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この開発ガイドについて 

 

 

本ガイドは、iPhone アプリケーションの開発経験が

あり、Windows Phone 向けアプリケーションの構築

を検討されている皆様にご利用いただくことを目的

としています。 

本ガイドでは、iPhone アプリケーションの構築を通

じて得たこれまでの知識を活用しながら、Windows 

Phone 開発を新たなスキルの 1 つとして習得できる

よう必要な情報を提供します。 
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第 1 章: iPhone アプリケーション開発者

のための Windows Phone プラットフォ

ームの概要 

はじめに 

2011 年 10 月 11 日、マイクロソフトは Windows Phone のリリースを発表しました。

Windows Phone は世界各国のメーカーから販売される 10 機種のデバイスに搭載さ

れます。その後 2012 年 12 月時点で Windows Phone Marketplace では、既に約 

50000 種類を超えるアプリケーションが流通しています。 

Windows Phone に関して、マイクロソフトは原点に立ち返ってユーザーが本当に欲

しているスマートフォンを追求し、ゼロから開発に取り組みました。OS、ユーザー 

エクスペリエンス、アプリケーション開発プラットフォームはすべて、ユーザー主

体で設計されています。Windows Phone Marketplace での収益機会に加え、優れた

開発ツールセットが提供されることから、アプリケーションやゲームを作成する開

発者にとって、WP は非常に魅力的な参入先だといえます。 

 

開発者ツール 

2011 年 9 月の初旬、マイクロソフトは Windows Phone 用の開発者ツール セット

(SDK)をリリースしました。このツールセットはこちらから、無償でダウンロードで

きます。 

このツールセットの内容は以下のとおりです。 

 IDE (開発者向け): Visual Studio Express for Windows Phone 

 ユーザー インターフェイス デザイン ツール (デザイナー向け): Expression 

Blend for Windows Phone 
 フレームワーク: Silverlight for Windows Phone および XNA Game Studio for 

Windows Phone 
 Windows Phone エミュレーター (アプリケーションのテストおよびデバッグ

に使用) 

これらのツールは、コンシューマー向けアプリケーション、ビジネス アプリケーシ

ョン、ゲームの開発用に設計されています。 

  

http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
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Windows Phone のアーキテクチャ 

Windows Phone（以降 WP と略） には、以下に示す複数層アーキテクチャが採用さ

れています。iPhone OS とは異なり、WP はさまざまな種類のスマートフォン上で動

作します。開発者の信頼に応える一貫したユーザー エクスペリエンスと機能を提供

するために、WP ではあらゆるスマートフォンが満たすべき最低限のハードウェア

仕様が定義されています。 

この仕様には、ARM7 CPU、DirectX 対応 GPU、カメラ、マルチタッチ式ディスプレ

イが含まれます。標準センサーとしては、A-GPS、加速度センサー、方位センサー

（電子コンパス）、近接センサー、光センサーが含まれます。スマートフォン上に

は、[戻る]、[スタート]、[検索] の 3 つのボタンが標準で配置されます。詳しくは後

述しますが、この 3 つのボタンによって、ユーザーには自然で簡単なナビゲーショ

ンが可能になります。 

WP では、デバイス ドライバー コードのほとんどをマイクロソフトが提供します。

そのためデバイスの製造元が記述する必要があるのは、自社のデバイスに固有のご

くわずかなコードのみです。これには、さまざまなデバイス間で一貫性と品質を維

持する効果があります。WP は、DirectX や XNA といったカプセル化層を介して、

ハードウェア アクセラレーションを活用しています。 

 

WP アプリケーションはマネージ プログラミングを使用し、サンドボックス化され

た環境内で動作します。WP アーキテクチャの詳細情報については、Windows 

Phone アーキテクト Istvan Cseri による MIX ’10 プレゼンテーション (英語) を参照し

てください。 

  

http://live.visitmix.com/MIX10/Sessions/CL18
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WP プログラミング スタックと iPhone スタック

の比較 

上記のアプリケーション モデルは、インストールや更新といったアプリケーション 

ライフサイクルを管理するためのサービスを提供します。また、UI モデルはアプリ

ケーションのユーザー インターフェイスの管理を支援します。アプリケーションは、

さまざまな WP フレームワークを使用して構築されます。 

以下の表に、iPhone プログラミングの各層と、それに相当する機能を提供する 

Windows Phone フレームワークについて概要を示します。 

iPhone  
フレームワーク 

機能 Windows Phone  
フレームワーク 

Cocoa Touch アプリケーション UI、

デバイス統合  

(センサー、カメラ) 

WP スマートフォン  

フレームワーク、 

Silverlight コントロール 

メディア層 グラフィックス、 

アニメーション、 

メディア 

XNA (ゲーム)、または 

Silverlight メディアおよび

グラフィックス (その他) 

コア サービス層 基本サービス、 

ネットワーキング、 

テキスト、XML、 

ストレージ 

共通基本ライブラリ 

コア OS 層 + iOS  Windows Phone 7 OS 

 

iOS スタックと WP スタックの比較 

以下の表に、上記のフレームワークの各層についてより詳細な内容を示します。左

側に iPhone スタックを示し、右側に対応する Windows Phone のフレームワークを

示します。これらのフレームワークは、アプリケーション UI とスマートフォン統合、

基本サービス、その下位の OS 層という 3 種類に大別できます。 



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 1 章: iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone プラットフォームの概要 9 

 

iPhone フレームワーク  Windows Phone のフレームワーク 

C
o

co
a
 T

o
u

ch
 

マルチタスク 
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ctive
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 ま
た
は

 V
B

.N
E
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Agent 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 U
I と

ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
統
合

 iAds  AdControl 

アプリケーション 

UI 

 アプリケーション UI 

デバイス統合  デバイス統合 

ブラウザー  

コントロール 

 ブラウザー コントロール 

通知  通知  

P2P ゲーム   

S
ilve

rlig
h

t 

ゲーマー  

サービス 

X
N

A
 

2
 つ

の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 タ
イ
プ

 

コントロールと 

ジェスチャ 

 コントロール

と 

ジェスチャ 

ジェスチャ 

メ
デ
ィ
ア

 

メディア  メディア メディア 

アニメーション  アニメーショ

ン 

アニメーション 

グラフィックス  グラフィック

ス 

グラフィックス 

コ
ア

 サ
ー
ビ
ス

 
ファイル システム  分離ストレー

ジ 

コンテンツ 

SQLite  SQLCE 

基
本
ク
ラ
ス

 ラ
イ
ブ
ラ
リ

 

位置情報  位置情報 

XML  XML、LINQ   

ネットワーキング  ネットワーキング、Windows 

Communication Foundation 

Foundation  CLR 基本クラス 

コア OS     Windows Phone OS  

 

 



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 1 章: iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone プラットフォームの概要 10 

 

マネージ コードのみ 

iPhone では Objective-C が使用されていますが、WP では C# または VB.NET を使用

した "マネージ コード (英語)" アプリケーションのみをサポートし、システムやスマ

ートフォン ハードウェアに対してネイティブにアクセスすることはできません。こ

うしたコードの実行は、.NET 共通言語ランタイム (Common Language Runtime: 

CLR) によって管理されています。CLR はガベージ コレクションを提供するため、メ

モリの管理の心配をしたり、ポインターに配慮したりする必要がありません。WP 

アプリケーション スタックは、.NET Compact Framework 3.7 上に構築されま

す。.NET Compact Framework は、リソースに制約のあるデバイスに最適化されて

おり、さまざまなハードウェア プラットフォーム間で移植できるように設計されて

います。 

基本サービス 

WP 基本クラス ライブラリのクラスは、大まかには、iOS コア サービス層の 

Foundation フレームワークで提供されるクラスに相当します。これには、基本クラ

ス、コレクション、スレッディング、テキスト処理、IO が含まれます。WP 基本ク

ラス ライブラリ層には、HTTP や Windows Communication Foundation (WCF) など

のネットワーキング スタックも含まれます。WCF は、XML データ転送、シリアル

化、逆シリアル化、XML 解析などのサポート機能を備えており、Web における 

XML サービスおよび SOAP サービスとのわかりやすいインターフェイスを提供して

います。WP は、SQLCE のローカル データベースエンジンを持ち、開発者は統合言

語クエリ (Language Integrated Query: LINQ) を使用して SQL に似たクエリを C# で

記述し、SQLCE だけでなく分離ストレージ (後述) や SQL Azure などのリモート デー

タベースに格納された XML データをクエリできます。  

http://blogs.msdn.com/b/brada/archive/2004/01/09/48925.aspx
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アプリケーションの UI とデバイスの統合 

WP アプリケーション UI 用の 2 つのオプション 

iOS メディア層フレームワークを使用している場合、WP では、Silverlight と XNA 

という 2 つのスタックが選択肢として用意されています。どちらを使用してもかま

いませんが、コンシューマー向けアプリケーションやビジネス アプリケーション用

には Silverlight を使い、ゲーム用には XNA を使用することが推奨されます。もちろ

ん、Silverlight アニメーションを使って本格的なゲームを開発することも可能です。 

2 種類のアプリケーション 

iPhone アプリケーション:  

ビューとそれらの間のナビ

ゲーションを使用する UI 

 

 

WP アプリケーション: 

フローによって接続された複

数のページから成る Silverlight 

アプリケーション 

iPhone ゲーム: 

Quartz または Open GL ES 

によって構築された 2D/3D 

ゲーム 

 

 

 

2D/3D グラフィックスを使用

した XNA ゲーム、および 

Xbox との接続  

 

ゲームに最適な XNA 

XNA フレームワークはもともと Xbox 向けに開発されており、ハードウェア アクセ

ラレーション対応の 2D および 3D レンダリングとビットマップ グラフィックス機

能を備えています。XNA は Xbox LIVE による認証および接続のほか、プロファイル

やランキングといったゲーマー サービスも提供します。高性能なゲームの開発には、

XNA が最適です。 

Silverlight コントロールとメディア 

これまでコントロールおよびマルチタッチに Cocoa Touch を使用していた開発者に

は、スマートフォンとマルチタッチ サポート用に作られている多彩な Silverlight UI 

コントロールの使用をお勧めします。Silverlight では、XAML (Extensible Application 

Markup Language) という宣言型の言語を使用してユーザー インターフェイスを指

定します。イベントへの応答やコントロールの操作は、コードビハインド ファイル

に分離し、C# または VB.NET で記述します。 



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 1 章: iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone プラットフォームの概要 12 

 

Silverlight はさまざまなコーデックを通じて、高性能なオーディオおよびビデオ機能

を実現します。ベクターとビットマップの両グラフィックス形式をハードウェア ア

クセラレーションによってサポートします。一般的なファイル システムとは異なり、

Silverlight は分離ストレージと呼ばれるサンドボックス化されたストレージ (記憶域) 

を提供し、アプリケーション固有のデータを格納します。ストレージを分離するこ

とにより、スマートフォン上で動作するアプリケーションどうしが互いに影響を及

ぼし合うことがなくなります。 

ハイブリッドアプリケーション 

ハイブリッドアプリケーションを使うことで XNA の機能と SilverlightUI を 1 つのア

プリケーションで同時に利用することができます。高品質なグラフィックスは XNA

を使って提供し、コントロールを使った操作は Silverlight を使って実装することで

より使いやすいアプリケーションを効率よく開発することができます。 

Windows Phone のフレームワーク 

アプリケーションで HTML を使用する必要がある場合は、IE ベースのブラウザー コ

ントロールを HTML 用の UI として使用することができます。また、Windows 

Phone フレームワーク層は、加速度センサーやカメラ センサーなど、各種センサー

とのインターフェイスを提供します。Apple の通知サービスと同様、マイクロソフ

トは、マイクロソフト プッシュ通知サービスというプッシュ通知サービスを提供し

ています。iOS 4.0 では、マルチタスキングと が導入されました。基本的には

Windows Phone アプリケーションではマルチタスキングは利用できませんが、音楽

再生やファイル転送や限定的な機能は Agent と呼ばれるサブプログラムの形で実行

することができます。また、iAds (アプリケーション内広告のサポート)については

マイクロソフトから Microsoft Advertising SDK for Windows Phone をリリースして

います。 

まとめ 

本章では、Windows Phone のアーキテクチャと 2 つのプログラミング スタックに

ついて説明しました。WP のプログラミング スタックと iPhone スタックの対応関

係について大まかに理解していただけたと思います。以降の章では、さらに詳しい

説明に進みます。次の章では、WP アプリケーションのユーザー インターフェイス

のガイドラインについて説明します。 

関連資料 

本章で取り上げた項目の詳細については、以下を参照してください。 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=b0f00afc-9709-4cc2-ba2c-57728db6cbd6
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1. App Hub (Windows Phone 開発のポータル サイト): 開発を始めるにあたって、

Windows Phone 開発に関するあらゆるツールおよび資料をこちらから入手で

きます。 

2. MIX '10 のプレゼンテーション (英語): Istvan Cseri が Windows Phone のアー

キテクチャについて説明しています 

 
3. Windows Phone デベロッパーセンター：Windows Phone アプリケーション

開発に関する様々な情報やツールをこちらから参照することができます。 

以下の資料も役立ちます。 

1. Windows Phone のアプリケーション プラットフォームの概要 (英語) 

2. Windows Phone チーム ブログ 

3. Windows Phone プログラミング: プログラミング ガイドおよび参照資料 

 

 

  

http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
http://live.visitmix.com/MIX10/Sessions/CL18
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windowsphone/ff191182
http://live.visitmix.com/MIX10/Sessions/CL13
http://www.microsoft.com/windowsphone/ja-jp/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402535(v=VS.92).aspx
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第 2 章: ユーザー インターフェイスのガ

イドライン 

新たな UI のしくみ 

マイクロソフトの Windows Phone では、Metro という斬新なユーザー インターフ

ェイスを採用しています。WP は他にはないすっきりとしたシンプルなデザインが

特徴であり、特に色と文字体裁に工夫を凝らしています。 

アプリケーションを中心とした iPhone のデザインとは対照的に、

WP は情報を中心としたデザインを採用しています。Windows 

Phone のスタート画面は、アプリケーションのアイコンを並べ

る代わりに動的なタイルで構成され、ユーザーが重要な情報を

一目で把握できるようになっています。このタイルはそのもの

が動的に変化し、アプリケーションの*最新の状態を常に表示し

ます。たとえば、予定表に書かれた次の予定や、未読の新着メ

ールの数などが表示されます。ユーザーは最も関心のあるタイ

ルを画面に固定し、好みに合わせてカスタマイズすることもで

きます。 

WP では、"ハブ" と呼ばれる新しいしくみを導入しており、関連する情報がまとめ

て表示されるようになっています。ハブには、People、Pictures、Music + Video、

Marketplace、Office、Game の 6 種類があります。以下に示す People ハブの例には、

アドレス帳の連絡先と Facebook の友人が集約されています。 

 

http://www.microsoft.com/windowsphone/ja-jp/features/default.aspx#start-screen-live-tiles
http://www.microsoft.com/windowsphone/ja-jp/features/default.aspx#people-hub
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アプリケーション インターフェイスの設計 

Windows Phone ユーザー インターフェイスのデザインは iPhone とは異なりますが、

基本的なデザイン原則は非常に似ています。iPhone 同様、WP でアプリケーション

を設計する際にも、画面が小さいこと、CPU が低速であること、メモリに制限があ

ることを考慮する必要があります。ユーザーが同時に使用できるアプリケーション

は 1 つであり、画面にも 1 つしか表示されません。 

アプリケーション設計目標の類似性 

使いやすさと UI デザインは、後から考えればよい付加的な要素ではありません。

iPhone と WP のいずれのアプリケーションにおいても、これらは最優先の目標とな

ります。アプリケーションにはシンプルさが求められると同時に、多くのユーザー

が関心を持つ主要なシナリオに重点が置かれている必要があります。 

視覚的要素と直接操作 

iPhone と同じく、WP アプリケーションにおける大きな特徴は、視覚的要素とタッ

チによるオブジェクトの直接操作です。WP には、スマートフォン用にデザインさ

れた UI コントロールが数多く用意されています。WP は、iPhone と同じマルチタッ

チ ジェスチャのコア セットを使用します。これには、タップ、ダブル タップ、パ

ン、フリック、タップ アンド ホールド、および縮小/拡大などが含まれ、それぞれ

の意味は iPhone の場合と同様です。  



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 2 章: ユーザー インターフェイスのガイドライン 16 

 

開発者にとっての類似性の意味合い 

アプリケーションの計画プロセスは、いずれのプラットフォームにおいてもほとん

ど共通しています。WP アプリケーションの設計でも、ユーザーにとって重要な情

報に焦点を当てることになります。iPhone アプリケーションの主な設計原則、つま

り、視覚的表現、マルチタッチによる直接操作、迅速なフィードバックの重要性、

デザイン的な美しさなどはそのまま引き継がれます。 

アプリケーション ユーザー インターフェイスの設

計 

両プラットフォームにおけるアプリケーションの設計原則には多くの類似点があり

ますが、WP 向けアプリケーションのユーザー インターフェイスには十分な注意を

払う必要があります。WP プラットフォーム固有の機能や長所をできるだけ活かす

ことが重要です。 

さまざまなアプリケーションのインターフェイスで一貫したエクスペリエンスを実

現するために、WP のアプリケーションでは、新しい Metro の設計ガイドライン を

採用する必要があります。 

コントロールとアプリケーション インターフェイス 

WP 開発ツールと SDK には、使いやすさとデザイン性を重視して設計された 

Silverlight コントロールの充実したコレクションが含まれています。独自のコントロ

ールを作成することもできますが、できるだけ標準のコントロールを使用すること

が推奨されます。標準コントロールは、テーマの変更に対応し、一貫したユーザー 

インターフェイスを提供します。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(v=vs.92).aspx
http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
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以下の表に、WP の Silverlight コントロールと、同じ機能を持つ iPhone コントロー

ルの対応を示します。 

iPhone コントロール WP コントロール メモ 

テキスト フィールド テキストボックス  

ラベル テキストブロック  

検索バー テキストボックス + 

ボタン 

 

角丸四角形ボタン ボタン  

セグメント コントロール ラジオボタン  

アクティビティ  

インジケーター 

進行状況 

インジケーター 

 

スライダー スライダー  

プログレス ビュー 進行状況バー  

- マルチスケール画像 ズーム機能付き画像 

- パノラマ 横スライドでスクロールす

るマルチページ管理コンテ

ナ 

- ピボット 横スライドで切り替わるマ

ルチページ管理コンテナ 

- グリッド 他のコントロールを表形式

で配置 

- インク プレゼンター 色ペンによる書き込み用 

サーフェイス 

ページ インジケーター -  

UISwitch ToggleSwitch  
コントロール 

Codeplex で提供* 

日付時刻ピッカー Datepicker/Timepicker Codeplex で提供* 

ピッカー - Silverlight WP テンプレート

を使用 
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* ToggleSwith および Datepicker/Timepicker コントロールは、Silverlight for 

Windows Phone Toolkit の一部であり、Codeplex で入手可能です。 

上記の表からわかるように、iPhone のほとんどのコントロールについて、対応する 

WP コントロールが存在します。外観こそ異なりますが、提供する機能はほぼ同じ

です。 

新しいコントロール 

Windows Phone には、iPhone にはない新しいコントロールがいくつか導入されて

います。マルチスケール画像は、画像データをさまざまな解像度で表示できるため、

ユーザーが写真を拡大できるようにする場合に有効です。パノラマ コントロールは、

マルチページ管理用のコンテナコントロールの一種であり、スマートフォンの幅を

越えて水平方向にページを伸長できます。複数ページを 1 つの背景で共有し、パノ

ラマビューを提供しています。前の図の People ハブも、このコントロールのわかり

やすい利用例の 1 つです。このコントロールによって、大量の関連情報の表示が可

能になります。ピボット コントロールは、複数ビューの管理に役立つ斬新なコント

ロールで、論理的に複数のセクションに分けられた情報を表示します (下の図を参

照)。 

 

 

  

http://silverlight.codeplex.com/releases/view/55034
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通知 

iPhone および WP はいずれも各種通知サービスを備えていますが、WP では通知が

重要な役割を果たします。タイル通知では、各タイルが動的に更新されます。この

通知は重要度の低い情報の表示に使用します。ユーザーの作業を中断することはあ

りません。iPhone のアイコンにアプリケーション バッジを使用している場合、代わ

りにタイル通知を使用することが可能です。タイルには写真など、情報をより多く

表示することができます (上の図を参照)。 

その他の通知サービスにはトースト通知があり、SMS などのタイミングが重要な情

報の表示に使用されます。トースト通知は約 10 秒間表示されますが、ユーザーは

無視することもできます。この点、ユーザーが必ず応答しなければならない iPhone 

のアラートとは異なります。 

 

iPhone 機能 Windows Phone 

アイコン バッジ ユーザーの応答が必ずし

も必要ではない、重要性

の低い情報 

タイル通知 

- ユーザーの応答が必ずし

も必要ではないが、タイ

ミングが重要なデータ 

トースト通知 

アラート ユーザーの応答を必要と

するモーダル アラート 

アプリケーション通知 

ツール バー/タブ バーとアプリケーション バーの比較 

WP は、個別のツール バーやタブ バーではなく、アプリケーション バーのみを使用

します。アプリケーション バーには、よく利用するビューやアプリケーション タス

クを最大 4 つまで表示できます。また、コンテキスト依存の追加タスク用に、アプ

リケーション バー メニューを利用することも可能です。アプリケーション バー メ

ニューは、iPhone アプリケーションで使用するアクション シートと同様の機能を提

供します。 

iPhone 機能 Windows Phone 

ステータス バー デバイスに関する情報 ステータス バー 

ナビゲーション バー 

 

ビューまたはアクショ

ンのナビゲーション、

「戻る」ナビゲーション

用の [戻る] ボタン 
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 タイトル、ボタン ページ タイトル 

アプリケーション バー上

のビューとアクション 

タブ バー ビューの切り替え アプリケーション バー 

ツール バー 現在の状況でのアクシ

ョン 

アプリケーション バー 

アクション シート コンテキスト メニュー アプリケーション バー メ

ニュー 

WP と iPhone のナビゲーションの比較 

WP アプリケーションは複数のページの集合体です。iPhone でユーザーがボタンや

リンクなどのウィジェットを使用して複数のページ間を移動するのと同じです。し

かし、「戻る」ナビゲーションには 2 つのプラットフォーム間で違いがあります。 

iPhone では、開発者がナビゲーション バー上のナビゲーション コントロールを使

用して「戻る」機能を実装する必要があります。一方 WP では、ハードウェアの 

[戻る] ボタンによって、アプリケーション内のページをさかのぼったり、別のアプ

リケーションに戻ったりすることができます。このボタンの動作は、ブラウザーの 

[戻る] ボタンとよく似ています。また、[戻る] ボタンにはメニューやダイアログを

閉じる機能もあります。開発者は、[戻る] ボタンに持たせる機能をよく考慮し、そ

れに合わせて動作の変更を計画する必要があります。たとえば、この [戻る] ボタン

を使用して、ゲームを一時停止することもできます。 

WP のスマートフォン上にはこの他に [検索] と [ホーム] という 2 つのハードウェア 

ボタンがありますが、これらの動作は固定されています。 

WP のフレームおよびページの構造 

1 つの WP アプリケーションには、以下の各領域を含むフレームが 1 つ存在します。 

1. アプリケーション コンテンツを表示するページ: これは、ウィジェットやグ

ラフィックスが表示されるコンテンツです。 

2. システム トレイおよびアプリケーション バー用の予約済み領域: アプリケー

ションに対する向きなど、一部のプロパティも表示されます。 
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システム トレイとアプリケーション バー 

WP のステータス バーには各種のインジケーターが含まれ、システムレベルのさま

ざまなステータス情報が表示されます。アプリケーション バーには、頻繁に使用す

るデータ ビューやタスクなどのためのアプリケーション メニュー用の表示領域が含

まれます。 

 

WP アプリケーションのページ構成 

以下の図は、データ バインドされた標準的な WP アプリケーションの構造を、ナビ

ゲーションベースの iPhone アプリケーションに似せて説明しています。 
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ユーザーがアプリケーションを起動したとき、最初に表示されるのがスプラッシュ 

