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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 

unityhub://2020.3.7f1/dd97f2c94397
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.7f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/WindowsDocumentationInstaller/UnityDocumentationSetup.exe


 

コンポーネントインストーラー（macOS） 

Unity エディター 

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 

https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorInstaller/Unity.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2020.3.7f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/dd97f2c94397/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/get-unity/update
https://store.unity.com/


2020.3.7f1 の既知の問題 

• モバイル：[Android] Streaming Assets フォルダーに 680 以上のファイ

ルがあるとビルドが失敗する（1272592） 

• テレイン：テクスチャー配列を作成しているときにすべてのテクスチャ

ーが消去される（1323870） 

• アニメーション：アニメーションの「Motion Time」の値が手動で設定

されると、AnimationEvent が遅れて発生する、またはまったく発生し

ない（1324763） 

• グローバルイルミネーション：「Lighting」ウィンドウからオンデマン

ドで GI ベイクを実行した後に、リフレクションプローブにシーンの間

接光が含まれない（1324246） 

• DirectX12：シーンを切り替えているときにエディターが GfxDeviceD3

D12Base::DrawBuffersCommon でクラッシュする（1329083） 

• Mono：NordVPN を使用しているときに Unity を起動するとクラッシュ

する（1308797） 

• AI：ナビメッシュを生成中に ComputeTileMeshJob でクラッシュが発

生する（1329346） 

• アニメーション：[パフォーマンス低下] 「Animation」ウィンドウでア

ニメーションをロードするのに、AnimationWindowState:get_allCurv

es に約 5000 ミリ秒かかる（1320250） 

• IL2CPP：1 つのプロジェクトでメッセージ、SyncVars、SyncList を組

み合わせて使用すると、ビルドが失敗する（1328966） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-build-fails-when-there-are-680-or-more-files-in-the-streaming-assets-folder
https://issuetracker.unity3d.com/issues/all-the-textures-are-cleared-when-creating-texture-array
https://issuetracker.unity3d.com/issues/animationevent-is-fired-late-or-isnt-fired-at-all-when-animations-motion-time-value-is-set-manually
https://issuetracker.unity3d.com/issues/reflection-probes-doesnt-contain-indirect-scene-lighting-after-the-on-demand-gi-bake-from-the-lighting-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-on-gfxdeviced3d12base-drawbufferscommon-when-switching-between-scenes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-system-dot-net-dot-sockets-dot-socket-queueioselectorjob-when-using-a-vpn-and-opening-a-project-that-uses-visual-studio
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-with-computetilemeshjob-when-generating-navmesh
https://issuetracker.unity3d.com/issues/perfomance-regression-animationwindowstate-get-allcurves-takes-approximately-5000ms-to-load-animation-in-the-animation-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-build-fails-when-using-a-combination-of-messages-syncvars-and-synclist-in-a-project


