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タイルの更新の基礎 

タイルの更新機能は 3 つのステップで行います。 

 

1. 更新するタイルのオブジェクトを作る 

2. 現在のタイルをチェックし更新対象のタイルを取得する 

3. タイルを更新する 

 

 

タイルのオブジェクト 

タイルデータのオブジェクトは StandardTileData です。タイルは表と裏があり、それぞれ設定できるプロパティ

があります。 

  

 

 

StandardTileData NewTileData = new StandardTileData 

{ 

    Title = "", 

    BackgroundImage = new Uri("", UriKind.Relative), 

    Count = 0, 

    BackTitle = "", 

    BackBackgroundImage = new Uri("", UriKind.Relative), 

    BackContent = "" 

}; 

 

 

  



タイルの更新 

通常、アプリケーションからタイルを 1 つ置くことができますが、そのほかに複数のタイル

を置くことが出来ます。しかし 2 つ目以降のタイルはプログラムからでしか設定すること

が出来ません。この時タイルごとに必ず違う値を設定しなければならない項目がありま

す。それが NavigationUri です。 

 

現在設置中のタイルのオブジェクトは ShellTile です。このShellTile のActiveTilesコレクションから現在の

タイルを探します。その際に NavigationUri を使って特定のタイルを検索します。 

 

//1 つ目のタイルを探す 

ShellTile TileToFind = ShellTile.ActiveTiles.First();  

if (TileToFind != null)  

{ 

   ： 

 

//特定のタイルを探す 

ShellTile tileToFind = ShellTile.ActiveTiles.FirstOrDefault(x =>  

x.NavigationUri.ToString().Contains("Option=something"));  

if (tileToFind == null) 

{ 

   ： 

 

 

タイル内容の準備できて、対象とするタイルが見つかったら、Update メソッドで更新します。もしくは Create メ

ソッドで新しく作ることが出来ます。Create メソッドでタイルを作成する際には、タイルオブジェクトのほかに、固

有の URL を指定します。 

 



 

タイルの URI 

タイルをタップすると必ずアプリケーションの特定のページが開きます。作成したタイルをタップした際に開くページを

この Uri で指定します。 

例）/MainPage.xaml 

 

このタイルの URIはすべて異なっていなければなりません。つまり普通に考えると画面のページ数ぶんしかタイル

を作ることは出来なくなります。 

 

タイル１： URI ＝ MainPage.xaml 

タイル２： URI ＝ Page1.xaml 

タイル３： URI ＝ Page2.xaml 

タイル４： URI ＝ Page1.xaml ← NG 

 

ただし、あくまでも URIの文字列が異なっていればいいので、URIにオプションを設定しておくことで 1つのページ

に対して複数のタイルを設定することが出来ます。 

 

タイル１： URI ＝ MainPage.xaml 

タイル２： URI ＝ MainPage.xaml?Name=Shinobu  ← OK 

タイル３： URI ＝ MainPage.xaml?Name=Fumiko  ← OK 

 

 

 

分離ストレージの画像を使う 

タイルの背景画像に JpegやPngの画像ファイルを使うことが出来ますが、分離ストレージの画像を使う場合に

はその置き場所に注意が必要です。 

分離ストレージにタイル用の画像を置く場合は、/Shared/ShellContent フォルダに置かなければなりま

せん。 

  



例：写真を選択してタイル画像を差し替える 

タイル画像はあらかじめ決められたものしか表示できませんが、好みは人それぞれです。そこで、ユーザーが自分

のお気に入りの画像をタイル画像として指定して、差し替えることが出来る機能を追加してみます。主な処理は

以下のようになります。 

 

1. 写真の取得 

2. 分離ストレージに写真を保存 

3. 保存した写真からタイルを更新 

 

事前準備 

必要な参照を追加します。そして、タイル更新用のボタンを用意しておきます。 

 

using Microsoft.Phone.Tasks;  

using System.Windows.Media.Imaging;  

using Microsoft.Phone.Shell;  

using System.IO.IsolatedStorage; 

 

写真の取得 

ボタンをダブルクリックして、さっそく差し替え処理を実装します。 

写真の取得は PhotoChooserTask を使います。ShowCamera オプションを付けるとそこから写真を撮るこ

とも出来ます。あらかじめ Width と Height を指定することで、タイルに合わせたサイズに切り出すことが出来ま

す。 

 

private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  

{  

    if (MessageBox.Show("タイル画像を選択しますか？", "タイル更新", MessageBoxButton.OKCancel)  