スクリーンで、ユーザーへの歓迎の意を表すと共に、アプリケーションが応答して

いることを知らせる目的があります。スプラッシュ スクリーンには通常、画面全体

を覆うサイズの画像ファイルを使用します。 

一般的にアプリケーションは、メインのナビゲーション ページであるホーム ページ

からスタートします。ここには、検索機能やその他のページ ウィジェットへのリン

クも配置されます。たとえば、野球チームと所属選手の情報を表示するアプリケー

ションの場合、最初のコンテンツ ページ (上の図で "ウィジェット ページ" と書かれ

ているページ) には、対象のコンテンツ (全野球チームの一覧など) が表示されます。

ホーム ページと最初のコンテンツ ページを同一ページで兼ねる場合も多くあります。 

ユーザーはチーム名のリンクの 1 つをクリックすることで、チームの詳細ページ ("

ウィジェット詳細ページ") に移動しますが、このページには複数のビューを用意す

ることができます。また、ページにピボット コントロールやパノラマ コントロール

を持たせることで、チームの概要や所属選手一覧 ("ガジェットの一覧") などさまざ

まなビューを表示できます。選手の 1 人を選択すると、その選手の成績ページ ("ガ

ジェット詳細ページ") が表示されます。こうしたページでは、テキストブロック、

マルチスケール画像、MediaElement コントロールを活用したその他のマルチメディ

アなど、各種コントロールを利用することができます。 

またユーザーは、検索ウィジェットを使用して検索を実行し、チームのページ ("ウ

ィジェット詳細") や選手のページ ("ガジェット詳細") に直接アクセスすることも可

能です。 
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アプリケーション テンプレート 

XCode は、さまざまな iPhone アプリケーション用のテンプレートを提供します。

以下の表に、XCode アプリケーション タイプと Visual Studio アプリケーション テ

ンプレートの対応関係を示します。 

XCode テンプレート 機能 Visual Studio テンプレート 

ナビゲーション  

ベース 

情報ドリルダウン方式の

アプリケーション  

データ バインドされたアプリ

ケーション 

ビュー ベース ユーティリティ アプリケ

ーション (気泡水準器アプ

リなど) 

Windows Phone アプリケーシ

ョン 

OpenGL-ES ベース ゲーム用 WP ゲーム (XNA) アプリケー

ション  

ウィンドウ ベース 任意のアプリケーション

を設計するための柔軟な

テンプレート  

Windows Phone アプリケーシ

ョン 

Windows Phone アプリケーション テンプレートを選択すると、ビューベースまた

はウィンドウベースの iPhone アプリケーションと類似した機能を持つアプリケーシ

ョンを作成できます。また、XNA ベースのゲーム アプリケーション テンプレート

は、OpenGL-ES アプリケーションに似た機能を提供します。 

まとめ 

本章では、WP のユーザー インターフェイスのガイドラインについて説明しました。

ここでは、iPhone プラットフォームと WP プラットフォームのアプリケーションに

関する設計目標を比較検討しました。WP アプリケーションを計画する際は、

iPhone アプリケーションに関するこれまでの経験を活用することが可能です。 

また、アプリケーション インターフェイスの設計についても確認しました。

Windows Phone のインターフェイス ガイドラインに準拠した WP Metro デザイン

を活用することが可能です。WP ツールが提供する充実したライブラリには、

iPhone と同様の機能を持つコントロールとジェスチャが含まれています。さらにこ

こでは、パノラマなどの新しいコントロールの使用を紹介し、動的なタイルによる

魅力的な WP エクスペリエンスの構築について考察しました。 
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関連資料 

本章で取り上げた項目の詳細については、以下を参照してください。 

1. Windows Phone ユーザー インターフェイス ガイドライン (英語) 

2. Windows Phone 開発者ツール 

3. CodePlex の Silverlight for Windows Phone Toolkit (英語) 

4. Windows Phone のデザイン リソース 

以下の資料も役立ちます。 

1. Windows Phone のアプリケーション ページ モデル 

2. Windows Phone のフレームおよびページ ナビゲーションの概要  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=183218
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402523(v=VS.92).aspx
http://silverlight.codeplex.com/releases/view/52297
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff637515(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg278407(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402536(v=VS.92).aspx
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第 3 章: iPhone 開発者のための開発者ツ

ールとデザイナー ツール 

はじめに 

マイクロソフトでは Windows Phone (WP) 開発者ツールをリリースすることにより、

WP についても使いやすく作業効率に優れた Visual Studio 開発環境を実現していま

す。これは、Visual Studio を使用したことのある開発者には馴染みのある環境です。

XCode に慣れている iPhone アプリケーション開発者にとっても、WP 開発者ツール

への移行は容易であり、すぐに使いこなせるようになります。 

iPhone と Windows Phone のツールセットの比較 

Visual Studio 2010 Express for Windows Phone は、Windows Phone アプリケーショ

ンの設計、開発、デバッグ用に特別に用意された機能を完備した IDE です。この 

IDE と、Expression Blend、XNA Game Studio、Windows Phone エミュレーターなど

の各種ツールによって、Windows Phone アプリケーションの開発サイクル全体をカ

バーできます。 

WP 開発者ツールは、iPhone アプリケーションの開発者ツールが提供する機能をす

べて完備しています。以下の表に、それぞれのツールが提供する機能の概要と、

iPhone 開発ツールとの対応関係を示します。 

機能 対象者 iPhone  
開発ツール 

WP 開発ツール 

主要な UI デザイ

ン – 色、グラデ

ーション、アニ

メーション 

UI デザイ

ナー 

サード パーティ

製ツール 

Expression Blend for Windows 
Phone 

UI デザイン UI デザイ

ナー/プロ

グラマ 

Interface Builder Visual Studio 2010 Express for 
Windows Phone および 

Expression Blend for Windows 
Phone 

アプリケーショ

ン開発 (コーディ

ング) 

プログラマ XCode Visual Studio 2010 Express for 
Windows Phone 
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WP 向けアプリケーションの開発を計画する場合、iPhone のチームの構成や全体的

な開発プロセスはそのまま継承できます。そのため、デザイナー、開発者、テスト

担当者など、iPhone 開発ツールに慣れているチームのメンバー全員が、WP ツール

セットに容易に移行できます。 

開発ライフサイクルと Windows Phone 開発者ツ

ール 

Windows Phone 開発ツールの Expression Blend と Visual Studio は、デザイナーと開

発者の緊密なコラボレーションを促進します。これら 2 つのツールは、同じファイ

ル構造と実際のソース ファイルを共有します。Expression Blend は XAML を UI デザ

インに使用します。XAML は宣言型の XML ベース言語であり、Visual Studio でも使

用されます。このしくみにより、デザイナーと開発者の作業を明確に分離しながら、

両者のシームレスな連携が可能になります。 

 

 

プロジェクト管理 

XCode と同様、Visual Studio Express for WP は豊富な機能を備えた IDE です。開発

者は開発プロジェクト全体の構造やソース ファイル、さまざまなリソース ファイル

を管理できます。Visual Studio では、アプリケーションのコードベースを機能ごと

のプロジェクトの集合 (Visual Studio ソリューション) として構成することができま

ゲーム開発 (コー

ディング) 

プログラマ XCode XNA Game Studio 
( Visual Studio 2010 Express for 
Windows Phone ) 

テスト/エミュレ

ート 

テスト担当

者 

iPhone シミュレ

ーター 

Windows Phone エミュレーター 

(Visual Studio 2010 Express に含

まれる) 

デザイナー 

プログラマ テスト担当者 
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す。この結果、ソース ファイルの管理、コードの共有、チーム メンバー間の作業の

管理が容易になります。Visual Studio はコンパイラとデバッガーを統合しています。

どちらもコマンド ラインから、または対話型で起動することが可能です。 

それではサンプル アプリケーションを作成してみましょう。Visual Studio Express 

for WP を起動し、[ファイル]、[新しいプロジェクト] の順にクリックします。[新し

いプロジェクト] ダイアログ ボックスで、[Windows Phone アプリケーション] を

選択します。プロジェクト名として「ShoppingList」を入力し、[OK] をクリックし

ます。Visual Studio で、以下に示すような新しいプロジェクトが作成されます。ソ

リューション エクスプローラー ウィンドウに、今作成したソリューションが表示さ

れます。このソリューションには、「ShoppingList」という名前のプロジェクトが 1 

つだけ含まれます。このプロジェクトには、ソース、リソース、プロパティが含ま

れます。 

 

XCode とは異なり、Visual Studio Express for WP は、ソース管理システムと統合で

きません。Visual Studio Professional エディションを使用すれば、iPhone アプリケ

ーションの開発者に馴染みの深い Subversion など、さまざまなソース管理システム

と統合できます。また、ソフトウェア開発チーム間のコミュニケーションやコラボ

レーションを重視したエディションである Visual Studio Team System を使って、

WP アプリケーションを開発することも可能です。 

UI デザイン ツール 

WP 開発ツールには、Expression Blend と Visual Studio 内の UI デザイン ツールとい

う 2 つの UI デザイン ツールがあります。WP では、Silverlight と専用の XML マー

クアップ言語を使用して UI の仕様を定義します。 
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Visual Studio 内の UI デザイン ツールは、Interface Builder と互換性があるため、

Interface Builder に慣れている iPhone アプリケーション開発者にとって、このツー

ルは簡単に利用できます。作成中の ShoppingList ソリューションのメイン ページで

ある MainPage.xaml が Visual Studio 内の UI デザイン ツールで既に開かれているの

で、これを編集します (上図参照)。 

アプリケーションのタイトルと、現在のページのタイトルを変更してみましょう。

「マイ アプリケーション」と表示している ApplicationTitle という名前の TextBlock 

を右クリックし、[プロパティ] を選択します。[プロパティ] ウィンドウで、Text を

選択し、「SHOPPING LIST」と入力します。同様に、「ページ名」と表示している

PageTile という名前の TextBlock の Text プロパティに「my list」と入力して、ペー

ジのタイトルも変更します。 

メニューから[表示]→[その他のウィンドウ]→[ツールボックス]を選択するか、

[Ctrl]+[W]キーの直後に[X]キーを押して、ツールボックスを開き、 

TextBlock をドラッグしてページ上にドロップします。これを「my list」と書かれ

ている下にあるページの左上隅に配置します。配置した TextBlock を右クリックし、

Text プロパティを「Item」に変更します。 

 

ツールボックスから TextBox をドラッグし、先ほどのテキストブロックの下に配

置します。Text プロパティを選択し、「TextBox」と書かれている内容を削除しま

す。右下の [プロパティ] で「textBox1」をクリックして「txtItem」と入力し、この

テキストボックスの ID を txtItem に変更します。テキストボックスの右下隅をドラ

ッグして、幅を 300 に変更します。 

同様に Button をドラッグし、テキストボックスの右側にドロップします。

Content プロパティを「Add」に変更し、ID を「button1」から「btnAdd」にしま
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す。ボタンの幅を 140 に変更します。最後にもう 1 つのテキストボックスをドラッ

グし、txtItem テキストボックスの下に配置します。そのテキストボックスのサイズ

を変更し、スマートフォン画面の余白全体に広げます。ID を「txtList」に変更し、

Text プロパティを「Nothing here yet!」に変更します。アプリケーションの外観は

以下の図のようになります。 

 

F5 キーを押すか、メニューから[デバッグ]→[デバッグ開始] を選択して、アプリケ

ーションをビルドし、テスト実行します。WP エミュレーターが起動し、

ShoppingList アプリケーションが読み込まれ、実行されます。[Add] ボタンにはま

だロジックが記述されていないため、クリックしても何の応答も示しません。 

 

 



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 3 章: iPhone 開発者のための開発者ツールとデザイナー ツール 30 

 

開発者はコンテキスト メニューを使って、イベント ハンドラーを追加したり、コン

トロールのプロパティを設定したりできます。Visual Studio にはこうした機能が統

合されているので、コントロールを直接操作し、UI コントロールに簡単にロジック

を追加できます。 

Expression Blend for WP 
Expression Blend for WP は充実した機能を持つビジュアル UI デザイン ツールです。

これは、デザイナー向けに作られています。iPhone の開発ツールセットには、この

タイプのツールは存在しません。Visual Studio 内のデザイン ツールと同じく、

Expression Blend でもドラッグ アンド ドロップによる UI のデザインが可能です。

以下に示すとおり、このツールではコントロールをピクセル単位でレイアウトでき

ます。カラー パレットやグラデーションのほか、反射や陰影といった特殊効果も簡

単に作成できます。このツールでは、Photoshop ファイルのインポートが可能であ

り、iPhone アプリケーションのリソースを簡単に Windows Phone アプリケーショ

ンに取り込めます。デザイナーはこのツールを使うことで、アニメーションなどを

含むアプリケーションの動作をプログラミングなしで定義することもできます。 

 

 

 

デザイナーが Expression Blend を使用する一方で、プログラマは Visual Studio 内の

デザイン ツールを使って UI デザインにアプリケーション ロジックを追加できます。

また先に見たように、Visual Studio 内の UI デザイン ツールを使って UI デザインを

行うこともできます。いずれのツールにも同じコントロール セットが含まれ、実行

時の視覚的表現を忠実に再現することで、アプリケーションの視覚化を容易にしま

す。この 2 つのデザイン ツールのプロジェクト構造は同じであり、同じソース フ

ァイルを共有します。これらのツールは共に、インターフェイス設計に Silverlight 
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の宣言型 XML マークアップ言語である XAML を使用し、生成します。これによっ

て、デザイナーは Expression Blend を使ってデザイン作業に取り組む一方、開発者

は Visual Studio を使用してアプリケーション内のロジックを作成することができる

ため、デザインと開発のスムーズなワークフローを実現できます。 

コードの編集 

Visual Studio には、使いやすく、機能が豊富で、かつ構成が可能なソース エディタ

ーが備わっています。また、XCode ユーザーにとって馴染みのある機能も多数含ま

れています。具体的には、柔軟な検索機能、豊富な編集機能、コードの書式設定、

コードのアウトライン表示/非表示機能などが含まれます。 

 

では、サンプル アプリケーションにロジックを追加してみましょう。実行中のアプ

リケーションを停止するには、[Shift]+[F5]キーを押すか、メニューから[デバッグ]

→[デバッグの停止] を選択します。MainPage.xaml のデザイン画面に戻り、[Add] ボ

タンをダブルクリックすると、MainPage.xaml.cs が開き、MainPage クラスの 

btnAdd_click メソッドが表示されます。 

 

 

この新たに追加されたメソッドを編集して、購入リストにアイテムを追加するロジ

ックを追加します。以下を入力します。 

            string tStr = txtItem.Text; 

「txtItem」の「t」を入力するとすぐに、Visual Studio によって以下のようなオート

コンプリート ダイアログ ボックスが表示されます。Visual Studio において、XCode 

のオートコンプリートに相当する機能は、IntelliSense と呼ばれます。 
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次に以下を入力します。 

           if (!String.IsNullOrEmpty(tStr)) 

 { 

 } 

「String」と入力するとすぐに、Visual Studio によってオートコンプリート ダイア

ログ ボックスが表示されます。「Is」と入力すると、String クラスのクラス メソッ

ドが表示されます。 

 

Visual Studio の IntelliSense にはさまざまな機能が含まれています。履歴に頼るだけ

でなく、コードのコンテキストや .NET のリフレクションを使用することで、インテ

リジェントなオートコンプリートを実行します。クラスやメソッドの名前だけでは

なく変数名やパラメーターについても、入力候補の表示と補完機能があります。さ

らに以下に示すように、直接的に関係のないコードの断片から、適切なコードを生

成することもできます。 

 

イベントのフックアップを完了させるために、イベント ハンドラー (button1_click 

メソッドなど) の空のスタブも生成します。 

 

Visual Studio は他にも、XCode のテキスト マクロに相当する、コード スニペット

と呼ばれる便利な機能を提供します。これを利用することで、わずか数回のクリッ

ク操作で、アクティブなファイルにコードを挿入できます。Visual Studio にはさま
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ざまなスニペットが用意されており、開発者はスニペットのライブラリを独自に作

成することができます。またインデックスを作成し、自分で定義した用語で検索す

ることができます。 

if 文の{ }囲まれたブロックの中で Ctrl + K、Ctrl + X を押して、[スニペットの挿入] 

プロンプトを表示します。[Visual C#] を選択し、次に「i」を入力して、"if" ステー

トメントのコード スニペットを選択すると、コードに if ステートメントが挿入され

ます。 

 

挿入されたスニペットでは、ユーザーが入力すべき部分が強調表示されます。 

 

残りのコードを入力すると、メソッドの本体は以下のようになります。 

            string tStr = txtItem.Text; 

            if (!String.IsNullOrEmpty(tStr)) 

            { 

                if (txtList.Text == "Nothing here yet") 

                { 

                    txtList.Text = ""; 

                } 

                txtList.Text += txtItem.Text + "\n"; 

                txtItem.Text = ""; 

            } 

Visual Studio はさまざまなリファクタリング メカニズムをサポートしています。リ

ファクタリング メニューにアクセスするには、コードの一部を選択し、右クリック

します。 

Visual Studio エディターはカスタマイズ可能です。開発者は簡単にさまざまなキー

ボード ショートカットを定義したり、独自のマクロを作成したりすることができま

す。マクロで一連のコマンドと命令を組み合わせれば、繰り返し行う作業を自動化

できます。iPhone アプリケーションの開発者も、エディターをカスタマイズするこ

とで、使い慣れたショートカットやキーの組み合わせを引き続き使用できます。

XCode のようにファイルごとに独立したウィンドウを開くのではなく、Visual 
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Studio の既定のビューではタブ付きのウィンドウを使用します。この動作はニーズ

に合わせて変更可能です。また、Visual Studio 環境内で各種ウィンドウをドッキン

グする方法も変更できます。 

アプリケーションのビルド 

XCode のように、Visual Studio Express for WP では、Visual Studio ソリューション

を必要に応じてビルドできます。さらに、そのソリューションを構成する各プロジ

ェクトは、個別にビルドすることが可能です。 

Visual Studio では、Ant/Nant に相当する XML ベースの宣言型ビルド システム 

MSBuild を使用します。ビルドは対話型で起動することも、バッチ処理用のコマン

ド ラインから起動することも可能です。MSBuild は柔軟性に優れ、デバッグ用また

はリリース用のビルドとして特定のターゲットを作成することもできます。 

 

エミュレーター 

WP 開発者ツールには、アプリケーションのテストに役立つエミュレーターが含ま

れます。このエミュレーターは、iPhone 開発者ツールに含まれる iPhone シミュレ

ーターに匹敵する機能を提供します。 

WP エミュレーターは、アプリケーションの展開、デバッグ、およびテストが可能

な仮想環境を提供します。Windows Phone エミュレーターは、実際のデバイスとほ

ぼ同等のパフォーマンスを提供するように設計されており、アプリケーション開発

に必要となる周辺仕様を満たしています。エミュレーターは Visual Studio から起動

でき、その内部にアプリケーション パッケージ .xap を読み込みます。 
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デバッグ 

Visual Studio 2010 Express for Windows Phone  には非常に強力なシンボリック デバ

ッガーが含まれており、これは WP エミュレーターや Windows Phone デバイスと

組み合わせて使用できます。アプリケーションでデバッガーが開始されたら、開発

者はアプリケーション内の変数を表示したり、実行を制御したりすることができま

す。 

実際にデバッガーの動作を見てみましょう。F5 キーを押

して、アプリケーションを再び起動します。テキストボ

ックスに「napkins」と入力して [Add] をクリックしま

す。[Page Up]キー (Intel Mac では[fn]+[↑]キー) を押す

と、コンピューターのキーボードから直接入力できます。 

 

入力した「Napkins」という文字が、「Nothing here yet!」

の後ろに追加されます。これは想定している動作とは異

なります。Visual Studio で、コード ウィンドウの "string 

tStr = txtItem.Text" という行の一番左側にある領域をク

リックするか、その行を選択してから[F9]キーを押しま

す。これで、その行にブレークポイントが挿入されます。 

 

 

 

 

再び F5 キーを押して、アプリケーションを起動します。アプリケーションでデバ

ッガーが開始されたら、コードの txtItem 上にマウスを合わせ、ポップアップの [+] 

をクリックして、変数 txtItem を表示します (下の図を参照)。開発者は、変数、型、

フィールド、およびプロパティを確認できます。以下の図に示すように、型階層を

スクロール アップおよびスクロール ダウンして、オブジェクトを確認できます。 
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特定の変数に "ウォッチ" を設定すると、継続的にその変数を調査できます。txtList 

を右クリックし、[ウォッチ式の追加] をクリックします。[ウォッチ] ウィンドウに、

変数 txtList が表示されます。[+] をクリックして、txtList を展開します。 

 

制御が if ステートメントに入らない原因を調べるため、F10 キーを押してステップ

オーバーしながらコードを実行します。 

               if (txtList.Text == "Nothing here yet") 

                { 

                    txtList.Text = ""; 

                } 

[ウォッチ] ウィンドウに表示される txtList.Text の値が「Nothing here yet!」となっ

ていますが、この場合「Nothing here yet」(感嘆符なし) との比較が実行されていま

す。これはコードのバグです。このステートメントを以下のように変更し、感嘆符

を追加します。 

               if (txtList.Text == "Nothing here yet!") 
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デバッグ中には、Visual Studio の "イミディエイト モード" を使用できます。このモ

ードでは、変数を修正または表示するマネージ コードの命令を記述したり、デバッ

グを助ける一部のコードを実行したりすることができます。 

 

コードを更新し、アプリケーションを再起動します。購入リストにアイテムを追加

して、テストを行います。 

 

マネージ プログラミング環境を活用すると、WP アプリケーションのデバッグは非

常に簡単に実行できます。アセンブリ命令、メモリ ダンプ、さまざまなレジスタに

アクセス可能な XCode アプリケーションとは異なり、WP アプリケーションのデバ

ッグは、C# のコードと型を使用して、完全にアプリケーション レベルで行われま

す。 

上述のデバッグ機能に加えて、.NET Framework には Debug と Trace という 2 つの

特別なクラスがあります。これらを使用すると、実行時に出力ウィンドウに表示さ

れるデバッグ メッセージを簡単に作成できます。また C# は、実行時に評価される

アサート ステートメントをサポートしています。このステートメントが真 (true) と
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判断された場合は何も起こりませんが、偽 (false) を返すとプログラムでデバッグが

開始されます。 

 

まとめ 

Windows Phone 開発者ツールセットには、アプリケーションの開発ライフサイクル

のすべての段階をサポートできるように豊富なツールが含まれています。こうした

デザイン、開発、テスト用のツールでは、これまでの iPhone チームの役割やプロセ

スをそのまま活かすこともできます。WP の各ツールは緊密に統合されており、デ

ザインから開発、テストまでのワークフローの合理化を支援します。これらのツー

ルは開発ライフサイクルのすべての段階において必要な機能を提供するほか、カス

タマイズ性にも優れており、チームの生産性向上に大きく貢献します。 
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第 4 章: Objective-C プログラマのための 

C# プログラミング 

前章では、WP アプリケーションのユーザー インターフェイスのガイドラインにつ

いて説明しました。ここでは、WP アプリケーションの実装方法についてさらに詳

しく見ていきましょう。 

本章では、よく使用される Objective C の機能と対応させながら C# の機能を紹介し

ます。また、C# コードへの移行が簡単になるようサンプル コードも提供し、安全

なコードの記述と生産性向上に役立つ主要な C# 機能を解説します。 

マネージ プログラミングとは 

WP は、C# または VB.NET でのマネージ プログラミング (英語) のみをサポートして

います。C# について詳しく見ていく前に、まずはマネージ プログラミングについ

て確認しておきましょう。 

 

 

C# コンパイラ (または VB コンパイラ) は、C# (または VB.NET) コードを中間言語 

(IL) のバイトコードおよびメタデータにコンパイルします。このバイトコードは共

通言語ランタイム (CLR) が実行します。C# ではメタデータを使用して、タイプ セー

フ、例外処理、配列境界を管理します。また、CLR はメモリを管理し、ガベージ コ

レクションを実行します。一方、Objective-C コードは、ARM バイナリ コードにコ

ンパイルされ、直接実行されます。 

http://blogs.msdn.com/b/brada/archive/2004/01/09/48925.aspx
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C# の機能と Objective-C のクラスの比較 

