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タイルを更新するアプリケーションです。タイルのデザイン部分はユーザーコントロールを作って使用しているため、

比較的簡単にデザインすることが出来ます。 

  



 

 

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（DailyCalendar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、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 

 Text プロパティ：Daily Calendar  

 

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。 

 Text プロパティ：Agent Control 

 

 

画面の作成 

1. 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） 

2. 左のツールボックスからボタンコントロールを２回ダブルクリックし画面に配置し、プロパティを設定する 

 

 

  

Property Button1 Button2 

名前 btnStart btnStop 

Content カレンダータイルの開始 カレンダータイルの停止 

Height 値のリセット 

HolizontalAlignment Stretch 

Margin 値のリセット 0, 90 

VerticalAlignment Top（そのまま） 

Width 値のリセット 



 

 

タイル画面の設定 

 

1. ユーザーコントロールの作成 

1. 「ファイル」メニューから「追加」→「新しいプロジェクト」 を選択し、「Windows Phone クラスライブ

ラリ」を選択します。 

2. Utility と名付けて OK でプロジェクトを追加作成します（OS バージョンは 7.1） 

3. 「プロジェクト」メニューから「新しい項目の追加」を選択し「Windows Phone ユーザーコントロール」

を選択します。DailyCalendarTile と名付けて、OKでユーザーコントロールを追加作成します。 

 

4. DailyCalendarTile.xaml の designHeight と designWidth をそれぞれ 173 にします。 

 

<UserControl x:Class="Utility.DailyCalendarTile" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

       ： 

    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 

    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 

    d:DesignHeight="173" d:DesignWidth="173"> 

     

    <Grid x:Name="LayoutRoot"> 

 

    </Grid> 

</UserControl> 

 

  



 

 

2. Gridの配置 

1. ツールボックスの Grid をダブルクリックして配置します。配置された Grid コントロールを右クリックし、 

メニューから「レイアウトのリセット」→「すべて」を選択します。 

2. 全体に広がったらプロパティを設定します。 

 Background プロパティ：White 

 Width：Auto → 173 

 Height：Auto → 173 

3. もう一度 Grid コントロールを右クリックし、メニューから「グリッド行」→「前へ挿入」を選択します。 

 

3. 赤帯 

1. ツールボックスの Rectangle を選択し、上半分の領域の中に納まるように 

Rectangle を配置します。（左上から右下にドラッグ） 

2. 配置された Rectangle を右クリックし、メニューから「レイアウトのリセット」→「すべて」を選択します。 

3. 全体に広がったら Fill プロパティを Red に設定し、Stroke は◆から「値のリセット」をします。 

 

 

4. 月表示 

1. TextBlock をダブルクリックで配置し、Grid.RowSpan を１に変更します。 

そのまま、TextBlock を右クリックし、メニューから「レイアウトのリセット」→「すべて」を選択します。 

2. 以下のようにプロパティを設定します。 

 名前：month 

 Text：月 

 TextAlignment：Center 

 FontSize：24 

 ForeGround：#FFFFFF（White に変換される） 

 

3. Grid の縦軸の 29 と書かれた上の部分にマウスをホバーし、一番下の Auto を選択する 

 

  



 

 

5. 日付の追加 

1. ツールボックスから TextBlock をダブルクリックします。 

そのまま、TextBlock を右クリックし、メニューから「レイアウトのリセット」→「すべて」を選択します。 

2. 以下のようにプロパティを設定します。 

 名前：date 

 ForeGround：Black 

 Text：31 

 TextAlignment：Center 

 FontSize：96 

 FontWeight：Bold  

 

6. 曜日の追加 

1. ツールボックスから TextBlock をダブルクリックします。 

そのまま、TextBlock を右クリックし、メニューから「レイアウトのリセット」→「すべて」を選択します。 

2. 以下のようにプロパティを設定します。 

 名前：dayofweek 

 ForeGround：Black 

 Text：Sunday 

 HorizontalAlignment：Center 

 VerticalAlignment：Bottom 

 Margin：5 

 FontSize：20（そのまま） 

 

7. いったん「F6」でアプリケーションをビルドします。  



 

 

