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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://2019.4.28f1/1381962e9d08
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/Windows64EditorInstaller/UnitySetup64.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Mac-Mono-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Universal-Windows-Platform-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/TargetSupportInstaller/UnitySetup-Windows-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.28f1.exe
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/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/1381962e9d08/MacEditorInstaller/Unity.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-AppleTV-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-iOS-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Linux-Mono-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Lumin-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Mac-IL2CPP-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-WebGL-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacEditorTargetInstaller/UnitySetup-Windows-Mono-Support-for-Editor-2019.4.28f1.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/MacDocumentationInstaller/Documentation.pkg
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/UnityRemote-Android.apk
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/UnityRemoteProject.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/CacheServer.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/builtin_shaders.zip
https://download.unity3d.com/download_unity/1381962e9d08/UnityRemote-iOS.zip
https://unity3d.com/jp/get-unity/update
https://store.unity.com/ja/


2019.4.28f1 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） 

• 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 Ren

derTexture 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） 

• Metal：[iOS 14] アプリケーションがスプラッシュスクリーンでスタッ

クし、「XPC_ERROR_CONNECTION_INTERRUPTED」エラーがスロー

される（1282747） 

• 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） 

• OpenGL：プロジェクトのビルド時に SRP Batcher が OpenGL の API で

動作しない（1331098） 

• 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） 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-with-computetilemeshjob-when-generating-navmesh
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/ios-14-metal-application-stucks-on-splash-screen-and-xpc-error-connection-interrupted-error-is-thrown
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/srp-batcher-not-working-with-opengl-apis-when-the-project-is-built
https://issuetracker.unity3d.com/issues/user-cant-easily-configure-location-of-both-upm-and-asset-store-package-local-cache


• Polybrush：「Polybrush」ウィンドウを開いた後にブラシを保存する

と、ブラシ設定の保存の際に問題が発生した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） 

• スクリプティング：[Android][Mono][IL2CPP] 特定の SslStream コンス

トラクターを実行すると「Unable to find libc」エラーがスローされる

（1022228） 

• 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） 

• 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） 

• 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：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） 

 

2019.4.28f1 リリースノート 

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/android-mono-il2cpp-unable-to-find-libc-error-thrown-when-executing-certain-sslstream-constructor
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/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/the-cursor-dot-visible-equals-false-does-not-work-when-inputsystem-package-is-installed


改善点 

• 2D：Tilemap.GetSprite では、最初に設定された Sprite ではなく、ア

ニメーション付きのタイルに対して現在アニメーション化されている S

prite が返されるようになった。 

• IL2CPP：ソースファイルが変更されたタイミングをマネージドデバッ

ガーで判断して適切な警告を表示できるようにソースファイルのハッシ

ュが正しく提供される。 

• パッケージマネージャー：ソースファイルが変更されたタイミングをマ

ネージドデバッガーで判断して適切な警告を表示できるようにソースフ

ァイルのハッシュが正しく提供される。 

 

変更点 

• Android：Android Logcat パッケージをバージョン 1.2.2 にアップデー

ト。 

• パッケージ：Addressables パッケージをバージョン 1.16.19 にアップ

デート。 

• パッケージ：com.unity.ide.visualstudio パッケージのバージョンを 2.

0.8 にアップデート。 

• パッケージ：com.unity.purchasing パッケージのバージョンを 3.0.1 に

アップデート。 

• XR：Oculus XR プラグインパッケージのバージョンを 1.9.1 にアップデ

ート。 

 

修正点 



• 2D：再生モード中にタイルマップとして CompleteObjectUndo が登録

されたときに、最初にレンダリングされるアニメーション付きのタイル

を修正。 

• 2D：TilemapRenderer が「Individual」モードであり、かつユーザー

が新しいタイルをタイルマップに設定したときに、アニメーション付き

のタイルに表示される間違った Sprites を修正。(1329054) 

• Android：Android 4.4 デバイスでの起動時のクラッシュを修正。(1331

290) 

• アニメーション：Animator のパラメーター値で float 値が小数点第 1 

位に切り捨てられる問題を修正。(1308930) 

• アセットインポート：エディタースクリプトで CreateAsset が使用さ

れ、importParameters がインポート中に変更される場合に、Initialize

OnLoad 中に発生する無限のアセットインポートループを修正。(13234

99) 

