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はじめに
このガイドには、アプリの公開や配信に関するよくある質問への回答や、ストアとプラットフォームの運営⽅
法に関する詳しい情報が記載されています。

新しいメディアの出発点にふさわしく、ルールばかりの堅苦しい説明にならないように努めます。Oculusの
ミッションは、開発者の皆様を細かい認証プロセスによる問題から解放し、Oculusのプラットフォームをでき
る限り煩雑さのない透明性のあるものにすることです。ですので、何かうまくいきそうなとき、このガイドラ
インに縛られて歩みを⽌めるようなことはしないでください。デベロッパーの皆さんの新鮮な発想を歓迎しま
す。

以下のガイドラインは、RiftとGear VRの両⽅に適⽤されます。この2つには違いがありますが、ストアとプラッ
トフォームに対する姿勢は基本的にどちらの場合も同じです。

その他の関連情報については、「プラットフォームSDKガイド」もお読みください。

https://developer.oculus.com/documentation/platform/latest/
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アプリの準備
VRアプリのレビューに先⽴ち、事前に確認すべき基本事項がいくつかあります。

以下は、レビューの承認を保証する要素のチェックリストとして意図されたものではなく、最初にアプリを確
認する際に準備が必要な基本事項の⼀部を⽰したものです。

• 適切なOculus SDKを使⽤する。
• 推奨スペックのシステムで正常に動作する(Riftの場合〜90Hz、Gear VRの場合〜60Hz)。
• Oculus Homeとデスクトップクライアントから開始、⼀時停⽌、終了できる。
• Oculusの予約済み操作(Homeボタン、⾳量コントロール、戻るボタン、画⾯位置の再調整(リセンター)、ユ

ニバーサルメニューなど)と⼲渉していないことを確認する。
• エンタイトルメントチェックによる認証が使⽤されている。
• オーディオのターゲティング経路が正しく設定されている。
• 適切なディレクトリに正常にインストール、アンインストールされる。

Gear VRアプリは、Oculusのマニフェスト要件に従って、適切に署名されている必要があります。詳しくは、モ
バイルアプリケーションの申請（16ページ）をご覧ください。

アプリのレスポンス時間は重要です。アプリは起動に時間がかかっても問題ありませんが、起動するまで
無反応のヘッドセットをかぶせたままユーザーを⻑時間待たせるべきではありません。アプリケーション
がOculusアプリやHomeから起動される際には、完全に読み込まれたアプリケーションか、頭に固定されていな
いローディング画⾯のいずれかが、適切な時間内にVRに表⽰されるようにしてください。

また、以下の点も確認します。

1. ユニバーサルメニュー(UM)で、[Oculus Homeへ戻る] > [OK]の順に選択します。アプリは数秒以内に終了す
る必要があります。

2. UMで、[画⾯位置の再調整(Recenter App)]を選択し、指⽰に従います。アプリは正しく中央に表⽰される必
要があります。

3. ユーザーがUMを表⽰している場合:

• アプリはフレームの送出を停⽌する必要があります(この部分のテストは難しいですが)。デスクトップに
アプリのミラーウィンドウが表⽰されている場合、画⾯が停⽌する必要があります。

• アプリの⾳楽や⾳声が停⽌される必要があります。
• アプリがユーザーによる⼊⼒受け付けを停⽌する必要があります。
• UMはスムーズにレンダリングされる必要があります。

4. アプリがVRフォーカスまたはWindowsフォーカスされている(他の場所をクリック)場合:

• ⾳楽と⾳声が再⽣される必要があります。
• ユーザーによる⼊⼒が有効である必要があります(キーボードとマウス以外)。
• アプリは90Hzでレンダリングされる必要があります(起動時または画⾯の読み込み時以外は砂時計マーク

が出ていない必要があります)。
5. アプリを終了する際、クラッシュ時を除き、終了コードは0である必要があります。ユーザーがUMから終了

し、ウィンドウをデスクトップからまたはAlt+F4で閉じた場合に、Oculusのログにエラーが記録されないよ
うになっている必要があります。

6. 座っているまたは⽴っている状態で正しい向きになっている必要があります。
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技術的な要件ではありませんが、Oculusはアプリがクラッシュしないことを基本的要件とみなします。壊れて
いるビルドの評価は極めて困難です。

アプリがテクニカルレビューに合格しなかった理由について、フィードバックを返せるとは限りません。この
ため、Oculusのガイドラインとドキュメントがとても重要になります。ガイドラインに従うことにより、テク
ニカルレビューに合格する可能性は⼤幅にアップします。簡単に修正できる不具合が発⾒された場合などは、
具体的内容を含むフィードバックが返される可能性があります。技術的なエラーが発⾒された場合の最善のア
ドバイスとして、ガイドラインとドキュメントをもう⼀度お読みいただき、アプリが上記の基準を満たしてい
ることを再確認することをおすすめします。

