
Unity 2019.4.32 
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://2019.4.32f1/f88bf0bee961
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.32f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/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/f88bf0bee961/MacEditorInstaller/Unity.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2019.4.32f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/f88bf0bee961/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/jp/get-unity/update
https://store.unity.com/ja/


2019.4.32f1 の既知の問題 

• Android：Android 4.x 向けのアプリバンドルをビルドして実行する

と、エラーがスローされてアプリが起動しない（1355198） 

• Android：Xiaomi Redmi 9A デバイスで OpenGL ES3 を使用すると、テ

キストがレンダリングされないことがある。(1347186) 

• 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) 

• アセットバンドル：LoadResourceAsync 中に AssetBundle をアンロー

ドした後に再生モードに入ると、GameObject::GetComponentIndex 

でクラッシュする（1150164） 

• グローバルイルミネーション：ビルド時にシーンがエディター内で開か

れていた場合に、そのシーンがスタンドアロンプレイヤー内でより明る

くなってしまう（1375015） 

• 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） 

• プロファイリング：シーンがロードおよびアンロードされると Profiler.

GetTotalAllocatedMemoryLong が増加する（1364643） 

• 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） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-errors-are-thrown-and-the-app-is-not-launched-when-building-and-running-app-bundle-on-android-4-dot-x
https://issuetracker.unity3d.com/issues/android-the-text-is-missing-on-a-xiaomi-redmi9a-device
https://issuetracker.unity3d.com/issues/building-process-of-the-assetbundles-is-slow-when-the-file-count-is-huge
https://issuetracker.unity3d.com/issues/gameobject-getcomponentindex-crash-when-entering-play-mode-after-unloading-assetbundle-during-loadresourceasync
https://issuetracker.unity3d.com/issues/scene-is-brighter-in-standalone-player-if-it-was-open-in-the-editor-at-build-time
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/profiler-dot-gettotalallocatedmemorylong-increases-when-scene-is-loaded-and-unloaded
https://issuetracker.unity3d.com/issues/instantiated-fbx-through-code-throws-error-after-leaving-play-mode


• シーン管理：[macOS] 以前に「Missing (Mono Script)」となっていた P

refab スクリプトコンポーネントに変更を加えると、エディターがクラ

ッシュする（1255454） 

• 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） 

• 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 でクラッ

シュする（1309632） 

• 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（1375646） 

• 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） 

• WebGL：[iOS] ビデオが再生されない（1288692） 

 

2019.4.32f1 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/macos-editor-crashes-when-making-changes-to-prefab-script-components-which-were-previously-missing-mono-script
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shaders-are-ignored-when-executing-build-asset-bundles-method-from-console-with-nographics-argument
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-progressiveruntimemanager-getgbuffercharttexture-when-entering-uv-charts-mode-before-baking-lights
https://issuetracker.unity3d.com/issues/poor-performance-when-loading-or-unloading-a-large-scene-1
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-windowsvideomedia-stepallstreams-when-reimporting-a-m4v-file
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-ios-video-is-not-playing-on-ios


改善点 

• Input System：入力処理のパフォーマンスを最適化。 

• 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：Windows MR XR SDK パッケージをバージョン 2.9.0 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.xr.windowsmr@2.9/c

hangelog/CHANGELOG.html 

• パッケージ：Addressables パッケージのバージョンを 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：Purchasing パッケージのバージョンを 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：ScriptableBuildPipeline パッケージをバージョン 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 

• パッケージ：XR Management パッケージをバージョン 4.1.0 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.xr.management@4.1/

changelog/CHANGELOG.html 



• ビデオ：VideoClipImporter に欠落しているプラットフォームの依存関

係を追加する修正をして、バージョンアップ。 

 

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 

• Android：Unity UI の Scroll Rect でのタッチパッドの使用に関連する問

題を修正。Android と Chrome OS でのタッチパッドのスクロールの反

応がはるかに改善されました。(1364582) 

• Android：圧縮なしの設定リストが大きすぎると、apk ビルド手順が中

断してしまう問題を修正。(1272592) 

• Android：Android のオンスクリーンキーボードを閉じる動作が iOS と

一致していなかった問題を修正。(1274669) 

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

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

d が機能しなかった問題を修正。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、U

nity 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。(1363907) 

• アニメーション：2 つの異なるインスペクターでカーブを編集中に、ア

ニメーションカーブエディターが意図せずスワップしてしまう問題を修

正。(1308938) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/chrome-os-touchpad-scrolling-does-not-work-well-with-unity-ui-scroll-rects
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/animationcurves-start-to-change-in-the-edit-window-without-selecting-any-options-when-editing-curves-in-two-different-inspectors