クラス宣言 

それではサンプル プログラムを見ていきましょう。Objective-C とは対照的に、C# 

ではクラス定義とその実装が分離されません。コンパイラはクラス実装から、各ク

ラスに関するメタデータを取得します。また、Objective-C では各クラスを別ファイ

ルに定義しますが、C# ではそのようにする必要はありません。 

以下に、Person クラスのパブリック シグネチャの例を示します。これは、プロパテ

ィ age とコンストラクターのみで構成されます。クラス実装のその他の部分はここ

では省略します。 

 

using System;                         // C# では .h ファイルのインポートではなく、メタデータを使用 

namespace FirstApplication            // クラスのスコープ。Objective-C に同等のものはない 

{ 
    class Person    // クラス実装のみを使用 

    { 
        private DateTime birthDate;   // このクラスからアクセス可能なプライベート フィールド 

        private int ageOn(DateTime date)   // プライベート メソッド 

        { 
            TimeSpan span = date.Subtract(birthDate);  // 呼び出しにはドット (.) 表記を使用 

            return span.Days; 
        } 
        public int age                // プロパティ 

        { 
            Get                       // ゲッターのみ。つまり、読み取り専用のプロパティ 

            { 
                return this.ageOn(DateTime.Now); 
            } 
        } 
        public Person( DateTime dob)  // インスタンス コンストラクター。Objective-C とは異なり、 

        {     // 割り当てと初期化を同時に実行 

            birthDate = dob; 
        } 
    } 
    class Program // Objective-C とは異なり、1 つのファイル内に複数のクラスを配置 

    { 
        static void Main(string[] args) // プログラムへのメインのエントリ ポイント 

        { 
            Person p = new Person(new DateTime(1973,11,12));  // インスタンスの作成 

            System.Console.WriteLine("The age is  is" + p.age.ToString()); 
            DateTime dt = p.birthDate; // コンパイル エラー、birthDate はプライベート 

        } 
    } 
} 

import ステートメントの代わりに、C# では他のクラスのメタデータを参照する 

using ステートメントを使用します。ファイル冒頭の名前空間の宣言は、コードの

スコープを宣言して整理するために使用されています。他の名前空間内のクラスに

は、完全修飾名で参照するとアクセスできます。上の例の System.Console.WriteLine 

では、System 名前空間内の Console を参照しています。 
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Objective-C では、角かっこを使ったメッセージ渡し構文を使用し、プロパティへの

アクセスにはドット表記を使用します。C# では、メソッド、フィールド、およびプ

ロパティの参照にはすべて統一して "." 表記を使用します。 

厳密な型指定 

Objective-C とは対照的に、C# は厳密な型指定を特徴とする言語です。変数および

入力/出力パラメーターには、型の指定が必要になります。型はコンパイラによって

厳密に適用されます。Objective-C は、NSArray や NSDictionary などのコレクション 

クラスに対しては寛容な型指定を使用します。ジェネリックに関する説明の部分で

は、C# がコレクション クラスにどのように厳密な型指定を使用するかを紹介して

います。 

int a = 5; 

int b = a + 2; // OK 

bool test = true; // OK 

int c = a + test; // エラー。演算子 "+" では "int" 型と "bool" 型を加算

できない 

 

 

上のサンプルでは、プリミティブ型に関する厳密な型指定の例を示しています。厳

密な型指定はどのクラスにも同じように機能します。 

クラス コンストラクター 

Objective-C では alloc ステートメントと init ステートメントが分かれていますが、

C# ではインスタンス コンストラクターを使用してインスタンスの作成と初期化を

実行します。たとえば以下のように、1 行のステートメントで Person クラスのイン

スタンス p を作成し、同時に任意の生年月日で初期化することができます。 

 

プロパティ 

開発者はメンバーを実装する際、プロパティとするかメソッドとするかを判断しな

ければならない場合が少なくありません。このような場合、設計パターンは 

Objective-C でも C# でもまったく同じです。一般的に、データにアクセスする場合

はプロパティを使用し、データに対し何かアクションを起こす場合はメソッドを使

用します。 

Objective-C では @property 属性を使用しますが、C# のプロパティは get アクセス

操作子または set アクセス操作子 (あるいはこの両方) の明示的な定義によって宣言

されます。プロパティは、get アクセス操作子のみを提供すると読み取り専用にな
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り、set アクセス操作子のみを提供すると書き込み専用になります。読み取りと書き

込みを行うには、両方のアクセス操作子を提供する必要があります。 

パラメーターの種類 

Objective-C と同様に、C# は既定で値パラメーターを使用します。C# はポインター

をサポートしませんが、'ref' 修飾子を使用することによってパラメーターを参照渡

しとすることができます。ポインターを使用するのではなく、パラメーターに ref 

を指定することにより、メソッド内でより高度な処理を実行できます。場合によっ

て、データのコピーを回避する参照パラメーターの方が効率的なこともあります。 

  

また、C# ではパラメーターに out 修飾子を付けることもあります。この修飾子は、

パラメーターが、呼び出されたメソッドによって初期化されてから返されることを

表します。この設計パターンは、関数の値を返す場合のほか、エラーを返す場合に

もよく使用されます。 

アクセス権限 

Objective-C では、アクセス権限は変数に対してのみ設定できます。.m ファイルだ

けに存在するメソッドは private です。一方 C# では、フィールド (たとえば 

birthDate)、プロパティ (たとえば age)、およびメソッド (たとえば ageOn) にアクセ

ス権限を設定できます。また C# では、public、private、protected を修飾子

として使用し、3 種類のアクセス権限レベルを付与します。 

先ほどの例では、変数が private であるため p.birthDate に Program クラスからアク

セスすることができず、コンパイラは p.birthDate でエラーを返します。同様に 

ageOn メソッドも private なので、Program クラスからはアクセスできません。 

複数のパラメーターを持つメソッド 

Objective-C と C# はいずれも、複数のパラメーターを持つメソッドをサポートしま

す。Objective-C のメソッドでは、パラメーターは位置と名前による指定が可能であ

り、正式なパラメーターの名前は、実際のパラメーターを渡す際に使用されます。

コロン (:) の左側の部分すべてがメソッド名であり、たとえば以下の Objective-C の

メソッド名は、addEmployee:name:age: となります。従来、C# では位置指定の名前
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なしパラメーターを使用していましたが、最新バージョンでは名前付きパラメータ

ーもサポートされるようになりました。以下に、Objective-C と C# の構文の比較例

を示します。 

Objective-C C# 

- (void) addEmployee:(NSString *)name id:(int)id 
age:(int)age 

void addEmployee(string name, int id, int 
age); 

[off addEmployee:@"Phil" id:2345 age:23]; Off.addEmployee("Phil",2345, 23); 

Off.addEmployee(name: "Phil", age:23, 
id:2345); 

Objective-C では、メソッドのオーバーロードをサポートしません。同じメソッド 

シグネチャでパラメーターの型だけを変えることはできず、Objective-C プログラム

では、以下のような設計パターンが一般的に使用されています。 

- (void)insert:(myClass *)obj atIndex:(NSInteger)index 

- (void)insert:(myClass *)obj beforeObj:(myClass *)obj 

 

[mylist insert:obj1 atIndex:4]; 

[mylist insert:obj2 beforeObj:obj1]; 

 

先に述べたように、この 2 つのメソッドはそれぞれ "insert:atIndex" と 

"insert:beforeObj" という別の名前を持っています。 

 

一方、C# は明示的にメソッドのオーバーロードをサポートします。パラメーターの

型に関する情報によって、同じ名前を持つ複数のメソッドが区別されます。 

void insert(myClass obj, int index); 

void insert(myClass obj, myClass before); 

 

この insert メソッドは、以下のいずれのシグネチャでも呼び出すことができます。 

 

list.insert(myObj1, 4); 

list.insert(myObj1, myObj2); 

 

ここまでで、C# のクラスの基本概念をひととおり確認しました。ここでもう 1 つ例

を挙げます。 

using System; 
namespace SecondApplication 
{ 
    struct Point                            // Objective-C とは対照的に、C# の構造体は 

    {                                       // クラスに近い役割を果たす 

        public double x;                    // 構造体フィールドではアクセス修飾子も使用可能 

        public double y; 
        public Point(double p1, double p2)  // 構造体のコンストラクター 
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        { 
            x = p1; 
            y = p2; 
        } 
    } 
    interface IThreeDShape                  // インターフェイス。Objective-C プロトコルと同様に 

    {                                       // 動作を定義するのみ 

        double volume 
        { 
            get;                            // volume は読み取り専用のプロパティで、セッターはなし 

        } 
    } 
    abstract class Shape                    // 抽象クラスとして定義 (インスタンス化できない) 

    { 
        protected Point origin;             // 派生クラスのみがアクセス可能 

        protected static int counter = 0;   // Objective-C のクラス変数と同様 

        public string ID;  
        protected Shape()                   // コンストラクター。クラス名と同じ名前 

        { 
            counter++;                      // 更新されるクラス変数 

        } 
        public Point Origin                 // Objective-C のプロパティと同様 

        { 
            set 
            { 
                origin = value; 
            } 
        } 
        public abstract double Area         // このプロパティは派生クラスでのオーバーライドが 

        {                                   // 必要であることを表す 

            get; 
        } 
        public abstract bool contains(Point p);  // このメソッドもオーバーライドが必要 

    } 
 
    class Rectangle : Shape                 // Objective-C と同様に単一継承 

    { 
        public double length;               // 他からアクセス可能なフィールド 

        public double width; 
        public Rectangle(Point o, double l, double w)   // public なコンストラクター 

        { 
            ID = "Rectangle_" + counter.ToString(); 
            origin = o; 
            length = l; width = w; 
        } 
        public Rectangle(double l, double w)  // コンストラクター内でさらにコンストラクターを使用し、 

// 原点に四角形を作成 

            : this(new Point(0, 0), l, w) 
        { 
        } 
        public override double Area         // Objective-C とは異なり、オーバーライドするメソッドには 

        {                                   // override キーワードが必要 

            get 
            { 
                return length * width; 
            } 
        } 
        public override bool contains(Point p) 
        { 
            if ((origin.x < p.x && origin.x + length > p.x) || (origin.x > p.x && origin.x - length < p.x)) 
                if ((origin.y < p.y && origin.y + length > p.y) || (origin.y > p.y && origin.y - length < p.y)) 
                    return true; 
            return false; 
        } 
    } 
    class Square : Rectangle 
    { 
        public double side; 
        public Square(double s) 
            : base(s, s)  // コンストラクター 

        { 
            ID = "Square_" + counter.ToString(); 
            side = s; 
        } 
    } 
    class Cube : Shape, IThreeDShape          // Objective-C と同じく、クラスでインターフェイス (プロトコル) を実装 

    { 
        public double side; 
        public Cube(double s) 
        { 
            ID = "Cube_" + counter.ToString(); 
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            side = s; 
        } 
        public override double Area 
        { 
            get 
            { 
                return 6 * side * side; 
            } 
        } 
        public double volume 
        { 
            get 
            { 
                return side * side * side; 
            } 
        } 
        public override bool contains(Point p) 

 … 

    } 
    class SecondProgram 
    { 
        static void printVolume(IThreeDShape tdShape) 
        { 
            Console.WriteLine("The volume is " + tdShape.volume); 
        } 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Rectangle r = new Rectangle(5.0, 3.0); 
            Cube c = new Cube(4.0); 
            SecondProgram.printVolume(c); 
            double a = r.Area; 
            Console.WriteLine("The area of rectangle " + r.ID + " is " + a.ToString()); 
            bool b = r.contains(new Point(1, 2)); 
            Console.WriteLine("The point is in " + b.ToString());    // TRUE を出力 

        } 
    } 
} 
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継承 

Objective-C と同様、C# も単一継承のメカニズムを使用します。継承を指定するに

は、以下の例のように、クラス名の後に親クラスを記述します。上記の例では、

Rectangle クラスは Shape クラスを継承し、Square クラスは Rectangle クラスを継

承しています。 

 

C# では、派生クラスのインスタンスを作成する場合、自動的に基本クラスのコンス

トラクターが呼び出されます。ただし、Square クラスのコンストラクターに示すよ

うに、派生クラスは必要に応じて基本クラスの特定のコンストラクターを呼び出す

ことができます。 

 

Objective-C とは対照的に、C# の派生クラスは再定義してもメソッドをオーバーラ

イドできません。クラスのメソッド定義で、キーワード "override" を使用する必要

があります。 

 

保護されたアクセス 

Objective-C は保護された変数を提供しますが、メソッドは保護されません。C# で

は、フィールド、プロパティ、メソッドへのアクセスも、protected 修飾子を使って

制御できます。C# で保護された変数を実装するには、以下に示すように、

protected アクセス修飾子を使用します。 

 

インスタンス レベルとクラス レベルのアクセス 

Objective-C と C# はで static なメソッドまたは変数について使用する構文表記は異

なりますが、その動作は同じです。C# では 'static' 修飾子の使用は、メソッド、フ

ィールド、プロパティがクラス レベルであることを表します。それ以外の場合はす

べてインスタンス レベルになります。上記のサンプルの counter は、クラス レベル

の変数です。 
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抽象クラス 

抽象クラスは、インスタンス化できないクラスです。Objective-C には抽象クラス用

の構文は用意されていませんが、プログラマの多くは、クラスの init メソッドから 

NULL を返すことで抽象クラスとして使用しています。上記の C# で定義した Shape 

クラスは抽象クラスであり、Area と含まれるメソッド (contains) の両方を、派生ク

ラスのすべてでオーバーライドする必要があります。 

 

インターフェイス 

Objective-C のプロトコルと C# のインターフェイスは似ています。以下のサンプル

では、IThreeDShape は Cube クラスによって実装されるインターフェイスを定義し

ています。 

  

ポリモーフィズム 

ポリモーフィズムは、Objective-C と C# のいずれにおいても同じように機能します。

C# の派生クラスは、基本クラスを想定するメソッドにパラメーターとして渡すこと

ができます。同様に、特定のインターフェイスを実装するクラスをメソッドのパラ

メーターとして渡すことも可能です。以下の例では、IThreeDShape クラスのオブジ

ェクトを想定しているメソッドに、Cube クラスのオブジェクトをパラメーターとし

て渡しています。 
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構造体 

Objective-C で使用される C ベースの構造体とは対照的に、C# の構造体はクラスと

似ています。C# の構造体は、コンストラクター、メソッド、プロパティのほか、ア

クセス修飾子を持つことができます。ただし、構造体は値型であり、クラスは参照

型であるという大きな違いがあります。 

 

オブジェクトのライフサイクル – オブジェクトの作成と削除 

メモリ管理の方法は、Objective-C と C# ではまったく異なります。Objective-C とは

違い、C# ではメモリ管理が自動的に実行されます。先に見たように、開発者はメモ

リの割り当ては行いませんが、"new" 演算子を使用してヒープ上にオブジェクトを

作成し、それらを初期化することが可能です。また C# では、開発者はメモリの使

用量を追跡管理する必要はなく、メモリがいつ解放されるのかを把握している必要

もありません。オブジェクトがコードからアクセスされなくなると、そのオブジェ

クトはガベージ コレクションの対象となります。こうしたオブジェクトのメモリ

は、.NET CLR のガベージ コレクターが定期的に解放します。 

ごくまれに、オブジェクトを廃棄するときに開発者がクリーンアップを実行しなけ

ればならないケースもあります。C# ではデストラクターを使用できますが、実際に

はあまり使われていません。 

その他のトピック 

型チェックとリフレクション 

Objective-C では、クラスの型をチェックするか、オブジェクトが特定のメソッドを

サポートしているかどうかを判断してから、オブジェクトのメソッドを呼び出すこ

とができます。C# には、リフレクションという用途の広い便利な機能があります。

リフレクションを使用してできることとしては、既存のオブジェクトから型情報を

取得する、ある型のインスタンスを動的に作成する、型を既存のオブジェクトにバ

インドし、そのメソッドを呼び出したりフィールドやプロパティにアクセスしたり

する、などがあります。 
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以下の表に、Objective-C の動的型チェックと C# のリフレクションの機能の対応関

係を示します。 

Objective-C の 

動的型チェック 

説明 C# のリフレクション 

isKindOfClass: classObj オブジェクトがサブク

ラスか、またはメンバ

ーか 

type.IsSubclassOf(typeof(BaseClass)) 

isMemberOfClass: classObj オブジェクトが何のメ

ンバーか 

object.getType() または typeof 

respondsToSelector: 
selector 

オブジェクトが対象の

メソッドを実装してい

るか 

type.GetMethod(MethodName) 

instancesRespondToSelect
or: selector 

クラスが対象のメソッ

ドに応答するか 

type.GetMethod(MethodName) 

performSelector: selector メソッドの呼び出し type.InvokeMember(...) 

 

例外処理 

例外処理の方法は、C# も Objective-C もそれほど変わりません。例外処理には try-

catch ブロックを使用します。また、特定の例外をキャッチすることも、すべての例

外をキャッチするようなステートメントを使うこともできます。Objective-C では 

@try、@catch、@finally ステートメントを使用します。 
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主要クラス ライブラリの比較 

文字列 

C# には非常に包括的な string クラスが用意されており、NSString クラスで慣れ親し

んだすべての機能を提供します。 

 

Objective-C 
の機能 

C# メモ 

NSString String greeting = “Hello WP!”; 

Int length = greeting.Length; 

 

 

比較 String color = “pink”; 

If (color == “red”) 

System.Console.WriteLine(“Matching 

colors!”); 

string name = “Joe”; 

if (string.compare(name, “Jack”) > 0) 

  System.Console.WriteLine(name + 
“ comes later”); 

文字列の比較には == を使用で

きます。文字列は compare によ

って、辞書的 (言語的) に比較さ

れます。 

連結 System.Console.WriteLine (greeting + 
" You rock!") 

文字列は単純にプラス (+) 演算

子を使用して連結できます(これ

は演算子のオーバーロードと呼

ばれます)。 

分割 string rainbow = "Violet, Indigo, Blue, 
Green, Yellow, Orange, Red"; 

string[] rainbowColors = 
rainbos.Split(','); 

foreach (string color in rainbowColors) 

    System.Console.WriteLine (color); 
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配列 

Objective-C の機

能 

C# メモ 

プリミティブ型 

(int、float など) 

の配列 

int[] table; 

table = new int[3]; 

string[] names = new string[3] {"Peter", 
"Paul", "Mary"}; 

配列サイズは配列の宣言

には含まれません。 

配列は明示的に初期化さ

れます。 

プリミティブ型

の多次元配列 

Int[,] mAray; 

Int[][] jaggedArray; 

string[][] singers = {new string[] 
{"Peter", "Paul", "Mary"}, new 
string[]{“Paul”,“Art”}}; 

 

C# はジャグ配列 (配列の

配列) をサポートします。

この配列は、同一次元内

で要素数が揃っている必

要はありません。 

文字列 (オブジェクト) の

配列も同様に機能しま

す。 

NSArray – オブジ

ェクトの不変配

列 

 C# には不変配列に相当す

る要素はありません。 

NSMUtableArray 
– オブジェクト

の可変配列 

List<string> colors = new List<string>; 
// 文字列のリスト 

Colors.Add(“Red”); 

Colors.Add(“Green”); 

Colors.Insert(1,”White”); 

String myColor = Colors[0]; // "Red" 

Colors[colors.IndexOf(“Red”)] = “Pink”; 

// "Red" を "Pink" で置き換え 

可変配列の代わりに List 

を使用できます。 

 

また、ArrayList も使用で

きます。 
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ディクショナリ 

C# には、NSMutableDictionary の機能を提供する Dictionary ジェネリック クラスが

あります。これによって、ディクショナリ内のオブジェクトの追加、参照、削除が

可能となります。これはジェネリックを使用するため、厳密な型指定も活用されま

す。 

 

Objective-C の機能 C# メモ 

NSDictonary – 不変デ

ィクショナリ  

 C# には不変ディクショナ

リに相当する要素はあり

ません。 

NSMutableDictionary 
– オブジェクトの可変

ディクショナリ 

Dictionary<string, int> d = new 
Dictionary<string, int>(); 

d.Add("Honda", 124); 

d.Add("Toyota", 95); 

d.Add("Ford", 135); 

 

// Dictionary に文字列が含まれる

かどうかを確認 

if (d.ContainsKey("Ford")) // 真とな

る 

{ 

    int v = d["Ford"]; 

    Console.WriteLine(v); 

} 

Dictionary は 

NSMutableDictionary の

代わりとして使用できま

す。 
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C# の新機能 

ジェネリック 

ジェネリックによって、型パラメーターという概念が導入されました。これによっ

て、タイプ セーフなクラスでありながら、実際の型はオブジェクトのインスタンス

化時まで指定しないという設計が可能になりました。たとえば、以下ではジェネリ

ック スタックの定義方法を示しています。 

Stack<int> intStack = new Stack<int>();         // intStack は 

int のスタック 

intStack.Push(1);                               // OK 

intStack.Push(2);                               // OK 

int number = intStack.Pop();                    // タイプ セーフ

な割り当て 

Stack<string> strStack = new Stack<string>();   // strStack の

型は intStack の型とは異なる 

strStack.Push("green");                         // OK 

strStack.Push(23);                              // コンパイラ エ

ラー 

Stack<T> は T を型パラメーターとして使用し、任意の型のスタックをインスタンス

化できます。たとえば、Stack<int> や Stack<string> をタイプ セーフな形で使用で

きます。 

ジェネリックの使用方法は、Objective-C のコレクション クラス (NSDictionary など) 

での ID の使用方法と似ています。 

演算子のオーバーロード 

演算子のオーバーロードを使用すると、ユーザー定義クラス用にユーザー定義演算

子の実装を定義できます。以下に、複素数の構造体の例を示します。演算子のオー

バーロードによって、自然な構文で使用できる '+' 演算子を定義できます。 

public struct Complex 

    { 

        public int real; 

        public int imaginary; 

        // オーバーロードする演算子 (+) を宣言し、その演算方法を定義 

        public static Complex operator +(Complex c1, Complex 
c2) 

        { 
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            return new Complex(c1.real + c2.real, c1.imaginary 
+ c2.imaginary); 

        } 

     … 

    Complex c1 = new Complex(3.0, 4.0); 

    Complex c2 = new Complex(4.0, 5.0); 

    Complex cSum = c1 + c2; 

デリゲート 

Objective-C の開発者は、非同期処理の完了を伝える通知用にデリゲートをよく使用

します。C# のデリゲートは、C または Objective-C での関数ポインターに似ていま

す。この設計パターンでは、あるクラスを、コンパイル時には不明の別のクラスへ

と委任でき、そのアクションを実行します。 

using System; 

namespace DelegateExample 

{ 

    public class ConsoleLogger 

    { 

        public static void WriteString(string s) 

        { 

            Console.WriteLine("Writing to console log: {0}", s); 

        } 

    } 

    public class FileLogger 

    { 

        public static void LogString(string s) 

        { 

            Console.WriteLine("Logging to file log: {0}", s); 

        } 

    } 

    public class DelegatesTest 

    { 

        public delegate void StringDelegate(string s); 

        public static void Main() 

        { 

            StringDelegate Writer, Logger;             // 2 つの 

StringDelegate オブジェクトを定義 

            Writer = new StringDelegate(ConsoleLogger.WriteString); // 適切

なメソッドで各デリゲートを作成 

            Logger = new StringDelegate(FileLogger.LogString); 

            Writer("Warning message 1\n");             // コンソール出力用デリ

ゲート メソッドに送信 

            Logger("Warning message 2\n");             // ログ ファイル用デリ

ゲート メソッドに送信 

 

            StringDelegate MultiLogger;                // マルチキャスト デリ

ゲートとして機能させる 

            MultiLogger = Writer + Logger;             // 2 つのデリゲートを結

合 

            MultiLogger("Warning message 3");          // これは両方のデリゲー

トに送信される 
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        } 

    } 

} 

上記のサンプルでは、StringDlegate が文字列をパラメーターとして受け取り、void 

を返す関数として定義されています。writer、logger、multiLogger の 3 つの異なる

デリゲートは、StringDelegate 宣言と同じシグネチャを持つメソッドを渡すことで

生成されます。これは、通常はプロトコル宣言を使って定義される Objective-C の

デリゲートと対照的です。 

Writer を呼び出すと、メッセージをコンソールに出力する ConsoleLogger の 

WriteString メソッドが呼び出されます。また Logger を呼び出すと、メッセージを

ファイルに記録する FileLogger の LogString メソッドが呼び出されます。デリゲー

トは間接指定が可能であると同時に、タイプ セーフも実現します。デリゲートを 

MultiLogger の例のように結合すれば、両方のロガーでメッセージを記録できます。 

イベント 

C# のイベントは、パブリッシャー/サブスクライバーの設計パターンに便利です。

イベントは、非同期プログラミングに使用される非常に強力な設計パターンです。

オブジェクトでいくつかのイベントを発生させ、サブスクライバーでそれを受信し

ます。パブリッシャーがイベントを発生させると、すべてのサブスクライバーに通

知されます。パブリッシャーは、発生させたイベントをどのサブスクライバーが受

信するかは認識していません。以下に示すように、イベントの構築にはデリゲート

が使用されます。 

using System; 

namespace DelegateExample 

{ 

    public class ConsoleLogger 

    { 

        public  void WriteString(string s) 

