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このバージョンは、Unity Hub を使用してインストールしてください。 

 

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://2020.3.4f1/0abb6314276a
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.4f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/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/0abb6314276a/MacEditorInstaller/Unity.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2020.3.4f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/0abb6314276a/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/get-unity/update
https://store.unity.com/


2020.3.4f1 の既知の問題 

• 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） 

• Windows：[Windows 7] VideoPlayer でビデオをロードすると「Windo

wsVideoMedia error 0xc00d36b4」エラーがスローされる（1306350） 

• 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） 

• Terrain（地形）：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：[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） 

• HDRP：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） 

• 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） 

• 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/animationevent-is-fired-late-or-isnt-fired-at-all-when-animations-motion-time-value-is-set-manually
https://issuetracker.unity3d.com/issues/windows-7-windowsvideomedia-error-0xc00d36b4-error-is-thrown-when-loading-a-video-with-the-videoplayer
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/all-the-textures-are-cleared-when-creating-texture-array
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/the-camera-doesnt-rotate-in-hdrp-template-with-the-simplecameracontroller-dot-cs-script
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-buildprefabinstancecorrespondingobjectmap-when-overriding-nested-prefab-inside-assetdatabase-dot-startassetediting-block
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


• 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） 

• 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） 

• Terrain（地形）：Play Mode に入って数秒経過すると、TreeRendere

r::WillRenderTrees でクラッシュする（1317966） 

• IMGUI：Unity のコンテキストメニューから起動されると、ModalUtilit

y ウィンドウのコンテンツが見えなくなる（1313636） 

• 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） 

• 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） 

• テンプレート：LEGO Model Asset コンポーネントがアタッチされてい

る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） 

• 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） 

• 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） 

• 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） 

• アセットバンドル：アセットの同期ロードによってプリロードされた依

存関係が正しくロードされない（1321141） 

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/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/error-displaying-showmodalutility-window
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/user-cant-easily-configure-location-of-both-upm-and-asset-store-package-local-cache
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-when-redoing-and-undoing-pasting-prefabs-in-scene-in-lego-microgame
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/increased-reload-time
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/synchronous-asset-loading-does-not-correctly-load-preload-dependencies


• 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） 

• Addressable Asset：PreloadManager::WaitForAllOperationToComple

te のパフォーマンス上のバグ（1322086） 

• シェーダーシステム：インポートプロセス中にシェーダーがアップグレ

ードされると、UpgradeOldShaderSyntax でエディターがクラッシュ

する（1299790） 

• スクリプティング：スクリプトを再コンパイルした後に Play Mode に

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

• XR：OpenXR + URP + UWP のレンダリングがスタックする（132383

3） 

• Mono：ビルドされたプレイヤーの停止に数秒かかる（1295072） 

• グローバルイルミネーション：「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::Geo

metry::Verify のエラーが大量に発生する（1319133） 

• クロス：親ゲームオブジェクトのスケールを 1 より小さくし、かつ「C

onstraints」の「Surface Penetration」を 0 に設定すると、クロスの表

示が崩れる（1319488） 

• 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） 

• 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 のエラーが大量に発生する（1313968） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/packagemanager-dot-client-dot-searchall-offlinemode-true-returns-an-error-if-user-offline
https://issuetracker.unity3d.com/issues/performance-bug-reported-by-the-dots-team-in-preloadmanager-waitforalloperationtocomplete
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-on-upgradeoldshadersyntax-when-shaders-are-being-upgraded-during-importing-process
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crashes-on-mono-class-init-when-entering-play-mode-after-recompiling-scripts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/openxr-plus-urp-plus-uwp-rendering-stuck
https://issuetracker.unity3d.com/issues/openxr-plus-urp-plus-uwp-rendering-stuck
https://issuetracker.unity3d.com/issues/built-player-takes-multiple-seconds-to-shut-down
https://issuetracker.unity3d.com/issues/speedtree-asset-breaks-when-trying-to-lightmap
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/macos-build-is-damaged-and-cannot-be-opened-error-when-downloading-unity-build-from-internet
https://issuetracker.unity3d.com/issues/wintermute-geometry-verify-errors-are-spammed-when-baking-a-mesh-with-mesh-compression-set-to-medium-slash-high


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

を保存すると、「Something went wrong saving brush setting」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 Play 