準備ができたら、以下のOculus開発者ポータルでアプリを申請してください。https://dashboard.oculus.com/

申請時にGear VRに対する申請か、Riftに対する申請かを選択できます。Gear VRに対する申請の場合、Android
APKを申請します。Riftに対する申請の場合、.exeファイルを申請します。アプリのカテゴリ(ゲーム、エンター
テイメント、先⾏アクセス、コンセプトなど)、アプリの内容と最も近いジャンル(ホラー、ロールプレイング、
アクションなど)、価格、サポートされている⾔語、説明、エンドユーザー使⽤許諾契約書やプライバシーポリ
シーへのリンクを記載できます。

Oculusストアには、申請の他にアートアセットが必要です。アートの要件はhttps://static.oculus.com/
documents/oculus-store-art-guidelines.pdfでご確認ください。

ここに記載されたすべての情報は、Oculusがアプリを評価する際の基準となりうるものです。

https://dashboard.oculus.com/
https://static.oculus.com/documents/oculus-store-art-guidelines.pdf
https://static.oculus.com/documents/oculus-store-art-guidelines.pdf
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リリースチャンネル
ダッシュボードにあるリリースチャンネルを使って、テスト段階やリリース段階の異なるゲームや体験を提供
できます。

Oculusでは、4段階のリリースチャンネルを⽤意しています。

• ALPHA (アルファ)
• BETA (ベータ)
• RC (リリース候補)
• STORE (ストア申請⽤)

さまざまなバージョンのアプリをアップロードして、各チャンネルのテスターグループに利⽤してもらえま
す。

アプリがストアに公開されて以降は、ストアチャンネルに上げられた新しいビルドはすべて、アプリを持って
いるまたはダウンロードしたユーザーに⾃動的に配信されます。

リリースチャンネルの確認
リリースチャンネルの状況はいつでも確認できます。

アプリのリリースチャンネルを確認するには:

1. https://developer.oculus.com/に移動し、開発者サイトにログインしていることを確認します。
2. ページの右上で、ログイン名付近にあるプルダウンメニューを開き、[Apps]をクリックします。これによ

り[Dashboard]にリダイレクトされ、アプリケーション⼀覧が表⽰されます。
3. アプリにカーソルを合わせて[Manage Build]をクリックします。
4. 情報ページの[Builds]タブをクリックします。

https://developer.oculus.com/
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5. プラットフォームUIには、各リリースチャンネル、ビルドのバージョン、バージョンコード、リリースチャ
ンネルに招待されたユーザー、バージョンの最終更新⽇が表⽰されます。

図 1 : リリースチャンネル

バイナリのアップロード
バイナリはどのリリースチャンネルにもアップロードできます。

アプリの開発とテストが進むのに応じて、アルファからベータ、リリース候補版、最終的にはストアに移動
させていくと良いでしょう。プロセスを開始するには、アプリをいずれかのリリースチャンネルに申請すれ
ばOKです。公開に向けてすべてのチャンネルを経由する必要はありません。

初めてアプリケーションをストアチャンネルに申請または移⾏すると、Oculusストアチームにレビューが申請
されます。Oculusストアチームに承認されると、以降の更新はすべてレビュー不要ですぐに公開されます。

バイナリをアップロードするには:

1. 本ガイドに従って、マニフェストファイルが正しく（Gear VR向け申請の場合）、またインストール場所が
正しく設定されていることを確認します。

2. https://developer.oculus.com/に移動し、開発者サイトにログインしていることを確認します。
3. ページの右上で、ログイン名付近にあるプルダウンメニューを開き、[Apps]をクリックします。これによ

り[Dashboard]にリダイレクトされ、アプリケーション⼀覧が表⽰されます。
4. アプリにカーソルを合わせて[Manage Build]をクリックします。
5. 情報ページの[Builds]タブをクリックします。
6. [...]ボタンをクリックしてファイルをアップロードするチャンネルを探し、[Upload New Binary]を選択しま

す。ファイルのアップロードを求めるメッセージが表⽰されます。
7. 画⾯に表⽰されるメッセージに従います。

注 :  アプリケーションを初めて申請する場合、申請プロセスを案内する説明が表⽰され、その最後に
アップロードページが表⽰されます。

https://developer.oculus.com/
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ビルドの移⾏
ビルドを検証した後、別のリリースチャンネルに移⾏する事ができます。これにより、ビルドを新しく指定し
たチャンネルにコピーし、以前のビルドを元のチャンネルに残しておくことができます。

バイナリを別のリリースチャンネルに移⾏するには:

1. https://developer.oculus.com/に移動し、開発者サイトにログインしていることを確認します。
2. ページの右上で、ログイン名付近にあるプルダウンメニューを開き、[Apps]をクリックします。これによ

り[Dashboard]にリダイレクトされ、アプリケーション⼀覧が表⽰されます。
3. アプリにカーソルを合わせて[Manage Build]をクリックします。
4. 情報ページの[Builds]タブをクリックします。
5. [...]ボタンをクリックして移⾏するビルドが含まれるチャンネルを探し、[Copy to Another Channel]を選択し

