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プロジェクトの作成と準備 

1. 新しいプロジェクトを作成します。 

 Visual C# → Silverlight for Windows Phone → Windows Phone アプリケーション 

を選び、アプリケーション名を入力して（FunctionTile 等）OK ボタンを押す 

 OS のバージョンは Windows Phone OS 7.1 を選択する 

 プロジェクトが開いたら、画面のレイアウトと、XAML のコードを並べて表示しておきます 

 

2. ソリューションエクスプローラー を開いてプロジェクトを選択し、「プロジェクト」→ 

「新しいフォルダー」でフォルダを作成し、「image」と名前を付けます。 

 タイルの背景用画像（173x173 png ファイル：Claudia.png）を 

Image フォルダにドラッグ＆ドロップで追加します。 

 追加したファイルを選択しプロパティを設定します。 

 ビルトアクション：コンテンツ 

 出力ディレクトリにコピー：新しい場合はコピーする 

 

3. ソリューションエクスプローラーを開いて、App.xaml を展開して App.xaml.cs を開き、以下のコードを

追加します。 

       ： 

namespace PhotoEffect 

{ 

    public partial class App : Application 

    { 

           ： 

        public App() 

        { 

            // キャッチできない例外のグローバル ハンドラーです。  

            UnhandledException += Application_UnhandledException; 

            ： 

            // デバッグ中にグラフィックスのプロファイル情報を表示します。 

            if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached) 

            { 

            ： 

                // アプリケーションが引き続き実行され、バッテリ電源が消耗します。 

                PhoneApplicationService.Current.UserIdleDetectionMode =IdleDetectionMode.Disabled; 

            } 

 

            //デバイスの表示言語に合わせてアプリケーションの言語を設定します 

            RootFrame.Language =  

                System.Windows.Markup.XmlLanguage.GetLanguage( 

                System.Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture.Name); 

        } 

  



 

 

タイトルと背景の作成 

1. 画面上にある 「ページ名」を選択して、「Del」キーで削除します 

 

2. 画面上の「マイアプリケーション」を選択して、以下のプロパティを設定 します。 

 

 FontSize プロパティ：20 → 48 

 FontWeight プロパティ：Bold 

 Text プロパティ：アプリケーション名を入力する 

 TextAlignment プロパティ：Center 

 

画面の作成 

1. 「プロジェクト」メニューから「Expression Blend を開く」を選択 

2. 画面中央をタップして、選択する 

（もしくはオブジェクトとタイムラインの「ContentPanel」を選択） 

3. 左のツールボックスからボタンコントロールをダブルクリックし画面に配置する 

 

4. 画面に配置されたら、「オブジェクト」メニュー から「テンプレートの編集」→「コピーして編集」を選択。 

5. Style リソースの作成ダイアログで、「すべてに適応」を選び、OK を押します。 

  



 

 

ボタンテンプレートの設定 

1. 「オブジェクトとタイムライン」パネルから「Grid」 を選択し、 

プロパティのレイアウトにあるWidth と Height を「197」に設定します。 

 

2. 「オブジェクトとタイムライン」パネルから「ContentContainer」 を選択します。 

 

 

プロパティパネルのレイアウトにある HorizontalAlignment を Left に VerticalAlignment を

Bottom に設定し、テキストパネルのフォントサイズを 14pt に変更します。 

 

  



 

 

3. 左のツールボックスから四角形［Rectangle］をダブルクリックして配置します。 

 

Rectangle のプロパティを以下のように設定します。 

 ブラシパネル：Fill 色リソースタブにある PhoneAccentColor 

 

 レイアウトパネル：Margin すべて 12 に変更  

 

「オブジェクト」メニューから「順序」－「最背面へ移動」を選択して、順序を変更します。 

 

4. 「オブジェクトとタイムライン」パネルから「ButtonBackground」 を選択します。 

ブラシパネルの BorderBrush の詳細オプション■を押して、リセットします。 

 

  



 

 

ボタンを押した時の挙動を定義する 

1. 「状態」パネルを選択し「Pressed」 ステータスを選択します。 

 

2. 「オブジェクトとタイムライン」パネルから「ButtonBackground」 を選択します。 

ブラシパネルの Background の詳細オプション■を押して、「テンプレートのバイ

ンド」－「Background」を選択します。 

 

3. 「オブジェクトとタイムライン」パネルから「Grid」 を選択します。 

プロパティの、変換パネルの RenderTransform の拡大縮小タブを開き、 

X,Y をそれぞれ 0.9 に設定します。 

 

4. メインウインドウのバレットコントロールの「Button」をおして、テンプレート編集モードを終了します。 

 

