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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://2019.4.29f1/0eeae20b1d82
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.29f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/0eeae20b1d82/WindowsDocumentationInstaller/UnityDocumentationSetup.exe


 

コンポーネントインストーラー（macOS） 

Unity エディター（Intel） 

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 
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https://unity3d.com/jp/get-unity/update
https://store.unity.com/ja/


2019.4.29f1 の既知の問題 

• Ads：[Android] Unity の広告によってアプリがロック画面に戻る（128

1041） 

• 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） 

• オーディオ：FindSnapshot() に引数として null を渡すと、AudioMixer

_CUSTOM_FindSnapshot でクラッシュする（1341752） 

• グローバルイルミネーション：[HD レンダーパイプライン] ライティン

グの Auto Generate がオンの場合にシーンが繰り返し再ベイクされる

（1348841） 

• グローバルイルミネーション：[ライトプローブ] ベイクとリアルタイム 

GI が有効な場合に再生モードに入ると、プローブのライティングデー

タが失われる（1052045） 

• 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） 

• グラフィックス - 一般：ウィンドウのフォーカスを切り替えた後に Ren

derTexture が破損する（1179935） 

• グラフィックスデバイスバックエンド：エディターで CommandBuffer 

ネイティブプラグインのイベントがハングする（1308216） 

• 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） 

• Metal：2 つ目のモニターが接続されると、ゲーム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） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-unity-ad-return-app-to-lock-screen
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-unity-ad-return-app-to-lock-screen
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-with-computetilemeshjob-when-generating-navmesh
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-audiomixer-custom-findsnapshot-when-passing-null-as-an-argument-to-findsnapshot
https://issuetracker.unity3d.com/issues/hdrp-turning-on-auto-generate-lighting-scene-baking-gets-stuck-to-a-non-stop-loop
https://issuetracker.unity3d.com/issues/light-probes-lose-their-lighting-data-after-entering-play-mode-when-baked-and-realtime-gi-are-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-bugreporter-doesnt-get-invoked-when-the-project-crashes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/rendertextures-break-after-switching-window-focus
https://issuetracker.unity3d.com/issues/commandbuffer-native-plugin-events-hang-in-the-editor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-editor-crashes-at-xfreex11xcbstructure-when-loading-tutorials
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


• 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） 

• 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） 

• 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 settings」の警

告がスローされる（1315475） 

• 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） 

• シャドウ/ライト：ライトをベイクする前に UV チャートモードに入る

と、ProgressiveRuntimeManager::GetGBufferChartTexture によりク

ラッシュする（1309632） 

• Terrain（地形）：Terrain Lit の「Opacity as Density」オプションが原

因で、5 番目以降のレイヤーのアルファディザリングされた領域にアー

ティファクトが発生する（1283124） 

• ビデオ：特定のハードウェアで Unity Editor/Build を実行すると、ビデ

オプレイヤーが再生を開始できず、null ハンドルエラーがスローされる

（1237818） 

• 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） 

• WebGL：[iOS] ビデオが再生されない（1288692） 

• Windows：起動時にスワップチェーンのサイズが変更されると、ビル

ドがクラッシュする（1338515） 

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/user-cant-easily-configure-location-of-both-upm-and-asset-store-package-local-cache
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/crash-on-buildprefabinstancecorrespondingobjectmap-when-overriding-nested-prefab-inside-assetdatabase-dot-startassetediting-block
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-progressiveruntimemanager-getgbuffercharttexture-when-entering-uv-charts-mode-before-baking-lights
https://issuetracker.unity3d.com/issues/terrain-lit-opacity-as-density-option-causes-alphad-areas-on-the-5th-layer-or-greater-to-appear-with-artifacts
https://issuetracker.unity3d.com/issues/video-player-fails-to-start-playing-and-null-handle-errors-are-thrown-when-running-unity-editor-slash-build-with-specific-hardware
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
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-ios-video-is-not-playing-on-ios
https://issuetracker.unity3d.com/issues/build-crashes-when-launching-via-cmd-with-monitor-2-while-the-two-monitors-have-different-monitor-scale