        == MessageBoxResult.OK)  

    {  

        PhotoChooserTask photo = new PhotoChooserTask();  

        photo.ShowCamera = true; 

photo.Width = 173; 

photo.Height = 173; 

 

        photo.Completed += new EventHandler<PhotoResult>(photo_Completed);  

        photo.Show();  

    }  

    else  

    {  

        if (MessageBox.Show("タイル画像をもとに戻しますか？", "タイル復帰", 

            MessageBoxButton.OKCancel) == MessageBoxResult.OK)  

        UpdateTile("Background.png");  

    }  

} 



 

画像を分離ストレージに保存 

取得した画像を分離ストレージに保存します。いったん BitmapImage で画像オブジェクト化して、

WriteableBitmap に変換してから、SaveJpeg で画像ファイルとして保存します。前述のとおり、分離ストレ

ージに保存する際には、必ず /Shared/ShellContent に保存します。 

 

void photo_Completed(object sender, PhotoResult e)  

{  

    if (e.TaskResult == TaskResult.OK)  

    { 

        String filename = "/Shared/ShellContent/TileImage.jpg"; 

        using (IsolatedStorageFile myIsolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())  

        { 

            //分離ストレージに画像を作成  

            IsolatedStorageFileStream fileStream = myIsolatedStorage.CreateFile(filename);  

            BitmapImage bmpImage = new BitmapImage();  

            bmpImage.SetSource(e.ChosenPhoto);  

            WriteableBitmap bmp = new WriteableBitmap(bmpImage);  

            bmp.SaveJpeg(fileStream, 173, 173, 0, 90); 

            String TileFile = "isostore:" + filename;  

            UpdateTile(TileFile);  

        }  

    }  

} 

 

タイル画像の作成とタイルの更新 

 

背景画像を使って StandardTileData オブジェクトを作ります。そして、最初のタイルを探して、Update メ

ソッドで差し替えて更新します。 

 

private static void UpdateTile(String filename)  

{  

    //タイル作成 

    StandardTileData NewTileData = new StandardTileData  

    {  

        BackgroundImage = new Uri(filename, UriKind.RelativeOrAbsolute),  

    }; 

    //タイルの更新  

    ShellTile TileToFind = ShellTile.ActiveTiles.First();  

    if (TileToFind != null)  

    {  

        TileToFind.Update(NewTileData);  

        MessageBox.Show( 

         "更新しました。画像が変更されない場合はいったんタイルを削除してから、再度タイルを作成してください。");  

    }  

}  

 



例：ShellTileSchedule を使ったタイルの自動更新 

ShellTileSheduleは定期的に、タイルを自動更新する仕組みです。設定することで、一定時間ごとにタイル

の背景イメージを更新します。それ以外の情報を変更することは出来ません。 

 

ShellTileSchedule では以下の項目を設定することが出来ます。 

 StartTime：開始時刻 

 Recurrence：1回限り、複数回実行するか 

 MaxUpdateCount：実行する回数 

 Interval ： タイルの背景イメージの更新間隔 

 RemoteImageUri：タイルの背景イメージの URI 

 

ただしここで制約があります。 

 

 Interval は 1時間、1日、1週間、1 月のいずれかしか選択できません。 

 RemoteImageUriは外部の http で始まるUriで、分離ストレージなどの画像も指定できませんし、

URIも固定です。 

 

画像の URIが固定なので、画像を変更するにはWebサイト上の画像ファイル自体が変更されていないといけ

ません。 

 

 

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

{ 

    ShellTileSchedule SampleTileSchedule = new ShellTileSchedule(); 

         ： 

 

private void buttonIndefinite_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    SampleTileSchedule.Recurrence = UpdateRecurrence.Interval; 

    SampleTileSchedule.Interval = UpdateInterval.EveryHour; 

    SampleTileSchedule.RemoteImageUri = new  

Uri(@"http://www.weather.gov/forecasts/graphical/images/conus/MaxT1_conus.png"); 

    SampleTileSchedule.Start(); 

} 

 

設定が完了したら、Start メソッドを使って実行します。 

  



例：ShcheduledTaskAgent を使ったタイルの更新 

もう一つ、タイルの自動更新に使える機能が ScheduledTaskAgent です。これはWindows Phone が持

っているバックグラウンド実行機能です。 

 

