
Unity 2020.3.21 
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://2020.3.21f1/a38c86f6690f
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.21f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/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 

https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorInstaller/Unity.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2020.3.21f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/a38c86f6690f/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/jp/get-unity/update
https://store.unity.com/ja/


2020.3.21f1 の既知の問題 

• アセットバンドル：ファイル数が多いと、AssetBundle の構築プロセス

が遅くなる（1358059） 

• グローバルイルミネーション：[Enlighten] ライティングの生成中にエ

ディターを閉じると、致命的なエラーが発生する（1354238） 

• 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） 

• 入力：マウスカーソルが「Game」ウィンドウの外側にある場合、Inpu

t.GetKey はトリガーされない（1358134） 

• Mono：再生モード用に Mono のアセンブリを再ロードすると、「(KER

NELBASE) RaiseException」が発生してクラッシュする（1289744） 

• プロファイリング：フレーム数が設定されたフレーム数の範囲を超える

とプロファイラーの「Timeline」ビューのコンテキストフレームが表

示されなくなる（1367470） 

• シーン管理：コードから FBX をインスタンス化すると、再生モードを

終了した後にエラーがスローされる（1363573） 

• スクリプティング：プロジェクトが初めて開かれたときに Unity で cod

e weavers が実行されない（1350116） 

• シェーダーシステム：コンソールから -nographics 引数を指定して Buil

d Asset Bundles メソッドを実行すると、シェーダーが無視されてしま

う（1369645） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/building-process-of-the-assetbundles-is-slow-when-the-file-count-is-huge
https://issuetracker.unity3d.com/issues/fatal-error-when-closing-the-editor-while-generating-lighting
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/input-dot-getkey-does-not-trigger-when-the-mouse-cursor-is-outside-the-game-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-when-entering-play-mode-1
https://issuetracker.unity3d.com/issues/timeline-view-looses-context-frames-when-frames-go-out-of-frame-count-bounds
https://issuetracker.unity3d.com/issues/instantiated-fbx-through-code-throws-error-after-leaving-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unity-does-not-execute-code-weavers-when-its-opened-for-the-first-time
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shaders-are-ignored-when-executing-build-asset-bundles-method-from-console-with-nographics-argument


• テンプレート：Behaviour Brick をアタッチしたプレハブをすばやく複

製し、LEGO Microgame で複製を元に戻すとクラッシュが発生する（1

362660） 

• 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） 

• uGUI：大きなシーンをロードまたはアンロードするときのパフォーマ

ンスが低い（1360901） 

• ビデオ：.m4v ファイルの再インポート中に WindowsVideoMedia::Step

AllStreams でクラッシュする（1340340） 

• ウィンドウ管理：Karting Microgame プロジェクトでレイアウト崩れに

よりエディターの左上隅にあるパネルがレンダリングされなくなる（1

367783） 

• Windows：チュートリアルプロジェクトを終了して保持するとエディ

ターがクラッシュする（1338299） 

 

2020.3.21f1 リリースノート 

機能 

• バージョン管理：アバターアイコンのライトモードバージョンとダーク

モードバージョンを追加。 

• バージョン管理：通知ステータスアイコンを追加。 

• バージョン管理：Collab から Plastic へのワークスペースの移行を、Pl

astic がインストールされているかどうかに関係なく実行できる。 

 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/i-was-ctrl-plus-z-lego-microgame-blocks
https://issuetracker.unity3d.com/issues/i-was-ctrl-plus-z-lego-microgame-blocks
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-when-redoing-and-undoing-pasting-prefabs-in-scene-in-lego-microgame
https://issuetracker.unity3d.com/issues/poor-performance-when-loading-or-unloading-a-large-scene
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-windowsvideomedia-stepallstreams-when-reimporting-a-m4v-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/broken-layout-stops-panels-located-in-the-top-left-corner-of-the-editor-from-rendering-in-the-karting-microgame-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/broken-layout-stops-panels-located-in-the-top-left-corner-of-the-editor-from-rendering-in-the-karting-microgame-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-when-exiting-and-keeping-a-new-micrograme-project