コンストラクタの設定 

1. DailyCalendarTile.xaml.cs を開きます。 

2. コンストラクタ（DailyCalendarTile()）の中に、各テキストの初期設定を行うコードを記述します。 

 

public DailyCalendarTile() 

{ 

    InitializeComponent(); 

 

    this.date.Text = DateTime.Now.Day.ToString(); 

    this.month.Text = 

        "平成" + (DateTime.Now.Year - 2000 + 12).ToString() + "年" + 

        DateTime.Now.Month.ToString() + "月"; 

    this.dayofweek.Text = DateTime.Now.DayOfWeek.ToString(); 

} 

 

タイル作成補助機能の実装 

1. Class1.cs を開きます。 

2. 初めに Using句を追加し、クラス名を Class1 から TileUtility に変更します。 

       ： 

using System.Windows.Shapes; 

using Microsoft.Phone.Shell; 

using System.IO.IsolatedStorage; 

using System.IO; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Linq; 

 

namespace Utility 

{ 

    public class TileUtility 

    { 

 

    } 

} 

ここから、この TileUtility クラスの中にタイルを作成するための機能を実装します。 

  



 

 

3. 始めに、画面要素から画像を作成し、分離ストレージに保存する処理の実装です。まずは、フォルダの確

認とファイルの確認です。 

 

public static void SaveTileImageToIsostore(String filePath, UIElement root) 

{ 

    //分離ストレージにアクセス 

    using (var isolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

    { 

        //保存するディレクトリがない場合は作成する 

        string directoryName = System.IO.Path.GetDirectoryName(filePath); 

        if (!string.IsNullOrEmpty(directoryName) 

             && !isolatedStorage.DirectoryExists(directoryName)) 

        { 

            isolatedStorage.CreateDirectory(directoryName); 

        } 

 

        //保存するファイル名の画像がすでにある場合はいったん削除 

        if (isolatedStorage.FileExists(filePath)) 

        { 

            isolatedStorage.DeleteFile(filePath); 

        } 

    } 

} 

 

4. 問題がなければ、画面要素をもとに Jpeg ファイルを作成して分離ストレージに保存します。 

public static void SaveTileImageToIsostore(String filePath, UIElement root) 

{ 

    //分離ストレージにアクセス 

    using (var isolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

    { 

              ： 

 

        //保存するファイル名の画像がすでにある場合はいったん削除 

        if (isolatedStorage.FileExists(filePath)) 

        { 

            isolatedStorage.DeleteFile(filePath); 

        } 

 

        //分離ストレージにベースのUI用を元に画像として保存する 

        using (IsolatedStorageFileStream fileStream =  

            isolatedStorage.OpenFile(filePath, FileMode.Create, FileAccess.Write)) 

        { 

            WriteableBitmap wb = new WriteableBitmap(173, 173); 

            wb.Render(root, null); 

            wb.Invalidate(); 

            wb.SaveJpeg(fileStream, 173, 173, 0, 100); 

            fileStream.Close(); 

        } 

    } 

} 

 



 

 

5. 更に、画像ファイルからタイルを更新する処理を実装します。 

 

public static void UpdateFirstTile(String filePath) 

{ 

    //タイルを作成 

    StandardTileData newTile = new StandardTileData(); 

    newTile.Title = ""; 

    newTile.BackgroundImage = new Uri("isostore:/" + filePath, System.UriKind.Absolute); 

 

    //タイルをチェックしてタイルがある場合は更新する 

    ShellTile TileToFind = ShellTile.ActiveTiles.First(); 

    if (TileToFind != null) 

        TileToFind.Update(newTile); 

} 

 

6. 最後に、作成した機能を使って、タイルを作成し更新する処理を実装します。 

 

public static void CreateTileCalendar() 

{ 

    //タイル用の画像の保存先(Shared/ShellContent でないといけません) 

    String path = "Shared/ShellContent/DailyTileCalendar.jpg"; 

 

    //タイル用の画像の元データを作成 

    DailyCalendarTile calendartile = new DailyCalendarTile (); 

    calendartile.Arrange(new Rect(0, 0, 173, 173)); 

 

    //元データを元に、分離ストレージに画像ファイルとして保存 

    SaveTileImageToIsostore(path, calendartile); 