5. Ctrl-Shift-B を押していったんコンパイルをしておきます。 

 

 



 

 

ボタンの配置 

1. ボタンが選択されていることを確認して、以下のプロパティを設定します。 

 ブラシパネル：Background をタイルブラシに変更し、ImageSouce から追加した画像を選択 

 

 共通プロパティ：Content を WiFi に変更 

 共通プロパティ展開：Tag プロパティに「WF」を設定 

 

2. ボタンをコピー＆ペーストして、右側に配置し、Content を Bluetooth に、Tag を BT に変更する 

    

 

  



 

 

3. 同じように、残り６つのボタンを配置し、Content と Tag を設定する 

 Content：携帯ネットワーク  Tag：CN 

 Content：フライトモード  Tag：FM 

 Content：Internet Explorer Tag：IE 

 Content：Social Network  Tag：SNS 

 Content：SMS   Tag：SMS 

 Content：メール   Tag：EM 

 

 

 

4. 「オブジェクトとタイムライン」パネルから、（Ctrlを押しながら）追加した 8つの「Button」 を選択します。 

 



 

 

5. 「オブジェクト」メニューから「グループ化設定」－「Grid」を選択し、グリッドでまとめます。 

 

6. 更に、「オブジェクト」メニューから「グループ化設定」－「ScrollViewer」を選択します。 

「オブジェクト」メニューから「自動サイズの設定」－「塗りつぶし」を選択し、ScrollViewer を画面サイズ

に合わせます。これでスクロール機能が付きます。 

 

7. 「プロジェクト」 メニューの「プロジェクトのビルト」を選んでいったんコンパイルします。（Ctrl+Shift+B） 

8. Visual Studio に切り替えて、ダイアログが表示されたら「すべてに適用」を押します。 

 

  



 

 

タイル作成処理の実装 

1. （Shiftキーを押しながら）８つのボタンを選択し、「プロパティ」パネルの「イベント」タブを開き、Click の

右の空欄をダブルクリックして、関数を作成し、以下のコードを入力します。 

 

using Microsoft.Phone.Shell; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

      ： 

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    Button btn = sender as Button; 

    //タイルを作成 

    StandardTileData newTile = new StandardTileData(); 

 

    // ボタンからタイトルを取得しタイルに設定 

    newTile.Title = btn.Content as string; 

 

    // ボタンから画像を取得しタイルに設定 

    ImageBrush bgbrush = btn.Background as ImageBrush; 

    if (bgbrush != null) 

        newTile.BackgroundImage = ( 

bgbrush.ImageSource as BitmapImage).UriSource; 

 

    // タイルをタップした時の起動先URL（Tagプロパティで詩識別） 

    String uri = String.Format("/LaunchPage.xaml?function={0}", btn.Tag); 

 

    // タイルがすでにあるかどうかチェックしてなければ新規作成、有れば更新 

    ShellTile TileToFind = ShellTile.ActiveTiles.FirstOrDefault( 

x => x.NavigationUri.ToString().Contains(uri)); 

    if (TileToFind == null) 

        ShellTile.Create(new Uri(uri, UriKind.Relative), newTile); 

    else 

        MessageBox.Show("すでに作成済みです"); 

} 

 

  



 

 

各機能実行処理 

1. 「プロジェクト」 メニューの「新しい項目を追加」を選んで、Windows Phone 縦向きのページを選択、

LaunchPage.xamlと名前を付けて「追加」ボタンでページを追加します。 

2. 新しいページ上にあるすべてのオブジェクトを削除します。 

（画面タップ→Ctrl-A→Del） 

3. LaunchPage.xaml.cs を開き、以下のコードを追加します。 

 

using System; 

   ： 

using Microsoft.Phone.Controls; 

using Microsoft.Phone.Tasks; 

 

namespace FunctionTiles 

{ 

  public partial class LaunchPage : PhoneApplicationPage 

  { 

    public static bool bLaunching; 

 

    public LaunchPage() 

    { 

      InitializeComponent(); 

    } 

 

    protected override void  

OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) 

    { 

      if (!bLaunching) 

        NavigationService.GoBack(); 

 

      //base.OnNavigatedTo(e); 

      if (NavigationContext.QueryString.ContainsKey("function")) 

      { 

         String key = NavigationContext.QueryString["function"]; 

         ConnectionSettingsTask ctask = new ConnectionSettingsTask(); 

         switch (key) 

         { 

            case "WF": 

            ctask.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.WiFi; 

              ctask.Show(); 

              break; 

          case "BT": 

              ctask.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.Bluetooth; 

              ctask.Show(); 

              break; 

          case "FM": 

              ctask.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.AirplaneMode; 

              ctask.Show(); 

              break; 

          case "CN": 



