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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://2019.4.17f1/667c8606c536
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.17f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/WindowsDocumentationInstaller/UnityDocumentationSetup.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/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 

2019.4.17f1 の既知の問題 

https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2019.4.17f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/667c8606c536/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スクリプタブルオブジェクトアセットの名前が変

更されると位置が切り替わる（1189089） 

• 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：エディターが起動時する時、 gi::InitializeMan

agers() の処理に 0.6 秒かかっている（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） 

• プロファイリング：WebGL プレイヤーのプロファイリング時に一時停止す

ると、プロファイラーで記録が再開されない（1271012） 

• プロファイリング：[プロファイラー] エディター専用サンプルが存在し、

「Collapsed」に設定されている場合に、「Hierarchy」ビューによってサン

プルの階層の一部がランダムに非表示になる（1297955） 

• 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） 

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/once-paused-the-profiler-does-not-resume-recording-when-profiling-webgl-player
https://issuetracker.unity3d.com/issues/profiler-hierarchy-randomly-hides-parts-of-the-sample-hierarchy-if-editor-only-samples-are-present-and-set-to-be-collapsed
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/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


• XR：[XR SDK][Oculus] EarlyUpdate.XRUpdate が一貫性なく急増する（126

2597） 

• 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） 

 

2019.4.17f1 リリースノート 

修正点 

• 2D：「Sprite Skin」インスペクターで不足しているツールチップを追加（12

85255） 

• 2D：2D Common パッケージで不足している UIElement の依存関係を追加 

• 2D：com.unity.modules.animation パッケージにその依存関係が反映されな

い 2D Animation パッケージを修正 

• 2D：縦スライダーハンドルの位置が合っておらず、わずかに右側の「Bone I

nfluence」ウィンドウ内に配置される問題を修正（1260568） 

• Android：カスタムベースの build.gradle を初めて使用しているときにのみ G

radle プロジェクトのエクスポートが失敗する。(1245249) 

• Android：Adreno で間接的なドローの後のドローの結果、geometryが崩れる

バグを修正（1271258） 

• Android：間違った adb 実行ファイルパスが原因で Unity Remote システム

から Android デバイスに接続できなくなる問題を修正。(1251622) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-sdk-oculus-earlyupdate-dot-xrupdate-spikes-inconsistently
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-root-bone-and-bone-properties-tooltip-missing-in-sprite-skin-component
https://issuetracker.unity3d.com/issues/2d-root-bone-and-bone-properties-tooltip-missing-in-sprite-skin-component
https://issuetracker.unity3d.com/issues/2d-animation-vertical-slider-handle-is-not-aligned-and-placed-slightly-to-the-right-side-in-the-bone-influence-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-exporting-a-gradle-project-fails-when-baseprojecttemplates-generated-by-unity-comment-is-removed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/particle-system-is-rendered-with-artifacts-android-when-using-opengles3-gprahics-api
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-unity-remote-doesnt-work-with-android-devices


• Android：外部ツールを実行中に、エディターコンソールでエラーメッセージ

が行ごとの項目ではなく、2 つの項目として表示される。(1269685) 

• アニメーション：Animation コンポーネントを使用して一部の UI コンポーネ

ントをアニメーション化している最中に、スクリプトを変更した後に発生す

るエディター内の再生モードのクラッシュを修正。(1238859) 

• アセットインポート：ModelImporter で、resampleCurves が無効になって

いるときに、ピボットの変換中に中心として回転ピボットが使用されていな

い問題を修正。(1283884) 

• オーディオ：フォーカスをエディターとその他のアプリケーションの間で変

えているときに、Timeline のプレビューでオーディオが一時停止/再開され

ない問題を修正。(1016423) 

• コア：IME の文字列が長くなりすぎたときにクラッシュする問題を修正。(12

26610) 

• エディター：Unity エディターの「Update Check」ウィンドウが正しくない

状態で開き、その後エディターがクラッシュする結果となる問題を修正。(12

85668) 

• エディター：Material のインスペクターでテクスチャーアイコンの右端をク

リックすると、アセットを選択するウィンドウが表示される問題を修正。(12

48553) 