改善点 

• グラフィックス：デコンプレッサのサポートが備わった非ネイティブな

圧縮された形式に対する警告がエディターでミュートされるようになっ

た。(1329157) 

• Mono：明示的に指定されたサイズを使用してクラス/構造体がパディ

ングされなくなった。 

• パッケージ：com.unity.purchasing を 4.0.3 にアップデート。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/com.unity.purchasing@4.0/chan

gelog/CHANGELOG.html 

• パッケージ：Addressables を 1.18.16 にアップデート。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/com.unity.addressables@1.18/c

hangelog/CHANGELOG.html. 

• パッケージ：スクリプタブルビルドパイプラインを 1.19.2 にアップデ

ート。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/com.unity.scriptablebuildpipelin

e@1.19/changelog/CHANGELOG.html. 

• スクリプティング：警告メッセージ：「SendMessage cannot be calle

d during Awake, CheckConsistency, or OnValidate.（Awake、CheckC

onsistency、OnValidate 中に SendMessage を呼び出すことができま

せん。）」にゲームオブジェクトのリンクを追加。 

 

変更点 



• バージョン管理：エディターとプラグインのバージョンに関する使用状

況分析を改善。 

• バージョン管理：ワークスペースの移行の調整。 

 

修正点 

• 2D：詳細プロファイリング中に Sprite Skin コンポーネントを破棄する

とエラーが表示される問題を修正。(1364910) 

• 2D：Sprite Borders が有効になっていると、コライダーがスプライト

テクスチャの端にまで広がらない問題を修正。(1348701) 

• 2D：1 つのスプライトが含まれる .psb からメッシュとボーンのデータ

をコピーすると例外がスローされる問題を修正。(1351543) 

• 2D：特定の自由形状で Edge Collider と Polygon Collider のエッジが欠

落していた問題を修正。(1362440) 

• 2D：「Fill Tessellation」をオンにし、プロファイルの塗りつぶしのオ

フセットを正の値に設定すると、エラーが発生していた問題を修正。(1

363215) 

• 2D：アニメーションクリップのプレビュー中に IK ソルバーが更新され

ない問題を修正。(1354389) 

• 2D：スキニングエディターのスプラインアウトラインがスプライトの

ジオメトリに基づいてレンダリングされなかった問題を修正。(133558

6) 

• 2D：Skinning Editor のレンダーテクスチャのサイズのエラーを修正。

(1357552) 

• 2D：ドキュメントのオプションのパフォーマンスブーストをインスト

ールする方法の手順を改善。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/platforms-colliders-do-not-extend-to-the-end-of-the-sprite-texture
https://issuetracker.unity3d.com/issues/2d-animation-indexoutofrangeexception-error-is-thrown-when-pasting-bone-data
https://issuetracker.unity3d.com/issues/skeleton-animation-with-iks-applied-does-not-return-to-its-original-state-after-disabling-preview-in-animation-view


• Android：Chrome OS 上の AMD ドライバーで EGL_KHR_gl_colorspac

e の実装に問題があり、その場合に sRGB が無効になる問題を修正。(1

359181) 

• Android：「Split Application Binary」オプションがオンの状態で構築

された AAB から作成された universal.apk を実行中に Resource.Load 

が機能しなかった問題を修正。注：universal.apk では、Bundletool に

インストール時に配信されるアセットパックのみが含まれているため、

Unity で高速フォローで配信されるコアデータアセットパックが作成さ

れる場合にも、リソースのロードが失敗することがあります。(136390

7) 

• Android：Input.compensateSensors が true に設定されていると、コ

ンパスの方位が変更される前に、オーバーチルトに対して 45 度の拡度

が与えられる。(1186040) 

• アニメーション：アニメーションの従来のコンポーネントの再ビルド時

にアサートがトリガーされた問題を修正（1330001） 

• アセットインポート：ModelImporter の「Bake Axis Conversion」設定

で「Reset」が機能しない問題を修正。(1228920) 