• Metal：2 つ目のモニターが接続されると、Game ビューのパフォーマ

ンスが Gfx.WaitForPresentOnGfxThread の影響を大きく受ける（1327

408） 

• シーン管理：AssetDatabase.StartAssetEditing() ブロック内でネストさ

れたプレハブをオーバーライドすると、BuildPrefabInstanceCorrespo

ndingObjectMap のクラッシュが発生する（1324978） 

• Linux：チュートリアルのロード中に「_XFreeX11XCBStructure」によ

り Linux エディターがクラッシュする（1323204） 

• テレイン：Play Mode に入って数秒経過すると、TreeRenderer::WillRe

nderTrees でクラッシュする（1317966） 

• Packman：ユーザーが UPM とアセットストアのパッケージのローカル

キャッシュの場所を簡単に設定できない（1317232） 

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

tSystem のマウスのデルタ値が変更されない（1248389） 

• テンプレート：LEGO Model Asset コンポーネントを使用してゲームオ

ブジェクトを複製した後、取り消しとやり直しを実行するとエディター

がクラッシュする（1298503） 

• アセットインポートパイプライン：プロジェクトがアップグレードされ

ると、プレハブのスクリプトフィールドの参照が失われる（1328724） 

• 物理演算：RigidBody の親子関係を変更した後に OnTriggerEnter が呼

び出される（1323883） 

• HD RP：HDRP テンプレートに SimpleCameraController.cs スクリプト

を追加するとカメラが回転しない（1326816） 

• WebGL：Chrome でプレイヤーを開くと「SharedArrayBuffer will requ

ire cross-origin isolation as of M91」の警告がスローされる（132383

2） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/performance-in-game-view-is-significantly-impacted-by-gfx-dot-waitforpresentongfxthread-when-a-second-monitor-is-connected
https://issuetracker.unity3d.com/issues/performance-in-game-view-is-significantly-impacted-by-gfx-dot-waitforpresentongfxthread-when-a-second-monitor-is-connected
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-buildprefabinstancecorrespondingobjectmap-when-overriding-nested-prefab-inside-assetdatabase-dot-startassetediting-block
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-editor-crashes-at-xfreex11xcbstructure-when-loading-tutorials
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-treerenderer-willrendertrees-when-being-in-play-mode-for-several-seconds
https://issuetracker.unity3d.com/issues/user-cant-easily-configure-location-of-both-upm-and-asset-store-package-local-cache
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-when-redoing-and-undoing-pasting-prefabs-in-scene-in-lego-microgame
https://issuetracker.unity3d.com/issues/prefab-script-field-reference-is-lost-when-project-is-upgraded
https://issuetracker.unity3d.com/issues/onentertrigger-gets-called-after-reparenting-a-rigidbody
https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-camera-doesnt-rotate-in-hdrp-template-with-the-simplecameracontroller-dot-cs-script
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-sharedarraybuffer-will-require-cross-origin-isolation-as-of-m91-warning-is-thrown-when-launching-player-on-chrome
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-sharedarraybuffer-will-require-cross-origin-isolation-as-of-m91-warning-is-thrown-when-launching-player-on-chrome


• IMGUI：ModalUtility ウィンドウがUnity のコンテキストメニューから

起動されると、コンテンツが見えなくなる（1313636） 

• Packman：ユーザーがオフラインである場合、PackageManager.Clien

t.SearchAll(offlineMode:true) によってエラーが返される（1319585） 

• Packman：アノテーション付きのタグを参照している Git の依存関係

をその Git の URL の中で使用すると、Package resolution error が発生

する（1325920） 

• 2D：[Skinning Editor] 頂点のウェイトを変更した後で、かつスプライ

トが .psb ファイルからのものである場合に、頂点を作成できない（13

22204） 

• 設定ウィンドウ：環境設定の FixedTimestep の値が 0/0 に設定される

とエディターがフリーズする（1326481） 

• Scene/Game ビュー：[不確実なクラッシュ] GizmoSetup で古いデータ

がキャッシュされると、mono_aot_get_cached_class_info にてエデ

ィターがクラッシュする（1259765） 

• アセットインポーター：[パフォーマンス低下] モデルにアニメーション

が含まれていると、FBX モデルのインポートが目に見えて遅くなる（1

265275） 

• スクリプティング：スクリプトのアセンブリの再ロードに時間がかかる

（1323490） 

• スクリプティング：スクリプトを再コンパイルした後に再生モードに入

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

• macOS：[macOS] インターネットから Unity のビルドをダウンロード

しているときに「build is damaged and cannot be opened」エラーが

発生する（1323501） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/error-displaying-showmodalutility-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/packagemanager-dot-client-dot-searchall-offlinemode-true-returns-an-error-if-user-offline
https://issuetracker.unity3d.com/issues/package-resolution-error-when-using-a-git-dependency-referencing-an-annotated-tag-in-its-git-url
https://issuetracker.unity3d.com/issues/skinning-editor-vertex-cant-be-created-after-modifying-vertexes-weight-and-when-sprite-is-from-the-psb-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/skinning-editor-vertex-cant-be-created-after-modifying-vertexes-weight-and-when-sprite-is-from-the-psb-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-freezes-when-fixedtimestep-value-in-the-preferences-is-set-to-0-slash-0
https://issuetracker.unity3d.com/issues/wild-crash-editor-crashes-on-mono-aot-get-cached-class-info-when-gizmosetup-has-cached-an-outdated-data
https://issuetracker.unity3d.com/issues/performance-regression-importing-an-fbx-model-is-noticeably-slower-when-the-model-contains-animations
https://issuetracker.unity3d.com/issues/performance-regression-importing-an-fbx-model-is-noticeably-slower-when-the-model-contains-animations
https://issuetracker.unity3d.com/issues/increased-reload-time
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crashes-on-mono-class-init-when-entering-play-mode-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-build-is-damaged-and-cannot-be-opened-error-when-downloading-unity-build-from-internet


