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本ドキュメントの概要 

本ガイドは、Symbian^3、Symbian Anna、または Symbian Belle 向けの Qt 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、Symbian Qt アプリケーションの開発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。 

対象読者 

本ドキュメントは、Windows Phone OS 7.1 向けアプリケーションの開発を希望する、

Symbian Qt 4.7 アプリケーション開発者を対象としています。 

Qt 4.7 の参考ドキュメントについては、http://doc.qt.nokia.com/4.7/index.html (英語) 

を参照してください。 

Qt Quick 1.0 コンポーネントのドキュメントについては、http://doc.qt.nokia.com/qt-

components-symbian-1.0/qt-components.html (英語) を参照してください。 

Windows Phone OS 7.1 開発プラットフォームのドキュメントについては、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff637516%28v=VS.92%29.aspx を参照してくだ

さい。 

本ドキュメントで使用される表記 

省略形 用語 

WP Windows Phone 

API アプリケーション プログラミング インターフェイス 

IDE 統合開発環境 

XAML Extensible Application Markup Language 

http://doc.qt.nokia.com/4.7/index.html
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qt-components.html
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qt-components.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff637516%28v=VS.92%29.aspx


 

第 1 章: Symbian Qt 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 

Windows Phone (WP) プラットフォームのリリース以来、世界中の開発者がこのプラ

ットフォームのアプリケーション開発を始めています。現在 WP デバイスは世界のさ

まざまなメーカーから提供されています。また、WP Marketplace では、既に数多く

のアプリケーションが利用できます。 

WP 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

ートフォンを追及し、ゼロから開発に取り組みました。WP のオペレーティング シス

テム、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。 

Windows Phone 開発者ツール 

WP 開発を始めるには、まず WP アプリケーション開発ツールに慣れることが最適か

つ現実的な方法です。マイクロソフトでは WP アプリケーション開発についていくつ

かのツールの使用を推奨しています。WP アプリケーションの開発ツールセットは、

マイクロソフトのデベロッパー App Hub 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 

 UI デザイン ツール (デザイナー向け): Expression Blend for Windows Phone 

 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。WP 用のツールについては、第 3 章で詳し

く説明します。 

  

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

WP アプリケーション開発の詳細に入る前に、WP の全体的なアーキテクチャについ

て把握しておくことが重要です。WP はソフトウェアおよびアプリケーションの複数

層から成るアーキテクチャを採用しており、さまざまな種類のスマートフォン上で動

作するように設計されています。また、開発者が信頼でき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必

要のある最低限のハードウェア要件が定義されています。 

Windows Phone のハードウェア基盤 

WP のハードウェア仕様には、WP スマートフォンに関する次のようなハードウェア

要件が含まれています。 

 ARM7 CPU 

 DirectX 対応の GPU 

 カメラ 

 マルチタッチ対応のディスプレイ 

 標準センサー 

o A-GPS 

o 加速度センサー 

o 方位センサー 

o 近接センサーと光センサー 

o ジャイロスコープ 

WP 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メーカーが記述する必要があるのは、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。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff637514(v=vs.92).aspx
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Windows Phone のソフトウェア プラットフォーム 

WP のソフトウェアおよびアプリケーションのプラットフォーム アーキテクチャは、

以下の図に示すように、主に 4 つの要素で構成されています。 

 

Windows Phone アプリケーション プラットフォーム アーキテクチャ 

WP のランタイム (Silverlight および XNA Framework) と Windows Phone 固有の機能

を組み合わせることで、安全でグラフィックスに優れたアプリケーションを構築する

ための高度な環境が実現します。WP のツール (Visual Studio および Expression Blend) 