 

    //保存した画像ファイルをタイルに更新 

    UpdateFirstTile(path); 

} 

 

7. いったん「F6」でアプリケーションをビルドします。 

 

  



 

 

タイル更新機能の呼び出し 

1. 再び、DailyCalendar の MainPage.xaml を開きます。 

2. ツールボックスの一番上に、作成した DailyCalendarTile ユーザーコントロールが追加されているので、ド

ラッグ&ドロップで配置します。実装したコンストラクタが動作し、正しい日付を表示しているのがわかります 

 

 

 

3. ツールボックスの「ポインター」を選択して、エミュレーターの欄外の黒い部分をダブルクリックします。 

4. タイルの更新処理を実装しておきます。 

 

// コンストラクター 

public MainPage() 

{ 

    InitializeComponent(); 

} 

 

private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    Utility.TileUtility.CreateTileCalendar(); 

} 

 

  



 

 

BackgroundAgentの作成 

1. 「ファイル」メニューから「追加」→「新しいプロジェクト」を選択し、「Windows Phone スケジュールされた

タスクエージェント」を選択します。 

2. DailyCalendarAgent と名付けて OK でプロジェクトを追加作成します  

 

スケジュールタスクの機能の実装 

1. 作成したユーザーコントロールを利用できるように参照を追加します。「プロジェクト」メニューから「参照の追

加」を選択し、表示されたダイアログの「プロジェクト」タブを選択します。Utiity を選択 して、OK を押しし

ます。 

 

2. ScheduleAgent.cs を開き、先頭行にデバッグ用の定義を追加します。 

 

#define DEBUG_AGENT 

using System.Windows; 

using Microsoft.Phone.Scheduler; 

 

3. Invoke メソッド内に、タイルを更新する処理と、デバッグ用に短時間で Agent を発生させるための機能を追

加します。 

 

protected override void OnInvoke(ScheduledTask task) 

{ 

    //TODO: バックグラウンドでタスクを実行するためのコードを追加します 

    Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke(() => 

    { 

        Utility.TileUtility.CreateTileCalendar(); 

    }); 

 

    // デバッグ時は60秒後に次のタスクを起動する 

#if DEBUG_AGENT 

    ScheduledActionService.LaunchForTest(task.Name, 

System.TimeSpan.FromSeconds(60)); 

#endif 

 

    NotifyComplete(); 

} 

 

通常は、30分に1度、この Invokeメソッドが呼ばれ、TileUtilityクラスを使ってタイルが更新されます。

バックグラウンドタスクスレッドから、タイルの更新用に UI スレッドの機能を使わなければならないので、

BeginInvoke を使って別スレッドの機能の呼び出しを実現しています。  



 

 

BackgroundAgentの準備 

BackgroundAgent を起動するための処理を実装します。 

 

1. DailyCalendar プロジェクトの MainPage.xaml を開きます。 

2. 作成した BackgroundAgent を利用できるように参照を追加します。 

「プロジェクト」メニューから「参照の追加」を選択し、表示されたダイアログの「プロジェクト」タブを選択します。

DailyCalendarAgent を選択 して、OK を押しします。 

 

3. 「カレンダータイルの開始」ボタンをダブルクリックしてイベントハンドラーを作成します。 

MainPage.xaml.cs が開いたら、先頭行にデバッグ用の定義を追加します。 

 

#define DEBUG_AGENT 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

  ： 

 

4. Using句を追加し、BackgroundAgent のための変数を追加します。 

 

#define DEBUG_AGENT 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

        ： 

using Microsoft.Phone.Scheduler; 

 

namespace TileCalendar 

{ 

    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

    { 

        PeriodicTask periodicTask; 

        string periodicTaskName = "CalendarAgent"; 

 

        // コンストラクター 

        public MainPage() 

        { 

            ： 

 

  



 

 

BackgroundAgentの起動 

1. BackgroundAgent を開始するための機能を実装します。 

 

BackgroundAgent の開始や停止はすべて ScheduledActionService を使って実装します。 

開始するには、タスクの名前をもとにインスタンスを作って、ScheduledActionService に追加することで

開始できます。 

 

private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    //登録済みのAgentがあるか確認し、ある場合はいったん消去する 