        { 

            Console.WriteLine("Writing to console log: {0}", 

s); 

        } 

    } 

    public class FileLogger 

    { 

        public  void LogString(string s) 

        { 

            Console.WriteLine("Logging to file log: {0}", s); 

        } 

    } 

    public class DelegatesTest 

    { 

        public delegate void LogEventHandler(string s);             

// デリゲートの定義 
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        public static event LogEventHandler logEvent;               

// イベントのシグネチャ 

        public static void Main() 

        { 

            ConsoleLogger cl = new ConsoleLogger();                 

// 1 つ目のサブスクライバーを作成 

            FileLogger fl = new FileLogger();                       

// 2 つ目のサブスクライバー 

 

            logEvent += new LogEventHandler(cl.WriteString);        

// イベントをサブスクライブし、 

            logEvent += new LogEventHandler(fl.LogString);          

// イベント ハンドラーを連結 

            logEvent("A new event");                                

// ハンドラーを呼び出すイベントを発生させる 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

まとめ 

C# は、厳密に型指定されたオブジェクト指向のプログラミング言語であり、静的バ

インドを使用します。Objective-C の概念の多くは C# の概念と非常に似ています。

この章では、C# の概念と Objective-C の概念の対応関係を簡単に紹介しました。

Objective-C ユーザーの方は、これを出発点とし、さらに高度な内容へと学習をすす

めることができます。オブジェクト指向プログラミングの知識と Objective-C で培

った経験は、C# の迅速な習得に役立つはずです。 
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第 5 章: iPhone アプリケーションを 

Windows Phone に移植する際の画像形

式の考慮点 

今日のモバイル アプリケーションにおいて、画像は重要な役

割を担っています。ユーザーの意識は、アプリケーション上の

テキストよりも、視覚的要素である画像に引き付けられます。

そのため、Windows Phone プロジェクトを計画する際には、

画像、ビデオ、オーディオなどのリソースについて十分に考慮

することが重要です。 

iPhone アプリケーションを Windows Phone に移植する場合、

または Windows Phone 用に再作成する場合は、既存の画像を

再利用できます。ただし、この 2 つのプラットフォームでは画

像の形式、サイズ、解像度が異なるため、iPhone アプリケー

ションの画像をそのまま Windows Phone アプリケーションで利用することはでき

ない場合もあります。その場合には、画像の再作成や変換が必要になります。画像

の再作成には相当な費用が発生する場合があります。また変換にも、多くの時間が

かかることが考えられます。 

この章では、Windows Phone アプリケーションの画像に関して、開発者とデザイナ

ーが知っておくべきポイントを紹介します。Windows Phone が要件とする画像のサ

イズと形式を示し、iPhone の画像形式との違いを説明することで、画像変換の計画

を立てやすくします。また、簡単なコマンド ラインの例を使って、画像変換のため

の ImageMagick (英語) ツールの使用方法を説明します。ImageMagick を基盤に作ら

れたマイクロソフトの画像変換ツールも紹介します。これを使って、既存の iPhone 

画像を Windows Phone 環境に移行することができます。 

Windows Phone における画像の重要性 

Windows Phone では、Windows Phone OS とアプリケーションに Metro と呼ばれる

独自のデザイン エクスペリエンス を使用しています。WP アプリケーションのデザ

インおよびユーザー インターフェイスのガイドラインには、画像やフォントなど、

アプリケーションの外観に関するガイダンスが記載されています。Windows Phone 

アプリケーション用の画像の設計には、十分に注意を払ってください。アプリケー

ションは、Windows Phone エクスペリエンス全体の統一感を維持しながらも、目立

つものにすることが重要です。 

http://www.imagemagick.org/script/index.php
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(VS.92).aspx
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Metro 画像のガイドライン 

Metro UI デザインは、わかりやすく軽量で、かつオープンなインターフェイス デザ

イン モデルを採用しており、見かけよりもコンテンツそのものを強調します。標準

のアプリケーション タイルおよびツール バー アイコンには、平面的な単色画像を

使用します。開発者は、各アプリケーションで Metro デザイン ガイドラインに従い、

統一感のあるエクスペリエンスを提供することが推奨されます。iPhone アプリケー

ションの画像を Windows Phone エクスペリエンスと統一するには、画像の再作成

や変換が必要になる場合があります。 

 

デバイスの解像度 

iPhone と Windows Phone のデバイスでは、画面のサイズと解像度が異なります。

つまり、スマートフォン上での画像の見え方に違いが出てきます。iPhone アプリケ

ーションの画像を、修正を加えることなくそのまま Windows Phone アプリケーシ

ョンで使用すると、思ったような効果が得られないことがあります。 

 解像度 サイズ 

iPhone 3G/3GS 480x320 3.5 インチ (対角) 

iPhone 4/4S 960x640 3.5 インチ (対角) 

Windows Phone 800x480 デバイスによって異なる 

 

上記の表からわかるように、画面解像度に違いがあるため、1 つのプラットフォー

ム用にデザインされた画像はそのままでは流用できません。少なくとも対象のプラ

ットフォームの縦横比に合わせてサイズを変更する必要があります。解像度が 

Windows Phone プラットフォームと一致しない場合、問題はより複雑になります。

画像の品質を維持したまま変換するために、より複雑な処理が必要になります。 
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iPhone と WP の画像解像度の違い 

画像のサイズと外観については、プラットフォームごとに独自の要件が存在します。

Windows Phone プラットフォーム用にアプリケーションを移植または再作成する場

合、そのまま流用できる画像もありますが、移植先のプラットフォームで正しく表

示されるように修正が必要になる画像もあります。 

標準的な画像の要件 

以下の表に、iPhone と Windows Phone の画像解像度と種類の比較を示します。 

iPhone の画像の

種類 

解像度  解像度 Windows Phone 
の画像の種類 

アプリケーショ

ン アイコン 

57x57 または 

114x114 (高解像度) 

 173x173 (タイル) アプリケーショ

ン アイコン (タイ

ル用) 

該当なし   62x62 (アプリケー

ション一覧) 

アプリケーショ

ン アイコン (アプ

リケーション一

覧用) 

App ストア用ア

イコン 

512x512  99x99 (モバイル用

アートワーク小) 

Marketplace 用ア

イコン 

 173x173 (モバイル

用アートワーク大) 

 200x200 (PC 用 

Marketplace カタ

ログ) 

検索/設定用の小

アイコン 

29x29 または 58x58 

(高解像度) 

  該当なし 

タブ バー アイコ

ン 

30x30  48x48 アプリケーショ

ン バー アイコン 

ツール バー/ナビ

ゲーション バー 

20x20   該当なし 
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アプリケーションを Windows Phone に移植する場合、その画像の種類と解像度に

応じてサイズを変更する必要があります。次に、iPhone と Windows Phone の画像

サンプルを紹介します。 

アプリケーション内の画像  

iPhone の画像には、iPhone 3 以前のバージョン用と iPhone 4 用 (Retina 画像とも呼

ばれる) の 2 種類の画像があります。Retina 画像はより解像度の高い画像です。

Windows Phone の画面解像度 800x480 は、iPhone 3 の解像度よりは高く、iPhone 4 

の解像度よりは低くなっています。iPhone 用にデザインしたアプリケーション画像

を Windows Phone アプリケーションで使用するには、サイズを拡大する必要があ

ります。一方、Retina ディスプレイ用に作成したアプリケーション画像は、サイズ

を縮小する必要があります。 

Windows Phone のアプリケーション バーの画像 

Windows Phone のアプリケーション バー アイコンは、48x48 ピクセルで、白い前

景と、アルファ チャネルを使用した透明の背景との組み合わせにする必要がありま

す。アプリケーション バー アイコンの色は、現行のスタイル設定に応じて決まりま

す。そのためアプリケーション バー アイコンは、Windows Phone 上で正しく表示

されるように適切に設計する必要があります。 

その他の考慮事項 

Silverlight を使って構築される Windows Phone アプリケーションでは、JPEG または 

PNG 形式の画像を扱います。Silverlight では、GIF 画像はサポートされません。アプ

リケーションに GIF 画像が使用されている場合は、移植の際に JPEG または PNG に

変換する必要があります。 

また、iPhone アプリケーションで PNG 画像を XCode 経由で読み込んでいる場合、

XCode はアプリケーションのバンドル中に画像の最適化を行います。iPhone アプリ

ケーション バンドルから PNG 画像を使用したり、変換したりすると、正しく処理

されない場合があります。アプリケーション バンドルではなく、XCode ソース デ

ィレクトリの画像を使用してください。 

起動画像 320x480 または 

640x960 (高解像度) 

 480x800 スプラッシュ ス

クリーン画像/ペ

ージ背景 

該当なし   1000x800 パノラマ コント

ロール用の背景

画像 



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 5 章: iPhone アプリケーションを Windows Phone に移植する際の画像形式の考慮点 61 

 

Windows Phone プロジェクトの画像の管理 

ここでは、Windows Phone アプリケーションに必要なさまざまな種類の画像を説明

し、iPhone の画像リソースを使ってそうした画像を作成する際に必要となる手順を

解説します。 

Windows Phone 用の画像の種類ごとに、それを既存資産から生成する方法を紹介し

ましょう。1 つの方法として、ImageMagick というオープン ソース ツールを利用す

ることができます。このツールは多機能ですが、その分、操作が複雑になる可能性

があります。マイクロソフトでは、Windows Phone の画像ごとに ImageMagick の

コマンド ライン オプションを提供しています。 

マイクロソフトの画像変換ツール 

マイクロソフトは ImageMagick を基盤とする画像変換ツールをリリースしています。

これを使えば、画像変換処理をより簡単に実行することができます。このツールに

は、Windows Phone アプリケーションや Marketplace で必要とされるさまざまな画

像を作成できるように各種のオプションが用意されています。 

特に指定がない限り、Windows Phone 画像は PNG 形式で作成してください。以降

のコマンドでは、ターゲット パラメーターは常に PNG ファイルとします。 

PC 用アプリケーション タイル アートワーク (大) 

この 200x200 サイズの画像は、Zune PC クライアント ソフトウェア上で Windows 

Phone Marketplace に表示されます。既存の iPhone 画像またはその他のソース画像

をこの形式に変換するには、以下の ImageMagick ツールのオプションを使用します。 

Convert <source> -resize 200x200!-unsharp 0x1.1+.5+0  <target> 

200x200! というサイズ変更を行う図形パラメーターによって、ImageMagick は縦横

比率を無視して、画像を 200x200 に変換します。 

また、Microsoft Image Converter ツールの [Large PC App Tile Artwork (PC 用アプリ

ケーション タイル アートワーク (大))] オプションを使って、同じように作成するこ

ともできます。 
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モバイル用アプリケーション タイル アートワーク (小) 

この画像は、スマートフォン上の Marketplace のカタログで使用されます。この 

99x99 という画像サイズは、スマートフォン上の Marketplace カタログで使用され

る 2 つの画像サイズのうちの小さい方です。この画像は、以下の ImageMagick 変換

オプションを使って作成できます。 

Convert <source>-resize 99x99 -unsharp 0x1.1+.5+0 <target> 

また、Microsoft Image Converter ツールの [Small Mobile App Tile Artwork (モバイル

用アプリケーション タイル アートワーク (小))] オプションでも同じように作成でき

ます。 

モバイル用アプリケーション タイル アートワーク (大) 

この画像は、スマートフォン上の Marketplace のカタログで使用される 2 つの画像

のうちの大きい方です。 

この画像サイズは、Windows Phone のスタート エクスペリエンスでも使用されま

す。ユーザーが Windows Phone のスタート画面にアプリケーションを固定すると

きに使用するのも、この 173x173 サイズの画像です。画像形式は必ず PNG 形式と

します。 

ImageMagick 変換ツールを使用して画像を変換するには、以下のコマンドを使用し

ます。 

Convert <source> -resize 173x173 -unsharp 0x1.1+.5+0 <target> 

Microsoft Image Converter ツールの [Large Mobile App Tile Artwork (モバイル用アプ

リケーション タイル アートワーク (大))] オプションでも同じように作成できます。 
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WP のタイル 

この画像は Windows Phone のアプリケーション一覧で使用されます。サイズは 

62x62、形式は PNG 形式とします。ImageMagick 変換ツールを使用して画像を変換

するには、以下のコマンドを使用します。 

Convert <source> -resize 62x62 -unsharp 0x1.1+.5+0 <target> 

Microsoft Image Converter ツールの [WP Tile (WP のタイル)] オプションでも同じよ

うに作成できます。 

パノラマの背景 

このパノラマのアートワークは、Marketplace に登録されるアプリケーションの背

景となります。これは、サイズが 1000x800 のオプションの画像です。画像をこの

形式に変換するには、以下を実行します。 

Convert <source> -resize 1000x800!-unsharp 0x1.1+.5+0 <target> 

Microsoft Image Converter ツールの [Background Art (背景アート)] オプションでも

同じように作成できます。 

詳細ページのスクリーンショット 

この画像は、ユーザーが Windows Phone Marketplace のアプリケーション詳細ペー

ジを参照する際に表示される、アプリケーションやゲームのプレビューとして使用

されます。この画像は最小で 1 枚、最大で 8 枚まで用意する必要があります。画像

をこの形式に変換するには、以下を実行します。 

Convert <source> -resize 480x800!-unsharp 0x1.1+.5+0  <target> 

Microsoft Image Converter ツールの [Details Page Screenshot (詳細ページのスクリー

ンショット)] オプションでも同じように作成できます。 

なお、スクリーンショットはエミュレーターでキャプチャすることが出来ます。エ

ミュレーターで作成されたスクリーンショット画像は変換する必要はありません。 

アプリケーション バー アイコン用の平面的画像 

Windows Phone アプリケーション バー アイコンは、前に説明したとおり、平面的

な単色画像で、背景は透過、前景色は白色です。単色の iPhone タブ バー アイコン

の画像を変換するには、以下の ImageMagick オプションを使用します。その他の多

色画像を変換する場合には、別のオプションを使用する必要があります。 

convert.exe <source> ( +clone )  -compose Difference -composite -modulate 100,0 

+matte -threshold 0 -fill black +opaque rgb(255,255,255) -transparent black  

<target> 



iPhone アプリケーション開発者のための Windows Phone ガイド 

第 5 章: iPhone アプリケーションを Windows Phone に移植する際の画像形式の考慮点 64 

 

これには、Microsoft Image Converter の [Flatten (平面化)] オプションを使用するこ

ともできます。iPhone 4 の画像から変換する場合には [Regina] オプションを選択し、

それ以外の場合は [iPhone 3G] オプションを選択してください。 

 

画像形式の変換 

Windows Phone は GIF 形式をサポートしていないため、画像が GIF である場合、

PNG (または JPEG) 形式に変換する必要があります。画像形式を変換するには、以下

のオプションを使用します。 

Convert <source> <target> 

Microsoft Image Converter の [Convert Format (形式の変換)] オプションを使用して

画像を変換することも可能です。 

画像のサイズ変更 

iPhone と Windows Phone では画面のサイズ、解像度、縦横比が異なるため、既存

の画像は変換が必要になることがあります。画像のサイズを変更するには、

ImageMagick の以下の変換オプションを使用します。 

Convert <source> -resize <app geometry>  <target> 

Microsoft Image Converter ツールを使って、画像サイズを変更することも可能です。

iPhone 4 または iPhone 3G の画像のサイズを変更する場合は、[Retina] オプション

を使用してください。 

Windows Phone 画像形式の詳細情報 

Windows Phone アプリケーションにおける画像の解像度および種類に関する要件を

確認するには、Windows Phone の UI デザインと対話操作のガイド および Windows 

Phone のアプリケーション認定の要件を参照してください。UI デザイン ガイドには、

アプリケーション バー アイコンのデザインについてのガイダンスが記載されていま

す。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh184843(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh184843(VS.92).aspx
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画像の新規作成 

WP のアプリケーション タイルやアプリケーション一覧は常にユーザーに提示され

るため、使用する画像にも細心の注意を払う必要があります。こうした画像は質が

高く、魅力的なものでなければなりません。画像は新たにデザインし直すことも、

既存の画像を変換し要件に合わせて修正を加えることも可能です。Windows Phone 

の画像の作成には、Microsoft Expression Design または Adobe Photoshop を使用で

きます。 

まとめ 

既存のアプリケーションを Windows Phone 用に移植または再作成する場合、アプ

リケーションの画像は Windows Phone 上で魅力的に表示されるよう変更を加える

ことが必要になる場合があります。Windows Phone と iPhone では画面解像度や標

準画像形式が異なるため、画像の仕様はプラットフォーム間で違いがあります。画

像を新たにデザインし直すという方法は、多くの費用や時間がかかる場合がありま

す。ImageMagick のようなオープン ソース ツールを使って既存の画像を変換する

ことから始めて、その後に修正を加えるという方法もあります。 

参考資料 

1. Windows Phone UI デザインと対話操作のガイド 

2. Windows Phone のアプリケーション認定の要件 

3. マイクロソフトの Windows Phone 相互運用性サイト (英語) 

4. iPhone から Windows Phone へのマイクロソフト提供画像変換ツール 

5. ImageMagick ツール (英語) 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh184843(VS.92).aspx
http://windowsphone.interoperabilitybridges.com/
http://www.imagemagick.org/script/index.php
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第 6 章: Windows Phone と iPhone のア

プリケーション ライフサイクルの違い 

 

本章では、Windows Phone のナビゲーション モデルについて説明します。ここで

は、このナビゲーション モデルのベースとなるアプリケーションの各種状態を説明

します。また、それらの状態とその遷移をサポートするために開発者が何を行えば

よいかを解説します。iPhone のマルチタスキングを再現するために必要な処理も説

明します。 

iPhone と Windows Phone のナビゲーション モデ

ル 

iPhone と Windows Phone のどちらでも、厳密に言えば、フォアグラウンドで同時

に実行できるアプリケーションは 1 つだけです。フォアグラウンドのアプリケーシ

ョンが画面を占有し、タッチ イベントを受け取ります。ここではまず、iPhone の実

行モデルから確認していきましょう。 

iPhone の実行モデル 

iPhone では、iOS4 でマルチタスキングが導入され、アプリケーションをすばやく切

り替えられるようになりました。ユーザーが [ホーム] ボタンを押した場合、実行中

のアプリケーションは終了するのではなく、バックグラウンドでの実行に切り替わ

ります。この状態では、アプリケーションがデータを保存することが期待されてい

ます。ユーザーが別のアプリケーションを使用した後、再びこのアプリケーション

に切り替えると、バックグラウンドのアプリケーションがフォアグラウンドに移っ

て再びアクティブとなり、ユーザーは以前の状態から作業を再開できます。さらに 

iOS4 は別の形でのマルチタスキングもサポートしており、音声、位置情報、VOIP 

を使用するアプリケーションではタスクの実行やバックグラウンド実行などが可能

です。 

Windows Phone のナビゲーション モデル 

Windows Phone 7 では、ユーザーがアプリケーションを切り替える方法は 2 つあり

ます。1 つは [スタート] ボタンを押す方法で、これによってすぐにスタート ページ

に戻り、他のアプリケーションを起動することができます。もう 1 つは [戻る] ボタ

ンを押す方法で、これによって実行中のアプリケーションから離れることができま

す。 
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たとえば、ユーザーが WordPress アプリケーションでブログ記事を作成している最

中に [スタート] ボタンを押すと、スタート画面が表示されます。このとき 

WordPress アプリケーションは非アクティブな状態になります。次に Facebook ア

プリケーションを開くと、Facebook アプリケーションが起動します。 

ハードウェアの [戻る] ボタンを押すと、ユーザーはアプリケーション内のページを

さかのぼったり、別のアプリケーションに戻ったりすることができます。上記の例

の場合、ユーザーが Facebook アプリケーションで [戻る] ボタンを押すと、WP の

スタート画面に移動できます。さらにもう一度 [戻る] ボタンを押すと、WordPress 

アプリケーションに戻ることができます。このとき WordPress アプリケーションは、

作業途中だった記事の作成画面が開いた状態で再開されます。 

Windows Phone のファーストタスクスイッチング 

Windows Phone でも iOS4 でのタスク切り替え機能が実装されています。ハードウ

ェアの[戻る] ボタンを長押した場合、非アクティブになっている最近のアプリケー

ションが最大 6 つまで表示されます。ユーザーはここから素早くアプリケーション

をアクティブに以前の状態からアプリケーションを実行することが出来ます。 

また、Windows Phone アプリケーションが Agent を実装していたり、バックグラウ

ンド音楽再生やバックグラウンドファイル転送機能を実装していたりする場合は、

タスクの実行やバックグラウンド実行が可能です。 

以下の表に、iOS および Windows Phone のアプリケーションの各種イベントとその

動作の概要を示します。 

ユーザーのアクションまた

はイベント 

iOS 4.0 の動作 WP の動作 

電話または SMS の着信 実行中のアプリケーション

が、実行中のままバックグ

ラウンドに移動する 

実行中のアプリケーション

が非アクティブ化される  

ユーザーが [ホーム] ボタン

をクリック 

実行中のアプリケーション

が、実行中のままバックグ

ラウンドに移動する 

実行中のアプリケーション

が非アクティブ化される 

ユーザーがマルチタスク メ

ニューから別のアプリケー

ションをクリック 

バックグラウンド アプリケ

ーションがフォアグラウン

ドに移動し、以前の状態で

アクティブ化される 

- 

[戻る] ボタンを使ってアプ -  非アクティブ化 (またはト

ゥームストーン化) された
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リケーション間を移動 アプリケーションが、元の

状態でアクティブ化される 

[戻る]ボタンを長押しして

タスク一覧画面から別のア

プリケーションを選択 

-  選択された非アクティブ化 

(またはトゥームストーン

化) されたアプリケーショ

ンが、元の状態でアクティ

ブ化される 

 

アプリケーションの状態とナビゲーションのプロ

グラミング 

iPhone と WP のいずれにおいても、開発者はアプリケーションのライフサイクルを

サポートするための一定の手順に従う必要があります。 

iPhone のマルチタスキング サポート 

すばやいアプリケーションの切り替えをサポートするために、iPhone アプリケーシ

ョンの開発者にはある一定のルールが課せられます。アプリケーションは、バック

グラウンドに移るときにアプリケーションの状態を保存し、再びフォアグラウンド

に移るときにその状態を復元する必要があります。 

具体的には、バックグラウンドに移るアプリケーションは、コールバック 

applicationDidEnterBackground を受け取ります。このときにブックキーピ

ングを実行し、状態を保存して、アプリケーションのメモリ使用量を減らす必要が

あります。ユーザーがマルチタスク UI を使用してアプリケーションを再起動したと

きは、アプリケーションはコールバック applicationWillEnterForeground を

受け取り、このときに状態を復元します。 

アプリケーションがアプリケーション アイコンから起動されるときは、アプリケー

ションは applicationDidBecomeActive コールバックを受け取り、このときに

状態を初期化できます。電話の着信などによる中断によってアプリケーションが非

アクティブになるときは、アプリケーションは applicationWillResignActive 

イベントを受け取り、バックグラウンドへ移動できるように状態を保存できます。 

Windows Phone のライフサイクル 

アプリケーションの起動: ユーザーが初めてアプリケーションを起動すると、そのア

プリケーションは Application_Launching イベントを受け取ります。起動時の

応答を良くするために、アプリケーションはこのイベント ハンドラーにおける処理
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を極力減らす必要があります。特に、Web のダウンロードや分離ストレージ (以下