• Windows：新しい InputSystem パッケージで、Cursor.visible が false 

に設定されているにもかかわらず、カーソルが表示される（1273522） 

 

2019.4.29f1 リリースノート 

機能 

• Android：ユーザーは、「.androidpack」で終わるディレクトリにアセ

ットを追加することで、カスタムアセットパックをビルドに含めること

ができる。これには、カスタム Gradle バージョン 6.1.1 以降が必要。 

• Android：Split App Binary を有効にして Android App Bundle をビルド

すると、Unity によってアセットパックが作成される。これには、カス

タム Gradle バージョン 6.1.1 以降が必要。 

• Stadia：Orbit Profiler のサポートを追加 

• バージョン管理：- Plastic：他のメンバーの招待のサポートを追加。こ

のオプションは、歯車/設定アイコンから利用可能。 

− Plastic：Cloud Edition でのサインインのサポートを追加。これ

は、一度もサインインしたことがない場合にオンボーディング画

面で使用可能。 

− Plastic：プロジェクトで Plastic をオフにするためのサポートを

追加。このオプションは、ディレクトリから Plastic メタデータ

を削除する。このオプションは、「Assets」 > 「Plastic SCM」 > 

「Turn off Plastic SCM」で使用可能。 

− Plastic：新規の変更を示すために、Plastic SCM タブのタイトル

に通知を追加。ユーザーは、新規の変更があることを知るため

に、Plastic SCM ウィンドウを表示する必要がなくなる。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-cursor-dot-visible-equals-false-does-not-work-when-inputsystem-package-is-installed


− Plastic：SSO の自動設定 

− Plastic：新規の変更に日付列を追加 

 

改善点 

• グラフィックス：シーンカリングの CPU パフォーマンスの改善 - 影付

けが無効な場合は、シャドウキャスターが早い段階で却下される。これ

により、影を付けないように設定されている多数のレンダリング可能な

オブジェクトを含むシーンでパフォーマンスが向上する。(1322874) 

• グラフィックス：Vulkan バックエンドでメモリが不足していることが 

Editor.log で明確に示されるようになった 

• グラフィックス：ポストプロセッシング v2 パッケージを 3.1.1 に更

新。 

• グラフィックス：Intel Open Image Denoise 1.1.0 にアップグレード。

ノイズ除去の品質が大幅に向上し、リンギングが低減。(1260772) 

• iOS：Xcode プロジェクトの作成時に、CPU タイプが間違っているプラ

グインを無視する。たとえば、デバイスで実行するためにビルドする場

合、CPU タイプが「x64」のライブラリ（つまり、シミュレータライブ

ラリ）は無視される。 

• プロファイラー：既存のラベルリストに実際の値を指定するために、不

足しているメモリラベルのサイズをメモリスナップショット形式に追

加。このデータにアクセスするための API は、メモリプロファイラーパ

ッケージ内にある 

• プロファイラー：プロファイラーのメモリ統計データを追加。データ

は、プロファイラーウィンドウにあるプロファイラーモジュールのデー

タに類似している 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/progressive-lightmapper-denoiser-artifacts-appears-on-objects-when-auto-generate-lighting-is-on


• プロファイラー：プロファイラーのターゲットデータをメモリスナップ

ショット形式に追加。データは Unity バージョン、製品名、gfx メモリ

の合計、物理メモリの合計などの要素で構成される 

• プロファイラー：メモリプロファイラーパッケージを使用して取得する

ために、マネージヒープのセクションタイプをスナップショット形式内

でエンコード 

• プロファイラー：アセット間の接続を適切に報告するように、メモリプ

ロファイラーのネイティブ接続レポートを変更 

• バージョン管理：- 安定性とパフォーマンスが向上 

 