• Burst：tvOS でメンバー関数のデバッグ情報が原因で発生したクラッシ

ュを修正。 

• Burst：macOS アプリサンドボックス用に構築されたプレイヤーで Bur

st を使用するときに発生する可能性があった UnauthorizedAccessExce

ption を修正。 

• エディター：.NET 4.7.1 をターゲットとしているときに System.IO.Co

mpression を参照アセンブリに追加（エディターのみのコンテキス

ト）。(1275859) 

• エディター：カスタムエディターで、スクリプタブルオブジェクト内の

配列に対して機能しない右クリックメニューの項目を修正。(1307389) 

• グラフィックス：Vulkan シェーダーバイナリが含まれる古いアセット

バンドルをロード中にクラッシュする問題を修正。(1308947) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/2d-animated-tile-rendering-glitch-in-animated-tile-chunk-in-individual-mode
https://issuetracker.unity3d.com/issues/app-stops-due-to-onpixelcopyfinishedlistener-not-being-supported-on-devices-with-lower-than-24-sdk
https://issuetracker.unity3d.com/issues/app-stops-due-to-onpixelcopyfinishedlistener-not-being-supported-on-devices-with-lower-than-24-sdk
https://issuetracker.unity3d.com/issues/float-type-parameter-in-the-animator-controller-displays-0-dot-0-after-being-changed-to-0-dot-01
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-gets-stuck-in-import-loop-when-creating-an-asset-during-initializeonload-with-entities-package-installed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-gets-stuck-in-import-loop-when-creating-an-asset-during-initializeonload-with-entities-package-installed
https://issuetracker.unity3d.com/issues/console-errors-are-thrown-when-using-system-dot-io-dot-compression-in-the-editor-folder
https://issuetracker.unity3d.com/issues/right-click-options-do-nothing-on-arrays-in-scriptable-object-with-custom-editors
https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-vk-decompressshader-when-loading-an-assetbundle-with-assetbundle-dot-loadfromfile-and-using-vulkan-graphics-api


• グラフィックス：静的にバッチ処理されたメッシュのミップストリーミ

ングと CombineMesh API の効用を修正。(1329555) 

• IL2CPP：ARM アーキテクチャでの Mathf.Infinity を使用した Mathf.Ro

undToInt の動作を修正。(1323419) 

• IL2CPP：「Use of undeclared identifier 'BoxNullable'」エラーを修

正。(1328819) 

• IL2CPP：MetadataCache::GetGenericInst においてメモリを割り当て

る際の競合状態によってクラッシュが発生する問題を修正。(1323462) 

• iOS：iOS で Microphone.Start が CPU のスパイクを引き起こすパフォ

ーマンスの問題を修正。これらのスパイクはユーザーがプレイヤー設定

「Prepare iOS for Recording」を選択すると発生しなくなり、内蔵マイ

クと Bluetooth マイク間の切り替えを交互に行ったときにのみ発生す

るようになった。「Prepare iOS for Recording」を使用するときは、ほ

とんどのプロジェクトで「Force iOS Speakers when Recording」も設

定する必要がある。(1281833) 

• カーネル：Win32/UWP x86 でのアトミック 64 ビットロード/ストアの

問題を修正。64 ビット値への読み取りと書き込みは、32 ビット Windo

ws 上でアトミックであることが保証されていない。 

• パッケージマネージャー：起動時に Unity の接続を妨げることがあった

パッケージマネージャーのポート選択ロジックの問題を修正。(132866

9) 

• パッケージマネージャー：無効な公開日を返すレジストリからのパッケ

ージの追加が失敗する問題を修正。(1318975) 

• パッケージマネージャー：リビジョンに注釈付きタグを使用する Git の

依存関係を解決できなかった問題を修正。(1325920) 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/ios-mars-companion-application-fails-to-deploy-in-xcode-with-error-use-of-undeclared-identifier-boxnullable
https://issuetracker.unity3d.com/issues/mobile-microphone-dot-start-method-invocation-causes-200-800ms-spikes
https://issuetracker.unity3d.com/issues/packages-cannot-be-added-from-a-registry-that-returns-invalid-publish-dates-windows-only
https://issuetracker.unity3d.com/issues/package-resolution-error-when-using-a-git-dependency-referencing-an-annotated-tag-in-its-git-url


• パッケージマネージャー：offlineMode = true を使用しているにもかか

わらず UnityEditor.PackageManager.Client.SearchAll メソッドで接続

エラーが発生する問題を修正。(1319585) 