参照) データの取得操作などは避けるべきです。アクティブになったら、状態の初期

化や保存された状態の読み込みを行います。 

アプリケーションの完全な終了: ユーザーがアプリケーションの実行中に [戻る] ボ

タンを使ってそのアプリケーションから離れた場合、アプリケーションは完全に終

了することがあります。このときアプリケーションは Application_Closing イ

ベントを受け取ります。このイベントを受けて、アプリケーションは何らかのクリ

ーンアップ処理を実行し、永続的なアプリケーション データを分離ストレージに保

存します。 

アプリケーションの非アクティブ化とトゥームストーン化: ユーザーはアプリケーシ

ョンの実行中に [スタート] ボタンを押したり、ランチャーやセレクター経由で別の

アプリケーションを起動したりすることができます。ユーザーは、アプリケーショ

ン内からリンクをクリックしてブラウザーを起動することもあります。 

閉じられたアプリケーションと同様、非アクティブとなったアプリケーションはそ

のまま完全に終了する場合があります。ただし、アプリケーションを閉じることと

は異なり、非アクティブ化する場合には、OS はアプリケーションの状態を記録 (ト

ゥームストーン) として保存します。この記録はアプリケーションのバック スタッ

クの一部として保存され、[戻る] ボタンを使ったナビゲーションの際に利用されま

す。 

この場合、アプリケーションには Application_Deactivated イベントが送られ、

その時点でアプリケーションはすべての永続的データを分離ストレージに保存し、

ページ フィールドの値などすべての一時データは PhoneApplicationPage.state を利

用して保存します。 

アプリケーションの再アクティブ化: ランチャーの完了時、あるいは [戻る] ボタン

を使ってユーザーがアプリケーションに戻る時点で、そのアプリケーションは再ア

クティブ化されます。再アクティブ化されるときに、アプリケーションは 

Application_Activated イベントを受け取ります。アプリケーションはトゥー

ムストーン状態から再アクティブ化されるとき、分離ストレージから永続的な状態

データが読み込まれ、PhoneApplicationPage.state から一時的状態データが読み込ま

れます。 

Windows Phone のアプリケーション状態の遷移図 

以下の図は、アプリケーションの各状態と、各イベントに対して開発者が行うべき

作業内容を示しています。 
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WP のライフサイクルとトゥームストーン化の例 

ここでは Windows Phone の状態遷移とトゥームストーン化について、簡単な例を

使用して説明します。Shopping List という、1 ページから成るサンプル アプリケー

ションでは、ユーザーが購入リストにアイテムを追加することができます。ユーザ

ーがアプリケーションを離れると、この購入リストが自動的に保存されます。 

アプリケーションの状態の保存 

iPhone では、状態を保存する方法が複数用意されています。たとえば、

NSUserDefaults、アプリケーションの [ドキュメント] フォルダー内のファイル、

SQLite などを使ってアプリケーションの状態データを保存できます。 

 

WP でアプリケーションの永続的な状態 (購入リストなど) を保存するには、SQLCE

を使うことも出来ますが、簡単なものであれば通常は分離ストレージを使用します。

分離ストレージはそのアプリケーションからのみアクセスできる安全な記憶領域で

す。この記憶領域では、別のアプリケーションからの影響が及ぶことはありません。

状態を保存するには、まずそのアプリケーションの分離ストレージを取得します。

次に分離ストレージ内にファイルを作成します。このファイルに永続的な状態を保

存します。購入リストを保存するには、リストをシリアル化してから、作成したフ

ァイルに保存します。 

public static void SaveShoppingList(ShoppingListInfo shoppingListInfo, string fileName) 

{ 

     // このアプリケーションの分離ストレージを取得 

     using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

     { 

         // 新しいファイルを作成 

         using (IsolatedStorageFileStream fs = isf.CreateFile(fileName)) 

         { 

              // データをシリアル化して保存 

              XmlSerializer xmlSer = new XmlSerializer(typeof(ShoppingListInfo)); 

              xmlSer.Serialize(fs, shoppingListInfo); 

         } 

     } 

} 

WP では、一時データの保存用には、PhoneApplicationService.State という別のクラ

スが用意されています。次に、このオブジェクトの使い方を確認します。 

アプリケーションの完全な終了 

ユーザーが [戻る] ボタンを押してアプリケーションから離れると、そのアプリケー

ションはそのまま完全に終了する場合があります。終了時にそのアプリケーション

が保存するデータは、アプリケーションの性質によって異なります。このサンプル 

アプリケーションの場合、ユーザーの確認なしでデータを保存します。これにより、

ユーザーが次回このアプリケーションを開いたときに、購入リストが確実に元の状

態で表示されます。ただし、[Item] テキストボックスに入力していたアイテムにつ
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いては保存されません。購入リストの保存には、先に定義しておいたヘルパー メソ

ッドを使用します。こうしたクリーンアップ処理と状態保存処理は、

OnBackKeyPress の代わりに Application_Closing イベントへの応答として実行するこ

ともできます。 

 

protected override void OnBackKeyPress(System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
{ 
     base.OnBackKeyPress(e); 
     // [item] テキストボックス内の内容は保存しない (一時データであるため) 

     txtItem.Text = ""; 
     // データを永続的ストアに保存 

     Utils.SaveShoppingList((App.Current.RootVisual as PhoneApplicationFrame).DataContext as 
ShoppingListInfo, 
              "ShoppingListInfo.dat"); 
     } 
} 

このイベントは、iOS4 以前のバージョンの ApplicationWillTerminate コールバック

に相当します。iOS4 では、アプリケーションの状態は 

applicationDidEnterBackground コールバックへの応答で既に保存されているため、

この操作に相当するものはありません。 

アプリケーションの起動 

スタート画面からアプリケーションが起動されると、そのアプリケーションは 

Application_Launching イベントを受け取ります。これは iOS4 において、アプリケ

ーションが applicationDidFinishLaunchingWithOptions コールバックと 

applicationDidBecomeActive コールバックを受け取ることに相当します。 

起動処理の中で、利用可能な永続的データの有無を確認します。永続的データが見

つかったら、購入リストの状態を保持する txtList テキストボックスに読み込みます。

最初に、アプリケーションの分離ストレージを取得します。分離ストレージを使用

して、ShoppingListInfo.dat ファイルの有無を確認します。このファイルが存在する

場合は、ファイル内に保存されているデータを逆シリアル化し、ShoppingListInfo 

を再び読み込みます。アプリケーション内のフィールドは、以下のサンプル コード

の最後の行でデータ バインドされます。これでアプリケーションを実行すると、再

起動時に、購入リストが維持された状態が表示されます。 

 

        // アプリケーションを起動するとき (スタート画面からなど) に実行されるコード 

        // このコードはアプリケーションを再アクティブ化するときには実行されない 

        private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e) 

        { 

            // デバッグのためにイベントをトレース 

            Utils.Trace("Application Launching"); 

            // 新しいデータ オブジェクト変数を作成 

            ShoppingListInfo shoppingListInfo = null; 

            // 分離ストレージに以前保存されたデータの読み込みを試行 

            using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

            { 

                // ファイルの存在を確認 

                if (isf.FileExists("ShoppingListInfo.dat")) 
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                { 

                    using (IsolatedStorageFileStream fs = isf.OpenFile("ShoppingListInfo.dat", 

System.IO.FileMode.Open)) 

                    { 

                        // ファイルの内容を読み取り、データ オブジェクトへの逆シリアル化を試行 

                        XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(ShoppingListInfo)); 

                        object obj = ser.Deserialize(fs); 

 

                        // 逆シリアル化に成功したら、それを使用してデータ オブジェクト変数を初期化 

                        if (null != obj && obj is ShoppingListInfo) 

                            shoppingListInfo = obj as ShoppingListInfo; 

                        else 

                            shoppingListInfo = new ShoppingListInfo(); 

                    } 

                } 

                else 

                    // 以前のデータが見つからない場合は新しいインスタンスを作成 

                    shoppingListInfo = new ShoppingListInfo(); 

            } 

 

            // データ変数 (復元後または新規の) をアプリケーションの全ページの DataContext として設定 

            RootFrame.DataContext = shoppingListInfo; 

        } 

 

 

アプリケーションの非アクティブ化 

ここでは、アプリケーションの実行中にユーザーが [スタート] ボタンを押すと何が

起こるのかを検証してみましょう。iPhone でユーザーが [ホーム] ボタンを押すと、

アプリケーションは applicationDidEnterBackground コールバックを受け取ります。

WP の場合、アプリケーションは Application_Deactivated イベントを受け取

ります。このイベントを受けて、アプリケーション状態のすべて (このサンプル ア

プリケーションの場合は購入リストと [Item] テキストボックスに入力されていたテ

キスト) を保存します。このアプリケーションの再アクティブ化時は、2 つのテキス

トボックスを復元することによって、ユーザーがアプリケーションに「戻った」と

感じるようなエクスペリエンスを提供します。 
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また、アプリケーションの一時的状態を保存するには、

PhoneApplicationService.State オブジェクトを使用します。 

        // アプリケーションを非アクティブ化 (バックグラウンドに移動) 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閉じられたときは実行されない 

        private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e) 
        { 
            // デバッグのためにイベントをトレース 

            Utils.Trace("Application Deactivated"); 
 
            // 現在のデータ オブジェクトをアプリケーション状態に追加 

            PhoneApplicationService.Current.State.Add("UnsavedShoppingListInfo", 
RootFrame.DataContext as ShoppingListInfo); 
        } 

 

アプリケーションのアクティブ化 

ユーザーが [戻る] ボタンを押してアプリケーションに移動すると、そのアプリケー

ションは Application_Activated イベントを受け取ります。このイベントを受

けて、PhoneApplicationService.State オブジェクトからデータを再び読み

込みます。必要なデータが見つかった場合、そのデータを使用して UI 要素を読み込

みます。保存されたデータが見つからない場合は、フィールドを空白に初期化しま

す。このアプリケーションの実行中に、[ホーム] ボタンを押し、その後で [戻る] ボ

タンを使ってアプリケーションに戻ると、購入アイテムと購入リストの両方が保持

されていることがわかります。 

        // アプリケーションをアクティブ化 (フォアグラウンドに移動) する時に実行されるコード 

        // このコードはアプリケーションを最初に起動するときには実行されない 

        private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e) 

        { 

            // デバッグのためにイベントをトレース 

            Utils.Trace("Application Activated"); 

 

            // 新しいデータ オブジェクト変数を作成 

            ShoppingListInfo shoppingListInfo = null; 

 

            // 一時的状態として記録された、以前のアプリケーション データを検索 

            if (PhoneApplicationService.Current.State.ContainsKey("UnsavedShoppingListInfo")) 

            { 

                // データがある場合は、データ変数を初期化して、アプリケーションの状態からデータを削除 

                shoppingListInfo = 

PhoneApplicationService.Current.State["UnsavedShoppingListInfo"] as ShoppingListInfo; 

 

                PhoneApplicationService.Current.State.Remove("UnsavedShoppingListInfo"); 

            } 

 

            // データがある場合は、アプリケーションの全ページの DataContext として設定 

            // トゥームストーン化されたアプリケーションは後でアクティブ化されるとは限らないため、 

            // データが見つからない場合は新しいデータ オブジェクトを作成 

            if (null != shoppingListInfo) 

                RootFrame.DataContext = shoppingListInfo; 

            else 

                RootFrame.DataContext = new ShoppingListInfo(); 

        } 
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iOS と Windows Phone の状態およびイベントの対

応関係 

以下の表は、アプリケーションのライフサイクルに関連する iOS のコールバックと 

Windows Phone イベントの対応関係を示しています。Windows Phone はマルチタ

スキングをサポートしていないので、[戻る] ボタンを使用したナビゲーションをサ

ポートするには、アプリケーションの非アクティブ化時に状態を保存し、ユーザー

がアプリケーションを再アクティブ化したときにその状態を再度読み込む必要があ

ります。 

iOS のコールバック Windows Phone のイベント メモ 

applicationDidFinishLaunchingWighOptions -  

applicationDidBecomeActive Application_Launching アプリケーションの永続的状態

を読み込む 

applicationWillResignActive -   

applicationDidEnterBackground Application_Deactivated アプリケーションの状態を保存

する 

applicationWillEnterForeground Application_Activated アプリケーションの状態を再度

読み込む 

applicationWillterminate Application_Closing 

 

アプリケーションの永続的状態

を保存する 
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まとめ 

本章では、Windows Phone のアプリケーションの状態とその遷移について説明しま

した。また、Windows Phone のナビゲーション モデルをサポートするために、開

発者が何をすべきかを検証しました。アプリケーション モデルは iPhone と 

Windows Phone で異なりますが、実行中のアプリケーションがフォアグラウンドか

ら移動し非アクティブになる場合に開発者がアプリケーションの状態を保存する方

法はほぼ同じです。 

参考資料 

1. Windows Phone の実行モデル 

2. Windows Phone アプリケーション ライフサイクル (英語) 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769557(VS.92).aspx
http://channel9.msdn.com/Blogs/yochay/Windows-Phone-Application-Life-Cycle
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第 7 章: iPhone から Windows Phone へ

のアプリケーション設定の移行 

アプリケーション設定 

アプリケーション設定は、アプリケーションの外観や動作を定義するアプリケーシ

ョン固有の設定です。ユーザーはこの設定をいつでも更新して、アプリケーション

の動作を変更することができます。 

iPhone と Windows Phone のいずれにも、アプリケーションの設定を更新する簡単

な手段が用意されています。両プラットフォームは、使いやすさや単純性という基

本理念は共通していますが、アプリケーション設定の提示方法や実装方法は異なり

ます。 

iPhone のアプリケーション設定 

iPhone のアプリケーション設定は、以下の 2 つの方法で提示されます。 

 アプリケーション内で設定を表示 

 システム全体の設定アプリケーションで設定を管理 

開発者が設定を実装する場合にはいずれのメカニズムを利用してもかまいませんが、

一般的には 2 つ目の方法 (設定アプリケーション経由でアプリケーション設定を管

理) が推奨されます。ただし、アプリケーション設定を頻繁に更新することが予想さ

れる場合には、アプリケーション内に設定を含める方法をお勧めします。また、両

方のメカニズムを併用することも可能です。 

設定アプリケーションは、アプリケーション設定を管理するための階層化されたペ

ージを実装しています。メイン ページには、システムの設定と、各サード パーティ

製アプリケーションのページへのリンクが表示されます。アプリケーション設定の

リンクを選択すると、ユーザーにはそのアプリケーションの設定ページが表示され

ます。次のセクションでは、上記で推奨した、設定アプリケーション経由で提示さ

れる iPhone のアプリケーション設定を移行する方法を説明します。 

Windows Phone のアプリケーション設定 

Windows Phone には、システムおよびシステム アプリケーションの設定用に設定

アプリケーションが用意されています。iPhone とは異なり、サード パーティ製のア

プリケーション設定をこのシステム設定アプリケーションに追加することはできま
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せん。アプリケーション設定は、必ずそのアプリケーション内に含めます。こうす

ることで一貫性と使い勝手の良さを確保できます。ユーザーは設定場所をすぐに見

つけられます。中央の設定アプリケーションとアプリケーション内の両方で設定ペ

ージを探す必要はありません。 

Windows Phone のユーザーエクスペリエンスのデザインガイドライン では、使い

やすさを考慮してアプリケーション設定はできる限り簡潔かつ明瞭にすることが推

奨されています。また、複雑な階層や複数のページを持つアプリケーション設定は

避けるべきであるとも記載されています。このため、アプリケーションはごく一般

的な使い方を想定して設計することが求められます。アプリケーションにユーザー

が選択可能な設定をいくつか含める場合は、アプリケーション内に専用の設定ペー

ジを用意してください。これにより、ユーザーはアプリケーションを離れることな

く、設定を更新できるようになります。 

アプリケーション設定の変更は、ユーザーに確認を求めることなく即座に適用しま

す。つまり、[OK] ボタンのような確認ダイアログは不要です。ただし、設定が変更

されたことをユーザーに通知した方がよい場合もあります。元に戻すことができな

い設定や、データを上書きまたは削除する設定の場合は、ユーザーが変更をキャン

セルできるようにすることが推奨されます。 

両プラットフォームの比較 

以下の表に、2 つのプラットフォームの違いを示します。 

目的 iPhone Windows Phone 

アプリケーション設定 システム全体の設定アプリ

ケーション、アプリケーシ

ョン内の設定ページ  

アプリケーション内の設定

ページ 

推奨/必須の方法 システム全体の設定アプリ

ケーションの使用を推奨 

アプリケーション内での設

定が必須 

設定用 UI システム全体の設定用の宣

言的構文 

アプリケーション内での設

定用には開発者がページを

実装 

開発者がアプリケーション

内での設定用にアプリケー

ション内にページを実装 

記憶方法 アプリケーション固有のフ

ァイル ストア 

分離ストレージ 

各設定の内容 キーと値のペアとして保存 キーと値のペアとして保存 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(VS.92).aspx
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アプリケーション設定の移行 

iPhone のアプリケーション設定の概要 

iPhone には、設定アプリケーションから設定を管理するための設定バンドルが用意

されています。この設定バンドルは、Root.plist とその他の .plist ファイル、そして

ローカライズされた文字列リソースを格納するファイルから構成されます。システ

ムは .plist ファイルを使って、アプリケーション設定ページの UI を提示します。設

定ページの .plist ファイルには、各種の設定パラメーターについての指定が含まれま

す。アプリケーション内での設定の場合は、設定にアクセスし操作するためのビュ

ーを開発者が実装する必要があります。 

ユーザーへのアプリケーション設定の提示方法にかかわらず、アプリケーション開

発者は NSUserDefaults クラスを使用し、コードから設定にアクセスします。

NSUserDefaults クラスは、キーと値のペアを格納するディクショナリを提供し、こ

のディクショナリはアプリケーション固有のファイル ストア内の .plist ファイルに

永続的に保存されます。 

Windows Phone のアプリケーション設定 

アプリケーション設定 UI 

Windows Phone では、アプリケーション設定にアクセスしてそれらを操作するため

のページを開発者が実装する必要があります。この設定ページは他のアプリケーシ

ョン ページとなんら違いはなく、設定の操作には、使用可能なすべての Windows 

Phone UI ウィジェットを利用できます。 

次に、iPhone アプリケーションの設定の種類と、Windows Phone への設定の移行

方法について説明します。以下の表は、iPhone の設定の種類とコントロールの種類

を示しています。一番右側の列には、移行時に使用可能な対応する Windows Phone 

のコントロールを示しています。 

iPhone の設

定コントロー

ル 

iPhone の設定の種類 目的 対応する Windows 

Phone コントロー

ルの種類 

テキスト フ

ィールド 

PSTextFieldSpecifier 文字列パラメーター

用の編集可能なテキ

スト フィールド 

テキストボックス 
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タイトル PSTitleValueSpecifier 読み取り専用の文字

列値 

テキストブロック 

トグル スイ

ッチ 

PSToggleSwitchSpecifier 2 つの値しか持つこ

とのできない設定 

チェックボックス 

スライダー PSSliderSpecifier 値の範囲を表す設定 スライダー 

複数値 PSMultiValueSpecifier リストから 1 つの値

を選択 

ラジオボタン、ま

たはリストボック

ス 

グループ PSGroupSpecifier 複数の設定から成る

集合を構成 

スタックパネル、

グリッド、テーブ

ル 

子ペイン PSChildPaneSpecifier 設定の別ページに移

動 

ボタン、移動用リ

ンク 

ユーザー設定の保持 

Windows Phone は isolatedStorageSettings クラスを使用します。

IsolatedStorageSettings は、アプリケーション単位での完全な分離を実現する分離ス

トレージを使って実装されます。分離ストレージは、あるアプリケーションが他の

アプリケーションの設定にアクセスしたり、他のアプリケーションに影響を与えた

りすることがないように安全性が確保されています。IsolatedStorageSettings クラス

は、設定をキーと値のペアとして格納するディクショナリを提供します。 

設定ページで提示されるアプリケーション設定は、分離ストレージに書き込むこと

ができます。以下のサンプル コードは、設定を分離ストレージに書き込む方法を示

します。すべてのアプリケーション設定はキーと値のペアとして保存され、そのキ

ーは設定の名前を表します。 

// 分離ストレージ設定 

IsolatedStorageSettings isolatedStoreSettings; 
try 
{ 
    // このアプリケーションの設定を取得 

    isolatedStoreSettings = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings; 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    Debug.WriteLine("Exception getting IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings: " + e.ToString()); 
} 
 
// アプリケーション設定を保存 

try 
{ 
    // キーの存在を確認し、ない場合は作成 

    if (!isolatedStoreSettings.Contains(Key)) 
    { 
        isolatedStoreSettings.Add(Key, value); 

http://www.iphonesdkarticles.com/#AP2
http://www.iphonesdkarticles.com/#AP3
http://www.iphonesdkarticles.com/#AP4
http://www.iphonesdkarticles.com/#AP5
http://www.iphonesdkarticles.com/#AP6
http://www.iphonesdkarticles.com/#AP7
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    } 
    else 
    { 
        // 新しい値が異なる場合は、その新しい値を設定 

        if (isolatedStoreSettings[Key] != value) 
        { 
            isolatedStoreSettings[Key] = value; 
        } 
    } 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    Debug.WriteLine("Exception in IsolatedStoreSettings: " + e.ToString()); 
    throw e; 
} 

iPhone では、設定アプリケーションがアプリケーション設定をアプリケーションの

既定のデータベースに永続的保存する処理を行います。この既定のデータベースは、

デバイス上の .plist ファイル経由で提供されます。ただし、アプリケーション内のペ

ージでアプリケーション設定を提示している場合で考えると、Windows Phone の分

離ストレージは NSUserDefaults とほぼ同じです。 

// アプリケーションの NSUserDefaults へのハンドルを取得 

NSUserDefaults *prefs = [NSUserDefaults standardUserDefaults]; 

// "nickname" というキーに対応する文字列設定値を保存 

[prefs setObject:@"DarthVader" forKey:@"nickname"]; 

// 設定を同期し、ファイル ストアで永続的に保持 

[prefs synchronize]; 
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アプリケーション設定の読み取り 

iPhone は、NSUserDefaults を使用してアプリケーション設定にアクセスします。設

定にアクセスするための標準的なコードを以下に示します。 

// アプリケーションの NSUserDefaults へのハンドルを取得 

NSUserDefaults *prefs = [NSUserDefaults standardUserDefaults]; 

// NSString 設定値を取得 

NSString *UserNickname = (NSString *)[prefs objectForKey:@"nickname"]; 

これと同様にアプリケーション設定を取得するコードは以下のようになります。下

のコードに示されているように、iPhone アプリケーションで設定を取得するコード

は Windows Phone に簡単に移行できます。 

            string UserNickname; 
            try 
            { 
                UserNickName = (string)isolatedStoreSettings["nickname"]; 
            } 
            catch (KeyNotFoundException) 
            { 
                   Debug.WriteLine("Nickname not found"); 

            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                   Debug.WriteLine("Exception in reading from IsolatedStorageSettings: " + 
e.ToString()); 

            } 

 

目的 iPhone のメカニズム Windows Phone のメカニズム 

設定の保管場所 アプリケーション ファイルの

保存を使った NSUserDefaults 

アプリケーション固有の永続的保

管場所、つまり分離ストレージ  

永続的な保存場

所のアクセス 

[NSUserDefaults 
standardUserDefaults] 

IsolatedStorageSettings.ApplicationSetting
s; 

 

設定の書き込み [[NSUserDefaults 
standardUserDefaults] 
setObject:value 
forKey:@"Key"]; 

isolatedStoreSettings.Add("Key", value); 

isolatedStoreSettings["Key"] = value; 

 

 

設定の読み込み // 設定オブジェクトの取得 

[prefs 
objectForKey:@"Key"]; 

isolatedStoreSettings["Key"]; 

 

 

 

移行の例 

次に、単純なアプリケーション設定を iPhone から Windows Phone に移行する例を

説明します。ここで使うサンプル アプリケーション ReadPoetry には、フォント サ

イズおよび夜間モードという 2 つの設定しかありません。通常のモードでは白い背
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景に黒いフォントを使用し、夜間モードでは黒い背景に白いフォントを使用してい

ます。 

  

最初のアプリケーションの作成 

Visual Studio 2010 Express for Windows Phone を開き、Windows Phone アプリケー

ション テンプレートを使って新しいアプリケーションを作成します。

「ReadingPoetry」という名前を付けて、[OK] をクリックします。[対象の Windows 

Phone OS のバージョン] が [Windows Phone OS 7.1] になっていることを確認して、

[OK]をクリックします。 

ソリューション エクスプローラーで MainPage.xaml を開きます。「マイ アプリケ

ーション」と表示している ApplicationTitle という名前の TextBlock コントロール を

右クリックし、[XAML の表示] をクリックして、Text プロパティを「READING 

POETRY」に変更します。同様に、PageTitle という名前の TextBlock コントロールの

Text プロパティを「jabberwocky」に変更します。TitlePanel という名前の

StackPanel コントロールは、XAML の記述で以下のようになります。 

<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 

     <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="READING POETRY" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 