ます。別のチャンネルの選択を求めるメッセージが表⽰されます。
6. チャンネルを選択して、[コピー]をクリックします。バイナリが新しいチャンネルにコピーされます。

バイナリを本番環境に移動するには、[STORE]チャンネルを選択します。初めてバイナリを[ストア]チャンネル
に移⾏すると、Oculusストアチームにレビューが申請されます。Oculusストアチームに承認されると、以降の
更新はすべてレビュー不要ですぐに公開されます。

注 :  Oculusストアで可能なのは新しいビルドバージョンの公開のみで、アプリケーションを前のバー
ジョンに巻き戻すことはできません。このため、アプリの既知の安定版を保持しておき、現在の公開版
に重⼤な問題が⾒つかった場合は、すぐに安定版を改めてユーザーに配信できるようにしておくことを
おすすめします。

ユーザーの追加
リリースの段階に応じて、各リリースチャンネルにさまざまなユーザーを追加できます。

ユーザーを複数のリリースチャンネルに追加することもできます。この場合ユーザーは、Oculusストア上で
は、⾃分が参加しているすべてのリリースチャンネルの中で公開されている(またはストアチャンネルに公開さ
れている)最も新しいバージョンを⾒ることになります。

ユーザーを追加するには:

1. https://developer.oculus.com/に移動し、開発者サイトにログインしていることを確認します。
2. ページの右上で、ログイン名付近にあるプルダウンメニューを開き、[Apps]をクリックします。これによ

り[Dashboard]にリダイレクトされ、アプリケーション⼀覧が表⽰されます。
3. アプリにカーソルを合わせて[Manage Build]をクリックします。
4. 情報ページの[Builds]タブをクリックします。
5. ユーザーを追加するチャンネルを探して[+]ボタンをクリックします。ユーザーの追加を求めるメッセージが

表⽰されます。
6. 追加したいユーザーのOculus IDに紐付いたメールアドレスを⼊⼒し、[Add Users]をクリックします。ユー

ザーが追加されます。
7. 全員を追加するまでこのプロセスを繰り返します。

https://developer.oculus.com/
https://developer.oculus.com/
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ストア公開に向けたアプリのレビュー
Oculusはテクニカルレビューに合格したアプリを対象に、コンテンツレビューを実施してストアで公開するか
どうかを判断します。

Oculusではストアで公開するアプリを注意深く選定するため、コンテンツレビューを⾏っています。アプリの
レビューにあたっては、さまざまな⼈の好みや視点が考慮されます。基本的には、お客様の⽴場に⽴って、そ
のアプリが楽しく、魅⼒的なものであるかの判断を試みます。

注 :  ストア外でのアプリ配信について詳しくは、その他のアプリ配信オプション（14ページ）をご
覧ください。

アプリのレビューでは、全体的な完成度、洗練度、コンテンツの価値などが考慮されます。魅⼒的で、⾯⽩
く、役⽴つゲーム、動画、バーチャルツアー、その他のアプリをお待ちしています。

ストアでは以下のようなさまざまな種類のアプリケーションが公開されています。

• ゲーム
• エンターテイメント - VR形式でのストーリーテリング体験。
• アプリ - 動画プレイヤー、バーチャルツアー、その他のインタラクティブなユーティリティアプリケーショ

ン。
• コンセプト - ⾰新的で新しい試作品や技術デモ。VRの可能性を広げる⾮商⽤アプリの場と⾔えます。
• 先⾏アクセス - ⾯⽩く、プレイ可能で、完成までの道のりにあるコンテンツ。先⾏アクセスは、開発途中の

アプリを掲載できる開発者向けのセクションです。ユーザーにとっては開発プロセスに参加する機会になり
ます。

アプリの申請を却下しなければならない場合もありますが、アプリを修正のうえ再申請いただくか、新しいア
プリを申請していただければ、喜んでレビューさせていただきます。

楽しいVRとの出会いを⼼待ちにしています。Oculusストアを開発者の皆様の⼒で盛り上げて頂ければ幸いで
す。
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コンテンツガイドライン
ストアの選定⽅法についてご紹介してきましたが、次はコンテンツについて、またコンテンツを公開対象とし
て検討する⽅法について説明します。たくさんの規則で開発者の皆さんをがんじがらめにしたい意図はありま
せん。規則の⼤半は常識的なもので、ストアで求められている内容に関するガイドラインとして明記したもの
です。

ここでは、常識的な基本コンテンツ規定をいくつかご紹介します。以下のコンテンツをストアに含めることは
できません。

• わいせつコンテンツ
• 過度に暴⼒的なコンテンツや性的なコンテンツ
• 差別発⾔、いじめ、嫌がらせ
• リアルマネー賭博

暴⼒、アルコール、ドラッグ、不適切な⾔葉遣いなどの表現の描写については、映画のR指定の範囲内であれば
通常は許容されます。

Oculusは快適さを重視しています。快適さは、主観的なもので、変わりやすく、個⼈差もありますが、アプリ
が提供する体験の内容について、できる限りお客様に明確に伝達できるよう努めています。そのために、快適
さの評価を3段階(かなり快適、ある程度快適、あまり快適でない)設けています。ストアカタログをご覧いただ
くと、これらがどのように適⽤されているかがおわかりいただけると思います。