• アセットインポーター：「Mesh Compression」を「Medium」または

「High」に設定してメッシュをベイクすると Wintermute::Geometry::

Verify のエラーが大量に送信される（1313968） 

• Polybrush：[Polybrush] 「Polybrush」ウィンドウを開いた後にブラシ

を保存すると、ブラシ設定の保存の際に問題が発生したという警告がス

ローされる（1315475） 

• テンプレート：[Linux] libdl.so ライブラリの欠落により、2 回目に再生

モードに入るとき、またはエディターを閉じるときに、クラッシュが発

生する（1237642） 

 

2020.3.7f1 リリースノート 

変更点 

• サービス：com.unity.purchasing バージョン 2 以下がインストールさ

れている場合のアプリ内課金の設定から「Migrate」ボタンセクション

を削除。「Latest Version」セクションを含んでいるセクションで、移

行の警告メッセージが表示されるようになった。 

 

修正点 

• Android：Mali G78 GPU 搭載の一部のデバイス上で「Compute Skinni

ng」をオンにしてブレンドシェイプを使用するとフリーズする問題を

修正。(1298373) 

• Android：デュアルスクリーンデバイスで AutoRotation が機能しない

問題を修正。(1259295) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/wintermute-geometry-verify-errors-are-spammed-when-baking-a-mesh-with-mesh-compression-set-to-medium-slash-high
https://issuetracker.unity3d.com/issues/polybrush-something-went-wrong-saving-brush-settings-warning-is-thrown-when-saving-a-brush-after-opening-the-polybrush-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/missing-libdl-dot-so-library-causes-crash-when-entering-playmode-for-the-second-time-or-closing-the-editor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/app-freezes-on-huawei-mate-40-pro-while-playing-multiple-blend-tree-animations
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-screen-orientation-is-not-working-on-second-display-of-lg-v50-after-the-initial-screen-rotation


• アニメーション：Animator のパラメーター値で float 値が小数点第 1 

位に切り捨てられる問題を修正。(1308930) 

• アニメーション：プレイアブルが一時停止されたときに StateMachine

Behaviour コールバックが呼び出されていた問題を修正。(1321298) 

• アセットバンドル：AssetBundles からアセットを同期的にロードする

とネイティブなオブジェクトタイプが再帰的にロードされない場合があ

った問題を修正。(1321141) 

• アセットパイプライン：projectsetting.asset ファイルが直接変更され

たときにアセットが報告される可能性がある問題を修正。(1270162) 

• アセットパイプライン：ファイルを移動/名前変更するとメインオブジ

ェクト名が適切に更新されなかった問題を修正。(1210886) 

• アセットパイプライン：キャッシュサーバーからアセットをダウンロー

ドする際に発生する可能性があるクラッシュを修正。(1319521) 

• アセットパイプライン：ディスク上の .asset ファイルのハッシュが Ass

etDatabase を介さずにローカルで更新され、その結果としてネイティ

ブのソースアセットが再ロードされない問題を修正。(1183116) 

• ビルドパイプライン：Windows の相対パスが正しく処理されていなか

ったエッジケースを修正。(1318673) 

• DX12：RenderTexture.enableRandomWrite での D3D12 のメモリリー

ク（ほとんどは複数のカメラを使用する SRP の使用時に発生）を修

正。(1329472) 

• エディター：ReorderableList のマルチターゲットのパフォーマンスの

問題を修正。(1279141) 