     <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="jabberwocky" Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource 
PhoneTextTitle1Style}"/> 

</StackPanel>   

 

ContentPanel という名前の Grid コントロールに、詩が入力された状態 (すべて 

LineBreak 付き) のテキストブロックを追加します。XAML の記述は以下のようにな

ります。 

<!--ContentPanel - 追加コンテンツをここに入力します--> 

<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 

    <TextBlock Name="PoetryBlock"> 

        `Twas brillig, and the slithy toves<LineBreak/> 
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        Did gyre and gimble in the wabe:<LineBreak/> 

        All mimsy were the borogoves,<LineBreak/> 

        And the mome raths outgrabe.<LineBreak/> 

        <LineBreak/> 

        "Beware the Jabberwock, my son!<LineBreak/> 

        The jaws that bite, the claws that catch!<LineBreak/> 

        Beware the Jubjub bird, and shun<LineBreak/> 

        The frumious Bandersnatch!"<LineBreak/> 

        <LineBreak/> 

    </TextBlock>     

</Grid> 

F5 キーを押してアプリケーションを実行し、アプリケーションが Jabberwocky の最

初の 2 節を表示することを確認します。 
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アプリケーション バーの追加 

まずは、このアプリケーションにアプリケーション設定用のアイコンを追加します。

ソリューション エクスプローラーで、ReadingPoetry プロジェクトを右クリックし、

コンテキストメニューから [追加]→[新しいフォルダー] の順に選択し、フォルダー

の名前を「Images」に変更します。エクスプローラーを使用して、Windows Phone 

SDK Icons ディレクトリ (通常は C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows 

Phone\v7.1\Icons) を見つけ、appbar.feature.settings.rest.png を "dark" サブディレク

トリから新たに作成した Images フォルダーにドラッグ＆ドロップしてコピーしま

す。 

 

ソリューション エクスプローラーで appbar.feature.settings.rest.png を右クリックし、

[プロパティ] を選択します。[ビルド アクション] を [コンテンツ] に変更し、[出力

ディレクトリにコピー] を [常にコピーする] に変更します。 

 

次に、アプリケーション バーをアプリケーションに追加します。"<!--

ApplicationBar の使用方法を示すサンプル コード-->" の下の XAML のコメント化を

解除してアプリケーション バーを追加します。2 つ目の ApplicationBarIconButton 

と ApplicationBar.MenuItems ノード全体を削除します。1 つ目の 

ApplicationBarIconButton の IconUri を "/Images/appbar.feature.settings.rest.png" に

更新します。 

 

XAML の記述は以下のようになります。 

<!--ApplicationBar の使用方法を示すサンプル コード--> 

<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 

    <shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="False"> 

        <shell:ApplicationBarIconButton IconUri="/Images/appbar.feature.settings.rest.png" 
Text="Settings"/> 

    </shell:ApplicationBar> 
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</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 

 

F5 キーを押してアプリケーションを再び実行すると、今度は画面の下部にアプリケ

ーション バーが表示されます (下の図を参照)。もちろん、この設定アイコンをクリ

ックしてもまだ何も起こりません。次のセクションでこのアイコン用のイベント ハ

ンドラーを作成します。 

 

 

設定ページの作成 

 

アプリケーションを停止して、ソリューション エクスプローラーで ReadingPoetry 

プロジェクトを右クリックし、コンテキスト メニューから [追加]→[新しい項目] を

選択します。Windows Phone 縦向きのページ を選択して名前を「Settings.xaml」

に変更し、[追加]をクリックします。Settings.xaml が Visual Studio 内で開きます。 

 

続いて、ApplicationTitle という名前の TextBlock コントロールの Text プロパティを

「SETTINGS」に、PageTitle という名前の TextBlock コントロールの Text プロパティ

を「reading poetry」に変更します。 

 

<!--TitlePanel はアプリケーション名とページ タイトルを含む--> 

<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 

    <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="SETTINGS" Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 

    <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="reading poetry" Margin="9,-7,0,0" Style="{StaticResource 
PhoneTextTitle1Style}"/> 

</StackPanel> 
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次に、iPhone のアプリケーション設定を Windows Phone アプリケーションに移行

します。夜間モードに切り替えるトグル スイッチの代わりに、チェックボックスを

使用します。また、フォント サイズ用の複数値コントロールの代わりに、ラジオボ

タンを使用します。 

 

TextBlock、CheckBox、RadioButton コントロールを使って、設定ページ用のユーザ

ー インターフェイスを作成します。XAML の記述は以下のようになります。 

<!--ContentPanel - 追加コンテンツをここに入力します--> 

<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 

    <StackPanel> 

        <TextBlock Text="Mode" FontSize="28"></TextBlock> 

        <CheckBox FontSize="24" Margin="30,0,0,0" Name="NightModeCheckbox" Content="Night Mode" /> 

        <TextBlock Text="Font Size" FontSize="28"></TextBlock> 

        <RadioButton Name="FontSizeSmallBtn" Margin="30,0,0,0" GroupName="FontSizeGroup" FontSize="24" 
Content="Small"/> 

        <RadioButton Name="FontSizeMedBtn"  Margin="30,0,0,0" GroupName="FontSizeGroup" FontSize="24" 
Content="Medium"/> 

        <RadioButton Name="FontSizeLargeBtn"  Margin="30,0,0,0" GroupName="FontSizeGroup" FontSize="24" 
Content="Large"/> 

    </StackPanel> 

</Grid> 

 

次に、この新しく作ったページをアプリケーションバーの設定アイコンに関連付け

ます。 

MainPage.xaml に戻り、ApplicationBarIconButton タグの末尾に空白を入力し、

Click を選択して Enter キーを押すと、Visual Studio から新しいイベント ハンドラ

ーを作成するコードが提示されます。 

 

 

 

[新しいイベント ハンドラー] を選択すると、その

分離コードに ApplicationBarIconButton_click イベ

ント ハンドラーが作成されます。ApplicationBarIconButton 用の XAML は、以下の

ようになります。 

<shell:ApplicationBarIconButton Click="ApplicationBarIconButton_Click" 
IconUri="/Images/appbar.feature.settings.rest.png" Text="Settings"/> 

  

XAML 上を右クリックし、[コードの表示] を選択すると、

ApplicationBarIconButton_Click メソッドを含む MainPage.xaml.cs ファイルが開きます。

以下のコードを追加すると、メソッドは以下のようになります。 
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private void ApplicationBarIconButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    this.NavigationService.Navigate(new Uri("/Settings.xaml", UriKind.Relative)); 
} 

 

F5 キーを押して、アプリケーションを再び実行します。設定アイコンをクリックす

ると、以下に示すような設定ページが開きます。設定を保存、取得するためのコー

ドはまだ用意していないため、それぞれの設定をクリックしても何も起こりません。 

 

アプリケーション設定の保存と取得 

ソリューション エクスプローラーで ReadingPoetry プロジェクトを右クリックし、

コンテキスト メニューから [追加]→ [クラス] を選択するか、[Shift]+[Alt]+[C]キーを

押します。[新しい項目の追加] ダイアログで、クラス名として「AppSettings.cs」

と入力し、[追加] ボタンをクリックします。 

Using ステートメントが並んでいる最後の行に、 

using System.IO.IsolatedStorage; 
using System.Diagnostics; 

を追加します。 

続けて、AppSettings クラスのブロック内に、以下のように IsolatedStorageSettings 

を宣言し、クラス コンストラクターでそれを初期化します。 

 
// 分離ストレージ設定 

IsolatedStorageSettings isolatedStoreSettings; 
 
// アプリケーション設定のコンストラクター 

public AppSettings() 
{ 
    try 
    { 
// このアプリケーションの設定を取得 

        isolatedStoreSettings = IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings; 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
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        Debug.WriteLine("Exception getting IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings: " + 
e.ToString()); 
    } 
} 

 

次に、アプリケーション設定の書き込み、読み取り、保存を実行する 3 つのルーチ

ンを記述します。 

// 設定を更新。設定が存在しない場合は、設定を追加 

public bool AddUpdateSetting(string Key, Object value) 
{ 
    bool updated = false; 
    try 
    { 
        if (!isolatedStoreSettings.Contains(Key)) 
        { 
            isolatedStoreSettings.Add(Key, value); 
            updated = true; 
        } 
        else 
        { 
            // 新しい値が異なる場合は、その新しい値を設定 

            if (isolatedStoreSettings[Key] != value) 
            { 
                isolatedStoreSettings[Key] = value; 
                updated = true; 
            } 
        } 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        Debug.WriteLine("Exception in IsolatedStoreSettings: " + e.ToString()); 
        throw e; 
    } 
    return updated; 
} 

 

読み取りルーチンでは、キーを使って isolateStoreSettings ディクショナリから値を

取得します。 

// 設定の現在の値を取得。値がない場合は、設定値を指定 

public valueType GetSettingValue<valueType>(string Key, valueType val) 
{ 
    try 
    { 
        if (!isolatedStoreSettings.Contains(Key)) 
        { 
            isolatedStoreSettings.Add(Key, val); 
            return val; 
        } 
        else 
        { 
            return (valueType) isolatedStoreSettings[Key]; 
        } 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        Debug.WriteLine("Exception in IsolatedStoreSettings: " + e.ToString()); 
        throw e; 
    } 
} 

 

最後の保存ルーチンは、設定を永続的なストアに保存します。 

// 設定を保存 

public void Save() 
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{ 
    isolatedStoreSettings.Save(); 
} 
 

これらのルーチンを追加した後、下記のように、NightModeSettings と 

FontSizeSettings を保存および取得するための 2 つのプロパティを記述します。 

// 使用する設定の分離ストレージ キーの名前 

const string NightModeSettingKeyName = "NightModeSetting"; 
const string FontSizeSettingKeyName = "FontSizeSetting"; 
 
// 使用する設定の既定値 

const bool NightModeSettingDefault = false; 
const string FontSizeSettingDefault = "medium"; 
 
// 夜間モード設定を取得および設定するプロパティ 

public bool NightModeSetting 
{ 
    get 
    { 
        return GetSettingValue<bool>(NightModeSettingKeyName, NightModeSettingDefault); 
    } 
    set 
    { 
        AddUpdateSetting(NightModeSettingKeyName, value); 
        Save(); 
    } 
} 
// ラジオボタン設定キーを取得および設定するプロパティ 

public string FontSizeSetting 
{ 
    get 
    { 
        return (GetSettingValue<string>(FontSizeSettingKeyName, FontSizeSettingDefault)); 
    } 
    set 
    { 
        AddUpdateSetting(FontSizeSettingKeyName, value); 
        Save(); 
    } 
} 

これで、設定の取得および永続的保存を実行するコードが用意できました。 

設定の保存 

ソリューション エクスプローラーから Settings.xaml.cs ファイルを開き、Settings ク

ラス コンストラクターを編集して appSettings インスタンスを作成します。 

AppSettings appSettings; 

public Settings() 

{ 

    InitializeComponent(); 

    // AppSettings インスタンスを作成 

    appSettings = new AppSettings(); 

} 

 

ユーザーが [戻る] ボタンを押してこのページから離れたときに、OnNavigatedFrom 

イベントが発生します。以下のイベント ハンドラーでは、ユーザーが指定した設定

内容をアプリケーション設定に保存します。 
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protected override void OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) 

{ 

    // UI で指定された内容に基づいて設定を保存 

    appSettings.NightModeSetting = ((bool)NightModeCheckbox.IsChecked); 

    if ((bool) FontSizeSmallBtn.IsChecked) appSettings.FontSizeSetting = "small"; 

    if ((bool)FontSizeMedBtn.IsChecked) appSettings.FontSizeSetting = "medium"; 

    if ((bool)FontSizeLargeBtn.IsChecked) appSettings.FontSizeSetting = "large"; 

    base.OnNavigatedFrom(e); 

} 

同様に、ユーザーが設定アイコンをクリックしてこのページへ移動したときには、

OnNavigatedTo イベントが発生します。以下のイベント ハンドラーでは、アプリケ

ーション設定に基づいて UI コントロールを初期化します。 

 

protected override void OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) 

{ 

    // 保存されている設定に基づいて UI のコントロールを初期化 

    NightModeCheckbox.IsChecked = appSettings.NightModeSetting; 

    if (appSettings.FontSizeSetting == "small") 

        FontSizeSmallBtn.IsChecked = true; 

    if (appSettings.FontSizeSetting == "medium") 

        FontSizeMedBtn.IsChecked = true; 

    if (appSettings.FontSizeSetting == "large") 

        FontSizeLargeBtn.IsChecked = true; 

} 

 

 

アプリケーション設定の使用 

アプリケーションのメイン ページを読み込むときに毎回、この設定を使ってアプリ

ケーションのフォント サイズや色を更新するようにします。 

MainPage.xaml を開き、ページ読み込みの新しいイベント ハンドラーをメインの 

PhoneApplicationPage に関連付けます。Phone:PhoneApplicationPage ノードに空白

を入力して Loaded を選択します。<新しいイベント ハンドラー> を選択すると、

Phone:PhoneApplicationPage ノードの末尾に以下の XAML が追加され、MainPage 

クラスにメソッドのプレースホルダーが作成されます。 

Loaded="PhoneApplicationPage_Loaded" 

 

以前と同様、MainPage クラスで AppSettings インスタンスを宣言し、クラス コン

ストラクターでそのインスタンスを生成します。 

AppSettings appSettings; 
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// コンストラクター 

public MainPage() 

{ 

    InitializeComponent(); 

    appSettings = new AppSettings(); 

} 

 

クラスに以下のユーティリティ メソッドとプロパティを作成します。最初のメソッ

ドは、16 進数値から SolidColorBrush を返します。他の 2 つのプロパティは、背景

と前景の塗りつぶしに使用される明るいブラシと暗いブラシを作成し、返します。 

public static SolidColorBrush GetColorFromHexa(string hexaColor) 
{ 
    return new SolidColorBrush( 
        Color.FromArgb( 
            Convert.ToByte(hexaColor.Substring(1, 2), 16), 
            Convert.ToByte(hexaColor.Substring(3, 2), 16), 
            Convert.ToByte(hexaColor.Substring(5, 2), 16), 
            Convert.ToByte(hexaColor.Substring(7, 2), 16) 
        ) 
    ); 
} 
SolidColorBrush DarkBrush { 
    get 
    { 
        return GetColorFromHexa("#CCDD1167"); 
    } 
} 
SolidColorBrush LightBrush 
{ 
    get 
    { 
        return GetColorFromHexa("#FF00FFFF"); 
    } 
} 

 

以下のルーチンは、FontSize アプリケーション設定に基づいて、フォントのサイズ

を返します。 

double AppFontSize 
{ 
    get 
    { 
        switch (appSettings.FontSizeSetting) 
        { 
            case "small": 
                return 20; 
            case "medium": 
                return 24; 
            case "large": 
                return 28; 
            default: 
                return 24; 
        } 
    } 
} 

 

最後に、設定に基づいてフォント サイズとアプリケーションの色を更新します。以

下のイベント ハンドラーはページの読み込み時に呼び出されます。ページの読み込
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みが行われるのは、アプリケーションが最初に読み込まれるとき、または設定ペー

ジから戻ったときです。 

private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    // Poetry テキストブロックのフォント サイズを更新 

    PoetryBlock.FontSize = AppFontSize; 
 
    SolidColorBrush bgBrush; 
    SolidColorBrush fgBrush; 
    if (appSettings.NightModeSetting) 
    { 
        // 夜間モードの背景には暗いブラシを、前景には明るいブラシを使用 

        bgBrush = DarkBrush; 
        fgBrush = LightBrush; 
    } 
    else 
    { 
        // 日中モードの背景には明るいブラシを、前景には暗いブラシを使用 

        bgBrush = LightBrush; 
        fgBrush = DarkBrush; 
    } 
    // アプリケーション レイアウト全体を背景色で塗りつぶし 

    LayoutRoot.Background = bgBrush; 
    // アプリケーション タイトル、ページ タイトル、Poetry テキストブロックのテキストを前景色で塗りつぶし 

    this.Foreground = fgBrush; 
    ApplicationTitle.Foreground = fgBrush; 
    PageTitle.Foreground = fgBrush; 
} 

F5 キーを押して、アプリケーション設定に対するアプリケーションの反応を確認し

てみましょう。日中モードでフォント サイズの小を選択している場合は、以下の画

面のようになります。 

   

 

 

 

一方、夜間モードと大きなフォントを選択すると、画面は以下のように変わります。 
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まとめ 

iPhone とは異なり、Windows Phone のアプリケーション設定は、そのアプリケー

ション内で管理することが必須となっています。これにより、あらゆるサード パー

ティ製アプリケーションで一貫したエクスペリエンスを実現できます。また、ユー

ザーはアプリケーションから離れることなく設定を変更できるので、使いやすさと

いう点でもメリットがあります。 

iPhone と Windows Phone では設定の提示方法は異なりますが、管理のしくみはよ

く似ており、どちらも、設定をキーと値のペアとして保存します。iPhone では設定

を永続的に保存するためにアプリケーション固有のファイル ストアを使用しますが、

Windows Phone では IsolatedStorage クラスを使って保護された記憶領域内に設定

を永続的に保存します。 

Windows Phone プラットフォームには、iPhone のアプリケーション設定に使用さ

れるウィジェットとほぼ同様のウィジェットが用意されています。そのため、

iPhone から Windows Phone へのアプリケーション設定の移行は簡単に行うことが

可能になっています。 
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第 8 章: iPhone 開発者のための 

Windows Phone 通知機能の紹介 

プッシュ通知とは 

プッシュ通知とは、外部イベントの発生やユーザーのアプリケーション データの更

新をユーザーに通知するための機能です。次のようなシナリオを考えてみましょう。

ある株価が一定のしきい値に達したらそのことを知りたいとします。iPhone と 

Windows Phone のいずれにおいても、フォアグラウンドで同時にアクティブになれ

るアプリケーションは 1 つだけです。株価を示すアプリケーションがフォアグラウ

ンドで実行されていないときに、株価がしきい値に達したことを知るにはどうすれ

ばよいでしょうか。プッシュ通知を使用することで、アプリケーションがフォアグ

ラウンドにない場合でも、ユーザーはそのアプリケーションにおける特定のイベン

トの発生を知ることができます。 

Windows Phone では、こうした通知機能が非常に重要な役割を担っています。

Windows Phone のタイルが常に動的なステータスを維持できるのも、このアプリケ

ーション通知が機能しているためです。通知メカニズムは、ユーザーが関心を持つ

アプリケーション イベントの最新のステータスを表示するために使用されます。タ

イルはこの通知と連動し、ユーザーに情報を提供します。このためユーザーは、ア

プリケーションをわざわざ開かなくても最新のステータスを見ることができます。 

Windows Phone の通知機能 

Windows Phone には、タイル通知、トースト通知、直接通知の 3 種類の通知があり

ます。通知の用途はそれぞれ異なります。 

タイル通知 

タイル通知は、スマートフォンのスタート画面上のアプリケーション タイルでアプ

リケーションの最新ステータスを表示するために使用されます。これは、ユーザー

がアプリケーションをスタート画面に固定した場合にのみ使用でき、情報を一目で

わかるように伝えるための手段です。タイル通知には 3 種類の情報が含まれます。

1 つはタイルの背景となる画像、2 つ目は数値 (電子メールのメッセージ数など)、そ

して 3 つ目は文言を伝えるタイトルです。 
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トースト通知 

トースト通知は、画面に 10 秒間だけポップアップ表示されるメッセージであり、

タイミングが重要な情報を提供するために使用されます。この通知はシステム全体

に対して行われるものですが、ユーザー操作を中断させるものではなく、ユーザー

のアクションも必要としません。ユーザーがこの通知をタップした場合には、通知

を送信アプリケーションが起動します。ユーザーは、フリックによってトーストを

消すことができます。 

 

トースト通知は、左側に小さなアプリケーション アイコンと、タイトルとサブタイ

トルの 2 つのテキスト アイテムを表示します。 

直接通知 

直接通知は、トースト通知とは異なり、ユーザー側のアクションを必要とするアプ

リケーション内通知です。この通知は、アプリケーション自体によって生成される

か、Web サービスから送信されます。Web サービスの直接通知は指定されたアプ

リケーション内でのみ表示されます。システム全体として直接通知を表示する方法

はありません。直接通知はそのアプリケーションのみに影響し、アプリケーション

が実行中でない場合、通知は廃棄されます。 

iPhone と Windows の通知の比較 

iPhone には、サウンド通知、バッジ通知、メッセージ通知という 3 種類の通知が用

意されています。バッジ通知は、アプリケーション タイル上に数字を表示するため

に使用されます。メッセージ通知は、ユーザーが必ず対応しなければならないポッ

プアップ メッセージを表示するために使用されます。以下の表に、iPhone と 

Windows Phone プラットフォームの通知メカニズムの比較を示します。 

目的 iPhone Windows Phone 

一目で確認できる情報 バッジ通知、サウンド通知 動的なタイル通知 (数値、

タイトル、背景画像の表示)  
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ユーザーは無視することが

できるが、タイミングが重

要な情報 

該当なし トースト通知 (メッセージ

表示) 

ユーザーによる確認が必要

かつタイミングが重要な情

報 

メッセージ通知、サウンド

通知 

直接通知 (アプリケーショ

ンの実行中に表示) 

最新の数値 (各アプリケーション固有の情報) を表示するために使用される iPhone 

のバッジ通知に比べて、WP のタイル通知はより豊富な情報を提供することができ

ます。タイトルとして文言が表示され画像も更新されるため、WP 通知によって常

に最新で動的な WP タイルが実現されます。 

Windows Phone プッシュ通知のアーキテクチャ 

iPhone と Windows Phone のプッシュ通知のアーキテクチャは全体として見ればそ

れほど違いはありません。いずれのプラットフォームでも、プッシュ通知システム

は以下の 3 つの要素によって構成されます。 

1. スマートフォン上にあるアプリケーション。ユーザーは、興味のあるイベン

トや通知を明示的または暗示的にサブスクライブします。 

2. 通知を送信する Web サービス。Web サービスは対象の外部イベントを監視

し、アプリケーションのステータスを確認します。Web サービスは通知を通

知サービスに送信します。通知サービスがその通知をデバイスに中継します。 

3. Apple またはマイクロソフトのプッシュ通知サービス。この通知サービスが

通知をスマートフォンに送信します。 

以下の図は、Windows Phone のプッシュ通知サービスのアーキテクチャを示してい

ます。 
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スマートフォン アプリケーションと WP OS、アプリケーション Web サービス、マ

イクロソフト プッシュ通知サービスが以下のように連携することで、ユーザーに通

知を提供しています。 

1. アプリケーションは WP を使用して、その通知エンドポイントをマイクロソフト 

プッシュ通知サービス (Microsoft Push Notification Service: MPNS) に登録します。

そのエンドポイント用に新しい URI が確立され、OS を経由してその URI がアプ

リケーションに伝えられます。iPhone の場合、アプリケーションは Apple のプ

ッシュ通知サービス (Apple Push Notification Service: APNS) に登録し、一意のデ

バイス ID を作成します。 

2. アプリケーションは URI と一意のデバイス ID をその通知アプリケーション Web 

サービスに送信します。これらは、通常、通知サブスクリプション要求と一緒に

送信します。たとえば、アプリケーションがフライト スケジュールの変更を通

知して欲しい場合は、通知 URI や一意のデバイス ID と共に、フライト番号など

の情報をリモートのアプリケーション Web サービスに送信します。これは 

iPhone でも同様であり、アプリケーションはデバイス トークンを通知サブスク

リプションと共に送信します。 

3. ユーザーがサブスクライブしているイベントが発生すると、Web アプリケーシ

ョンは通知を MPNS に送信し、MPNS からその通知がデバイスに送信されます。

これに対して、デバイス側では通知の種類に応じたアクションが実行されます。
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iPhone の場合、通知要求は APNS に送信され、APNS からデバイスに送信されま