Mode 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） 

 

2020.3.4f1 リリースノート 

システム要件の変更 

改善点 

• グラフィックス：シェーダープログラムのパラメーターを設定している

ときの冗長な呼び出しを削除。(1317383) 

• XR：UI ディスプレイ要素から「Preview」のテキストを削除。 

 

API の変更点 

• グラフィックス：追加：特定のプラットフォームでの StoreAndResolv

eAction の格納アクションのサポートをチェックする、新しい SystemI

nfo.supportsStoreAndResolveAction API。 

• スクリプティング：変更：Roslyn Analyzers が通常のコンパイルステッ

プの一部として実行される。また、これにより Analyzer のエラーがコ

ンパイルエラーとして扱われるようになる。 

 

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


変更点 

• パッケージ：Cinemachine パッケージを 2.6.4 に更新。 

• パッケージ：Oculus XR プラグインパッケージを 1.9.0 に更新。 

• パッケージ：Timeline パッケージをバージョン 1.4.7 に更新。 

 

修正点 

• Android：アプリ内課金ダイアログが表示されているときにアプリを一

時停止すると発生する、Unity の表示が真っ暗になる問題を修正。(124

9179) 

• アニメーション：Play Mode に移動すると Timeline がスタックしたま

まになる問題を修正。(1315060) 

• アセットインポート：テキストアセットを選択しているときに「Extern

al Objects」が表示されなくなる原因となっていた問題を修正。(13013

27) 

• アセットパイプライン：式：「ins.second || ins.first->second...」で失

敗するアサーションをより分かりやすくするよう問題を修正。(127491

2) 

• エディター：アセットの循環参照を検出中にクラッシュを引き起こす可

能性があった問題を修正。(1249114) 

• エディター：引用符/逆引用符/二重引用符のキーコードについて Linux 

のキーマッピングを修正するよう問題を修正。(1281473) 

• エディター：「hasUnsavedChanges」が true に設定されているウィン

ドウをマウスの中ボタンを使用して閉じると保存されない問題を修正。

(1307671) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-black-screen-on-android-when-switching-app-during-in-app-purchase
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-black-screen-on-android-when-switching-app-during-in-app-purchase
https://issuetracker.unity3d.com/issues/timeline-stays-stuck-after-going-to-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-external-objects-array-is-displayed-in-the-inspector-when-selecting-a-text-asset
https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-external-objects-array-is-displayed-in-the-inspector-when-selecting-a-text-asset
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shadergraph-creating-a-2-deep-recursive-subgraph-crashes-unity-and-makes-project-unopenable
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unsaved-changes-detected-popup-is-not-being-shown-when-tab-with-changes-is-closed-with-middle-mouse-button


• エディター：隔離モードで変更を加えた後にプレハブの名前を変更する

と発生する LayoutGroup のエラーを修正。(1291996) 

• エディター：「includeChildren」が無視される ReorderableList 配列

プロパティを修正。(1312364) 

• グラフィックス：レンダラーに関連付けられているミップストリーミン

グテクスチャーをスキャンしているときに発生するデッドロックを修

正。(1318903) 

• グラフィックス：C# と C++ の間の FormatUsage のマッピングが間違

っていることが原因で、StencilSampling がサポート対象であると間違

って報告される問題を修正。(1315531) 

• グラフィックス：手を加えていない VFX アセットがダーティとタグ付

けされる原因となった問題を修正。(1307562) 

• グラフィックス：VFX アセットが保存後に元に戻ってしまう原因となっ

た問題を修正。(1315191) 

• IL2CPP：参照渡しパラメーターが参照渡しでないパラメーターの後に

あるときの、デリゲートの非同期呼び出しでの参照渡しパラメーターの

動作を修正。(1313160) 

• IL2CPP：il2cpp::vm::LivenessState::AddProcessObject でクラッシュ

が発生する問題を修正。(1315058) 

• IL2CPP：同じジェネリックインターフェースの複数のバリエーション

が実装される型に呼び出しを変換しているときに ArgumentException 

が発生することがある問題を修正。(1319313) 