「かなり快適」なアプリはカメラの移動、プレイヤーの動き、コンテンツや効果の⽅向転換が控えられている
傾向があります。通常、カメラのアングルが固定されているアプリは、これに分類されます。「ある程度快
適」なアプリでは、カメラやプレイヤーの動きがより多く⾒られます。「あまり快適でない」アプリでは、主
観視点でのカメラの動き、加減速、カメラやプレイヤーの⼤きな動きなどが⾒られる傾向があります。全体
的にアプリの快適さを重視するようにしてください。快適さには、投資を惜しまないだけの価値があります。
「ある適度快適」や「あまり快適でない」アプリでも、できる限り快適さを得られるように努⼒してくださ
い。

ユーザーのデータ、プライバシー、メールの扱いなどに関しても触れておきます。アプリによってデータが収
集される場合は、データのプライバシーポリシーを明⽰して、そのポリシーに従う必要があります。関係の
あるすべてのプライバシー関連の法律を順守してください。ユーザーのメールアドレスを収集している場合
は、ユーザーがその収集と利⽤の両⽅について明⽰的に許可（オプトイン）する形となっている必要がありま
す。Oculusはユーザーコミュニティのメール利⽤環境を守る⽴場にあり、予期しないメール配信に関わること
は望んでいません。常にユーザーの意図を尊重する側に⽴つよう努めてください。もちろん、お住まいの国や
地域、アプリが公開される地域の法律にも従う必要があります。

最後に、Oculusストア内のアプリには、他のプラットフォームやコマースのソリューションを含めることはで
きません。なお、アプリ内課⾦(IAP)を使⽤するアプリをストアで配信する場合は、プラットフォームSDKのア
プリ内課⾦機能をご利⽤いただけます。Oculusストア外で配信されるアプリの場合は、必要に応じて開発者独
⾃のコマースシステムをお使いいただけます。詳しくは、その他のアプリ配信オプションをご覧ください。

https://developer.oculus.com/documentation/platform/latest/concepts/developer-intro/
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フィードバック
コンテンツレビュー中、Oculusチームと開発者間で1、2回ほど(またはそれ以上)、フィードバックのやり取りが
発⽣する場合が多くあります。その際には、コンテンツ内容や品質について改善案などを提案させていただく
こともあります。

Oculusからのフィードバックは、Oculusがあなたのコンテンツに興味を⽰している事の印でもあります。ただ
し、そのフィードバックをどう受け取るかは⼈それぞれです（最終的には、あなたのコンテンツのことを最も
よく把握しているのはあなた⾃⾝なのですから）。なお、私達からの意⾒や感想は、ストアでの公開を保証す
る不具合⼀覧表のようなものではない事にご留意ください。もちろん、何かご不明な点がある場合や詳しい説
明が必要な場合は、遠慮なくお問い合わせください。
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承認と公開
ストアに適していると思われる場合は、アプリの完成に向けて、リリースプランについての話し合い、契約の
準備など、さまざまな⾯で密に連携するために、メールや電話(あるいはビデオチャット、VRチャット、その他
ご希望の⼿段)にてご連絡させていただきます。

アプリのリリースに向け、⼆⼈三脚で頑張りましょう。
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その他のアプリ配信オプション
まだ完全には開発が終わっていないゲームや体験が含まれていたり、Oculusストアでの⼀般的な配信を⽬的と
していなかったりするOculus RiftやGear VRのアプリケーションを配信することもできます。

Oculusは、以下のようなさまざまな状況に対応すべく、アプリを配信するいくつかの代替ルートをサポートし
ています。

• 内部テスト(リリースチャンネル)
• デモ⽤や試験的に作成されたアプリ(Oculusストアの先⾏アクセスまたはコンセプト)
• 開発中のアプリの初期バージョン(先⾏アクセス、リリースチャンネル)
• プロモーション⽤または配信制限付きのアプリ(Oculusキー)
• Oculusストア外での直接配信(サイドローディング)

リリースチャンネル

内部テスト⽤のアプリケーション配信は、通常はアプリ申請ダッシュボードのリリースチャンネル機能を使っ
て管理できます。アプリケーションのレビューを申請するのと平⾏して、アプリケーションのリリースチャン
ネルを指定することにより、4つのチャンネル(アルファ、ベータ、リリース候補、ストア)経由で、あなたの指
定した相⼿へ開発中のアプリケーションを配信できます。アルファ、ベータ、リリース候補チャンネルに公開
されたアプリは、アクセスを許可されたユーザーが⼊⼿できます。詳しくはリリースチャンネル（7ページ）の
ドキュメントをご覧ください。