• アセットパイプライン：「Inspector」ウィンドウに表示された AssetI

mporter で再生モードに入っている間に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。(1353925) 

• アセットパイプライン：複数のインスペクターが開かれていたときにコ

レクションが同期されないバグを修正（1353678） 

• オーディオ：オーディオミキサーで複数の送信レベルを公開すると正し

く機能しなかった問題を修正。以前に作成した送信レベルが公開されて

いるミキサーによって、エディターの起動時に警告がログに出力される

ため、その送信レベルは再公開される。(1285638) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-input-dot-compensatesensors-equals-true-does-not-work-in-android-portrait-view-when-tilting-phone-up
https://issuetracker.unity3d.com/issues/assertion-failed-on-expression-m-curves-when-playing-animation-after-reenabling-object
https://issuetracker.unity3d.com/issues/modelimport-reset-functionality-is-not-working-for-bake-axis-conversion-in-import-settings
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-on-unityeditor-dot-unsupported-isdestroyscriptableobject-when-applying-changes-to-a-custom-asset
https://issuetracker.unity3d.com/issues/audio-mixer-unable-to-expose-other-send-level-parameters-when-one-is-already-exposed


• オーディオ：オーディオソースの音量やピッチなどの無関係なパラメー

ターの変更時にオーディオソースのフィルターがリセットされ、コンポ

ーネントの並べ替えに応答しない問題を修正。(1361636) 

• オーディオ：マネージド読み取りコールバックを使用する際のオーバー

フローを回避するために、オーディオストリーミングと非同期スレッド

のスタックサイズを増やした。(1352803) 

• ドキュメント：ArticulationDrive.forceLimit の誤った測定単位を修正。

(1369825) 

• エディター：色選択時にクラッシュが発生する問題を修正。(1355078) 

• エディター：ReorderableList の要素が並べ替え中に消える問題を修

正。(1353883) 

• エディター：（前のポップアップウィンドウが何らかの形でウィンドウ

レイアウトに保存されたときに）ポップアップウィンドウを開くと null 

参照の例外が発生することがある問題を修正。(1295445) 

• エディター：2 つの「Inspector」ウィンドウを使用中に、シーンビュ

ーまたはヒエラルキーの任意の場所をクリックすると、アバターステー

ジの編集が終了してしまう問題を修正。(1330120) 

• エディター：並べ替え可能なリストの null アイテムが正しく表示され

なかった問題を修正。(1339759) 

• エディター：フレームのステップ実行中に Time.unscaledTime と Tim

e.fixedUnscaledTime が更新されない問題を修正（1294730、136093

1） 

• エディター：Adb でファイルを編集可能にできない場合に、OS 関数を

使用して書き込み可能にする（1353760） 

• エディター：レイアウトが変更された場合に変更を保存するように求め

るプロンプトが表示されるようになった。(1318376) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/stack-overflow-exceptions-is-thrown-when-using-system-dot-io-dot-monoio-dot-seek-and-assetbundle-dot-loadfromstreamasync
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-guiview-dopaint-when-selecting-color-with-a-color-picker
https://issuetracker.unity3d.com/issues/elements-of-large-2d-slash-3d-arrays-disappear-when-reordering
https://issuetracker.unity3d.com/issues/nullreferenceexception-is-thrown-in-the-console-when-trying-to-change-the-aspect-ratio-in-the-game-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/avatar-mapping-tab-closes-when-trying-to-select-anything
https://issuetracker.unity3d.com/issues/controls-in-the-ui-debugger-overlap-when-inspecting-an-element-that-has-a-label-with-null-value
https://issuetracker.unity3d.com/issues/time-dot-unscaledtime-and-time-dot-fixedunscaledtime-do-not-update-when-stepping-through-frames
https://issuetracker.unity3d.com/issues/frame-stepping-not-working-on-addressables-operations
https://issuetracker.unity3d.com/issues/frame-stepping-not-working-on-addressables-operations
https://issuetracker.unity3d.com/issues/theres-no-warning-slash-error-for-projectversion-dot-txt-not-being-updated-due-to-lack-of-write-permissions-when-upgrading-the-project
https://issuetracker.unity3d.com/issues/changing-layout-or-maximizing-closes-windows-with-changes-but-does-not-prompt-save-dialog