す。 

以下の表は、iPhone と Windows Phone の通知メカニズムの構成要素の対応関係を

示しています。 

目的 iPhone Windows Phone 

アプリケーション登録 デバイス トークン 一意のデバイス ID と URI 

サブスクリプション通

知 

リモートのアプリケーショ

ン Web サービス 

リモートのアプリケーション 

Web サービス 

通知サービス Apple のプッシュ通知サー

ビス 

マイクロソフト プッシュ通知サ

ービス 

 

WP プッシュ通知を使用するメリット 

WP プッシュ通知を使用するメリットは数多くあります。WP では、ハートビートを

使用することで接続数を削減できるほか、通知をまとめることで通信量とバッテリ

の使用量を減らすことができます。 

アプリケーション内での WP 通知の使用 

ここでは、WP アプリケーションにプッシュ通知を実装するために必要な手順を説

明します。 

通知のための登録 

Windows Phone では、通知の登録に一意の ID と URI という 2 つの情報が必要です。

この組み合わせは、iPhone におけるデバイス トークンに相当します。URI は、

MPNS がそのデバイスを一意に認識して対応するために使用します。アプリケーシ

ョン プッシュ Web サービスは、この URI を含む通知メッセージを MPNS に送信し、

MPNS から通知メッセージがデバイスへと転送されます。 

一方、iPhone で通知用に登録を行うには、まず通知を受け取るために、通知用に構

成されたプロビジョニング プロファイルをダウンロードする必要があります。プロ

ビジョニングの後、アプリケーションで 1 つ以上の通知タイプを使って 

registerForNotificationType を行います。 

一意の ID の生成 

デバイスは、GUID を使用してそのデバイスに固有の一意 ID を生成し、アプリケー

ションの以後の実行用にその ID を分離ストレージに保存します。通知サービスは、
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サブスクリプション情報と通知エンドポイントをインデックス化するためにデバイ

ス ID を使用するため、アプリケーションは以後も同じデバイス ID を送信する必要

があります。 

// 作成済みの一意 ID がある場合はそれを使用し、ない場合は新しい ID を作成 

if (IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings.Contains("DeviceId")) 

{ 

    // 分離ストレージに保存されている一意 ID を取得 

    _deviceId = (Guid)IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["DeviceId"]; 

} 

else 

{ 

    // 新しい GUID を作成して分離ストレージに保存 

    _deviceId = Guid.NewGuid(); 

    IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["DeviceId"] = _deviceId; 

} 

// 通知チャネルをセットアップし、通知をサブスクライブ 

SetupNotificationChannel(); 

 

通知 URI の取得 

デバイスは MPNS に登録することで、これ以降 MPNS がデバイスを一意に識別して

対応するために使用する URI を取得します。URI は HttpNotificationChannel (以降、

単にチャネルと呼ぶ) オブジェクトに含まれます。指定された名前を持つチャネルが

存在しない場合、アプリケーションは新しいチャネルを作成します。サービスが通

知 URI を更新すると、アプリケーションは ChannelUriUpdated イベント ハンドラー

経由で更新された URI を受信します。 

string ChannelName = "MyUniqueChannelName"; 

 

private void SetupNotificationChannel() 

{ 

    // 指定された名前のチャネルを検索 

    _channel = HttpNotificationChannel.Find(ChannelName); 

    if (_channel == null) 

    { 

        // チャネルが存在しない場合は新たに作成 

        _channel = new HttpNotificationChannel(ChannelName); 

        // イベント ハンドラーをフックアップし、更新されたチャネル オブジェクトと新しい通知 URI を受信 

        _channel.ChannelUriUpdated += ChannelUriUpdated; 

        _channel.ErrorOccurred += (s, e) => Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke(() => ErrorOccurred(e)); 

        // Open が呼び出された後、イベント ハンドラーでチャネル URI が送信される 

        _channel.Open(); 

    } 

    else 

    { 

        // 既存のチャネルを検出したら、通知ハンドラーをフックアップ 
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        HookupNotificationHandlers(); 

        // アプリケーション Web サービスと通信し、通知をサブスクライブ 

        SubscribeToNotifications(); 

    } 

} 

 

通知の処理 

通知 URI が更新されると、ChannelUriUpdated イベント ハンドラーが呼び出されま

す。アプリケーションが更新された URI を受信すると、そのチャネルをトースト通

知とタイル通知にバインドします (まだバインドされていない場合)。これらのバイ

ンドは、アプリケーションが実行中でないときに使用されます。WP はこれらの通

知を、先に述べたような標準的な方法で処理します。iPhone にも、アプリケーショ

ンが実行中でないときの通知の処理方法に関して、標準的な方法が用意されていま

す。この動作は iPhone 上で自動的に構成されます。 

 

private void ChannelUriUpdated(object sender, NotificationChannelUriEventArgs e) 

{ 

    // URI が更新されたら、チャネルを再取得 

    _channel = HttpNotificationChannel.Find(ChannelName); 

    // チャネルをトーストおよびタイルとバインド 

    if (!_channel.IsShellToastBound) 

    { 

        _channel.BindToShellToast(); 

    } 

    if (!_channel.IsShellTileBound) 

    { 

        _channel.BindToShellTile(); 

    } 

    // 通知イベント ハンドラーをセットアップ 

    HookupNotificationHandlers(); 

    // アプリケーション通知 Web サービスに、デバイス ID および URI を送信 

    // Web サービス内に既に URI が保存されている場合は、Web サービスによる URI の更新が必要 

    SubscribeToNotifications(); 

} 

 

以下のメソッドは、アプリケーションが実行中である場合のトースト通知と直接通

知の処理方法を示しています。これらの通知を受信すると、ToastReceived および 

HttpNotificationReceived メソッドが呼び出されます。ToastReceived はトースト通

知に対して使用され、HttpNotificationReceived は直接通知に対して使用されます。

タイル通知の標準動作では、実行中のアプリケーションには通知が行われません。

一方 iPhone では、通知が届いたときにアプリケーションが実行中の場合、アプリケ
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ーションは didReceiveRemoteNotification コールバックを受信します。その後、ア

プリケーションはその通知を自由に処理できます。 

これらの通知は UI スレッドでは受信されないため、UI スレッド上で処理するため

には BeginInvoke を使用します。以下のサンプルでは、通知をページ上に表示して

います。通知の他の方法で使用することも可能です。 

private void HookupNotificationHandlers() 

{ 

 

    _channel.ShellToastNotificationReceived += (s, e) => Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke(() => 
ToastReceived(e)); 

    _channel.HttpNotificationReceived += (s, e) => Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke(() => 
HttpNotificationReceived(e)); 

    _channel.ErrorOccurred += (s, e) => Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke(() => ErrorOccurred(e)); 

} 

 

private void HttpNotificationReceived(HttpNotificationEventArgs e) 

{ 

    var reader = new StreamReader(e.Notification.Body); 

    var message = reader.ReadToEnd(); 

    notifications.Items.Add("Raw notification message : " + message); 

    reader.Close(); 

} 

 

private void ToastReceived(NotificationEventArgs e) 

{ 

    notifications.Items.Add("Toast notification message : " + e.Collection["wp:Text1"]); 

} 

 

通知のサブスクライブ 

アプリケーションで更新された URI を受け取ったら、それを使ってリモートのアプ

リケーション Web サービスによる通知をサブスクライブします。このサンプル ア

プリケーションでは、チャネル URI をコンソールに出力し、その URI をメッセージ

送信側アプリケーションで使用します。デバイス ID と URI の両方を、アプリケーシ

ョン固有の通知をサブスクライブするために必要な追加パラメーターと共に送信す

る必要があります。 

 

private void SubscribeToNotifications() 

{ 

    Debug.WriteLine("Use this channel URI to send notification:" + _channel.ChannelUri.ToString()); 

} 
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通知の送信 

ここでは、単純な WPF アプリケーションを使って通知を送信する方法を説明します。

URI と通知の種類に応じて必要な他のパラメーターを使って、MPNS に HTTP POST 

を実行します。 

iPhone では JSON 形式が使用されますが、WP 通知はタイル メッセージとトースト 

メッセージに XML 形式を使用します。以下のサンプルでは、最初の 3 つのメソッド

がメッセージをそれぞれ適切に書式設定し、SendMessage メソッドを呼び出してい

ます。この 3 つのメソッドの構造はよく似ています。メッセージは、サブスクリプ

ション要求で受信されるアプリケーション URI に対する HTTP POST を使用して、デ

バイスに送信されます。以下のサンプルでは、通知 POST のステータスを無視して

いますが、可能であれば適切に応答する必要があります。 

 

public void SendToastNotification(string message) 

{ 

    string toastMessage = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + 

         "<wp:Notification xmlns:wp=\"WPNotification\">" + 

            "<wp:Toast>" + 

               "<wp:Text1>{0}</wp:Text1>" + 

              "</wp:Toast>" + 

         "</wp:Notification>"; 

    string formattedToastMessage = string.Format(toastMessage, message); 

    byte[] messageBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(formattedToastMessage); 

    SendMessage(uri, messageBytes, NotificationType.Toast); 

} 

public void SendRawNotification(string message) 

{ 

    byte[] messageBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(message); 

    SendMessage(uri, messageBytes, NotificationType.Raw); 

} 

public void SendTileUpdate(string title, int count, string imageUrl) 

{ 

    string tileMessage = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + 

        "<wp:Notification xmlns:wp=\"WPNotification\">" + 

           "<wp:Tile>" + 

              "<wp:BackgroundImage>{0}</wp:BackgroundImage>" + 

              "<wp:Count>{1}</wp:Count>" + 

              "<wp:Title>{2}</wp:Title>" + 

           "</wp:Tile> " + 

        "</wp:Notification>"; 

    string formattedTileMessage = string.Format(tileMessage, imageUrl, count, title); 

    byte[] messageBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(formattedTileMessage); 

    SendMessage(uri, messageBytes, NotificationType.Tile); 

} 

 

private void SendMessage(Uri uri, byte[] messageBytes, NotificationType notificationType) 
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{ 

    var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uri); 

    request.Method = WebRequestMethods.Http.Post; 

    request.ContentType = "text/xml"; 

    request.ContentLength = messageBytes.Length; 

    request.Headers.Add("X-MessageID", Guid.NewGuid().ToString()); 

    switch (notificationType) 

    { 

        case NotificationType.Toast: 

            request.Headers["X-WindowsPhone-Target"] = "toast"; 

            request.Headers.Add("X-NotificationClass", ((int)BatchingInterval.ToastImmediately).ToString()); 

            break; 

        case NotificationType.Tile: 

            request.Headers["X-WindowsPhone-Target"] = "token"; 

            request.Headers.Add("X-NotificationClass", ((int)BatchingInterval.TileImmediately).ToString()); 

            break; 

        case NotificationType.Raw: 

            request.Headers.Add("X-NotificationClass", ((int)BatchingInterval.RawImmediately).ToString()); 

            break; 

    } 

    using (var requestStream = request.GetRequestStream()) 

    { 

        requestStream.Write(messageBytes, 0, messageBytes.Length); 

    } 

 

} 

 

アプリケーション Web サービスからの通知の送信 

実際の WP アプリケーションでは、デバイス ID とチャネル URI の両方をアプリケ

ーション Web サービスに送信します。Web サービスは、デバイス ID によってイン

デックス化されたチャネル URI を保存しています。チャネル URI は変更される可能

性がありますが、デバイス ID は変わりません。Web サービスは、デバイスからデ

バイス ID とチャネル URI を受信するたびに、チャネル URI を更新する必要があり

ます。 

調整 

MPNS によって、非認証通知と認証通知の両方が可能になります。ただし、非認証

のプッシュ要求については、1 日に 500 メッセージを超えると調整されてしまいま

す。認証にクライアント SSL を使用する認証済みの要求についてはそうした制限は

ありません。 

iPhone と WP の通知の比較 
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この 2 つのサービスはよく似ていますが、iPhone と WP の通知メカニズムには多少

の違いがあります。開発者は MPNS メカニズムを利用することで、ユーザー エクス

ペリエンスを向上させることができます。 

Windows Phone では、タイル通知にリモートの画像ファイルを使用し、WP タイル

上に最新のステータスを表示することができます。また WP の通知メッセージのサ

イズには制限がないので、開発者は通知メッセージを創造性に富んだ方法で活用す

ることができます。どちらのサービスでも、メッセージの配信は保証されていませ

ん。通知が配信されない可能性があるので、MPNS は配信ステータスを提供してい

ます。開発者はそれを使って、通知を再配信することが可能です。 

機能 iPhone Windows Phone 7 

通知サービス Apple のプッシュ通知サー

ビス 

マイクロソフト プッシュ通知サー

ビス 

ペイロードの形式 JSON XML 

ペイロードのリソー

ス 

ローカルのサウンド ファ

イル 

ローカルまたはリモートの画像ファ

イル。リモート ファイルのサイズ

は最大 80 KB 

ペイロード長 256 バイト ペイロードのサイズに制限なし 

配信の保証 保証なし 保証なし 

配信の種別 即座の配信 即座の配信、または 450 秒、900 

秒以内の配信 

配信ステータス 配信ステータスなし 配信ステータスの取得が可能  

接続の信頼性 アプリケーション Web サ

ービスと APNS 間は TLS 

通知が 500 件未満の場合は SSL な

しが可能。それ以上の場合はアプリ

ケーション Web サービスと MPNS 

の間の接続に SSL を使用 
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まとめ 

プッシュ通知メカニズムは、Windows Phone において非常に重要な役割を担ってい

ます。これによってタイルは動的に変化し、ユーザーが一目で最新の情報を確認で

きるようになります。Windows Phone にはこうした使いやすく強力な通知メカニズ

ムが備わっています。開発者は、クライアント認証を設定することなく、すぐに通

知の使用を開始できます。iPhone と WP の通知サービスのアーキテクチャは似てい

ますが、WP 通知メカニズムの方が多くの機能を提供しており開発者それを活用す

ることができます。 

参考資料 

1. Windows Phone のプッシュ通知: Windows Phone のプッシュ通知に関する 

MSDN ドキュメント 

2. Windows Phone 7 を 7 分で説明: プッシュ通知 (英語) 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402537(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/downloads/gg153660.aspx
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付録 A: 移行のサンプル 

ここでは、iPhone と Windows Phone のサンプル アプリケーションと関連のドキュ

メントを紹介します。 

 

iPhone アプリケーションを Windows Phone に移行するプロセスに役立つよう、両

プラットフォーム間の相違点と類似点を説明します。さまざまな分析を通じて、

iPhone アプリケーションと同等の機能性を Windows Phone で実装する方法を説明

します。 
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アプリケーション内広告 

はじめに 

スマートフォン アプリケーション内の広告は、有料版、試用版、無料版を問わず多

くのアプリケーションで利益創出の手段として活用されています。いずれのスマー

トフォン プラットフォームも、開発の手間をほとんどかけずに広告を表示できるよ

うにフレームワークを提供しています。iOS デバイス向けには、Apple から iAds と

いうプラットフォームが提供されています。Windows Phone では Microsoft 

Advertising のプラットフォームおよび SDK を使用できます。 

 

スマートフォン プラットフォームの UI の比較 

iPhone (図 1) と Windows Phone (図 2) の画面キャプチャのとおり、広告の UI は非

常に似ています。長方形の領域で、他の要素の前面に広告を表示しています。

iPhone の広告は、グラデーションが適用されたボタンといくつかのアイコン画像で

構成されます。Microsoft Advertising のコントロールはそれよりも控えめなデザイ

ンです。これは Windows Phone デザイン ガイドラインに準拠しています。広告用

コントロールも他の UI コントロールと同様、自由にレイアウトおよび配置できます。 

  

図 1 - iPhone 図 2 - Windows Phone 
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Windows Phone の広告はテキスト主体でも画像主体でも作成できますが、ほとんど

は純粋なテキストです。コードによる設定で複数の広告を順番に切り替えて表示し

ます。この切り替えを見やすくするために、アプリケーション本体の使用を邪魔す

ることのない簡単なアニメーションが使われています。広告は単純に縦方向に移動

します。新しい広告テキストが上から移動してくるのに合わせて、表示中の広告テ

キストはコントロールの下に移動して消えていくものです。 

iAds とは異なり、全画面の対話モードは提供されません。ユーザーが広告をタッチ

すると、電話が発信されるか、リンク先が Internet Explorer で表示されます。広告

での操作が完了したら、ユーザーはハードウェアの戻るボタンを押してアプリケー

ションに戻ります。この動作がユーザーにとってシームレスであるようにするには、

アプリケーションが再開されるときの処理を適切に行うことが重要です。再開の処

理は Marketplace の要件として規定されており、追加の作業が必要となるものでは

ありません。 

Windows Phone では AdControl UI コントロールを使用して広告を表示しますが、

視覚的効果として設定できるオプションは BorderBrush プロパティだけです (このコ

ントロールで表示されるその他の視覚的効果に関連するプロパティは Control クラ

スから継承されているもので実際には効果が適用されません)。また、これはコード

で記述することもできます。以下のように XAML で指定するのが一般的です。 

<UI:AdControl  Height="80" Width="460" BorderBrush="Blue" /> 

この例では広告の幅と高さが指定されていることに注意してください。これらのフ

ィールドは必須で、指定がないと広告が表示されません。これらを使用して広告を

大きくしたり小さくしたりすることで、独自のレイアウトに適合させることができ

ます。XAML では、色には上記のような既知の名前を使うか、以下のように 16 進数

値をそのまま指定します。 

<UI:AdControl  Height="80" Width="460" BorderBrush="#FFBA2121" /> 

 

スマートフォン プラットフォームの比較 

登録 

広告を受信するには、開発者としての登録と、アプリケーションごとの登録が必要

です。iAds の場合、iTunes Connect (itunesconnect.apple.com) で iAd Network の契

約に署名し、アプリケーションの提出時に広告を有効にします。Microsoft 

Advertising では pubcenter.microsoft.com で広告用アカウントを登録および管理し

ます。このプロセスには Live ID が必要です。広告用の登録は難しくありませんが、

支払いを受けるための追加情報の登録が必要です (この支払いは、1 か月または通算
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で 5,000 円を超えた時点で発生します)。情報の登録は英語による入力が必須ですの

でご注意ください。 

1 つ以上のアカウント設定が完了したら、モバイル アプリケーション (開発したア

プリケーション) と広告単位 (ターゲット広告のコンテンツ) を登録します。アプリ

ケーションを登録すると GUID 形式のアプリケーション ID が発行されます。アプリ

ケーション ID が生成されると、PubCenter ダッシュボードを使ってアプリケーショ

ン単位で広告の成果を確認できるようになります。 

iAds のターゲット広告の大部分は地域とアプリケーションのメタデータに基づき自

動で挿入されますが、広告単位を編集することで、"ショッピング" や "本と文学" な

ど、ターゲット広告のカテゴリを作成できます。広告単位ごとに最大 3 種類のカテ

ゴリを選択できます。また iAd の URL 除外機能と同様、特定の Web サイトの URL 

を明示的に除外できます。これによって、たとえば競合他社の広告などを排除でき

ます。成果をより大きくするには、アプリケーションを使用するユーザーの種類に

合わせた広告単位を作成するとよいでしょう。広告単位のメリットは、種類が似た

複数のアプリケーションで同じ広告単位を共有し、管理を簡素化できる点です (必須

ではありません)。 

これらの手順が完了したら、アプリケーション ID と広告単位 ID を AdControl 

XAML に埋め込みます。標準的な XAML の手法では、以下の例のように "UI" プレフ

ィックスを Microsoft.Mobile.Advertising.UI 名前空間に登録し、このアセンブリを参

照します。これは iAd.framework を Xcode プロジェクトに追加し、iAd/iAd.h のイン

ポート行を追加するのと同等の設定です。 

<UI:AdControl  ApplicationId="00000000-0000-0000-0000-000000000000" 
AdUnitId="00000000" Height="80" Width="460" BorderBrush="Blue" /> 

これで、完全に機能する広告用コントロールを使えるようになりました。エラーが

発生する場合や、何らかの理由で広告が利用できない場合でも、広告用コントロー

ルの領域が既定で確保されます。 

 

更新間隔 

特に変更を加えなくても、AdControl には IsAutoRefreshEnabled というプロパティ

があり、これによりバックグラウンド タイマーが作成され、広告が自動的に更新さ

れます。このプロパティは既定で true に設定されています。広告の既定の更新間隔

は、Microsoft AdControl の場合 60 秒で、iOS の場合は iAd アカウントのサーバー設

定で決定します。 

広告の数を増やして広告収益の可能性を高めるために、更新間隔を短くすることも

できます。マイクロソフトおよびアップルの広告用コントロールは、開発者がコー

ドで設定できるアクションやタイミングに応答する形で動作します。たとえばこの 
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Windows Phone サンプル アプリケーションは、複数の広告をローテーションで表

示する際の間隔を、タイマーを使って秒数で設定しています。iAd のサンプル アプ

リケーションも更新間隔を使って同様の操作が可能です。 

マイクロソフトのコントロールでは、タイマー メカニズムを実装する方法が 2 つあ

ります。ストーリーボード アニメーションを使用する方法と、DispatchTimer オブ

ジェクトを作成する方法です。採用するソリューションはアプリケーションでの必

要性に応じて開発者が判断できますが、多くの場合は UI 処理スレッドのパフォーマ

ンスを考慮して判断します。コードでタイマー ユーティリティ (DispatcherTimer) を

使用する方がストーリーボードよりもパフォーマンスは高くなります。タイマーを

使用するための 2 段階の手順を以下に示します。 

1. 自動更新設定を無効にします。 

// 広告用コントロールを設定する。 

adControl.ApplicationId = AD_CENTER_APPLICATION_ID; 
adControl.AdUnitId = AD_CENTER_AD_UNIT_ID; 
adControl.IsAutoCollapseEnabled = true; 
adControl.IsAutoRefreshEnabled = false; 
adControl.AdRefreshed += new EventHandler(adControl_AdRefreshed); 

 

2. コントロールの更新メソッドを呼び出すタイマー メカニズムを設定しま

す。 

// 新しいタイマーを作成して、Interval を 30 秒に設定する。 

DispatcherTimer _timer = null; 
   
void InitializeAdRefreshTimer() 
{ 
 _timer = new DispatcherTimer(); 
 _timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(30); 
 _timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); 
} 
 
void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
 // タイマーを停止して広告を更新する。 

 _timer.Stop(); 
 adControl.Refresh(); 
 
 // 注意: AdRefreshed イベントが発生してからタイマーを再開する。 

} 
 
void adControl_AdRefreshed(object sender, EventArgs e) 
{ 
 // 広告が更新されたのでタイマーを開始する。 

 _timer.Start(); 
} 
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アプリケーション設定 

広告が適切に表示されるようにするには、PubCenter アカウントを設定してコント

ロールを埋め込むことに加えて、適切なアプリケーション設定が必要です。この手

順を行わないと、Marketplace でアプリケーションの審査が不合格にされてしまい

ます。 

Windows Phone の場合、このようなアクセス許可は、通常、プロジェクトのプロパ

ティ フォルダーにある WMAppManifest.xml ファイルで設定します。アプリケーシ

ョンが広告を表示するために必要な最小限の機能 (Capability) を含める必要がありま

す。 

<Capabilities> 
    <Capability Name="ID_CAP_IDENTITY_DEVICE" /> 
    <Capability Name="ID_CAP_NETWORKING" /> 
    <Capability Name="ID_CAP_WEBBROWSERCOMPONENT" /> 
</Capabilities> 

 

位置情報に基づくパーソナライズ 

Microsoft Advertising プラットフォームでは、郵便番号、緯度/経度、国名からユー

ザーの現在位置を認識し、それに合わせて広告をパーソナライズできます。位置情

報に基づいてカスタマイズを行うには、実際の場所を判定するための追加手順が必

要です。また、ユーザーの情報を取得することをユーザー自身に通知すると共に、

ユーザーが使用を許可しないという選択をできるようにする必要があります。また

マニフェスト ファイルには、機能として ID_CAP_LOCATION を追加します。 

 

まとめ 

Microsoft Advertising があれば、Windows Phone アプリケーションを簡単に収益化

できます。必要な手順は、PubCenter アカウントを作成し、アプリケーションを登

録し、広告単位を登録して、AdControl を埋め込むことだけです。Microsoft 

AdCenterTM の詳細については、http://advertising.microsoft.com/mobile-apps の記

事「Windows Phone アプリケーションの収益化 (英語)」を参照してください。 

 

関連資料とダウンロード 

 アプリケーション内広告: Windows Phone サンプル (英語) 

 アプリケーション内広告: iPhone サンプル (英語) 

 ダウンロード: 広告用 SDK 

 MSDN の API ドキュメント: Windows Phone の広告用 SDK (英語) 

  

http://advertising.microsoft.com/mobile-apps
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/In-App%20Advertisement/Windows%20Phone
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/In-App%20Advertisement/iPhone
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=198440
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh273457(v=MSADS.10).aspx
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位置情報 

はじめに 

地図と位置情報の機能は、さまざまな種類のアプリケーションに追加できる強力な

機能です。これによって、ユーザーが指先ひとつでより多くの情報にアクセスでき

るようになるだけでなく、アプリケーションのコンテンツとユーザーの現在、未来、

過去の位置を関連付けられるようになります。Windows Phone にも iPhone にも、

高度な対話型の地図を実装するための開発者向けサポートが組み込まれています。 

表示されているデモ アプリケーションには、以下の単純な機能が搭載されています。 

1. 拡大縮小/パン機能を完備した街路図を埋め込む 

2. 地図に、デバイスが現在ある場所を表示する 

3. ユーザーが地図上の特定の場所をタップすることで、目的地をピンで指

定できる 

4. 現在位置からピンまでの距離を計算する 

5. ユーザーのデバイスがピンの位置に到着したことを通知する 

 

スマートフォン プラットフォームの UI の比較 

iPhone (図 1) と Windows Phone (図 2) の 2 つのデモ アプリケーションを見ればわ

かるとおり、それぞれの位置情報アプリケーションの基本的なレイアウトはどちら

のプラットフォームでもほぼ同じです。細かな実装の違いとしては、Windows 

Phone でシステム トレイの表示/非表示を切り替える方法などがあります。 
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iOS の info.plist ファイルで UIStatusBarHidden を true に設定するのと同様に、

Windows Phone アプリケーションのページでは、ブール型プロパティ 

shell:SystemTray.IsVisible="True" を XAML で設定すると、画面の最上部に細

い帯を表示させることができます。この帯には、時計、バッテリ、Wi-Fi 接続状態な

どのシステム アイコンが表示されます。開発で使用するスマートフォン エミュレー

ターのシステム トレイ領域には、時計など一部のアイコンは表示されません。 

2 つのアプリケーションとも、2 つのボタン、現在位置を示すアイコン、ピンのア

イコン、メッセージ オーバーレイが表示されています。iPhone のアプリケーション 

(図 1) には iOS プラットフォーム標準のボタン コントロールが表示されています。

ボタンは角が丸く、ジェルのような外観になっています。Windows Phone ではアイ

コン ボタンが 2 つ表示され、テキストは見えなくなっています。Windows Phone 

アプリケーション バー (ボタン バー) の右側にある省略記号を押すと、このバーが

ページの上方向に広がり、ボタンのテキスト ラベルが小さく表示されるようになり

ます。また、Windows Phone のボタンに関するデザイン ガイドラインでは、すべ

てのアプリケーションのスタイルに統一感を持たせ、ボタン サイズのベスト プラク

ティスに準拠することを推奨しています。ボタンを指で操作する場合には最小限あ

る程度の大きさが必要であることは調査結果からわかっており、Windows Phone の

ガイドラインにはこの調査結果が反映されています。これらのガイドラインの詳細

については、MSDN ライブラリ「Windows Phone アプリケーション バーのアイコ

ン ボタン」を参照してください。. 