• アセットインポート：DX11 を使用している多数のテクスチャがインポ

ートされたときに（VRAM の不足が原因で）クラッシュする問題を修

正。(1324536) 

• アセットパイプライン：ImportAsset が「Assets\」パスで呼び出され

たときに発生していたクラッシュを修正。また、パス区切り文字で終わ

るフォルダーパスがインポートされなかった問題も修正しました。(135

4411) 

• アセットパイプライン：アセットが移動またはコピーされたときに、そ

のアセットのメインオブジェクト名が正しく更新されなかった問題を修

正。(1210886, 1227555) 

• アセットパイプライン：アセットのインポート中に進捗バーがいっぱい

になる問題を修正。(1337397) 

• オーディオ：再生モード中にスクリプトを再コンパイルすると AudioC

ustomFilter::GetOrCreateDSP でクラッシュが発生する問題を修正。(1

354002) 

• 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かった問題を修正。(1361636) 

• 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) 

• オーディオ：AudioGroup のストリップビュー内のエフェクトで「Allo

w wet mixing」を選択した後にインスペクターウィンドウに「Wet」ス

ライダーが即座に表示されなかった問題を修正。(1276039) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-with-system-out-of-memory-error-when-importing-size-heavy-textures
https://issuetracker.unity3d.com/issues/double-slash-at-the-end-of-the-assets-folder-path-crashes-editor-when-invoked
https://issuetracker.unity3d.com/issues/double-slash-at-the-end-of-the-assets-folder-path-crashes-editor-when-invoked
https://issuetracker.unity3d.com/issues/prefab-file-contents-do-not-update-when-it-is-renamed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/renamed-or-duplicated-scriptableobject-contains-old-assets-name-till-saveporject-is-pressed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/progress-bar-is-always-at-100-percent-when-importing-multiple-assets
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-audiocustomfilter-getorcreatedsp-when-recompiling-scripts-while-in-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-audiocustomfilter-getorcreatedsp-when-recompiling-scripts-while-in-play-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/audio-mixer-unable-to-expose-other-send-level-parameters-when-one-is-already-exposed


• エディター：Windows の「プログラムの追加と削除」にエディターの

各 LTS ビルドのエントリが表示されなかった問題を修正。(1267038) 

• エディター：フォルダーが $PATH にある Linux スタンドアロンプレイ

ヤーの起動に関わる問題を修正（1339398） 

• GI：フラットオブジェクトのリフレクションプローブの重みの問題を修

正。(1233991) 

• 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) 

• 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」やその他のウィンドウを閉じるとクラッシュする問題を修

正。(1362844) 

• グラフィックス：Unity をバッチモードで実行し、多数のアセットをイ

ンポートすると、メモリ使用量が多くなってしまう問題を修正。(1337

474) 

• グラフィックス：テクスチャを同期的にロードする際の競合状態による

デッドロックを修正。(1353805) 

• グラフィックス：メッシュ上のマテリアルで「GPU Instancing」がオ

ンになっていると、RenderToCubemap によってシャドウがオフセッ

トされてしまう問題を修正。この問題は、インスタンス化レンダリング

に対して STEREO_CUBEMAP_RENDER_ON のサポートを追加すること

で修正されました。(1086548) 

• グラフィックス：Switch の「Player Settings」で「NVNGD + Shader D

ebugging (Slow)」オプションを選択できなかった UI の問題を修正。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/final-release-versions-are-not-listed-separately-in-programs-and-features-list-of-applications-in-the-system
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-build-executable-fails-to-start-when-being-run-through-an-environment-variable
https://issuetracker.unity3d.com/issues/weights-sum-of-reflection-probes-affecting-the-gameobject-gets-over-one-when-one-of-a-reflection-probes-is-inside-another-one
https://issuetracker.unity3d.com/issues/enlightenruntimemanager-dot-postupdate-takes-time-when-realtime-gi-is-disabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/vulkan-editor-crashes-vk-optimusgetinstanceprocaddr-after-closing-build-settings-window
https://issuetracker.unity3d.com/issues/rendertocubemap-offsets-shadows-when-the-material-on-the-mesh-has-gpu-instancing-enabled


• グラフィックス：明示的なステンシルビューを使用して RenderTextur

e を再作成すると、TextureID がリークする可能性があった問題を修

正。(1365351) 

• グラフィックス：幅または高さが 32k の画像のバイリニア再スケール

を画像が反転する問題を修正。(1340329) 

• グラフィックス：外部で作成されたテクスチャの正しくないテクスチャ

設定を修正。(1358700) 

• IL2CPP：多くのスレッドがリバース P/Invoke ラッパーを同時に呼び出

していたときのスレッドデタッチ中のクラッシュを修正。(1358863) 