• IL2CPP：default キーワードによる初期値を持つ in 修飾子付きのジェ

ネリックパラメーターを使用してメソッドを変換するときに例外が発生

する問題を修正。(1313460) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/endlayoutgroup-beginlayoutgroup-must-be-called-first-error-is-thrown-when-manually-saving-changes-to-prefab-after-renaming-it
https://issuetracker.unity3d.com/issues/windows-build-becomes-unresponsive-in-texture-streaming
https://issuetracker.unity3d.com/issues/vfx-reverts-the-first-compilation-change-after-the-vfx-asset-is-saved
https://issuetracker.unity3d.com/issues/delegate-dot-endinvoke-always-returns-null-in-a-build-when-using-the-il2cpp-scripting-backend
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-il2cpp-vm-livenessstate-addprocessobject-when-running-photon-bolt-server-and-reloading-scene-in-build
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-build-fails-when-passing-a-default-t-as-an-in-parameter-to-a-method


• IL2CPP：スクリプトのデバッグが有効になっている状態で、IndexOut

OfRangeException がトリガーされる可能性があった問題を修正。(132

1876) 

• iOS：アプリを起動しているときに CreateBGRA32TextureFromCVText

ureCache でクラッシュする問題を修正。(1298967) 

• iOS：起動時に FixedUpdate が本来呼び出される回数よりも多く呼び出

されることにより、最初の Update の Time.deltaTime に不正な数値が

計上される問題を修正。(1318647) 

• iOS：デバイスがオフラインの場合、バックグラウンド/レジューム時に

フリーズを引き起こす UnityWebRequest の問題を修正。(1315244) 

• プレハブ：プロジェクトブラウザーの「Create Variant」での複数選択

のサポートを追加。(1313946) 

• プレハブ：プレハブをシーンビューにドラッグした後にその操作を取り

消すと、シーンがダーティにならなくなるよう問題を修正。(1299185) 

• プレハブ：プレハブインスタンスからコンポーネントを削除するとき、

およびプレハブを作成した後に RequireComponent が追加されたとき

の問題を修正。(1284595) 

• スクリプティング：スクリプトを編集しているときにコンパイルのパフ

ォーマンスが低下する問題を修正。(1317926) 

• スクリプティング：Apple Silicon でネイティブからマネージドコード

へのコールバックが失敗する問題を修正。(1305211) 

• シリアライズ：スクリプトのクラスに「guid」で終わるフィールド名

がある場合に YAML 解析エラーを引き起こしていた問題を修正。(12735

39) 

• シェーダー：Win 7 でのシェーダーコンパイルのリグレッションを修

正。（1318359） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-build-fails-due-to-indexoutofrangeexception-when-building-with-il2cpp-and-script-debugging-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-build-fails-due-to-indexoutofrangeexception-when-building-with-il2cpp-and-script-debugging-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-crash-on-createbgra32texturefromcvtexturecache-when-launching-an-app
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-fixedupdate-gets-called-multiple-times-before-the-first-update-when-build-is-run-on-a-device
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-freeze-when-continually-sending-unitywebrequests-and-internet-connection-is-disabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/dragging-a-prefab-into-the-scene-view-and-undoing-the-action-does-not-undirty-the-scene
https://issuetracker.unity3d.com/issues/component-is-added-to-the-gameobject-when-entering-the-play-mode-after-deleting-the-script-with-requiredcomponent-attribute
https://issuetracker.unity3d.com/issues/increased-script-compilation-time
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-aot-dot-monopinvokecallback-native-to-managed-callback-fails-with-apple-silicon-when-scripting-backend-is-mono
https://issuetracker.unity3d.com/issues/parser-failure-expected-closing-error-when-creating-scriptableobject
https://issuetracker.unity3d.com/issues/parser-failure-expected-closing-error-when-creating-scriptableobject
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shader-fails-to-compile-when-using-windows-7


• UI ツールキット：UI ツールキットのラベルに省略記号がたまに表示さ

れる原因となっていた問題を修正。(1291452) 

• WebGL：macOS と Linux の SystemInfo、および WebGL と MetroPlay

er によって使用される Runtime/Misc の SystemInfo にノルウェー語

（ブークマールとニーノルスク）の処理を追加。(1288528) 

 

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 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/titles-of-the-packages-in-the-package-manager-are-truncated
https://issuetracker.unity3d.com/issues/application-dot-systemlanguage-returns-unknown-when-system-language-is-set-to-norwegian-bokmal-slash-nynorsk


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：0abb6314276a 

 