  

図 1 - iPhone 図 2 - Windows Phone 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff431806(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff431806(v=vs.92).aspx
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iPhone のアプリケーションには、ユーザーの現在位置からピンまでの間を計測した

距離が単純な透過オーバーレイとしてテキストで表示されています。Windows 

Phone では、不透明度を 20% に設定した黒い背景に白いテキストを表示するのが一

般的なルールとなっています。背景をこのように設定することによって、テキスト

を読みやすくしながら、背後にある画像も透けて見えるようになります。 

ユーザーが地図上のピンと同じ位置まで移動するか、ピンが現在位置上に置かれた

場合には、Windows Phone のデモ アプリケーションは "You Have Arrived (到着しま

した)" というテキスト メッセージを表示します。このメッセージは、計測された距

離が、開発者がゼロとみなすよう指定した距離まで縮まると表示されます。既定の 

Windows Phone メッセージ ボックスは、MessageBox.Show() を呼び出すことによ

って表示します。このメッセージ ボックスには、キャプション、テキスト、[OK] ボ

タンが含まれます。Windows Phone のメッセージ ボックスは画面の最上部に表示

されます。 

iPhone のアプリケーションの場合は、UIAlertView が表示されます。これも、タイ

トル、テキスト メッセージ、[OK] ボタン (メッセージ ボックスを終了するボタン) 

で構成されます。 

  

図 3 - iPhone 図 4 - Windows Phone 

 

スマートフォン プラットフォームのコードとフレームワークの比較 
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プロジェクトをセットアップする 

iPhone プラットフォームとまったく同様に、地図サービスの利用には API キーの登

録が必要です。Windows Phone では Bing Maps コントロールを使用するため、Bing 

Maps API キーを登録します。テストや開発の際も含めて、地図の画像を 1 つでも表

示したい場合はこの登録が必要です。一連の手順の詳細については、MSDN ライブ

ラリ「Windows Phone 7 で Silverlight Map コントロールを使用する (英語)」を参照

してください。 

いずれのプラットフォームでも地図機能はコア ライブラリに含まれていません。

iPhone では、利用可能なフレームワークのリストから MapKit.framework をインポ

ートして、.h ファイルで #import ヘッダーのコード行を追加します。Windows 

Phone では、"Microsoft.Phone.Controls.Maps.dll" へのアセンブリ参照をプロジェク

トに追加して、外部ライブラリを宣言します。このライブラリには、Map コントロ

ールそのものの他にも、プッシュピン、その他の基本的な位置機能などが含まれて

います。 

iOS のアプリケーションでは、位置情報機能を最初に実行する際にユーザーに対し

てメッセージが表示されます。Windows Phone のアプリケーションでは、ネットワ

ーク接続や位置情報といった特定機能の使用には明示的な宣言が必要です。これら

の宣言を使って、インストールが実際に行われる前にユーザーにメッセージを表示

します。(プロパティ フォルダーの) WMAppManifest.xml ファイルを開き、以下の

ように ID_CAP_NETWORKING を宣言します。 

<Capability Name="ID_CAP_NETWORKING" /> 

プラットフォームの共通部分のもう半分は、位置情報です。位置情報がなくても地

図は使えますが、その場合は写真の場所など、既存の座標を地図に配置するシナリ

オに限定されます。位置情報には、GPS センサーなどのデバイス位置情報プラット

フォームの使用が必須です。この機能は "System.Device.dll" アセンブリにあります。

"System.Device.dll" には、GeoCoordinate など、位置の解決、緯度、経度に関連する

オブジェクト型が含まれています。位置センサーを使用する場合は、プライバシー

の関連で以下のアクセス許可/機能を追加で宣言する必要があります。 

<Capability Name="ID_CAP_LOCATION" /> 

これら 2 つのアセンブリと機能の宣言によって、対話型の地図とスマートフォンの

位置センサーを統合して高度な地図アプリケーションを作成することが可能になり

ます。 

 

位置を取得する 

iPhone では、位置情報の更新を、CLLocationManager クラスから直接、または 

MKMapView のデリゲート メソッド didUpdateUserLocation から取得できます。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff955762.aspx
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Windows Phone では GeoCoordinateWatcher を直接インスタンス化できます。

GeoCoordinateWatcher はスマートフォン デバイスの位置を取得および追跡するの

によく使用されるクラスです。GeoCoordinateWatcher が作成されたら、開発者は精

度を指定します。また、次の PositionChanged イベントを発生させるために必要な

最小の移動距離を MovementThreshold で設定できます。PositionChanged を監視し、

これが呼び出されたときにデモ アプリケーションは位置情報サービスからのデータ

受信を開始します。 

PositionChanged イベントが発生したら、開発者は、デバイスの位置を 

GeoCoordinate として取得できます。このイベントは位置が更新されるたびに連続

的に発生します。アプリケーションの UI は必要に応じて更新できます。 

// GeoCordinateWatcher を設定する。 

_geoWatcher = new GeoCoordinateWatcher(GeoPositionAccuracy.High); 
_geoWatcher.MovementThreshold = MOVEMENT_THRESHOLD_IN_METERS; 
_geoWatcher.PositionChanged += _geoWatcher_PositionChanged; 
_geoWatcher.Start(); 

 

現在位置を表示する 

MKAnnotation プロトコルと同様に、地図上の任意の場所にテキスト、イメージ、

単純なマーカーを表示するには、Pushpin を使用します。現在位置の Pushpin は、

PositionChanged イベントの最初の呼び出しが実行されたときに追加されます。こ

のイベントが連続して呼び出されるたびに現在位置のデータが更新されます。位置

データは以下のように Pushpin オブジェクト自体に格納されます。 

void _geoWatcher_PositionChanged(object sender, 
GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> e) 
{ 
  if (_me == null) 
  { 
    // 最初の位置ロックでデバイスの現在位置を地図の中心にする。 

    ViewModel.Center = e.Position.Location; 
 
    // デバイスの位置を示すプッシュピンを配置する。 

    _me = new Pushpin(); 
    _me.Template = Resources["MePushpinTemplate"] as ControlTemplate; 
    BingMap.Children.Add(_me); 
  } 
 
  // デバイスの位置、およびピンまでの距離を更新する。 

  _me.Location = e.Position.Location; 
  ViewModel.Me = e.Position.Location; 
  ViewModel.UpdateDistance(); 
} 

 

新しいプッシュピンを追加する 

iOS と同様、Windows Phone にはタッチ ジェスチャを検出するための詳細に調整さ

れたアルゴリズムが用意されているため、開発者の負担はほとんど必要ありません。
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マシンに多くの時間をかけてユーザー入力を学習および分析し、Tap、DoubleTap、

Pinch、Flick、Hold、FreeDrag などのアルゴリズムが作成されています。Map に 

Pushpin を配置するには、Map コントロールの Tap イベントに応答できるようにす

る必要があります。Map コントロールは、Map 上でタッチされたポイントを提供し

ます。Map コントロールの ViewportPointToLocation メソッドを呼び出して、この

ポイントを GeoCoordinate に変換します。 

 
 
 
private void BingMap_Tap(object sender, GestureEventArgs e) 
{ 
  if (_pin == null) 
  { 
    // ピンを表す Pushpin を配置する。 

    _pin = new Pushpin(); 
    _pin.Template = Resources["PinPushpinTemplate"] as ControlTemplate; 
    BingMap.Children.Add(_pin); 
  } 
 
  // タップされたポイントの座標を判定する。 

  var point = e.GetPosition(BingMap); 
  var newPinLocation = BingMap.ViewportPointToLocation(point); 
 
  // ピンの位置、およびデバイスの位置までの距離を更新する。 

  _pin.Location = newPinLocation; 
  ViewModel.Pin = newPinLocation; 
  ViewModel.UpdateDistance(); 
} 

デバイスまたはピンの場所が変更されるたびに UpdateDistance メソッドの呼び出し

が行われます。GeoCoordinate クラスには GetDistanceTo というメソッドがあり、

これも GeoCoordinate を受け入れ、2 点間の距離をメートルで返します。このよう

にしてデバイスの位置とピンの間の距離が判定されています。また、デバイスがピ

ンの位置に到着したかどうかを判定する際もこのメソッドが使用されます。2 点間

の距離を計算し、距離が開発者が指定したしきい値を下回れば、到着したとみなさ

れます。 

public void UpdateDistance() 
{ 
  if (Me == null || Pin == null) 
  { 
    // 2 点が存在しない場合は計算を実行しない。 

    return; 
  } 
 
  var distanceInMeters = Me.GetDistanceTo(Pin); 
 
  // 表示用にメートルをマイルに変換する。 

  Distance = distanceInMeters * METERS_PER_MILE; 
 
  // 到着とみなされる距離に達したら通知する。 

  if (distanceInMeters < THRESHOLD_FOR_ARRIVING_IN_METERS) 
  { 
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    MessageBox.Show("Your current location is on your pin.", "You Have Arrived", 
MessageBoxButton.OK); 
  } 
} 

ユーザーの位置が更新されるたびに、ユーザーの現在位置を示すラベルが更新され、

現在のピンまでの距離が計算されます。ユーザーが地図上のピンの位置に近くなる

と通知が表示されます。 

 

 

 

まとめ 

Windows Phone でも iPhone でも、アプリケーションに地図機能を実装することは

簡単で楽しい作業であるだけでなく、目的しだいでとても便利な追加機能になりま

す。Windows Phone 用の Bing Maps SDK の詳細については、デモ アプリケーショ

ンのソース コードを確認してください。また、MSDN ライブラリ「方法: Windows 

Phone の Bing マップ Silverlight コントロールを使用する」も参照してください。 

 

関連資料とダウンロード 

 位置情報: Windows Phone サンプル (英語) 

 位置情報: iPhone サンプル (英語) 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941093(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941093(VS.92).aspx
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Geo-Location/Windows%20Phone
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Geo-Location/iPhone
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グループ メッセージ 

はじめに 

スマートフォン アプリケーションは、デバイスに格納されている連絡先リストと連

携することができます。連絡先データを使用するタスクとしてよくあるのは、電話

をかける、SMS (テキスト) メッセージを送信するといったタスクです。SMS は最新

型スマートフォンのほとんどで利用できます。iPhone アプリケーションも Windows 

Phone アプリケーションも、スマートフォンの連絡先リストに格納されている連絡

先に簡単に SMS メッセージを送信できます。 

 

スマートフォン プラットフォームの UI の比較 

以下の画面キャプチャの iPhone アプリケーション (図 1) と Windows Phone アプリ

ケーション (図 2) は、グループの単純な一覧を表示しています。 

 

文字体裁と基本的なレイアウトが違うことに注目してください。"Family" または 

"Work" をタッチすると、タッチした項目の編集画面に移動します。また iPhone と 

  

図 1 - iPhone 図 2 - Windows Phone 
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Windows Phone ではタイトルの表示も異なります。Windows Phone の Metro スタ

イルにはピボットという項目スタイルがあり、この画面はこのスタイルのガイドラ

インに準拠しています。ガイドラインに従う場合、アプリケーション名は最小フォ

ント、画面タイトルは最大フォントとし、リスト項目には中くらいのフォント サイ

ズを使用します。開発者はアプリケーションのスタイルを自由に設定できますが、

他すべての Windows Phone アプリケーションとの統一感を持たせるため、このデ

ザイン ガイドラインに従うことをお勧めします。このこと自体は iPhone のグルー

プ一覧画面でも同様です。編集画面への移動方法も似ていますが iPhone アプリケー

ションの場合は 2 段階のプロセスになります。この iPhone アプリケーションでグ

ループの編集画面に移動するには、グループの項目の 1 つをタッチしてから [Edit] 

ボタンをクリックします。 

グループ編集画面には、この iPhone アプリケーションの場合、タイトル、編集可能

なテキスト フィールド、キャンセル ボタン、保存ボタンがあります。また、連絡先

が存在すれば表示されるはずの領域に、必要な操作をユーザーに伝えるメッセージ

が表示されています。Windows Phone の場合、画面にはアプリケーションのタイト

ルが引き続き表示され、編集しているグループ "work" の項目が中くらいのフォント 

サイズで表示されています。スマートフォンの連絡先リストからユーザーが選択済

みの状態で表示され、削除アイコンも連絡先の横に表示されていることに注目して

ください。この連絡先にメッセージを送信するには、アプリケーション バーのメー

ル アイコンを押します。また、アプリケーション バーの省略記号 (・・・) を押す

と、グループの削除などその他のコマンドを表示できます。Windows Phone の画面

には必要な機能がまとまって表示されますが、iPhone の画面には同様の表示はあり

ません。また連絡先を追加する場合も、Windows Phone のアプリケーションではプ

ラス記号のアイコンを使いますが、iPhone のアプリケーションでは "Add new 

member (新しいメンバーの追加)" というテキストの横にあるプラス記号のボタンを

使います。このデザイン パターンは iPhone ユーザーに強制されるものではないの

で、別の iPhone アプリケーションでは異なるデザイン パターンになる可能性もあ

ります。  
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図 3 - iPhone 図 4 - Windows Phone 

 

グループ編集画面と同様、標準の連絡先選択画面 (図 5 および 6) もプラットフォー

ムによって違う点があります。Windows Phone の画面では文字のタイルを使って名

前順に並べられます。iPhone アプリケーションでは、連絡先が存在しないことが、

連絡先リスト画面の透かし文字でユーザーに表示されています。 
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図 5 - iPhone 図 6 - Windows Phone 

 

スマートフォン プラットフォームのコードとフレームワークの比較 

プロジェクトをセットアップする 

Windows Phone では、連絡先に関連するコードはすべて Windows Phone のコア ラ

イブラリに含まれているため、プロジェクト参照の追加は不要です。プライバシー

に関わる操作なので、アプリケーションが連絡先にアクセスすることをユーザーに

知らせる必要があります。これは、(プロジェクトのプロパティ フォルダーにある) 

WMAppManifest.xml ファイルで機能 (Capability) を宣言することによって実行され

ます。宣言された機能を使って、アプリケーションが実際にインストールされる前

にユーザーにメッセージを表示します。Windows Phone では、連絡先へのアクセス

を許可するには ID_CAP_CONTACTS が必要です。 

<Capabilities> 
    <Capability Name="ID_CAP_CONTACTS"/> 
</Capabilities> 
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連絡先にアクセスする 

ユーザーはシステム標準の選択ツールを使って連絡先を選択できます。Windows 

Phone では、iOS の ABPeoplePickerNavigationController に似たセレクターという手

法で選択ツールの機能をサポートします。ユーザーが連絡先を選択するインターフ

ェイスはシステムが提供し、そのデータがアプリケーションに返されます。

Windows Phone には、住所、電子メール アドレス、または電話番号を取得するセ

レクターが提供されています。この手法では組み込みの連絡先アプリケーションと

インデックスを使用するため、非常に高い応答性を実現できます。電話番号を選択

する例を以下に示します。 

phoneNumberChooserTask = new PhoneNumberChooserTask(); 
phoneNumberChooserTask.Completed += phoneNumberChooserTask_Completed; 
phoneNumberChooserTask.Show(); 

Completed イベント ハンドラーは、単純に、結果が成功したかをチェックした後で

データにアクセスします。 

void phoneNumberChooserTask_Completed(object sender, PhoneNumberResult e) 
{ 
    if (e.TaskResult == TaskResult.OK) 
    { 
      MessageBox.Show("The phone number for " + e.DisplayName + " is " + 

e.PhoneNumber); 
    } 
} 

より細かく制御したい場合は、非同期の検索とコールバックによるクエリ メカニズ

ムを直接的に使用することが可能です (今回のサンプルでは触れません)。詳細につ

いては、MSDN ライブラリ「方法: Windows Phone の連絡先データにアクセスする」

を参照してください。 

 

アプリケーションのデータ ストレージ 

アプリケーション内では、iOS の場合、連絡先とグループを示す 

CoreData.framework を使ってデータを保存することができます。Windows Phone 

では、ローカルのデバイス ストレージ メカニズムとして分離ストレージを使用しま

す。分離ストレージはそのアプリケーションのみがデータを保存および取得するこ

とができ、他のアプリケーションは使用できません。また Windows Phone でも、

キーと値を保持するディクショナリまたは構造化されたデータベースがアプリケー

ションごとにサポートされます。アプリケーションの実行中にユーザーが作成した

情報 (新しいグループ名やグループに追加した連絡先など) は、

PhoneApplicationService.State (アプリケーション状態) を使用して保存します。

Windows Phone アプリケーションが終了すると、この一時データは分離ストレージ

に保存されます。同じアプリケーションが開始されると、分離ストレージからデー

タが読み込まれ、アプリケーション状態ディクショナリにキャッシュされます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286416(v=vs.92).aspx
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var isolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication(); 
using (var file = isolatedStorage.OpenFile(PERSISTENT_DATA_FILENAME, FileMode.Open, 
FileAccess.Read)) 
{ 
} 

ストレージをオープンした後、ファイルのオープンとクローズが可能になるので、

標準のファイル アクセス規則を使って読み取り/書き込みを行います。 

 

SMS メッセージを送信する 

いずれかの連絡先に SMS メッセージを送信するには SmsComposeTask を使用しま

す。(セレクターと似たタスクですがデータは返しません)。これは、アドレスのリス

トを渡して値を表示する、iOS の MFMessageComposeViewController と似ています。

値は連絡先オブジェクトの情報から設定されます。たとえば、"To" プロパティには

連絡先の電話番号 (連絡先の名前の場合もあります) を指定します。複数の電話番号

をセミコロンで区切って "To" 文字列内に含めると、複数の連絡先にテキストを送信

できます。 

var smsTask = new SmsComposeTask(); 
smsTask.To = string.Join(";", ViewModel.Contacts.Select(c => c.Number)); 
smsTask.Show(); 

このサンプルでは、キャッシュされた連絡先から電話番号のプロパティのみを LINQ 

クエリを使って取得し、string.Join メソッドでセミコロンを使ってそれらの電話番

号を結合して、最後に Show() を呼び出してスマートフォンの SMS 画面を表示させ

ています。 

 

まとめ 

以下のリンクから、iPhone および Windows Phone のデモ アプリケーションを取得

できます。Windows Phone タスクの詳細については、「Windows Phone のランチ

ャー」を参照してください。 

 

関連資料とダウンロード 

 グループ メッセージ: Windows Phone サンプル (英語) 

 グループ メッセージ: iPhone サンプル (英語) 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769550(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769550(v=vs.92).aspx
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Group%20Messaging/Windows%20Phone
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Group%20Messaging/iPhone
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付録 B: API マッピング ツールの使用 

API マッピング ツールとは 

Windows Phone の API マッピング ツールは、Windows Phone プラットフォーム内

で何かを探す場合に役立つツールです。この API マッピング ツールは、翻訳用の辞

書のようなものだと考えることができます。たとえば、フランスで休暇を過ごすこ

とを計画しているとしましょう。フランス語を話せない場合は、小型の旅行用辞書

を持っていきます。この辞書は、もちろんレストランのメニューから注文を決める

際には役に立ちますが、実際にどのような料理なのかまではわからないでしょう。

そして当然、お店の人とフランス語で会話することもできません。ただし、最初の

ステップとしては優れた学習ツールだといえます。 

このツールがあれば、開発者は既存のアプリ内の API 呼び出しから、それと同等の 

WP のクラス、メソッド、通知イベントを簡単に検索できます。API 呼び出しを検索

すると、同等の WP の API を見つけることができ、両プラットフォームの API ドキ

ュメントへのリンクも提供されます。WP の API ドキュメントはすべて、MSDN 上

の XAML、C#、および XNA 資料から入手できます。 

ツールの使用方法 

アクセス先: http://WPmapping.interopbridges.com/ (英語) 

最初に、ブラウザーの左側のペインにツリーが表示されます。マッピングされてい

る項目をクリックすると、同等のクラス、メソッド、イベントが表示されます。

Windows Phone のドキュメントへのリンクも表示されます。 

 

今後の予定 

このツールはまだ開発途上ですが、近いうちに対象範囲を広げてより多くの API の

マッピングを追加する予定です。移植を行う際にはぜひこのマッピング ツールをお

役立てください。そして専用フォーラム http://WPmapping.uservoice.com (英語) で

のフィードバックも歓迎いたします。ここではマッピングする新しい API について

のご提案もお待ちしています。 

  

http://wp7mapping.interopbridges.com/
http://wp7mapping.uservoice.com/
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改訂履歴 

Rev 4.0 

 付録 A、B を追加 

 書式を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ドキュメントは "現状のまま" で提供されます。本ドキュメントに記載されている

情報 (URL などのインターネット Web サイトに関する情報を含む) は、将来予告な

しに変更することがあります。本ドキュメントは、いずれかのマイクロソフト製品

に含まれる知的財産に対する一切の法的権利をお客様に提供するものではありませ

ん。内部的な参照目的においては、本ドキュメントの複製、使用、変更は認められ

ています。 

本ドキュメントは、クリエイティブ コモンズ ライセンス 3.0 (Creative Commons 

Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0) に基づいて配布されています。 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
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