通常のアプリケーションプロジェクトに合わせて、もう一つバックグラウンド実行用の ScheduledTaskAgent プ

ロジェクトを作成します。作成した ScheduledTaskAgent を登録すればそこから定期的に Agent が実行さ

れるのでその中でタイルを更新します。 

 

ScheduledTaskAgent にはいくつかの制限があります。 

 スケジュールされた間隔は 30 分 

 エージェントの実行時間は最長で 25秒 

 バッテリーセーバーモードでは実行できないことがある 

 UI を持つ処理は出来ない、利用できる API に制約がある 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202962(v=vs.92) 

 

複数の登録されたタスクから、このタスクの名前を使って管理します。 

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

{ 

  PeriodicTask periodicTask; 

  string periodicTaskName = "PeriodicAgent"; 

       : 

 

前のタスクがまだ残っていたらいったん削除して、新しくタスクを追加します。ScheduledActionService を使

ってこれらを管理します。 

private void StartPeriodicAgent() 

{ 

  //デバッグ実行時は、60秒後に再度タスクが実行される 

  periodicTask = ScheduledActionService.Find(periodicTaskName) as PeriodicTask; 

  if (periodicTask != null) 

  { 

    ScheduledActionService.Remove (periodicTaskName); 

  } 

 

  periodicTask = new PeriodicTask(periodicTaskName); 

  periodicTask.Description = "タスクの説明文をここに入れておきます"; 

ScheduledActionService.Add(periodicTask); 

 

#if(DEBUG_AGENT) 

//デバッグ実行時は、60秒後に再度タスクが実行される 

    ScheduledActionService.LaunchForTest(periodicTaskName, TimeSpan.FromSeconds(60)); 

#endif 

} 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202962(v=vs.92)


 

こちらは、 ScheduledTaskAgent のコードです。 

30 分ごとにこの OnInvoke メソッドが実行されます。タスクの処理が終わったら NotifyComplete が呼び

出されてタスクは終了です。処理が途中でもこれが呼ばれるとタスクが終了なので注意が必要です。 

#define DEBUG_AGENT 

 

protected override void OnInvoke(ScheduledTask task) 

{ 

 //タイルを更新する処理を書く 

  

#if DEBUG_AGENT 

//デバッグ実行時は、60秒後に再度タスクが実行される 

  ScheduledActionService.LaunchForTest(task.Name, TimeSpan.FromSeconds(60)); 

#endif 

 

  //バックグラウンドタスクの処理が終わったらこれを呼ぶ 

  NotifyComplete(); 

} 

 

 

ScheduledTaskAgent 利用時の注意 

 

バックグラウンドタスクは 256MB デバイスではサポートしていません。そのため、このまま 256MB デバイスで

ScheduledTaskAgent を起動してしまうと、エラーが発生しアプリケーションが終了してしまいますし、そのまま

Marketplace の審査を受けるとアプリケーションが正しく動作しない、ということで審査に落ちしてしまいます。 

 

ですので、ScheduledTaskAgent を使う場合は、256MB デバイスをアプリケーションのサポート外として宣

言する必要があります。このためには、WMAppManifest.xaml ファイルの<Rqurements>の中に、以下

のように ID_REQ_MEMORY_90 を追加してください。 

 

 

</Capabilities>  

<Requirements>  

      <Requirement Name="ID_REQ_MEMORY_90" />  

</Requirements> 

 

 

上記設定をすることで、256MB デバイスは除外になります。 

 

また、もしバックグラウンドタスクが必須でない場合、512MB以上のデバイスで動作している場合のみ、バックグ

ラウンドタスクを起動させる、という方法も選択ができます。その場合は以下のように 

DeviceExtendedProperties で、ApplicationWorkingSetLimit の値を取得して 94371840 以上

あるかどうかで判断します（94371840以上の場合は 512MB デバイスとなります） 



 

private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)  

{  

    try  

    {  

        Int64 result = (Int64)DeviceExtendedProperties.GetValue("ApplicationWorkingSetLimit");  

        if (result < 94371840L)  

            MainPage.IsLowMemDevice = true;  

        else  

            MainPage.IsLowMemDevice = false;  

    }  

    catch (ArgumentOutOfRangeException)  

    {  

        // 7.0 デバイスの場合は必然的に 512MB デバイスとなる。  

        MainPage.IsLowMemDevice = false;  

    }  

} 

 

 

このようにアプリケーション起動時にチェックし、フラグを立てておくことで、アプリケーションの中で常に簡単にデバイ

スの状況を把握することができます。 


