
Unity 2019.4.27 
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://2019.4.27f1/23dc10685eb4
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.27f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/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/23dc10685eb4/MacEditorInstaller/Unity.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2019.4.27f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/23dc10685eb4/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/get-unity/update
https://store.unity.com/


2019.4.27f1 の既知の問題 

• 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） 

• アセットバンドル：AssetBundle.LoadFromFile() を使用して AssetBun

dle をロードし、Vulkan Graphics API を使用しているときに vk::Deco

mpressShader でクラッシュが発生する（1308947） 

• エディター：何百ものシリアライズされたフィールドがあるスクリプタ

ブルオブジェクトの検査中に動作が低速になることがある（1311325） 

• グローバルイルミネーション：「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（1334283） 

• 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 Rend

erTexture が破損する（1179935） 

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

り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） 

• 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） 

• Mono：[macOS] DLL がロードされた後に例外がスローされると Unity 

がクラッシュする（1318755） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-with-computetilemeshjob-when-generating-navmesh
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-vk-decompressshader-when-loading-an-assetbundle-with-assetbundle-dot-loadfromfile-and-using-vulkan-graphics-api
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-becomes-slow-when-inspecting-a-scriptable-object-with-20-plus-serialized-fields
https://issuetracker.unity3d.com/issues/reflection-probes-must-be-rebaked-twice-to-update-when-using-generate-lighting-button
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/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
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/macos-unity-crashes-when-exception-thrown-after-a-dll-has-been-loaded


• OpenGL：プロジェクトがビルドされると OpenGL の API で SRP Batch

er が動作しない（1331098） 

• 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） 

• 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 で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）：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を含む領域にアーティファクトが発生す

る（1283124） 

• uGUI：RectMask2D Softness プロパティーを TextMeshPro テキストで

使用しても機能しない（1331297） 

• UPM：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（1

325920） 

• UPM：ユーザーがオフラインである場合、PackageManager.Client.Sea

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

• UPM：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） 

• 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/srp-batcher-not-working-with-opengl-apis-when-the-project-is-built
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/rectmask2d-softness-property-has-no-effect-when-used-on-textmeshpro-text
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/package-resolution-error-when-using-a-git-dependency-referencing-an-annotated-tag-in-its-git-url
https://issuetracker.unity3d.com/issues/packagemanager-dot-client-dot-searchall-offlinemode-true-returns-an-error-if-user-offline
https://issuetracker.unity3d.com/issues/user-cant-easily-configure-location-of-both-upm-and-asset-store-package-local-cache
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


• WebGL：[iOS] ビデオが再生されない（1288692） 

• 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） 

 

2019.4.27f1 リリースノート 

改善点 

• スクリプティング：Unity での C# の一般的な警告を抑制するために、

「Player Settings」にトグルオプションを追加（デフォルトでオン）。 

• XR：Windows MR XR SDK プラグインを 2.8.0 に更新。 

• XR：XR Plug-in Management を 4.0.5 に更新。 

 

変更点 

• スクリプティング：SelectionMode 列挙型に Flags 属性を追加。(1298

921) 

 

修正点 

• AI：ナビメッシュの計算中にたまにクラッシュが発生する問題を修正。

(1332341) 

• Android：OpenGL ES が実装された Mali 搭載デバイスで GPU スキニン

グを使用するときのパフォーマンスの問題を修正。(1300914) 

• 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」が表示されなくなっていた問題を修正。(1301327) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-ios-video-is-not-playing-on-ios
https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-cursor-dot-visible-equals-false-does-not-work-when-inputsystem-package-is-installed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unityeditor-dot-selectionmode-is-missing-flags-attribute
https://issuetracker.unity3d.com/issues/unityeditor-dot-selectionmode-is-missing-flags-attribute
https://issuetracker.unity3d.com/issues/webgl-index-out-of-bounds-exception-is-thrown-when-loading-a-navmesh
https://issuetracker.unity3d.com/issues/bad-performance-when-using-gpu-skinning-on-mali-with-opengl-es
https://issuetracker.unity3d.com/issues/the-external-objects-array-is-displayed-in-the-inspector-when-selecting-a-text-asset


• アセットインポート：テクスチャインポーターのデフォルト値がひそか

に負の値にならなくなるよう問題を修正。(1204566) 

• 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：projectsetting.asset ファイルが直接変更され