Oculusストア

Oculusストアには、Oculusの公開基準は満たしていながらも、まだ完成していないか、試験的であるか、ま
たは規模の⼩さいゲームやアプリケーション向けに[先⾏アクセス]と[コンセプト]セクションが⽤意されていま
す。[先⾏アクセス]セクションには、開発途中のプレイ可能なVR体験が集まります。ここでは、貴重なフィード
バックや露出の機会を得られます。[コンセプト]セクションには、無料の⾰新的なアプリや技術デモが集まりま
す。

[先⾏アクセス]と[コンセプト]セクションにあるアプリは、標準のレビュープロセスに合格している必要があり
ます。詳しくは「App Review for the Store(ストア公開に向けたアプリのレビュー)」をご覧ください。

Oculusキー

Oculusストアのアプリへのアクセスは、Oculusキーの使⽤を通じて管理できます。

Oculusキーは、Oculusのセルフサービスポータルから無料で発⾏できます。アプリのOculusキーを発⾏すれ
ば、そのキーを⾃分で、または他のストアやウェブサイトで配信することができます。

ユーザーは、Oculusアプリにキーを⼊⼒すると、アプリをダウンロードして使⽤できるようになります。アク
セス管理にキーを使⽤することにより、アプリが⾃動更新され、ユーザーのライブラリに表⽰されるようにな
り、また、Oculusプラットフォームの各種機能をアプリに組み込んで提供できるようになります。サイドロー
ディングとは、このような利点を得られない点が異なります。

コンテンツのサイドローディング(Riftのみ)

Riftでは、Oculusプラットフォーム外でアプリを配信することもできます。これらのビルドを実⾏するために
は、ユーザーはOculusアプリの[Settings]メニューにある[Unknown Sources]を有効にする必要があります(⼿順
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について詳しくは「不明なソースからのゲームとアプリ(Games and Apps From Unknown Sources)」をご覧く
ださい)。

これらのビルドはOculusプラットフォームで⾃動更新されません。ユーザーのライブラリには表⽰されず、他
のOculusの機能やサービスにもアクセスできません。

注 :  プラットフォーム外のビルドもすべて、Oculus SDKのライセンス要件を満たしている必要がありま
す。例えば、SDKのライセンス内で指定されている予約済みの機能(ホームボタン機能やメニュー操作な
ど)はすべて維持される必要があります。

https://support.oculus.com/878170922281071
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モバイルアプリケーションの申請
このセクションでは、モバイルアプリケーションの申請⼿順について説明します。

アプリケーションマニフェストの要件
注 :  アプリケーションを申請する前に、必ずマニフェストの要件をご確認ください。マニフェストの問
題は、申請プロセスが遅れる原因としてよく⾒られます。追加の対策として、アプリケーションを申請
する前に、申請内容検証ツールの実⾏をおすすめします。

Unityアプリケーションのマニフェスト

Unity内部のVRサポート(Unity 5.1.1p1以降で利⽤可能)を有効にして作成されたプロジェクトのマニフェスト
は、Oculusの要件に合うようにビルド中に⾃動的に更新されます(ランドスケープ表⽰、vr_only、他)。エンタイ
トルメントチェック設定など、その他すべての値は変更されません。なお、マニフェストにnoHistory属性を追
加しないようにしてください。

これらのマニフェスト申請の要件は、他のドキュメントに記載されている開発の要件とは異なります。これら
のマニフェストの仕様をもう⼀度ご確認ください。

• マニフェストの<manifest>タグのpackage属性には、必ずアプリケーションのパッケージ名を⼊れる必要
があります。パッケージ名は⼀意の名称である必要があります。

• マニフェストの<manifest>タグには、必ずandroid:installLocation="internalOnly"を⼊れ
る必要があります。Unity開発者の場合: [Edit] > [Project Settings] > [Player] > [Configuration]で[Install
Location]を[Force Internal]に設定していないと、この値はUnityによって上書きされてしまうことにご注意く
ださい。

• versionNameはバージョン名としてストアに表⽰されます。
• versionCodeはユーザーに更新を配信する際に使⽤されるバージョンコードとなります。この値は0よ

り⼤きい整数でなければいけません。また、以後リビジョンを重ねるごとに値を⼤きくする必要がありま
す。Unityでアプリをビルドする場合、マニフェストファイルを⼿動で修正してもUnityに上書きされてしま
うため、Unity上でこの値を修正するようにします。

• VRモードを正しく設定するため、VR APKファイルのマニフェストファイル内の<application>要素には必
ず、以下のタグを挿⼊するようにします。

<meta-data android:name="com.samsung.android.vr.application.mode" 
         android:value="vr_only"/>

• メインアクティビティは必ず以下に⽰すとおりに構成してください。特に、メインアクティビティのイ
ンテントフィルタはandroid.intent.category.INFOに送られる必要があります。⼀般的に使われ
るandroid.intent.category.LAUNCHERではありません。これはアプリをOculus Homeのみに表⽰し、
携帯電話のランチャーから起動できないようにするためです。