• GI：Terrain（地形）のスカルプティングとベイキング中にクラッシュ

が発生する問題を修正。(1266511) 

• GI：エディターがアクティブなライトマッピングバックエンドでなかっ

たときに、そのエディターで Enlighten Post Update が CPU 時間を消

費してしまう問題を修正（1248311） 

• GI：GI のベイキング、リフレクションプローブの移動、リフレクショ

ンプローブのみのベイキング中に発生するクラッシュを修正。(131011

2) 

• グラフィックス：Vulkan で特定の状況下で記述子セットが適切に検証

されなかった。(1300203) 

• グラフィックス：エディターと Vulkan を併用しているときに、「Buil

d Settings」ウィンドウ（その他のウィンドウでも発生する可能性あ

り）を閉じると突発的にクラッシュする問題を修正（1362844） 

• グラフィックス：非常に大きな（2GB を超えるサイズの）メッシュを

ロードするとクラッシュする問題を修正。(1319594) 

• グラフィックス：インスタンス化レンダリングに対して STEREO_CUB

EMAP_RENDER_ON のサポートを追加することにより、メッシュ上の

マテリアルで「GPU Instancing」がオンになっていると RenderToCub

emap でシャドウがオフセットされてしまっていた問題を修正。(10865

48) 

• グラフィックス：CVDisplayLink を使用しているときに、Metal OSX に

表示される前にフレームが不必要にドロップしていた問題を修正。(136

3963) 

• グラフィックス：自動マージン計算の結果が非常に小さなマージンとな

るときのアンラップクラッシュを修正。(1330830) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-while-sculpting-terrain
https://issuetracker.unity3d.com/issues/enlightenruntimemanager-dot-postupdate-takes-time-when-realtime-gi-is-disabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-baking-gi-moving-reflection-probe-baking-only-reflection-probe
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-baking-gi-moving-reflection-probe-baking-only-reflection-probe
https://issuetracker.unity3d.com/issues/vulkan-editor-crashes-vk-optimusgetinstanceprocaddr-after-closing-build-settings-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/untitled-7
https://issuetracker.unity3d.com/issues/rendertocubemap-offsets-shadows-when-the-material-on-the-mesh-has-gpu-instancing-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/rendertocubemap-offsets-shadows-when-the-material-on-the-mesh-has-gpu-instancing-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/stuttering-movement-when-changing-gameobject-transforms-position
https://issuetracker.unity3d.com/issues/stuttering-movement-when-changing-gameobject-transforms-position
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unity-lightmap-uv-generation-fails-with-uv-unwrap-failed-with-no-error-messages-error-when-reimporting-asset


• グラフィックス：頂点ごとのウェイトの数を制限した後の正規化のエラ

ーが原因で、ビルドに正しくないスキンウェイトが設定されるメッシュ

を修正。(1319068) 

• グラフィックス：CVDisplayLink を使用して表示することへの変更に伴

う Mac スタンドアロンプレイヤーのメモリリークを修正。(1365570) 

• IL2CPP：ref readonly の戻り値を持つメソッドの変換の問題を修正。(1

367462) 

• IL2CPP：ログインしているユーザーのユーザー名にスペースが入って

いるとビルドが失敗する、Windows での Linux プレイヤーのビルドに

関する問題を修正。(1336012) 

• IL2CPP：静的コンストラクターを持つジェネリック型で発生する可能

性がある変換エラーを修正。(1362583) 

• IL2CPP：コンパイルエラーにつながる長いメソッド名を回避するため

に、パラメーター情報とジェネリック引数をハッシュ化。(1362768) 