• エディター：プロパティ内のリストで ReorderableList の高さが拡張さ

れなかった問題を修正。(1324456) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/float-type-parameter-in-the-animator-controller-displays-0-dot-0-after-being-changed-to-0-dot-01
https://issuetracker.unity3d.com/issues/onstateenter-slash-onstateexit-is-called-repeatedly-when-an-animatorcontrollerplayable-is-paused-on-the-first-or-last-frame-of-a-state
https://issuetracker.unity3d.com/issues/synchronous-asset-loading-does-not-correctly-load-preload-dependencies
https://issuetracker.unity3d.com/issues/2d-game-kit-import-parameters-got-modified-during-import-error-is-thrown-when-opening-up-the-project-for-the-first-time
https://issuetracker.unity3d.com/issues/prefab-file-contents-do-not-update-when-it-is-renamed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/test-framework-playerbuildinterface-dot-compileplayerscripts-causes-dll-not-found-errors-1
https://issuetracker.unity3d.com/issues/inspector-multiselect-decreases-editor-performance
https://issuetracker.unity3d.com/issues/scriptableobject-with-an-array-of-serializable-classes-with-arrays-in-them-is-overlapping-in-the-inspector-when-expanded


• エディター：セーフモードでの Console ウィンドウのコピーを修正。

(1276089) 

• エディター：使用されていないテクスチャのアンロードを修正するため

に、EditorGUIUtility.GetSkinnedIcon と EditorGUIUtility.GetSkinnedI

conForDpi を削除。削除された関数で提供されていた機能を保持しつ

つ、C++ での実装の一部を移動。(1308097) 

• GI：カスタムデータでライトマップをベイクしているときにエディター

がクラッシュする問題を修正。(1293007) 

• GI：エディターセッションの最初のベイクでプログレッシブな更新が機

能しなかった問題を修正。(1300926) 

• グラフィックス：LZ4 で圧縮されたパッケージから GPU メモリに直接

テクスチャーをロードするときのパフォーマンスの問題を修正。(1307

820) 

• グラフィックス：間違ったリマッパー VFXCPUBuffer::BuildRemapper 

の問題を修正。(1317796) 

• グラフィックス：EncodeNativeArrayToEXR/PNG/JPG での割り当てエ

ラーを修正。(1315246) 

• グラフィックス：コンピュートをディスパッチした後の Shader.SetGlo

balBuffer で失われるバッファーのバインディングがあった問題を修

正。(1313736) 

• IL2CPP：Parallel Linq 使用時の「Attempting to call method for which 

no ahead of time (AOT) code was generated」エラーを修正。(132029

5) 

• IL2CPP：デバッガーのアタッチ時またはブレークポイントの設定時に

発生する可能性があるクラッシュを修正。(1327376) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/gpu-plm-progressive-updates-doesnt-work-on-first-bake-after-opening-the-editor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-metal-mac-project-crashes-on-launch-when-binding-compute-buffer-to-shader
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-executionengineexception-error-is-being-spammed-in-build-when-calling-linq-dot-parallelenumerable-dot-forall
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-executionengineexception-error-is-being-spammed-in-build-when-calling-linq-dot-parallelenumerable-dot-forall
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-when-attaching-script-debugging-process-to-device


• IL2CPP：一部のロケールで CultureInfo.DateTimeFormat が正しくロ

ードされていなかった問題を修正。(1252269) 

• iOS：画面がロックされた後に Time.unscaledDeltaTime が正しくなく

なる問題を修正。(1319890) 

• Linux：多数のアセットをロードするときのログスパムを削減。(13204

06) 

• パーティクル：ParticleSystemRenderer.SetMeshes スクリプト API の

問題を修正。(1322561) 

• パーティクル：「Rate over Distance」と「Limit Velocity」 を使用し

ているときの無効な AABB エラーを修正。(1317418) 

• 物理演算：Character Controller が他のコライダーを無視することがあ

った問題を修正。(1279841) 

• 物理演算：1 つのスケールでオーサリングされたものの、別のスケール

で使用されるオブジェクトの「Surface Penetration」を 0 に設定する

ことに関する問題を修正。これは、正しくないパーティクル分離動作と

して現れる。(1319488) 

• プレハブ：チュートリアルで undo オブジェクトの配列に null オブジ

ェクトが含まれている場合に発生した Lego Microgame のクラッシュ

を修正。(1297802) 