• パッケージマネージャー：パッケージ化されたアセットが多数あるプロ

ジェクトで EMFILE エラーが原因の Package resolution error が発生す

ることがあった問題を修正。 

• パッケージマネージャー：パッケージ化されたアセットが多数含まれる

プロジェクトで、正常に解決されたパッケージ内のファイルの欠落につ

ながる可能性があった問題を修正。 

• パッケージマネージャー：パスに ANSI 以外の Unicode 文字が含まれて

いる場合に Windows で UnityPackageManager.exe の起動を妨げてい

た問題を修正。(1317244) 

• パーティクル：オフセット値がパーティクルの配列の長さ以上である場

合に例外がスローされる原因となっている SetParticles の間違ったエラ

ーチェックを修正。(1313413) 

• 物理演算：「bones」プロパティーを介して null ボーン変換の配列を S

kinnedMeshRenderer に設定すると、同じ GameObject に Cloth コン

ポーネントが存在する場合にクラッシュが発生する問題を修正。(1328

023) 

• 物理演算：コライダーが削除されたときに更新されない慣性テンソルを

修正。(937998) 

• プレハブ：プレハブモードでプレハブの GUID を単独で変更すると発生

するさまざまな問題を修正。 

• プロファイラー：すべてのフレームで選択されたサンプルを強調表示す

るプロファイラーウィンドウの CPU 使用率チャートを修正。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/packagemanager-dot-client-dot-searchall-offlinemode-true-returns-an-error-if-user-offline
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-wont-start-with-unicode-install-path
https://issuetracker.unity3d.com/issues/offset-is-outside-the-valid-range-error-is-thrown-when-setting-the-particles-with-the-same-variables-as-getting-them
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-when-cloth-with-skinnedmeshrenderer-has-null-bone-references
https://issuetracker.unity3d.com/issues/editor-crashes-when-cloth-with-skinnedmeshrenderer-has-null-bone-references
https://issuetracker.unity3d.com/issues/inertia-tensor-is-not-reset-when-a-collider-is-removed


• シーンマネージャー：複数のオブジェクトの識別子が同じである場合

に、シーンのロードを妨げる問題を修正。(1249893) 

• シーン/ゲームビュー：2D モードで SceneView.rotation の値がカメラ

の回転に間違った影響を及ぼす問題を修正。(1314928) 

• シリアル化：参照がある配列を消去した後のプロパティーの差分を修

正。(1266303) 

• サービス：-cacheServerNamespacePrefix 引数でプロジェクトを開くとき

にAccelerator名前空間が追加されなかったバグを修正。(1294806) 

• シェーダー：ステージに対する唯一の入力が PrimitiveID であるときに

クラッシュする問題を修正。(1289378) 

• UIElements：インスペクターが不必要に再描画する問題を修正。 

• ユニバーサル Windows プラットフォーム：InputField または TextMes

hPro コントロールの編集中に、Windows オンスクリーンキーボードに

単語の候補が表示されない問題を修正。(1332468) 

• Windows：X86_64 がデフォルトの Windows アーキテクチャになるよ

う問題を修正。(1283651) 

• XR：XR マルチビューでのスクリーンスペースの影を修正。(1168315) 

• XR：セカンダリカメラにレンダリングするようにワールド空間 UI を修

正。(1326167) 

 

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。 

https://issuetracker.unity3d.com/issues/crash-on-unpackprefabinstancerecursive-when-entering-play-mode-in-a-scene-with-broken-prefabs
https://issuetracker.unity3d.com/issues/cameras-z-position-is-clamped-to-zero-when-in-scene-view
https://issuetracker.unity3d.com/issues/serializereference-field-from-scriptableobject-loses-value-when-deleting-last-array-item-and-then-pressing-undo
https://issuetracker.unity3d.com/issues/accelerator-namespace-not-added-when-opening-project-with-cacheservernamespaceprefix-argument
https://issuetracker.unity3d.com/issues/internal-error-communicating-with-the-shader-compiler-process-when-sv-primitiveid-is-the-only-input-signature
https://issuetracker.unity3d.com/issues/uwp-word-suggestions-arent-displayed-when-entering-text-into-an-inputfield-slash-tmp-via-softkeyboard
https://issuetracker.unity3d.com/issues/default-architecture-in-build-settings-is-x86-instead-of-x64
https://issuetracker.unity3d.com/issues/oculus-gearvr-cascade-shadows-are-not-rendered-on-mobile-devices-when-built-on-oculus-vr-sdk


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：1381962e9d08 

 