<activity
android:name="YOUR ACTIVITY"
android:theme="@android:style/Theme.Black.NoTitleBar.Fullscreen"
android:label="@string/app_name"
android:launchMode="singleTask"
android:screenOrientation="landscape"
android:configChanges="screenSize|orientation|keyboardHidden|keyboard"
android:excludeFromRecents="true"><intent-filter>

https://developer.oculus.com/validator/
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<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.INFO" />
</intent-filter>
</activity>

• minSdkVersionとtargetSdkVersionは必ず19に設定してください。

<uses-sdk android:minSdkVersion="19" android:targetSdkVersion="19" />

• アプリにはOpenGL ESのバージョン情報が必要になります。OpenGL ES 2.0なら0x0002000、OpenGL ES
3.0なら0x0003000で、このどちらかである必要があります。

<uses-feature android:glEsVersion="0x00030000" android:required="true" />

• 重要: 現在、アプリに以下のアクセス許可を指定する必要があります。これはデバイスに合わせて適切なレ
ンズディストーションファイルを読み込むためのものです。

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

• 不要なアクセス許可は必ずAndroidManifest.xmlファイルから削除する必要があります。アプリが機能する
ために必要不可⽋なアクセス許可のみを残すようにします。これらのアクセス許可はインストール時にユー
ザーに表⽰されるため、あまりに多くの権限を求めると、インストールをキャンセルされてしまう場合があ
ります。

注 :  マニフェストにnoHistory属性を追加しないでください。

アプリケーションへの署名
Oculusモバイルアプリには、開発段階に応じて2種類のシグネチャーが必要になります。

• Oculusシグネチャーファイル(開発中に必要、申請時には不要)
• Androidアプリケーション署名(申請時に必要)

Oculusシグネチャーファイル(osig)

開発中のアプリには、Oculusから発⾏されたOculusシグネチャーファイル(osig)で署名する必要があります。こ
のシグネチャーファイルをアプリに含めることで、モバイルデバイス上のプロテクトされた低レベルVR機能に
アクセスできるようになります。シグネチャーファイルはそれぞれ特定のデバイスに紐づけられるため、開発
に使うデバイスごとに⽣成する必要があります。

osigファイルは申請時に削除しても問題ありませんが、必須ではありません。アプリが承認される
と、Oculus側でAPKファイルを修正して、どのデバイスでも使えるようにします。

osig発⾏リクエストの詳細や⼿順については、osigセルフサービスポータルをご覧ください。https://
developer.oculus.com/tools/osig/

Androidアプリケーションへの署名

Androidではデジタル証明書(キーストアとも呼ばれます)を利⽤して、アプリケーション作成者のIDを暗号化し
て認証します。Androidアプリケーションは、それらの証明書でデジタル署名されないかぎり、Androidデバイ
スにインストールして起動することができません。

https://developer.oculus.com/tools/osig/
https://developer.oculus.com/tools/osig/
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開発者は必ず⾃分のデジタル署名を作成し、アプリに署名してから、Oculusへの申請を⾏ってください。詳
しい情報と⼿順については、Androidの『Signing your Applications』ドキュメントをご確認ください。http://
developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html

アプリへの署名に使⽤する証明書ファイルは必ず保存しておいてください。以後アプリを更新するには、毎回
同じ証明書ファイルで署名したアプリでないと受けつけられません。

注 :  アプリは必ずAndroidの証明書で署名済みの状態で申請してください。

Androidアプリケーションへの署名とUnity

Unityはデフォルトで、Androidアプリケーションに対し⾃動的に仮のデバッグ証明書を作成して署名するよ
うになっています。最終版のリリースビルドを作成する前に、新しいAndroidキーストアを作成して、[Edit]
> [Project Settings] > [Player] > [Publishing Options]から[Use Existing Keystore]オプションで割り当ててく
ださい。詳しくは、次のUnityドキュメントの「Publishing Settings」セクションをご覧ください。http://
docs.unity3d.com/ja/current/Manual/class-PlayerSettingsAndroid.html。

よくある問題
よくある問題とその対策について解説します。

このセクションで取りあげる内容がすべてではありません。アプリ構築の成功事例について詳しくはOculusベ
ストプラクティスガイドをぜひご覧ください。

SDKのバージョン

アプリ開発にあたっては、必ず最新のSDKをご使⽤ください。

アプリへの署名

申請するアプリは、Androidのデジタル証明書によって署名済みである必要があります。Unityを利⽤している
場合、Unityが⽣成した⼀時的なデバッグ証明書を、⾃分で⽣成しアプリに割り当てた、永続的かつプライベー
トなキーストアに差し替える必要があります。申請前にosigファイルを削除することもできますが、必須では
ありません。詳しくは、「アプリケーションへの署名」をご覧ください。

パフォーマンス

アプリはクラッシュ、フリーズ、ハング、⻑時間にわたる無反応状態、デバイスやシステムの再起動などを起
こさないようにする必要があります。動画、映画、⾳声はカクつかずにスムーズに再⽣される必要がありま
す。グラフィックやアイコンはステレオスコピックにレンダリングされ、快適な視距離に表⽰されるようにし
てください。テキストはVR環境で判読しやすく、途切れたり重なったりせずに表⽰されるようにしてくださ
い。