• プロファイラー：Mac でプロファイラーモジュールのドロップダウン

リストのデフォルト値を復元するとドロップダウンリストが閉じない問

題を修正。(1323673) 

• Scene/Game ビュー：Scene ビューで方向のギズモをクリックしたと

きに機能しなくなる問題を修正。(1311606) 

• スクリプティング：ネストレベル 2 以上のタイプで定義された Unity オ

ブジェクトのインスタンス化が機能しない問題を修正。(1299861) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-indexoutofrangeexception-is-thrown-when-using-system-dot-cultureinfo-with-thai-culture-in-il2cpp-build
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-time-dot-unscaleddeltatime-becomes-high-when-locking-the-screen-when-using-ondemandrendering
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-platformimageforiconforextension-editor-log-spam-when-closing-the-editor-after-importing-a-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-platformimageforiconforextension-editor-log-spam-when-closing-the-editor-after-importing-a-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/particles-mesh-isnt-updated-when-using-particlesystemrenderer-dot-setmeshes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/invalid-aabb-error-is-thrown-when-moving-a-particle-with-velocity-over-lifetime-and-limit-velocity-over-lifetime-modules
https://issuetracker.unity3d.com/issues/cloth-is-broken-when-parent-gameobject-scale-is-lower-than-1-and-surface-penetration-constraints-are-set-0
https://issuetracker.unity3d.com/issues/profiler-order-of-modules-fails-to-reset-on-using-the-restore-defaults-option-from-the-profiler
https://issuetracker.unity3d.com/issues/clicking-the-orientation-gizmo-in-the-scene-view-stopped-working
https://issuetracker.unity3d.com/issues/failing-to-initialize-an-instance-of-editorwindow-when-its-in-3rd-level-of-class-nesting


• サービス：com.unity.purchasing バージョン 2 以下がインストールさ

れている場合のアプリ内課金の設定の「Latest Version」セクションを

修正。常に検証済みバージョンが表示されるようになったが、IAP アセ

ットストアプラグインを使用しない新しいバージョンへの移行に関する

移行の警告メッセージが追加された。(1242076) 

• テキスト：GetPathsToOSFonts() ですべてのシステムフォントファイ

ルが返されない問題を修正。 

• テキスト：FontEngine.LoadFontFace(Font font) の使用時にフォント

オブジェクトが以前にアンロードされていると発生する可能性があるク

ラッシュを修正。 

• UI：レンダーターゲットがセットアップされているカメラが、無効化

されたディスプレイをターゲットとしていた場合に、UI がレンダリン

グされない問題を修正。(1316603) 

• UI ツールキット：テキスト入力フィールドで、テキストの変更が無効

になっているのに許可されていた問題を修正。(1286143) 

• ユニバーサル Windows プラットフォーム：「セキュア」フラグが設定

されているときは TouchScreenKeyboard でプライベートキーボードレ

イアウトを使用するよう修正。(1320676) 

• ビデオ：Windows 7 で VideoPlayer を使用してビデオをロードすると

「WindowsVideoMedia error 0xc00d36b4」エラーがスローされた問題

を修正。(1306350) 

• ビデオ：VideoPlayer および Skybox Panoramic シェーダーで立体レイ

アウトのコントロールが表示されない問題を修正。(1307239) 

• XR：XR.SDK をアクティベートする際の EditorXR エラーを修正。(1318

732) 

 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/world-space-canvas-is-not-rendered-to-the-render-texture-when-cameras-target-display-is-other-than-display-1
https://issuetracker.unity3d.com/issues/packages-search-results-are-not-updated-when-changing-search-box-value-during-the-packages-refresh
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uwp-touchscreenkeyboard-shows-word-suggestions-for-password-and-other-secure-input-fields
https://issuetracker.unity3d.com/issues/windows-7-windowsvideomedia-error-0xc00d36b4-error-is-thrown-when-loading-a-video-with-the-videoplayer


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 10.

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 9.0 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）、Visual Studio 2015 以降（C++ ツールコンポーネントインストー

ル済み）、Windows 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 11.0 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、

Safari。 

• 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 Androi

d Studio 3.4 以降が必要 

 

チェンジセット：dd97f2c94397 

 