• エディター：お気に入りからフォルダーを削除するときに表示される例外を

修正（1229937） 

• エディター：fontRenderingMode を FontRenderingMode.Smooth から Font

RenderingMode.OSDefault に戻した（1262281） 

• エディター：Linux エディターのメインウィンドウに保存されたウィンドウ

のレイアウトが正しく記憶されるようになった（1258663） 

• GI：GPU ライトマッパーが Apple Silicon で機能するようにする 

• GI：ユーザーが realtimeTexture を customProbe に割り当てるのを防止し、

試行した場合に警告を表示する。(1243849) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/java-exception-are-using-multiple-lines-in-the-console-instead-of-being-grouped-under-one-error
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-with-various-stack-traces-when-exiting-play-mode-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/animation-stutters-when-resample-curves-option-is-disabled-in-model-import-settings-animation-tab
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unity-crashes-when-typing-long-cangjie-keyboard-characters-into-the-input-field
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unity-crashes-when-typing-long-cangjie-keyboard-characters-into-the-input-field
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/macos-crash-on-containerwindowdelegate-windowwillclose-when-closing-unity-editor-update-check-window-on-a-new-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/texture-icon-box-opens-asset-selector-window-instead-of-revealing-the-asset-in-project-browser-when-clicking-on-its-right-side
https://issuetracker.unity3d.com/issues/texture-icon-box-opens-asset-selector-window-instead-of-revealing-the-asset-in-project-browser-when-clicking-on-its-right-side
https://issuetracker.unity3d.com/issues/exception-thrown-on-deleting-folder-from-favorites-in-project-browser
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-text-is-blurry-when-verdana-is-set-as-the-preferred-editor-font-and-smoothing-slash-anti-aliasing-is-disabled-in-the-os
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-editor-doesnt-restore-window-scale-when-loading-saved-layouts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-reflectionprobes-presentprobe-when-calling-reflectionprobe-dot-renderprobe-in-start-method


• グラフィックス：VFX アセットの優先順位を正しく設定（1284439） 

• グラフィックス：グラフィックスメモリの割り当て/割り当て解除に関して C

PU を最適化。 

• グラフィックス：VFX コンポーネントシートから不足している型チェックを

修正（エラーが発生する場合あり）（1258022） 

• グラフィックス：targetTexture を OnPreRender() で変更しているときに黒

い画面がレンダリングされる問題を修正。(1274376) 

• グラフィックス：RequestCharactersInTexture を使用しているときに一部の 

iOS 14 デバイス上のフォント文字のテクスチャーで発生する可能性がある破

損を修正。(1290509) 

• グラフィックス：段階に依存するシェーダーの機能が使用されたときに、フ

レームデバッガーで正しいキーワードが表示されない問題を修正（126162

0） 

• グラフィックス：一定の条件下で GLES デバイスがテクスチャー ID をリー

クする問題を修正（1261513） 

• グラフィックス：「Regenerate materials」をクリックした後に SpeedTree 

のテクスチャーがバインドされなくなっていた問題を修正。(1231184) 

• グラフィックス：AllocAndFillInstancedData（ハイブリッド v1）からのアロ

ケーターでプレイヤーがサイズオーバーフローによりクラッシュする（1289

613） 

• グラフィックス：GLES でテレインツリーが透明度の修正を偽装する（12878

79） 

• グラフィックス：カラーフォーマットが無効である場合、メタルレンダラー

を使用しているときに Texture2D 配列がクラッシュしなくなった。 

• グラフィックス：モバイルプラットフォーム上でカメラが動いている間、樹

木のビルボードが正しく回転するようになった（1242389） 

• グラフィックス：[VFX] VFX シャドウキャスターに関わる SRP Batcher の問

題（1296980） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-vfxpropertysheetserializedcomponent-readbackfromruntime-when-opening-the-visual-effect-graph-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-onpostrender-post-process-is-not-rendered-if-anti-aliasing-is-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/frame-debugger-does-not-show-all-keywords-used-by-the-shader-when-certain-shader-feature-directives-are-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/frame-debugger-does-not-show-all-keywords-used-by-the-shader-when-certain-shader-feature-directives-are-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-anonymous-namespace-trynamingfbofromattachments-after-leaving-the-editor-idle-for-a-few-hours
https://issuetracker.unity3d.com/issues/speedtree-regenerate-materials-option-distorts-speedtree-materials-shaders-and-meshes-at-different-lod-levels
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-terraintree-billboards-are-not-transparent-and-they-do-not-rotate-towards-player-correctly
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-terraintree-billboards-are-not-transparent-and-they-do-not-rotate-towards-player-correctly
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-terrain-tree-billboards-not-rotating-while-camera-moving
https://issuetracker.unity3d.com/issues/vfx-srp-batcher-issues-with-vfx-shadow-casters