• 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） 

• Linux：エディターの再生中に Linux ツールチェーンパッケージがイン

ストールされた問題を修正。(1344023) 

• macOS：古い入力で機能していなかった Xbox ワイヤレスゲームパッ

ドトリガーと DPAD の問題を修正。(1342338) 

• 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：Cursor.lockState が入力された動きを、実際のマウスの動き

に追従する前に、最初に中央に移動したかのように登録してしまう問題

を修正。(1283506) 

• パーティクル：水平および垂直ビルボードレンダリングモードのピボッ

ト設定の問題を修正。(1291175) 

• 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

ているときにスムースにサイズが更新されない問題を修正。(1224857) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/image-will-appear-flipped-when-using-the-bilinear-resize-algorithm
https://issuetracker.unity3d.com/issues/texture-filter-mode-set-on-external-native-texture-is-ignored
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-crash-in-gc-mark-from-when-using-monopinvokecallbackattribute
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/mac-cursor-dot-lockstate-registers-input-movement-to-center-when-mouse-is-moved
https://issuetracker.unity3d.com/issues/incorrect-offset-is-set-when-setting-the-pivot-for-vertical-slash-horizontal-billboard-render-modes
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：パーティクルシステムの Shape モジュールで使用され

ている場合に、テクスチャが自動的に読み取り可能としてマークされな

かった問題を修正。(1344356) 

• パーティクル：カスタムデータの使用中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る問題を修正。(1365360) 

• シーンマネージャー：EditorSceneManager.sceneOpened イベントに

よっていくつかのプロパティーが null のシーンオブジェクトが返され

る問題を修正。(1362627) 

• スクリプティング：Debug.LogFormat(LogType, LogOption, Object, st

ring, params object[]) のオーバーロードが logEnabled と filterLogTyp

e のロガー設定を尊重する問題を修正。(1354586) 

• シリアル化：シーンまたはプレハブのロード中に、不明なスクリプタブ

ルオブジェクトへの参照が「None」になる代わりに「Missing」のまま

になる問題を修正。(1328065) 

• シリアル化：アセットが再インポートなしでプロジェクトに再度追加さ

れると、プレハブからの欠落しているアセットへの参照が無効になって

いた問題を修正。(1270634) 

• シェーダー：ローカルキーワードを使用した UsePass で正しいキーワ

ードが使用されないことがあった問題を修正。(1329514) 

• UI ツールキット：ガンマ-リニア変換の精度エラーを修正。(1317742) 

• UI ツールキット：GroupTransform ヒントを使用した VisualElements 

のクリッピングの問題を修正。(1328740) 

• UI ツールキット：ハイライトの配置と描画順序の問題を修正。(117481

6) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/error-appears-in-the-console-when-using-the-default-particle-systems-textures-as-the-shape-texture
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/editorscenemanager-dot-sceneopened-event-returns-scene-object-with-some-null-properties
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/null-references-on-prefab-after-changes-are-made-to-scriptableobject-guid-and-public-script-references
https://issuetracker.unity3d.com/issues/references-on-prefabs-arent-automatically-added-when-the-target-of-the-missing-reference-is-imported
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shader-with-usepass-is-missing-certain-passes-in-a-player-build
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uir-uitoolkit-gamma-to-linear-conversion-lacks-precision
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uir-grouptransform-has-invalid-self-clipping
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-editor-highlighter-does-not-work-well
https://issuetracker.unity3d.com/issues/linux-editor-highlighter-does-not-work-well


• ユニバーサル Windows プラットフォーム：DevicePortal のデプロイ

が .appx パッケージと .msix パッケージの両方を処理しなかった問題を

修正。(1269676) 

• 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：ライトテーマでアイコンが低解像度になる問題を修

正。 

• バージョン管理：「History（履歴）」ウィンドウが空になる問題を修

正。 

• バージョン管理：Enterprise ログインのリンクが見つからない問題を修

正。 

• 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。 

• 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) 

• XR：MockHMD（マルチパス）で Terrain（地形）が存在するときにク

ラッシュする問題を修正。(1228228) 

• XR：XR シングルパスのソフトパーティクルシェーダーの問題を修正。

(1332105) 

• XR：シャドウマップのレンダリング後のシングルパスステレオ状態の

問題を修正。(1335518) 

 

システム要件 

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/player-icon-is-missing-from-the-title-bar-when-the-player-is-started-in-fullscreen-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/xr-sdk-mockhmd-editor-crashes-after-switching-rendering-modes-and-entering-play-mode-when-scene-has-terrain-game-object
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-single-pass-stereo-instanced-rendering-breaks-when-rendering-into-the-shadow-map-of-a-spotlight-source


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。 

• 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：f88bf0bee961 

 