API の変更点 

• Android：追加：高速フォローおよびオンデマンドで配信されるアセッ

トパックを管理するための新しい API。API は Google の PlayCore 機能

をラップする。 

• iOS：追加：関数 PBXProject.GetEntitlementFilePathForTarget()。 

• サービス：変更：一部のプラットフォームでは、Analytics モジュール

を完全に除去します。そのため、これらのプラットフォームでは、Ana

lytics から何かを参照するユーザーコードはコンパイルしません。この 

PR では、この状況ではこのコードを #ifdef でコメントアウトする必要

があることをユーザーに通知するようドキュメントを更新します（133

3730） 

 

変更点 

• Android：Android 11 以降で実行されている Unity で現在認識されてい

ない GPU において Android プレイヤーが Vulkan を使用可能。 



• エディター：ユーザーが Plastic に移行できるよう Collab パッケージを

更新。 

• パッケージ：com.unity.purchasing を 3.2.1 に更新。以下のページでパ

ッケージの変更履歴を確認：https://docs.unity3d.com/Packages/co

m.unity.purchasing@3.2/changelog/CHANGELOG.html 

• パッケージ：com.unity.purchasing を 3.2.2 に更新。以下のページでパ

ッケージの変更履歴を確認：https://docs.unity3d.com/Packages/co

m.unity.purchasing@3.2/changelog/CHANGELOG.html 

• パッケージ：com.unity.cinemachine を 2.6.5 に更新。 

• バージョン管理：### 変更 

− 予想される顧客の使用法によりよく適合するようにライセンスを

更新。 

− 基準を満たすようにドキュメントファイルを更新。 

− サードパーティの使用法を更新。 

− 完全な Plastic クライアントのダウンロードが不要。基本機能は

追加のインストールなしで機能する。完全な Plastic クライアン

トを必要とする機能を、必要に応じてダウンロードおよびインス

トールすることが可能になる。 

− コードのチェックインに関するユーザビリティを改善 

− 更新ワークスペースタブ UX が向上 

− Plastic SCM ウィンドウが閉じている場合でも、Plastic SCM コン

テキスト メニューを使用可能 

修正点 

• 2D：マルチスレッドレンダリングが有効になっているときに Sprite Ski

n を無効にすると発生するクラッシュを修正。(1296355) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-player-crashes-during-animation-unitygfxdeviceworker-unityframeworkvoid-transformverticesinnerloop


• 2D：キャッシュジオメトリが有効になっているときに Sprite Shape Co

ntroller で「Edit Spline」を無効にすると ArgumentException エラー

がスローされる問題を修正。(1320015) 

• AI：ナビゲーションウィンドウを選択したときにエディターのクラッシ

ュを引き起こす問題を修正。(1330235) 

• Android：Application.Quit() の実行中にクラッシュする問題を修正。(1

315010) 

• アニメーション：オーバーライドおよびアニメーターコントローラーで

発生するリグレッションを修正。(1271499) 

• アニメーション：0.02f より小さい値を normalizedTime パラメーター

として Animator.Play 関数に渡したときの無効なエラーメッセージを削

除。(1311378) 

• アセットインポート：「Copy From Avatar」から切り替えるときに、

インポートによってアバターの設定が間違って更新される問題を修正。

(1213138) 

• アセットパイプライン：取り消し中に AssetDatabase.Refresh() をトリ

ガーすると削除がディスクに保持されないことがある問題を修正。(132

1443) 

• アセットパイプライン：古いスクリプトの種類の依存関係に関する問題

を修正。場合によっては、（正しくない）アーティファクトの一致が発

生した。(1340159) 