は、開発者が求める完全なエクスペリエンスを提供し、アプリケーションの迅速な作

成、デバッグ、展開、更新を可能にします。 

WP クラウド サービス (Windows Azure、Xbox LIVE サービス、通知サービス、位置情

報サービス) と他のさまざまな Web サービスは、クラウド経由でのデータ共有を可能

にし、デバイスが異なっても途切れることのないシームレスなエクスペリエンスを実

現します。WP ポータル サービスと Windows Phone Marketplace は、開発者がアプ

リケーションの登録、認定取得、および販売を行うための強力なサービスを提供しま

す。 

Windows Phone でのマネージ コード 

ご存じのように、Symbian Qt Quick および C++ のアプリケーションは、対象プラッ

トフォームのバイナリ実行可能ファイルとして直接的に作成されます。これとは対照

的に、WP は C# または VB.NET を使用する "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ます。つまり WP アプリケーションは、中間言語バイト コード

とそれに関連付けられたメタデータとして作成されます。 

http://blogs.msdn.com/b/brada/archive/2004/01/09/48925.aspx
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こうしたコードの実行は、.NET 共通言語ランタイム (CLR) がサンドボックス環境内で

管理します。CLR はガベージ コレクション機能を提供するため、メモリ管理の心配を

したり、ポインターに配慮したりする必要はありません。WP アプリケーション スタ

ックは、.NET Compact Framework 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。 

Windows Phone アプリケーション開発フレームワ

ーク 

ここでは、WP アプリケーション開発についてさらに詳しく説明していきます。

Symbian Qt 開発者の方々は、Qt Quick、多数の Qt モジュール、および Symbian のネ

イティブ フレームワークを使用したアプリケーションの開発に慣れているでしょう。 

WP では、さまざまな WP アプリケーション開発フレームワークを使用してアプリケ

ーションを開発しますが、中でも最も重要なのが Silverlight と XNA のフレームワー

クです。これらのフレームワークには、アプリケーションに欠かすことのできない重

要な基本機能がカプセル化されています。以下に、WP アプリケーションの開発アー

キテクチャを表した図を示します。 

 

Windows Phone アプリケーション開発アーキテクチャ 

Symbian では、クロスプラットフォームの Qt がアプリケーション開発フレームワー

クとして推奨されています。ただし、Symbian のネイティブ フレームワークを利用し



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

第 1 章: Symbian Qt 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 

 

てアプリケーションを開発することも可能です。以下の表に、Symbian Qt モジュー

ルおよび Symbian ネイティブ フレームワークと同様の機能を提供する、WP アプリ

ケーション開発フレームワークの概要を示します。 

 

Symbian Qt モジ

ュール 

Symbian ネイティブ フ

レーム ワーク 

機能 Windows Phone ア

プリケーション開発

フレームワーク 

Qt Quick、Qt 

Mobility 

AVKON、センサー フレ

ームワーク、カメラ フ

レームワーク 

アプリケーショ

ン UI、デバイス

統合 (センサー、

カメラ) 

Silverlight、

Windows Phone の

フレームワーク 

Qt Quick、Qt フレ

ームワークのグラ

フィックス/GUI モ

ジュール、Qt 

Mobility 

グラフィックス パッケ

ージ、アニメーション 

API、マルチメディアの 

API とフレームワーク 

グラフィック

ス、アニメーシ

ョン、メディア 

ゲーム向けの XNA 

フレームワーク、コ

ンシューマー/ビジ

ネス アプリケーシ

ョン向けの 

Silverlight プレゼン

テーションとメディ

ア 

Qt Quick、Qt フレ

ームワーク エンジ

ンおよびコア モジ

ュール 

汎用 OS サービス、ネッ

トワーキング サービ

ス、ユーザー ライブラ

リ、XML サービス、永

続的ストレージおよび

ファイル サーバー 

基本サービス、

ネットワーキン

グ、テキスト、

XML、ストレー

ジ 

共通基本クラス ラ

イブラリ 

Symbian  OS 層 Windows Phone 

Symbian Qt、Symbian ネイティブ、および Windows Phone でのアプリケーション開発の比較 

WP アプリケーション開発の詳細については、Windows Phone のアプリケーション 

プラットフォームの概要を参照してください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402531(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402531(v=VS.92).aspx
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Windows Phone アプリケーション 