• IL2CPP：ある型から、その型の .ctor がマークされなかったときに、インタ

ーフェースが間違って削除される場合があるケースを修正。(1222808) 

• Linux：ゲームコントローラーとジョイスティックのシリアル番号を修正（12

69974） 

• モバイル：iOS 11 以降のモーション API 機能へのアクセスにより、iOS 10 

のビルドで警告が発生する問題を修正。 

• パッケージ：インストーラーのサイズ削減のためにバンドルされた Burst パ

ッケージをクリーンアップ 

• パッケージ：インスタンスのメソッド用のデバッグ情報の範囲が正しく設定

されるようになった。これは、インスタンスの変数を正しく検証できるよう

になったことを意味します。 

• パッケージ：両方のポインターが同じメモリアドレスから派生し、かつ 1 つ

がそのポインターの 0 番目の要素にインデックス付けされている場合に、一

部の memset を memcpy に間違って変換する可能性がある LLVM 内のバグ

を修正。 

• パッケージ：UNITY_SERVER によって保護されていたアセンブリがあった

場合に、「Server Build」がオンになっていたときに Burst でそのアセンブリ

を見つけることができなくなるバグを修正。 

• パッケージ：libdl.so が見つからない Linux ビルドのエラーを修正。 

• パッケージ：ArmV7 上の xxHash3 に関わる整列の問題を修正（ケース 1288

992） 

• パッケージ：Intel Intrinsics の mm256_inserti128_si256、mm256_bslli_epi

128、mm256_bsrli_epi128 の問題を修正 

• パッケージ：mm256_cvttps_epi32 のマネージド（リファレンス）実装を修

正（ケース 1288563） 

• パッケージ：sub_ss intrinsic のマネージド実装を修正 

• パッケージ：math.shuffle が、非定数の ShuffleComponent が使用されたと

きに、正しくコンパイルされるようにした。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-build-succeeds-but-il2cpp-error-unhandled-exception-system-dot-collections-dot-generic-dot-keynotfoundexception-is-thrown
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-input-system-joystick-serial-number-shows-guid-generated-number-instead-of-actual-usb-device-serial-number
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-input-system-joystick-serial-number-shows-guid-generated-number-instead-of-actual-usb-device-serial-number


• パッケージ：Burst のメニューで「Enable Compilation」をオフにすると、

エディターを再起動したときに Burst で間違って有効になっていた。これは

実際に修正されました。 

• パッケージマネージャー：アセットストアのリストリクエスト中にドメイン

の再ロードが発生すると、PackageList に null 参照エラーがある問題を修正 

• パッケージマネージャー：依存関係としてインストールされたパッケージ

が、「Package Manager」ウィンドウの「In Project」タブにリストされる

ようになった。 

• パーティクル：複数のカメラを使用しているときに大量のメモリが使用され

ないよう、レンダリングのキャッシュサイズに上限を設定。(1270438) 

• プレイアブル：複数の通知レシーバーのコールバックが存在し、ソースのプ

レイアブルグラフが破壊的な方法で変更されると、プレイアブルグラフがク

ラッシュする問題を修正（1290690） 

• プロファイラー：検索フィールドがアクティブであるときの「CPU Module 

Detailed」ビューの並べ替えを修正（1214785） 

• プロファイラー：再生モードで「Profiler」ウィンドウが閉じていても、プロ

ファイラーがアクティブなままになる状況を修正。(1249581) 

• プロファイラー：「Hierarchy」ビューと「Timeline」ビューの動作を統一す

るために、プロファイラーの「Hierarchy」ビューで利用できなくなった、選

択済みフレームのビジュアライゼーションを修正（1242627） 

• スクリプティング：:スクリプト修正後、ドメインの再ロード中にクラッシュ

が発生する問題を修正。(1262671) 

• スクリプティング：EditorUserBuildSettings.development が true に設定さ

れているときに、アセンブリの定義リストに DEVELOPMENT_BUILD が含ま

れる（1294142） 

• スクリプティング：バインディングのコード内の汎用の単一配列の上書きを

修正。(1268308) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/multiple-signal-receivers-components-on-a-single-gameobject-can-cause-a-crash-when-signals-target-the-playable-director
https://issuetracker.unity3d.com/issues/profiler-profiler-entries-arent-sorted-when-using-search-filter-and-sorting-by-column
https://issuetracker.unity3d.com/issues/profiler-keeps-recording-data-when-target-selection-is-set-to-editor-and-the-profiler-window-is-closed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-information-of-the-selected-frame-is-shown-in-module-details-panel-when-the-frame-is-no-longer-displayed-in-the-profiler
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crashes-on-mono-class-init-when-entering-play-mode-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mono-arraytypemismatchexception-is-thrown-when-using-list-of-generic-icollection