• IL2CPP：多くのスレッドが作成された場合に、スクリプトのデバッグ

が有効になっている間にマークスタックがオーバーフローしたときに、

GC コードで発生する可能性があったクラッシュを防止。(1361799) 

• iOS：特定のフレームワークの組み合わせを使用しているときの正しく

ない「Plugins colliding with each other（プラグインが互いに衝突し

ている）」エラーを修正。(1287862) 

• macOS：新しい入力のマウスのワープを使用すると、マウスカーソル

の Y 位置が反転してしまう問題を修正。(1311064) 

• macOS：Xbox ワイヤレスゲームパッドのトリガーと DPAD が古い入力

で機能しない問題を修正。(1342338) 

• パーティクル：パーティクル再生時間をスローモーションでスクラブし

ているときの、サイズのスムースな更新を実現。(1224857) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/port-count-never-stops-increasing-in-standalone-build-on-mac-standalone
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-il2cpp-building-for-linux-with-il2cpp-from-windows-fails-if-your-system-username-contains-a-space
https://issuetracker.unity3d.com/issues/compiler-limit-token-overflowed-internal-buffer-error-when-a-il2cpp-build-includes-a-method-with-many-parameters
https://issuetracker.unity3d.com/issues/build-crashes-with-unexpected-mark-stack-overflow-error-when-building-with-il2cpp
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-plugin-is-used-from-several-locations-error-when-building-a-project-with-included-xcframeworks
https://issuetracker.unity3d.com/issues/system-cursor-input-is-inverted-on-vertical-axis-when-using-a-gamepad
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mesh-particle-system-update-frequency-is-too-low-and-causes-visible-stutters-when-adjusting-with-playback-time-slider


• パーティクル：カスタムデータが使用されたときにスローモーションで

プレビューすると途切れ途切れになっていた問題を修正。(1365360) 

• パーティクル：Shape モジュールのテクスチャアルファのクリッピン

グを修正。(1349714) 

• プレハブ：AddedComponents が適切に処理されないことが原因でプ

レハブの順序が変わる、プレハブの並べ替えの問題を修正（1252436） 

• プロファイラー：同じシーンのロードとアンロード中に増加する値を報

告する Profiler.GetTotalAllocatedMemoryLong を修正。(1364643) 

• スクリプティング：プレイヤーのビルドが失敗することがある、または

それらに定義済みの制約があるときに正しいプリコンパイル済み DLL 

が含まれないことに関連する問題を修正。 

• スクリプティング：logEnabled と filterLogType のロガー設定を尊重

する Debug.LogFormat(LogType, LogOption, Object, string, params o

bject[]) のオーバーロードを修正。(1354586) 

• スクリプティング：返された定義配列に空の文字列エントリが含まれな

いように GetScriptingDefineSymbols 関数を修正。(1350561) 

• スクリプティング：VCS への接続を何度も試行する ApiUpdater が原因

で発生するプレイヤーのビルドエラーを修正。 

• シリアル化：SerializeReferences を含む配列が null 参照によってサイ

ズが適切に変更されるようになった。 

• シリアル化：破損がヘッダー内にあるときに破損したバイナリファイル

を読み取ると、エディターがフリーズする可能性があったケースを修

正。(1357823) 

• サービス：しばらく前から検証エンドポイントをオフにしていても、こ

の検証が成功するまでユーザーが待つ必要があることがエディターに間

違って表示されており、ユーザーの大きな混乱を招いていたが、さらに

https://issuetracker.unity3d.com/issues/particle-system-is-stuttering-in-the-editor-when-using-custom-data-with-low-playback-speed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/particle-shape-clip-threshold-does-not-affect-emitted-particle-count
https://issuetracker.unity3d.com/issues/assetdatabase-dot-forcereserializeassets-modifies-data-when-used-on-a-prefab-with-a-nested-fbx-model
https://issuetracker.unity3d.com/issues/profiler-dot-gettotalallocatedmemorylong-increases-when-scene-is-loaded-and-unloaded
https://issuetracker.unity3d.com/issues/message-gets-logged-in-the-console-when-using-debug-dot-logformat-and-the-logger-dot-logenabled-is-set-to-false
https://issuetracker.unity3d.com/issues/getscriptingdefinesymbolsforgroup-always-returns-an-array-with-one-empty-string-element