 

 

              ctask.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.Cellular; 

              ctask.Show(); 

              break; 

          case "IE": 

              WebBrowserTask ie = new WebBrowserTask(); 

              ie.Show(); 

              break; 

          case "EM": 

              EmailComposeTask email = new EmailComposeTask(); 

              email.Show(); 

              break; 

          case "SMS": 

              SmsComposeTask sms = new SmsComposeTask(); 

              sms.Show(); 

              break; 

                    case "SNS": 

              ShareStatusTask sns = new ShareStatusTask(); 

              sns.Show(); 

              break; 

          default: 

              break; 

        } 

     } 

 } 

} 

 

4. App.xaml.cs に以下のコードを追加します。 

 

 

// (たとえば、[スタート] メニューから) アプリケーションが起動するときに実行されるコード 

// このコードは、アプリケーションが再アクティブ化済みの場合には実行されません 

private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e) 

{ 

    LaunchPage.bLaunching = true; 

} 

 

// アプリケーションがアクティブになった (前面に表示された) ときに実行されるコード 

// このコードは、アプリケーションの初回起動時には実行されません 

private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e) 

{ 

    LaunchPage.bLaunching = false; 

} 

 

 

  



 

 

まとめとテスト 

1. SplashScreenImage.jpg をプロジェクトから削除します。 

 

 

2. F5キーを押して実行します。 

表示されたボタンを押すとタイルが作成されます。作成されたタイルを押すとその機能が呼び出されます。 

   

すでに作成済みのタイルを、もう一度作ろうとすると警告メッセージが出ます。 

  



 

 

アプリケーションを完成させる 

 

■アプリケーションアイコンの作成 

Windows Phone Icon Maker で Icon を作ります。 

http://bit.ly/wpiconmaker 

 

Windows Phone Icon Maker で画像を読み込んで、アイコンにする領域をマウスでドラッグし、最後に

Save Image ボタンを押すと 3 つのアイコンが作成されます。 

 

 300px：Marketplace にアップする際に必要なアイコン 

 ApplicationIcon.png ：アプリケーションプロジェクトで使われるアプリリスト用アイコン 

 Background.png ：アプリケーションプロジェクトで使われるタイル用アイコン 

  

 

 

作成されたアイコンの中から、ApplicationIcon.png と、Background.png をプロジェクトファイルにドラッ

グ＆ドロップして上書きます。 

 

 

 

  

http://bit.ly/wpiconmaker
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-71-33-metablogapi/8081.image_5F00_2E148196.png


 

 

■リリースバージョンのビルド 

ツールバーのビルドのバージョンをDebugからReleaseに変更して、F6を押してコンパイルします。 

 

 

 

尚、Visual Studio Express を使用していてこのメニューが表示されない場合は、「ツール」メニューから「設

定」→「上級者用の設定」 を選択してメニューを表示します。 

 

 

■スクリーンショットの用意 

エミュレーターからアプリケーションを起動します。（画面右上に数字が出ていないことを確認） 

そして、エミュレーターの右上のメニューの一番下の ≫ ボタンをおしてエミュレーターの追加機能を表示します。 

スクリーンショットタブを開いて、キャプチャボタンで撮影します。撮影したら「上書き保存…」ボタンで画像として

保存します。（アイコン画像と同じフォルダに保存するとよいでしょう）スクリーンショット画像は1枚から8枚用意

しておきます。 

 

 

  



 

 

Marketplace に公開する 

1. Windows Phone デベロッパーセンターを開く 

 https://dev.windowsphone.com/ja-jp/home を開く 

 画面左上の「新しいアプリを申請」を選ぶ 

 

2. アプリの情報入力 

 

 アプリのエイリアスの入力（これは自己管理用で、外には出ない名前です） 

 カテゴリの選択 

 価格の設定 

 配布する地域の選択 

（推奨：コンテンツルールの厳しさがこれ以下のすべてのマーケットに配布する） 

 

3. XAP のアップロードと説明 

 

 アプリケーションの Xap ファイルのアップロード 

通常は %USERPROFILE%\Documents\Visual Studio 2010\Projects\アプリ名\ア

プリ名\Bin\Release にあります。 

 アプリケーションの説明を記入 

説明文の最後に「デザイン上の理由から一部は英語表記となっております」 と入れておく 

 300x300 のアイコンとスクリーンショットをアップロード 

「参照」を押して、すべてのアイコンとスクリーンショットをまとめてアップロード可能です 

 

4. 必要があればオプションの設定 

 

5. 左下の申請ボタンで申請 

https://dev.windowsphone.com/ja-jp/home