 

 

    //新しいAgentを作って登録する 

    periodicTask = new PeriodicTask(periodicTaskName); 

    periodicTask.Description = "タイルに日付を表示するタスクです"; 

 

    try 

    { 

        ScheduledActionService.Add(periodicTask); 

 

#if(DEBUG_AGENT) 

        // デバッグ時は10秒に1度Agent が起動する 

        ScheduledActionService.LaunchForTest(periodicTaskName, 

TimeSpan.FromSeconds(60)); 

#endif 

 

    } 

    catch 

    { 

    } 

} 

 

BackgroundaTask はすでに起動している場合は、起動前にいったん停止させるべきですが、これは後

程実装します。 

 

  



 

 

BackgroundAgentの停止 

1. 続けて停止処理を実装します。MainPage.xaml を開き、 

「カレンダータイルの停止」ボタンをダブルクリックし以下のコードを入力します。 

 

private void btnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    RemoveAgent(); 

} 

 

//バックグラウンドエージェントの削除 

private void RemoveAgent() 

{ 

    try 

    { 

        ScheduledActionService.Remove(periodicTaskName); 

    } 

    catch (Exception) 

    { 

    } 

} 

 

2. また、BackgroundAgent の起動時の処理にも、停止処理を実装します。 

 

private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    //登録済みのAgentがあるか確認し、ある場合はいったん消去する 

    RemoveAgent(); 

 

    //新しいAgentを作って登録する 

    periodicTask = new PeriodicTask(periodicTaskName); 

    periodicTask.Description = "タイルに日付を表示するタスクです"; 

 

 

  



 

 

BackgroundAgentの状態表示 

1. このままでは、BackgroundAgentの状態がわからないので、ボタンの状態で表現します。はじめにボタン

の状態を切り替える機能を実装します。 

void changeButtonStatus(bool status) 

{ 

    btnStart.IsEnabled = !status; 

    btnStop.IsEnabled = status; 

} 

 

 

2. ボタンの状態を変更する部分で、この機能を呼び出します。起動時は BackgroundAgent を検索し、

見つかったかどうだかでボタンの状態を変更します。 

private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    //エージェントが起動しているか確認してボタンの状態を変更 

    periodicTask = ScheduledActionService.Find(periodicTaskName) as PeriodicTask; 

    changeButtonStatus(periodicTask != null); 

 

    Utility.TileUtility.CreateTileCalendar(); 

} 

 

private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    //登録済みのAgentがあるか確認し、ある場合はいったん消去する 

       ： 

    try 

    { 

        ScheduledActionService.Add(periodicTask); 

        changeButtonStatus(true); 

             ： 

} 

    

//バックグラウンドエージェントの削除 

private void RemoveAgent() 

{ 

    try 

    { 

        ScheduledActionService.Remove(periodicTaskName); 

        changeButtonStatus(false); 

    } 

   ： 

} 

 

3. F６キーを押して実際にコンパイルします。 

  



 

 

テスト 

F5 キーを押して実行して、「カレンダータイルの開始」を押します。 

  

いったんホームボタンを押して、アプリリストの DailyCalendar をタップ＆ホールドしてスタート画面にタイルを追

加します。  

  

デバッグ中は 60 秒ごとにタイルの内容が更新されます。テストが完了したら、タイルをタップしてアプリケーションを

起動して、カレンダータイルを停止します。 

 

また、設定を開いて、アプリタブのバックグラウンドタスクを起動するとBackgroundAgentが登録されていること

がわかります。 

   



 

 

256MB デバイスの除外 

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、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します。 

 

WMAppManifest.xaml ファイルの<Rqurements>の中に、以下のように ID_REQ_MEMORY_90 

を追加します。 

 

 

</Capabilities>  

<Requirements>  

      <Requirement Name="ID_REQ_MEMORY_90" />  

</Requirements> 

 

 

なお、この宣言はあくまでも Marketplace でのフィルタリングのためのパラメータであり、アプリケーションの起動に

は何も影響しません。（256MB のエミュレーターでもテスト実行することができます） 

  



 

 

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