混乱を招くことがないようにこの変更によってこのパネルが削除される

（1210052） 

• uGUI：バッチモードで実行しているときに、シェーダープロパティー

の欠落に関する警告が生成されなくなった。(1350059) 

• ユニバーサル Windows プラットフォーム：.appx パッケージと .msix 

パッケージの両方を処理するように DevicePortal のデプロイを修正（1

269676） 

• ユニバーサル Windows プラットフォーム：「MasterWithLTCG」ビル

ド設定を使用すると、シンボルファイルのパッケージ化が失敗する問題

を修正。(1345403) 

• バージョン管理：競合しないように、CoreServices 名前空間の名前を

変更。 

いくつかの状況で履歴ウィンドウが空になる問題を修正。 

Enterprise ログインのリンクが見つからない問題を修正。 

ライトテーマでアイコンが低解像度になる問題を修正 

• WebGL：サーバーホスティング設定の設定ミスが原因でページのロー

ドが失敗する際の詳細情報を追加。Firefox は現在、ローカル開発用の 

Brotli 圧縮には対応していないことに注意（https://bugzilla.mozilla.or

g/show_bug.cgi?id=1670675）（1283658） 

• WebGL：EXT_multisampled_render_to_texture 拡張機能が有効にな

っている際の Oculus ブラウザーのクラッシュを修正。(1370782) 

• WebGL：WebGL の新しい入力システムでのマウスホイールのスクロー

ルの問題を修正。(1264545) 

• Windows：Windows スタンドアロンとユニバーサル Windows プラッ

トフォームでスプラッシュ画面が表示されていた間に物理演算シミュレ

ーションと FixedUpdate が実行されてしまった問題を修正。(1362362) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/analytics-analytics-window-doesnt-refresh-on-entering-play-mode-in-the-editor
https://issuetracker.unity3d.com/issues/an-error-is-thrown-when-the-scene-has-ui-mask-and-the-player-is-run-headless
https://issuetracker.unity3d.com/issues/deployment-to-hololens-fails-when-deploying-app-through-windows-device-portal
https://issuetracker.unity3d.com/issues/deployment-to-hololens-fails-when-deploying-app-through-windows-device-portal
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uwp-failed-to-copy-pdb-error-appear-when-building-solution-with-masterwithltcg
https://issuetracker.unity3d.com/issues/brotli-compressed-build-fails-to-run-in-firefox
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-webgl-broken-with-oculus-browser-because-of-glgetprocaddress
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-input-system-scrolling-with-mouse-wheel-is-much-slower-on-webgl-builds-when-using-new-input-system-package
https://issuetracker.unity3d.com/issues/gameobject-transform-position-changes-on-the-y-axis-when-running-a-build-of-the-project


• Windows：ゲームが最初に全画面モードで起動され、その後ウィンド

ウモードに変更されると、プレイヤーのアイコンがタイトルに表示され

なくなってしまった問題を修正。(1361016) 

• Windows：editor.log ファイルと dmp ファイルを優先して、クラッシ

ュアップロードに対する error.log の生成を削除。(1278602) 

• XR：XR シングルパスのソフトパーティクルシェーダーを修正。(13321

05) 

 

システム要件 

開発用 

OS：Windows 7 SP1 以降、10（64 ビットバージョンのみ）、macOS 10.13 

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 10.13 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 

 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/player-icon-is-missing-from-the-title-bar-when-the-player-is-started-in-fullscreen-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-sdk-line-renderer-collides-the-controller-when-single-pass-rendering-mode-is-used
https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-sdk-line-renderer-collides-the-controller-when-single-pass-rendering-mode-is-used


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 10.13 以降、Ubuntu 18.04 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 

 

変更セット：a38c86f6690f 

 