Symbian Qt 開発者の方々は既にご存じのとおり、Symbian Qt では、QML ベースの 

UI を取り入れた Qt Quick がアプリケーション開発フレームワークとしてよく使用さ

れています。しかし Symbian アプリケーション開発プラットフォームは長期にわたり

進化を続けてきたため、現在では、Qt ウィジェット、ネイティブの Symbian フレー

ムワーク、カスタム UI のいずれかを利用するくつものアプリケーションやゲームが

共存する状態となっています。 

WP では、Silverlight プレゼンテーションおよびメディアと、XNA フレームワークを

使用してアプリケーションを開発できます。さらに Windows Phone フレームワーク

や共通基本クラス ライブラリのサポートも活用できます。WP アプリケーションの開

発では一般的に、コンシューマー向けおよびビジネス向けのアプリケーションには 

Silverlight を使用し、ゲームには XNA を使用することが推奨されています。 

ただしもちろん、Silverlight のアニメーションを使用して優れたゲームを開発するこ

ともできれば、XNA フレームワークを使用してコンシューマー向けのすばらしいリッ

チ メディア アプリケーションを開発することも可能です。さらに WP OS 7.1 以降で

は、Silverlight と XNA のコンテンツを同じアプリケーション内に混在させられるよう

になりました。 

以下の表で、Windows Phone アプリケーションの一般的な形式と、それに相当する 

Symbian Qt アプリケーションの形式を簡単にまとめます。 

Symbian Qt アプリケーション Windows Phone アプリケーション 

スタックやタブ ベースでページ間を

移動する、Symbian ネイティブ、ま

たは Symbian Qt Quick および Qt ウ

ィジェットのアプリケーション 

フローによって接続された複数のページから成

るコンシューマー向け/ビジネス向け Silverlight 

アプリケーション 

OpenGL-ES の 2D/3D グラフィックス

を含む、Symbian Qt Quick またはカ

スタム UI を使用したゲーム 

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 

典型的な Symbian アプリケーションと Windows Phone アプリケーション 

WP アプリケーション開発で Silverlight および XNA を使用する方法については、

Windows Phone 用の Silverlight および XNA Framework を参照してください。 

メモ: 広告は、Silverlight ベースおよび XNA ベースのどちらのアプリケーションでも 

Microsoft Advertising SDK (英語) を使用して表示できます。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402528(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/advertising-mobile-windows-phone-7-sdk(v=MSADS.20).aspx
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Silverlight プレゼンテーションとメディア 

コンシューマー向けおよびビジネス向けに、リッチかつイベントドリブンな、インタ

ーネット対応のアプリケーションを WP で開発するには、Silverlight の使用が適して

います。 

Qt では宣言型の QML ユーザー インターフェイス言語が使用されますが、Silverlight 

でも XAML (Extensible Application Markup Language) という宣言型言語を使用してユ

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。 

WP OS での表示および操作用に多くの Silverlight UI コントロールがデザインされて

おり、それらはマルチタッチをサポートしています。Silverlight はオーディオおよび

ビデオのパフォーマンスにも優れています。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。 

Bubble Level Silverlight は、基本的な Silverlight アプリケーションの一例です。このア

プリケーションは加速度センサーの使用例を示しています。デバイスの傾きを計算し、

その傾きをよくある気泡水準器として表します。Bubble Level Silverlight は、同様の 

Symbian Qt アプリケーションである Bubble Level Qt を WP Silverlight に移植したも

のです。 

以下のエミュレーターのスクリーンショットは、Symbian Qt と WP Silverlight それぞ

れの Bubble Level のユーザー インターフェイスを示しています。 

 

Qt Simulator による Bubble Level Symbian Qt の UI のスクリーンショット 
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WP エミュレーターによる Bubble Level Silverlight の UI のスクリーンショット 

Bubble Level Silverlight の詳細、および Symbian Qt と WP Silverlight 間での移植方法

については、Bubble Level Silverlight (英語) を参照してください。  

http://projects.developer.nokia.com/bubblelevelsilverlight/
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XNA フレームワーク 