• 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

ドするときに「GetRequiredComponents result must be in cache, if re

quested from non-main thread」（非メインスレッドから要求された

場合は GetRequiredComponents の結果がキャッシュに存在する必要

があります）というアサートが発生する問題を修正。(1338565) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/disabling-edit-spline-on-sprite-shape-controller-while-cache-geometry-is-enabled-throws-an-argumentexception-error
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-signal-11-gets-called-instead-of-signal-9-when-using-application-dot-quit
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-signal-11-gets-called-instead-of-signal-9-when-using-application-dot-quit
https://issuetracker.unity3d.com/issues/animator-state-is-lost-when-animatoroverridecontroller-is-set
https://issuetracker.unity3d.com/issues/invalid-time-range-error-appears-in-the-console-when-passing-0-dot-02f-values-as-normalizedtime-parameter-to-the-animator-dot-play
https://issuetracker.unity3d.com/issues/importer-fails-to-update-avatar-settings-correctly-when-switching-from-a-copied-avatar
https://issuetracker.unity3d.com/issues/subassets-destroyed-by-the-undo-system-are-kept-if-the-editor-looses-focus-before-saving
https://issuetracker.unity3d.com/issues/subassets-destroyed-by-the-undo-system-are-kept-if-the-editor-looses-focus-before-saving
https://issuetracker.unity3d.com/issues/nested-prefabs-script-values-get-reset-to-default-when-upgrading-to-2019-dot-4-23f1-or-above


• Burst：Burst でコンパイルされたコードの実行中に発生する再帰的な

例外が処理されない問題を修正。(1263781) 

• コア：Loading.PreloadManager のクラッシュを修正。(1320358) 

• エディター：GUILayout.Toolbar の外側のボタンと中央のボタンのフォ

ントに違いがあった問題を修正。(1326270) 

• エディター：グラデーションエディターを開くときにアサートを回避す

る問題を修正。(1344785) 

• エディター：ビルド設定ウィンドウがドックに収納可能でない問題を修

正。(1259782) 

• エディター：Highligher.Highlight() メソッドによって不要な警告がス

ローされていた問題を修正。(1278599) 

• エディター：シリアライズされたオブジェクトの Gradient 値と Anima

tionCurve 値がスクリプトから変更された場合、そのインスペクタープ

レビューが更新されなかった問題を修正。(1311461) 

• エディター：新たにフォーカスが当てられたアプリケーションの上にビ

ルド設定ウィンドウが表示される問題を修正。 

• エディター：英語以外（日本語など）のデバイスパッケージのような G

ameView の機能を拡張するエディタースクリプトによってフレームご

とに例外が発生する問題を修正。(1275960) 

• エディター：元に戻すを選択してもアイコンを選択するウィンドウが閉

じない問題を修正。(1305625) 

• エディター：sudo を使用したテストの実行中に Mac エディターがクラ

ッシュする可能性があった問題を修正。(1331434) 

• エディター：現在のビルドプラットフォームでスタティックバッチング

が無効になっている場合に、「static batching with instancing shader

s」の警告が表示されていた問題を修正。(1332277) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-high-crash-rates-in-loading-dot-preloadmanager
https://issuetracker.unity3d.com/issues/guilayout-dot-toolbar-middle-buttons-use-a-different-font-than-outer-buttons
https://issuetracker.unity3d.com/issues/vfx-graph-assertion-failed-on-expression-didinsert-when-opening-gradient-editor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/highlighter-dot-highlight-does-not-highlight-components-and-instead-throws-a-warning-item-component-not-found-in-window-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/gradient-and-animationcurve-previews-dont-get-updated-when-modifying-values-from-script
https://issuetracker.unity3d.com/issues/gameview-stop-working-with-devicesimulator-installed-when-editor-is-in-different-language-japanese
https://issuetracker.unity3d.com/issues/undo-imgui-select-icon-and-texture2d-windows-remain-open-after-performing-the-undo-operation
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-editor-crashes-on-platform-strlen-when-running-tests-that-use-application-dot-temporarycachepath-with-sudo
https://issuetracker.unity3d.com/issues/this-renderer-uses-static-batching-and-instanced-shaders-warning-is-thrown-even-when-static-batching-is-disabled


• GI：プログレッシブな更新でベイクする際の指向性ライトマップの色空

間の問題を修正。(1296784) 

• GI：頂点バッファまたはインデックスバッファがないメッシュレンダラ

ーを検査するときに発生していたクラッシュを修正。(1197692) 