快適性

すべてのアプリにはシミュレーター酔いを起こさない、あるいはなるべく軽減する配慮が必要です。たとえば
ユーザーの頭の⽅向の動きにカメラが⾃動的に追随するヘッドトラッキングの挙動は、常に有効な状態で維持
されている必要があります。

http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html
http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html
http://docs.unity3d.com/ja/current/Manual/class-PlayerSettingsAndroid.html
http://docs.unity3d.com/ja/current/Manual/class-PlayerSettingsAndroid.html
https://www.oculus.com/documentation/intro-vr/latest/concepts/book-bp/
https://www.oculus.com/documentation/intro-vr/latest/concepts/book-bp/
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Oculus Homeメニューの操作

• Homeからの起動

• 操作受付開始までの時間 - アプリは⼊⼒の受付、ヘッドトラッキングへの反応、およびグラフィックの表
⽰を、起動から4秒以内に開始する必要があります。

• ロード時間が4秒を超える場合は、適切なユーザーフィードバックを表⽰する必要があります。最低
限、進⾏状況のインジケーターが表⽰されるようにしてください。待ち時間に気が紛れるようなアニ
メーションやチュートリアル/ヒント等を表⽰することをおすすめします。

• 契約上の必要からライセンス表⽰/アニメーション/ロゴや免責事項を表⽰する場合は、画⾯上にとど
まる時間をそれぞれ5秒以内とし、ステレオスコピックにレンダリングされ、ヘッドトラッキングに反
応するようにしてください。

• ホームに戻る

• アプリからOculus Home画⾯への遷移は、迅速かつユーザーに不快感を与えない⽅法で⾏う必要があり
ます。

電源状態の管理

電源状態の検出と管理は、発熱量を抑えるために役⽴ちます。すべてのアプリでこの機能を利⽤することをお
すすめします。

CPUとGPUのクロックレベルは、アプリが60FPSを維持できる最低限に抑えることを強くおすすめします。ク
ロックレベルが⾼いほど熱が溜まりやすく、バッテリー寿命が短くなります。より⾼いレベルが必要になった
場合も、できるだけ最適化で対処し、GPUやCPUのクロックレベルの引き上げは最後の⼿段と考えてくださ
い。

ゲームパッド関連の通知

アプリの操作にBluetoothゲームパッドが必要な場合は、ユーザー体験が損なわれないよう、ゲームパッドが必
要なことをユーザーに明⽰するようにします。以下のいずれかの⽅法をおすすめします。

1. アプリが起動した時点でゲームパッドが接続されていない場合、ゲームパッドが検出されないこと、アプリ
の操作に必要であることを通知で表⽰します。

2. 通常ゲームパッドで⾏う操作をタッチパッドのスワイプやタップで⾏った場合、その操作にはゲームパッド
が必要なことを通知で表⽰します。ゲームパッドの使⽤が任意、または追加機能を利⽤する際にのみ必要で
ある場合は、こちらの⽅法が適しています。

予約済みの操作

[戻る]ボタンの操作:

• ⻑押し: ユーザーがボタンを0.75秒を超えて押し続けた場合。⻑押しではいつでもユニバーサルメニューを
開く必要があります。

• アプリには必ず⻑押しでユニバーサルメニューが開く機能を実装するようにしてください。実装するに
は最新のSDKを組み込んでください。ユニバーサルメニューは、パススルーカメラ、Oculus Homeへの
ショートカット、画⾯位置の再調整、明るさ調節、通知のオンオフなどの機能を提供します。

• 短押し: ユーザーがボタンを押し、⻑押しになる前に放した場合。

• 「戻る」アクションはその時点におけるアプリの状態で解釈が異なる場合もありますが、基本的にはイン
ターフェイス階層を1つ戻ります。たとえば、アプリメニューを開いて第1階層の初期画⾯が表⽰されて
いる場合、戻るボタンを短押しするとアプリのメニューが閉じます。アプリメニューが表⽰中でない場
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合、またはその他のステートフルな条件を満たしている状態(アプリ側で決定)の場合は、短押しで終了確
認ダイアログが表⽰され、アプリを終了してOculus Homeに戻ります。

⾳量ボタンの操作:

• ⾳量ボタンでは必ず、OculusモバイルSDKが提供するVR⾳量UIを使い、⾳量を調整できるようにしてくださ
い。

LTEとWi-Fi

LTEではWi-Fiに⽐べ、著しくバッテリーを消費します。データ通信を(ログイン時やリーダーボード表⽰等の軽
い通信の範囲を超えて)著しく使⽤する場合はすべて、Wi-Fi接続を要求するようにしてください。⼤きな帯域幅
を必要とするアプリ(映画のストリーミングアプリなど)では、必ずWi-Fi接続を要求するようにします。