臨場感があり、おもしろく、ハイ パフォーマンスなゲームや、エンターテイメント性

に富んだエクスペリエンスを WP で開発するには、XNA フレームワークの使用が適し

ています。 

XNA フレームワークには、Windows Phone、Xbox 360、Zune HD、Windows 7 など

のマイクロソフト ゲーム プラットフォームで優れたゲームを開発することを目的と

して、各種のソフトウェア、サービス、およびリソースが含まれています。 

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。 

基本的な XNA ゲームの例として、Moto Trial Racer XNA を紹介します。これは XNA 

Game Studio 4.0 と、特に Box2D.XNA の使用方法を具体的に示すために作成されたオ

ートバイ レース ゲームです。Moto Trial Racer XNA は、同様の Symbian Qt ゲームで

ある Moto Trial Racer Qt を WP XNA に移植したものです。 

以下のデバイスのスクリーンショットは、Symbian Qt と WP XNA それぞれの Moto 

Trial Racer のユーザー インターフェイスを示しています。 

 

Moto Trial Racer Symbian Qt のユーザー インターフェイスのデバイス スクリーンショット 
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Moto Trial Racer WP XNA のユーザー インターフェイスのデバイス スクリーンショット 

Moto Trial Racer XNA の詳細、および Symbian Qt と WP XNA 間での移植方法につい

ては、Moto Trial Racer XNA (英語) を参照してください。 

Windows Phone フレームワーク 

Windows Phone フレームワークには WP アプリケーションで一般的によく使われる

構築用部品が定義されています。たとえば、アプリケーションのフレームとページの

構造、アプリケーションのアクティブ化/非アクティブ化メカニズムなどが定義され

ています。さらに Windows Phone フレームワークは、WP アプリケーションがシス

テム リソースやハードウェア リソースと対話する際のインターフェイスも提供しま

す。 

Qt では、HTML やその他の Web コンテンツの表示には WebKit ブラウザーとウィジ

ェットを使用します。WP アプリケーションで HTML を使用する必要がある場合は、

Windows Phone フレームワークに含まれる Internet Explorer ベースの Web ブラウザ

ー コントロールを HTML 用 UI として使用できます。 

Windows Phone フレームワーク層は、さまざまなセンサー (加速度センサー、方位セ

ンサー、ジャイロスコープなど) へのインターフェイスも提供します。また、カメラ

へのアクセスも可能にします。一方 Symbian Qt では、デバイス センサーへのアクセ

スには Qt Mobility の Sensors API を使用します。カメラへのアクセスには Qt 

Mobility の Multimedia API を使用します。 

http://projects.developer.nokia.com/xnamototrialracer/
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マイクロソフトは、Windows Phone フレームワークの一部として Microsoft Push 

Notification Service というプッシュ通知サービスを提供します。Symbian Qt では、Qt 

Notifications API を使ってクライアント アプリケーションにリアルタイムのプッシュ

通知機能を追加できます。 

共通基本クラス ライブラリ 

Symbian Qt では、共通サービスは各種の Qt フレームワーク モジュールを通じて提供

されるので、Qt Quick と Qt Mobility によって提供されるサービスは限られています。

WP では、同等の基本サービスは共通基本クラス ライブラリによって提供されます。

WP 共通基本クラス ライブラリには、基本クラス、コレクション、スレッド処理、テ

キスト処理、I/O など、数多くの共通関数とコア サービスがカプセル化されています。 

WP 共通基本クラス ライブラリ層には以下も含まれます。 

 ネットワーキング スタック: HTTP や Windows Communication Foundation 

(WCF) など。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 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。 

 データベースのサポート: WP OS 7.1 の新機能の 1 つに、ローカル SQL データ

ベースのサポートがあります。統合言語クエリ (LINQ) を使用して SQL のよう

なクエリを C# で記述でき、分離ストレージ、または 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。 
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まとめ 