たときに報告される可能性があったアセットを修正。(1270162) 

• エディター：開発者による editor.log に対する拡張ログ記録を妨げてい

た問題を修正。拡張ログ記録には、各エントリにタイムスタンプとスレ

ッド ID（16 進数）のプレフィックスが含まれる。(1326076) 

• GI：エディター起動時の GI のメインスレッドの初期化の速度を低下さ

せていた問題を修正。(1162775) 

• グラフィックス：Metal コンピュートシェーダーがコンパイル済みのシ

ェーダーコードに表示されなかった問題を修正。(1320184) 

• グラフィックス：パーティクルのシミュレーション中に不要なアーティ

ファクトが発生する可能性があった Metal でのスクラッチバッファの

再利用に伴う問題を修正。(1259523) 

• iOS：一部の言語で文字数制限が存在するときに、テキスト入力フィー

ルドに最後に入力した文字を結合できない問題を修正。(1321661) 

• iOS：UnityMetalMemorylessDepth によりシャットダウン時にたまに

クラッシュする問題を修正。(1333487) 

• プレハブ：プレハブのインスタンス化、複製、または更新により、ヒエ

ラルキー全体ではなく、そのプレハブインスタンスのみが無効化されて

再度有効になるよう問題を修正。(1269686) 

• スクリプティング：型で定義されており、かつネストレベル 2 以上の U

nity オブジェクトのインスタンス化中に発生する可能性があった問題を

修正。(1299861) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/textureimporter-dot-wrapmode-returns-1-when-textures-wrap-mode-is-not-changed
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/logs-dont-have-timestamps-when-unity-ext-logging-is-set-to-1
https://issuetracker.unity3d.com/issues/gi-initializemanagers-takes-0-dot-4s-during-editor-startup
https://issuetracker.unity3d.com/issues/shader-compiler-crashes-when-compiling-shaders-for-metal
https://issuetracker.unity3d.com/issues/macos-rendering-of-particlesystems-can-be-corrupted-when-also-rendering-a-particlesystem-to-a-rendertexture
https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-unable-to-combine-the-last-input-character-in-text-input-field-when-character-limit-exists
https://issuetracker.unity3d.com/issues/duplicating-a-prefab-instance-in-the-scene-will-cause-instances-of-the-same-prefab-to-be-disabled-and-re-enabled
https://issuetracker.unity3d.com/issues/failing-to-initialize-an-instance-of-editorwindow-when-its-in-3rd-level-of-class-nesting


• スクリプティング：デリゲートのターゲットがバーチャルメソッドをタ

ーゲットとする別のデリゲートであるときに、バーチャルコールが確実

に実行されるよう問題を修正。(1188422) 

• スクリプティング：プロジェクトが IL2CPP バックエンド上で実行され

るようセットアップされているときに、エディターの「Assembly Versi

on Validation」のオンとオフを切り替えることができるよう問題を修

正。(1307810) 

• 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。 

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

ルが返されなかった問題を修正。 

• UI：GroupTransform ヒントを使用した VisualElements のクリッピン

グでの問題（このバージョンでサポートされていないネストされたマス

キングにより、GroupTransform のリーフ要素が矩形クリッピングに強

制的にフォールバックされるが、アサートではそれが発生することはな

いと見なされる）を修正。(1328734) 

• ビデオ：VideoPlayer を使用してビデオをロードすると「WindowsVide

oMedia error 0xc00d36b4」エラーがスローされた問題を修正 [Window

s 7]。(1306350) 

• XR：XR の実行中にカメラの投影方法が平行投影に設定されるとエラー

が大量に発生する問題を、警告のインジケーターを追加することで修

正。(1305592) 

• XR：Metal テクスチャを XR プロバイダープラグインに割り当て、IOSu

rface を介して共有できるよう問題を修正。 

 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/delegate-points-to-the-base-method-instead-of-override-when-passing-it-to-a-method-before-adding-it-to-an-event
https://issuetracker.unity3d.com/issues/assembly-version-validation-disabled-when-using-il2cpp-scripting-backend
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uir-nested-masking-fallback-of-grouptransform-visualelement-triggers-assert
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/xr-sdk-console-window-is-spammed-with-errors-when-orthographic-cameras-clipping-plane-near-is-set-to-0-and-target-eye-to-both


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 9.4 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：23dc10685eb4 

 