• GI：DontDestroyOnLoad としてマークされたインスタンス化された GI 

寄与オブジェクトのインスペクターを表示するときに再生モードエディ

ターがフリーズする問題を修正。(1094243) 

• GI：Addressables のロード後にライトプローブをロードする際のエデ

ィターのクラッシュを修正。(1315825) 

• GI：シーンの再ロードを無効にして再生モードに入るとライティングデ

ータが失われる問題を修正。(1184204) 

• GI：「Lighting」タブの「Generate Lighting」ボタンを使用していると

きはリフレクションプローブを更新するのに 2 回再ベイクする必要があ

る問題を修正。(1334283) 

• GI：HDR テクスチャのテクスチャインポーターへの露出スライダーが

欠落していた問題を修正。(1226322) 

• グラフィックス：部分的なミップチェーンでテクスチャを作成するとき

に DirectX11 で発生していたクラッシュを修正。(1213005) 

• グラフィックス：デバッグセッションがアクティブなときにフレームが

完全には一時停止されなかった FrameDebugger の問題を修正。(13152

56) 

• グラフィックス：想定されるサイズ/ストライドの設定と一致しないメ

ッシュが Skinned Mesh Renderer に割り当てられると GPU がクラッシ

ュする問題、およびスキニングが発生する可能性のある直前に Skinned 

Mesh Renderer が使用されていた問題を修正。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/plm-lightmap-directionality-appears-differently-during-vs-completed-bake
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-in-spookyhash-short-when-marking-a-model-loaded-from-asset-bundles-as-static
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unity-freezes-on-lightmapeditorsettings-haszeroareamesh-renderer-when-selecting-certain-game-objects-in-the-scene-view
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-when-loading-light-probes-after-loading-addressables
https://issuetracker.unity3d.com/issues/hdrp-lighting-is-not-applied-correctly-after-using-progressive-lightmapper-when-scene-reload-is-disabled-in-project-settings
https://issuetracker.unity3d.com/issues/reflection-probes-must-be-rebaked-twice-to-update-when-using-generate-lighting-button
https://issuetracker.unity3d.com/issues/lighting-exposure-slider-in-lightmap-and-reflection-probe-previews-is-missing
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-when-creating-a-new-texture2d-with-a-resolution-greater-or-equal-to-2048-and-the-mipcount-higher-than-1
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-frame-debugger-player-is-not-pausing-when-frame-debugger-is-enabled-and-mesh-renderers-are-toggled-through-animation
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-frame-debugger-player-is-not-pausing-when-frame-debugger-is-enabled-and-mesh-renderers-are-toggled-through-animation


• グラフィックス：Oculus Quest の URP で MSAA が正しく機能しない原

因となった問題を修正。(1327973) 

• グラフィックス：R8 形式の画像を JPG または TGA にエンコードする

とシアンがかった画像になる問題を修正。現在、結果は灰色になる。(1

259972) 

• グラフィックス：テクスチャをオブジェクトにドラッグアンドドロップ

すると、アクションによって作成された新しいマテリアルのテクスチャ

が失われる問題を修正。(1269007) 

• グラフィックス：png へのエクスポートで R8 のグレースケール画像が

使用されない問題を修正。(1239813) 

• グラフィックス：SRP の使用時にゲームビューの「Statistics」タブで

誤った値が報告される問題を修正。(1209185) 

• グラフィックス：SRP がアクティブな場合に、LOD グループプレビュ

ーがピンクのマテリアルでレンダリングされる問題を修正。(1283011) 

• グラフィックス：SRP およびテンプレートパッケージを 7.7.1 に更新。 

• IL2CPP：デバッガーが例外を処理している間、スクリプトのデバッグ

中にクラッシュが発生する問題を修正。(1330441) 

• IL2CPP：値型で IsInst を使用する際にまれに発生するコンパイルエラ

ーを修正。(1328551) 