本章では、WP の全体的なアーキテクチャとアプリケーション開発フレームワークを、

Symbian Qt および Symbian ネイティブのプログラミング モジュールと比較しながら

説明しました。WP プラットフォームの全体像を把握し、WP プログラミング フレー

ムワークが、Symbian Qt および Symbian ネイティブのどのプログラミング モジュー

ルに相当するかを大まかに理解したところで、より詳細な内容に移りたいと思います。

次の章では、WP アプリケーションのアプリケーション 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ついて説明します。 

関連資料 

ここで紹介したトピックの詳細については、以下を参照してください。 

 App Hub (Windows Phone 開発の中心的サイト): 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。 

 MIX '10 のプレゼンテーション (英語): Istvan Cseri が Windows Phone 7 のアー

キテクチャについて説明しています。 

 Windows Phone 7 開発入門シリーズ (英語): Windows Phone 7 開発者としての

基本的な知識の習得を支援するビデオ シリーズです。 

 App Hub のジャンプ スタート チュートリアル (英語) 

 Codeproject.com の WP7 プログラミングの概要 (英語) 

以下の資料も役立ちます。 

 Windows Phone 7 のアプリケーション プラットフォームの概要 (英語) 

 Windows Phone 7 チーム ブログ (英語) 

 Windows Phone プログラミング 

http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
http://live.visitmix.com/MIX10/Sessions/CL18
http://channel9.msdn.com/Series/Windows-Phone-7-Development-for-Absolute-Beginners
http://create.msdn.com/ja-jp/education/catalog/article/wp7_jump_start
http://www.codeproject.com/Articles/108022/Introduction-to-Windows-Phone-Programming-Part-1.aspx
http://live.visitmix.com/MIX10/Sessions/CL13
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402535(v=VS.92).aspx
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第 2 章: Windows Phone のアプリケーシ

ョン デザインのガイドライン 

マイクロソフトの Windows Phone (WP) では、Metro (英語) という斬新なデザイン シ

ステムを採用しています。WP を一見すると、馴染みのある Symbian Qt のデザイン

とはスタート画面やデザイン概念の面で違いがあることに気付くでしょう。WP 

Metro は、すばやい操作性を持つすっきりとしたシンプルなデザインを特徴とします。

また、新たな情報を自動的に表示できるほか、対話的操作とコンテンツが直接統合さ

れており、特に色と文字体裁に工夫が凝らされています。 

アプリケーションとモジュールを中心とした Symbian Qt 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。Symbian Qt のホーム画面はアプ

リケーションのアイコンとショートカットを、カスタマイズできる動的な配列として

表示しますが、WP のスタート画面は動的なタイルで構成され、ユーザーが情報を一

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。 

また、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 + Videos、

Marketplace、Office、Games の 6 種類があります。以下の画像に示す People ハブに

は、アドレス帳の連絡先と Facebook の友人が集約されています。 

 

Windows Phone の People ハブ 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=189338
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202905(v=VS.92).aspx
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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Windows Phone アプリケーションのデザイン 

Symbian Qt 開発者の方々は既にご存じのとおり、Symbian で推奨されるアプリケー

ション開発フレームワークは Qt Quick です。しかし Symbian プラットフォームは長

期にわたり進化を続けてきたため、現在では Qt ウィジェット、ネイティブの 

Symbian フレームワークと開発ガイドライン、独自のコンポーネントとデザイン概念

などを利用した、いくつもの種類のアプリケーションやゲームが共存する状態となっ

ています。本章では、Symbian Qt と WP のアプリケーション デザインについて、主

に Qt Quick フレームワークの観点から比較していきます。 

アプリケーション デザインの一般原則 

新たに導入された Qt Quick コンポーネントでは、Symbian Qt 開発に対してモバイル 

デバイスをいっそう重視したアプローチが取り入れられていますが、Qt フレームワ

ークはプラットフォームの種類を問わないことを特徴としているため、Symbian Qt 

のアプリケーション デザインには WP にはない側面もあります。 

WP アプリケーションのデザインは Symbian Qt 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。Symbian Qt やその他のモバイル プラットフォームでア