配布契約書

アプリの初回審査が完了したら、申請者に配布契約書(Distribution Agreement)をお渡しします。

エンドユーザー使⽤許諾契約書

配布契約書では申請者に、アプリユーザーに向けたエンドユーザー使⽤許諾契約書(EULA)の提出をおすすめし
ています。提出した場合、アプリの購⼊/配信フローにEULAが組み込まれます。EULAを提出しない場合、配布
契約書で定めるとおり、アプリの使⽤にあたっては事前に⽤意された規約が適⽤されることになります。

対象年齢とレーティング

Oculus Homeのユーザーは13歳以上である必要があります。申請時に2種類のレーティング(13歳以上また
は17歳以上)のどちらかを選択できます。アプリの内容の性質について簡単な説明を⼊⼒できるフィールドが⽤
意されていることもあります。

Oculusの名称とロゴの使⽤制限

Oculusの商標(名称、ロゴ、および「Rift」や「Gear VR」などOculusとそのパートナー企業の製品名)を、アプリ
に表⽰することは認められていません。ただし、Oculusのハードウェアやサービスに⾔及する場合、たとえば
「終了してOculus Homeに戻りますか？」などのダイアログボックスや同様のUIは例外とします。

ユーザーデータとアクセス許可

アプリに必要なアクセス許可のみをリクエストするようにします。

アプリがユーザーに関するデータを(統計データの収集、バックアップの保存、マッチメイキング等の⽬的で)外
部サーバーに送信する場合、アプリの申請時にその旨を申告する必要があります。ストアを通じて配布される
アプリは、ユーザーのデバイス上のデータに損害を与えたり、破壊したりすることがあってはなりません。

要点は以上のとおりです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。お困りのことがありました
ら、Oculusまでお問い合わせください。皆さんの作品を拝⾒できるのを楽しみにしています。
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アカウント管理
Oculusストアにアクティブなアプリケーションをお持ちの場合、銀⾏⼝座情報と税⾦情報を送信したりアプリ
ケーションの利⽤状況指標を確認したりできるツールがOculusから提供されます。

銀⾏⼝座情報と税⾦情報をご提供いただくことにより、アプリの売上をOculusから確実にお⽀払できるように
なります。無料アプリの場合は、この情報をご提供いただく必要はありません。

現在のところ、1アカウントにつき、1つのユーザーIDを関連付けることができます。これらのツールを⼊⼿す
るには、ディベロッパーリレーションまでお問合せください。

アカウント管理の概要
Oculusストアにアクティブなアプリケーションをお持ちの場合、銀⾏⼝座情報と税⾦情報を送信したりアプリ
ケーションの利⽤状況指標を確認したりできるツールがOculusから提供されます。

有料アプリの場合、銀⾏⼝座情報と税⾦情報を提供していただく必要があります。無料アプリの場合は、この
情報をご提供いただく必要はありません。

現在のところ、1つのアカウントにつき、1つのユーザーIDを関連付けることができます。これらのツールを⼊
⼿するには、 submissions@oculus.com までお問合せください。

連絡先、銀⾏⼝座情報、税⾦情報の設定
Oculusからのご連絡と確実なお⽀払いのため、情報をご提供ください。

銀⾏⼝座情報と税⾦情報を設定するには:

1. https://developer.oculus.com/organizations/にアクセスします。
2. [Organization Address]セクションで、組織に関する基本情報を⼊⼒します。
3. [Contact Information]セクションでメインの連絡先に関する情報を⼊⼒します。
4. アプリを有料にする場合、[Tax Information]セクションに税⾦関連のIDを⼊⼒します。
5. アプリを有料にする場合、[Bank Information]セクションに銀⾏⼝座情報を⼊⼒します。
6. 終わったら、[Submit]をクリックします。

データの確認
Oculusストアでのアプリのパフォーマンスを管理する際に役⽴つ指標を⾒ることができます。

データを確認するには:

1. https://developer.oculus.com/apps/にアクセスします。
2. 情報を確認するアプリをリストボックスから選択します。ページには、通算のアプリ指標が表⽰されます。

• 通算販売本数 (Lifetime Units Sold) - 販売またはダウンロードされたアプリの合計数。

https://developer.oculus.com/organizations/
https://developer.oculus.com/apps/
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• 通算収益 (Lifetime Revenue) - アプリの通算収益。アプリが無料の場合は、$0.00と表⽰されます。
• 通算アクティブユーザー数 (Lifetime Active Users) - アプリをダウンロードしたまたは開いたユーザーの

数。
• 通算利⽤時間 (Lifetime Time Spent) - アプリで費やされた合計時間数。

3. データを確認する期間を選択します。ページにはアプリと期間に対応するグラフが表⽰されます。

• 売上本数 (Units Sold) - その期間中に販売またはダウンロードされたアプリの数。
• 収益 (Revenue) - その期間中のアプリによる収益。アプリが無料の場合は、$0.00と表⽰されます。
• アクティブユーザー (Active Users) - その期間中にアプリを開いたユーザーの数。
• ユーザーあたりの平均利⽤時間 (Average Time per User) - その期間中のアプリの平均利⽤時間。
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