• IL2CPP：派生型の MakeTypedReference の正しくない動作を修正。こ

れにより、一部の BinaryFormatter ケースが正しく機能する。(126977

1) 

• IL2CPP：Dns.GetHostEntry が空の文字列で呼び出されたときにローカ

ルホストについて間違った情報が返されていた問題を修正。(1326854) 

• IMGUI：インスペクターでのアセットセレクターフィールドの配置の問

題を修正。(1300325) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-urp-quest-msaa-doesnt-get-applied-when-using-opaque-textures
https://issuetracker.unity3d.com/issues/images-with-encodetojpg-and-encodetotga-encoding-have-blue-tint-when-textureformat-dot-r8-format-is-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/images-with-encodetojpg-and-encodetotga-encoding-have-blue-tint-when-textureformat-dot-r8-format-is-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-drag-n-drop-texture-onto-object-with-urp-lit-shader-does-not-assign-texture-to-basemap-property
https://issuetracker.unity3d.com/issues/texture-has-blue-tint-when-textureformat-dot-r8-is-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/d3d11-game-view-statistics-tab-reports-false-values-when-using-srp
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-lodgroup-preview-on-inspector-is-pink
https://issuetracker.unity3d.com/issues/il2cpp-project-with-specific-dlls-build-fails-due-to-errors-in-il2cpp-generated-code
https://issuetracker.unity3d.com/issues/assetbundles-are-not-released-in-il2cpp-builds
https://issuetracker.unity3d.com/issues/assetbundles-are-not-released-in-il2cpp-builds
https://issuetracker.unity3d.com/issues/dns-dot-gethostentry-malfunction-in-il2cpp-builds
https://issuetracker.unity3d.com/issues/object-picker-icon-is-slightly-clipping-with-the-object-field-bounds


• iOS：PBXProject を使用してアプリ拡張ターゲットを作成する際にヘッ

ダーセクションが自動的に追加されなかった問題を修正。(1332249) 

• iOS：UaaL および Bluetooth キーボードを使用しているときにネイテ

ィブ UITextField への入力が失われる問題を修正。(1332925) 

• iOS：付加のたびに arm64 デバイス機能が追加される問題を修正。 

• ライセンス：エディターにおける Licensing Client の署名チェックを修

正 

• macOS：コードプロジェクトテンプレートで「最新」のビルドシステ

ムが使用されていなかった問題を修正。(1326316) 

• ネットワーキング：メモリリークを回避するためのウェブリクエストが

リリースされなかった問題を修正。 

• ネットワーキング：UnityWebRequest：カスタムダウンロードハンド

ラーで ReceiveContentLength が呼び出されない原因となる可能性があ

った il2cpp ストリッピングを修正。(1282106) 

• パッケージマネージャー：ユーザーが My Assets で有料のアセットスト

アパッケージをダウンロードしようとしたときに 401 応答コードが発

生した問題を修正。 

ダウンロードの前に ToS 契約を確認し、利用規約を読んで同意できる

ようにユーザーをアセットストアのウェブページにリダイレクトする。

(1335976) 

• 物理演算：ジョイントが一切アクティブでないときに、エディターツー

ルのジョイントギズモが非表示にならなかった問題を修正。(1275862) 

• プレハブ：スクリプトを介してプレハブメッシュの変更が適用されたと

きにエディターがクラッシュする問題を修正。(1307624) 

• プロファイラー：新しいプロファイラーデータバージョンが正しくロー

ドされなかった問題を修正。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-pbxproject-dot-addfiletobuild-throws-an-exception-when-called-with-a-header-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uaal-ios-native-ios-uitextfields-do-not-respond-to-an-external-bluetooth-keyboard
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-xcode-legacy-build-system-will-be-removed-when-future-xcode-version-is-released
https://issuetracker.unity3d.com/issues/package-manager-slash-my-assets-401-response-code-trying-to-download-a-paid-asset-store-package
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-in-unity-joint-setupaxes-when-disabling-a-gameobject-while-editing-its-hinge-joint-angular-limits
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-when-applying-changes-to-prefab-mesh-via-script


