wait-till-particles-of-the-gameobjects-child-stop-emitting-before-destroying
https://issuetracker.unity3d.com/issues/cancelling-the-create-new-prefab-and-create-new-variant-dialogs-while-in-prefab-mode-dirties-the-prefab


• プレハブ：ルートプレハブで「Unpack Prefab」を押して再生モードに入る

ときに、そのルートプレハブの子への参照が失われる問題を修正（115151

2） 

• プレハブ：配列が含まれるプレハブ内のマネージドフィールドの型が正しく

シリアライズされ、Array.size が設定される前にフィールドが初期化される

ようになった（1255012） 

• スクリプティング：一定の条件下で C# アセンブリをコンパイルしていると

きに、正しくない ApiCompatibilityLevel が選択される原因となっていた問題

を修正。(1252197) 

• シェーダー：インクルードファイルによって Adreno フレームバッファーフ

ェッチ拡張機能が有効にならない問題を修正（1269926） 

• テレイン：テレインのペイントのヘルプが適切にラップされる。(1281097) 

• テキスト：フォーカスを当てる/コンテキストを変更すると IME が永続的に

無効になる問題を修正。(1091254) 

• UI：RectTransform で取り消しがあまりにも頻繁に記録され、シーンがダー

ティになる問題を修正。(1268783) 

• バージョン管理：Windows でパスをネイティブ形式に変換中、UnityYAMLM

erge によって外部ツールのコマンド引数が破損する問題を修正（1281941） 

• ビデオ：Windows で回転メタデータがあるビデオによりクラッシュする。(1

268145) 

• WebGL：新しい macOS Big Sur で Unity ウェブローダーがクラッシュする

問題を修正。 

• XR：[Lumin] Lumin のビルドでプリコンパイル済みのマネージド DLL を最

終の MPK にパッケージする必要がなくなった。(1218580) 

• XR：[Lumin] IL2CPP ライブラリをビルドしているときに、Lumin のビルド

にソースプラグインが正しく含まれるようになった。(1233875) 

 

変更点 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/reference-to-the-root-prefab-child-is-lost-when-pressing-unpack-prefab-on-root-prefab-and-entering-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/reference-to-the-root-prefab-child-is-lost-when-pressing-unpack-prefab-on-root-prefab-and-entering-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/reference-to-type-vector4-claims-it-is-defined-in-system-dot-numerics-but-it-could-not-be-found-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/inout-parameter-is-only-valid-in-shader-files-but-not-valid-in-cginc-files
https://issuetracker.unity3d.com/issues/korean-symbols-can-not-be-typed-into-gui-dot-textarea-korean-ime-is-disabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/hierarchy-order-modifications-to-prefab-assets-dirty-the-scene-when-layout-group-components-are-present
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unityyamlmerge-yamlmerge-does-not-work-with-araxis-merge
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-windowsvideomedia-getnextvideoframegeneric-when-importing-a-mov-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-windowsvideomedia-getnextvideoframegeneric-when-importing-a-mov-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/lumin-building-for-lumin-ignores-raw-c-or-cpp-plugin-files
https://issuetracker.unity3d.com/issues/lumin-il2cpp-converted-c-number-dlls-are-copied-to-the-build-file


• XR：Oculus XR プラグインパッケージを 1.6.1 に更新。 

• XR：com.unity.xr.legacyinputhelpers の検証済みパッケージを v2.1.6 に更新 

 com.unity.xr.legacyinputhelpers の 2.1.6 のチェンジログ： 

カラーカメラを使用しているときのエラーメッセージを修正 

デフォルトのニアクリップ面を 0.01f に変更 

URP と HDRP のリグの移行を修正  

URP/HDRP v10.1 をサポート 

 

改善点 

• Android：アプリケーションのインストールが完了せず、ネイティブなライブ

ラリが不足している場合に、アプリを安全に終了するためのダイアログが表

示される。以前の動作では、java.lang.System.loadLibrary の関数 com.unity

3d.player.UnityPlayer.<clinit> によりアプリケーションがクラッシュしてい

ました。(1281533) 

• エディター：モバイル向け ETC/ETC2/EAC テクスチャー圧縮を最適化（約 

1.4 倍高速化）。 

 

システム要件 

開発するには 

OS：Windows 7 SP1 以降、8、10（64 ビットバージョンのみ）、macOS 1

0.12 以降（Windows と OS X のサーバーバージョンはテストされていない） 

 

CPU：SSE2 命令セットのサポート。 

 

GPU：DX10（シェーダーモデル 4.0）性能を持つグラフィックスカード。 

 

残りは主にプロジェクトの複雑さに依存。 



追加プラットフォームの開発要件： 

• iOS：macOS 10.12.6 以降と Xcode 9.4 以降を実行する Mac コンピュータ

ー。 

• Android：Android SDK と Java Development Kit（JDK）。IL2CPP スクリプ

ティングバックエンドには Android NDK が必要。 

• ユニバーサル Windows プラットフォーム：Windows 10（64 ビット）、Vis

ual Studio 2015 以降（C++ ツールコンポーネントインストール済み）、Win

dows 10 SDK 

 

Unity のゲームを実行するには 

概して、Unity を使って開発されたコンテンツはほとんどどこでも実行でき

ます。どれほどスムーズに動作するかはプロジェクトの複雑さによって左右

されます。より詳細な要件： 

• デスクトップ： 

 

− OS：Windows 7 SP1 以降、macOS 10.12 以降、Ubuntu 16.04 以降 

− DX10（シェーダーモデル 4.0）性能を持つグラフィックスカード。 

− CPU：SSE2 命令セットのサポート。 

 

• iOS プレイヤーには iOS 10.0 以降が必要です。 

• Android：OS 4.4 以降、NEON 対応の ARMv7 CPU、OpenGL ES 2.0 以降。 

• WebGL：最新のデスクトップバージョンの Firefox、Chrome、Edge、Safar

i。 

• ユニバーサル Windows プラットフォーム：Windows 10 と DX10（シェーダ

ーモデル 4.0）性能を持つグラフィックスカード 

• エクスポートされた Android Gradle プロジェクトにはビルドに Android Stu

dio 3.4 以降が必要 

 



チェンジセット：e05b6e02d63e 

 