• シリアル化：SerializedProperty.DataEquals がアラインメント境界前のフィ

ールドでも一貫して機能するようになる。(1294238) 

• シリアル化：インスペクター内の特定の値を変更しているときに、SerializeR

eference でポリモーフィックインスタンスが再利用される。(1193322) 

• シェーダー：シェーダーコンパイル中、ビルドをキャンセルしているとき

に、孤立したメモリが原因で発生するアロケーターのエラーを修正。(12243

25) 

• シェーダー：テッセレーションが使用されたときに生成されることがある Vu

lkan 用の正しくないシェーダーコードを修正（1256838） 

• シェーダー：生成された GLSL コード内の静的定数配列への範囲外アクセス

を修正。(1276781) 

• テレイン：テレインレイヤーを除去した後に取り消すとアルファマップが正

しく復元される。(1276283) 

• UI：uGUI のプロファイラーをレンダリングしているときに SRP 以外にフォ

ールバックすると、SRP が使用中でも再レンダリングされる。(1275870) 

• UI：タッチスクリーンを使用しているときに OnDrop コールバックが呼び出

されない（1279352） 

• WebGL：PVRTC と RG16 のテクスチャーに対するサポートを追加。ハイパ

フォーマンス WebGL GPU powerPreference の使用が有効になります。(118

7965) 

• WebGL：サポート対象外の BC4 圧縮形式をターゲットにしようとしている

圧縮済みのシングルチャンネルテクスチャーのバグを修正。(1274662) 

• XR：デフォルトの回転モードが自動回転に設定されていたときに VR アプリ

ケーションを起動しようとすると、アサーションに失敗する問題を修正。(12

75158) 

 

API の変更点 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/serializereference-non-serialized-initialized-fields-lose-their-values-when-entering-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shaders-tls-allocator-errors-are-thrown-when-cancelling-build-during-compiling-shader-variants-step
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shaders-tls-allocator-errors-are-thrown-when-cancelling-build-during-compiling-shader-variants-step
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-testrunner-first-run-of-playmode-tests-fails-for-android
https://issuetracker.unity3d.com/issues/opengl-slash-gles-static-const-vector-returns-incorrect-data
https://issuetracker.unity3d.com/issues/terrain-paint-layers-removing-layer-in-the-middle-of-stack-and-then-undoing-changes-all-other-layers
https://issuetracker.unity3d.com/issues/profiler-srp-ui-objects-are-not-displayed-and-a-wrong-background-is-displayed-in-the-ui-preview-window-when-srp-is-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-ondrop-function-is-not-called-when-using-a-touchscreen
https://issuetracker.unity3d.com/issues/texture2d-dot-loadrawtexturedata-no-longer-works-on-webgl-with-pvr-and-other-non-dxt-compressed-texture-formats
https://issuetracker.unity3d.com/issues/texture2d-dot-loadrawtexturedata-no-longer-works-on-webgl-with-pvr-and-other-non-dxt-compressed-texture-formats
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-settings-are-automatically-set-to-use-unsupported-format-when-the-texture-has-certain-settings-set


• エディター：追加：Unity が CPU エミュレーション下で実行されているかど

うかを検出する EditorUtility.IsRunningUnderCPUEmulation を追加。 

 

変更点 

• パッケージ：即時コンパイル/ウォームキャッシュにかかるコストを 1.25 倍

改善するために、コンパイラーで固定サイズのバッファーを再利用すること

で、ハッシュパフォーマンスをより改善。 

• パッケージ：コンパイラー内ハッシュのパフォーマンスを 1.2 倍改善。 

• パッケージ：デバッグが有効になっているときにデバッグを補助するために

フレームポインターを保持。 

• パッケージマネージャー：com.unity.purchasing が 2.2.1 にアップデートさ

れ、Google Play Billing Library v3 のライブラリをアセットストアのアプリ

内課金モジュールに実装する完全なサポートを追加（2.2.0 以上のランタイム

の必須のホットフィックスを含む）。 

• シェーダー：エディターで、「Graphics」設定の「Preloaded shaders」セ

クション内のシェーダーのコレクションから、シェーダーのウォームアップ

がスキップされるようになった。 

 

改善点 

• モバイル：com.unity.mobile.notifications を 1.3.2 に更新 

 

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：667c8606c536 

 