• スクリプティング：FindObjectsOfType にジェネリック型を渡すこと

によって発生していたクラッシュを修正。(1312890) 

• スクリプティング：ネストされたクラス内では RuntimeInitializeOnLo

ad 属性でマークされたメソッドの呼び出しに失敗する原因となる問題

を修正。(962800) 

• スクリプティング：リストで GetComponents を使用するとメモリリ

ークが発生する問題を修正。(1318407) 

• スクリプティング：ジェネリック型が抽象 MonoBehaviour から派生し

た場合のクラッシュを修正。(1333819) 

• スクリプティング：ApiUpdater でのいくつかの誤検知再帰エラーを修

正。(1224800) 

• シェーダー：SRP Batcher が OpenGL および OpenGL ES バックエンド

で機能しない問題を修正。(1331098) 

• シェーダー：各ビルドの後に ShaderCache.db のサイズが大きくなる

問題を修正。(1317744) 

• シェーダー：複数のネストされた構造体を使用している場合の GL およ

び GLES バックエンドの構造体のリフレクションが正しくない問題を修

正。(1322153) 

• UIElements：複数のインスペクターが開かれ、複数のオブジェクトが

選択されている場合の描画の問題を修正。 

• UI ツールキット：項目が選択されていない場合の送信時の ListView 例

外を修正。 

• UI ツールキット：サイズがゼロのマスク要素のコンテンツのクリッピ

ングの問題を修正。(1320182) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/mono-unity-crashes-when-calling-findobjectsoftype-with-a-generic-abstract-class-type-that-derives-from-monobehaviour
https://issuetracker.unity3d.com/issues/runtimeinitializeonloadmethod-is-not-called-if-it-is-part-of-nested-class
https://issuetracker.unity3d.com/issues/memory-leak-when-calling-getcomponents-list-with-a-static-list
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-on-mono-log-write-logfile-when-opening-a-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/api-updater-pops-up-and-internal-recursion-is-detected-when-non-invocable-member-component-dot-rigidbody-is-used-like-a-method
https://issuetracker.unity3d.com/issues/srp-batcher-not-working-with-opengl-apis-when-the-project-is-built
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shader-error-db-grows-on-each-build
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uir-overflow-hidden-does-not-work-when-visualelements-width-or-height-is-less-than-1-percent


• UI ツールキット：ビジュアル要素で NullReferenceException をトリガ

ーせずに空の StyleValues インスタンスで実験的なアニメーション機能

を使用できる問題を修正。(1337074) 

• ビデオ：失敗したビデオのインポートが Unity Accelerator にアップロ

ードされ、Unity Accelerator から取得されていた問題を修正。(129266

8) 

• ビデオ：VideoPlayer.Prepare および VideoPlayer.StepForward を呼び

出すと、Render Texture にフレームが生成される問題を修正。(131827

0) 

• XR：-batchmode 引数を使用して Unity エディターを実行すると、カス

タム XR パッケージが登録されない問題を修正。(1334517) 

 

システム要件 

開発用 

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 9.4 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。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/stylevalues-throws-nullreferenceexception-when-created-using-default-constructor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/failed-video-import-is-uploaded-to-and-pulled-from-the-unity-accelerator
https://issuetracker.unity3d.com/issues/failed-video-import-is-uploaded-to-and-pulled-from-the-unity-accelerator
https://issuetracker.unity3d.com/issues/calling-videoplayer-dot-prepare-and-videoplayer-dot-stepforward-produces-a-frame-on-a-render-texture
https://issuetracker.unity3d.com/issues/calling-videoplayer-dot-prepare-and-videoplayer-dot-stepforward-produces-a-frame-on-a-render-texture
https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-sdk-openvr-xr-plug-in-provider-is-not-enabled-when-project-is-ran-in-batch-mode


• 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 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、

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 

 

変更セット： 0eeae20b1d82 



 