プリケーションを開発する場合と同様に、WP でも、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、そしてモバイルであることに関する一般的な

課題と可能性を考慮してアプリケーションをデザインする必要があります。 

ただし、アプリケーション デザインにおいて使いやすさが最優先される点は Symbian 

Qt プラットフォームでも WP プラットフォームでも変わりません。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

オに重点が置かれる必要があります。一般的なアプリケーション デザイン原則の詳細

については、Symbian のデザイン ガイドライン (英語) および Windows Phone のユー

ザー エクスペリエンスのデザイン ガイドラインを参照してください。 

視覚的要素と直接操作 

Symbian Qt と同様に、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。Symbian Qt では、Qt Quick コンポ

ーネントは画面の小さい手で持つタイプのデバイスに最適化されていますが、その他

の Qt フレームワーク UI コントロールは、さまざまなプラットフォームで利用される

ことを考慮してデザインされています。 

WP では、シングルタッチ ジェスチャおよびマルチタッチ ジェスチャを多数含むコ

ア セットを活用します。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/拡大が含まれます。WP のタッチ ジェスチャと 

http://www.developer.nokia.com/Resources/Library/Symbian_Design_Guidelines/index.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(v=VS.92).aspx
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Symbian Qt でサポートされるジェスチャは意味的には似ています。優れた WP アプ

リケーションを開発するには、見た目と操作性に優れたデザインが重要な役割を果た

します。 

Windows Phone アプリケーションの構造 

WP のアプリケーション構造は、Silverlight ページ モデルに基づいています。ユーザ

ーは、リンクをたどることでコンテンツのさまざまなビューを表示していき、ハード

ウェアの [戻る] ボタンを使用して前のページに戻ることができます。 

Windows Phone 向けの Silverlight ページ モデルには、以下の 2 つの定義があります。 

 ページ: ユーザーが認識できる永続的状態の集合体。情報性があり、記憶され

るコンテンツ、リンクなどを含みます。 

 画面: ポップアップ ウィンドウ、ダイアログ ボックス、スプラッシュ スクリ

ーンなどの一般的な UI 画面。記憶されるコンテンツを含まず、ユーザーが認

識できる永続的状態の集合体以外を指します。 

Windows Phone アプリケーションのフレームとページ 

WP アプリケーションの視覚的構造は 1 つのフレームと複数のページで構成され、

Windows Phone 向けの Silverlight ページ モデルではこれらがコア要素となります。

アプリケーションのコンテンツを表示するページを必要な数だけ作成し、それらのペ

ージ間をフレームを使って移動します。 

フレームは Windows Phone の外観と統合することにより、さまざまなアプリケーシ

ョン間でのデザインの一貫性を実現します。1 つの WP アプリケーションには、以下

を含むフレームが 1 つ存在します。 

 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。 

 システム トレイ/ステータス バーおよびアプリケーション バー用の予約済み

領域: アプリケーションの画面の向きなど、一部のプロパティも表示されます。 
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Windows Phone アプリケーションのフレームとページ 
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Windows Phone 向けの Silverlight ページ モデルは Symbian Qt Quick のアプリケーシ

ョン ビューと多くの点が類似しているため、WP UI 開発への移行は比較的容易です。

比較してみると、Symbian Qt Quick アプリケーションの基本的なアプリケーション 

ビューは以下の領域で構成されます (下のスクリーンショットを参照)。 

 ステータス バー (システム トレイとも呼ばれる): 電波の強さ、バッテリ残量、

Wi-Fi 接続、システム時刻など、システム ステータスのアイコンとフィードバ

ックを表示します。 

 アプリケーション固有のコントロールとデータ用に予約されたコンテンツ領

域: 全画面表示では、コンテンツ領域が唯一の必須ビュー要素になります。 

 ツール バー: [戻る] ボタンおよびメニュー ボタンが表示されるほか、両ボタン

の間に最大 2 個までボタンを追加できます。 

 

Qt Quick コンポーネントを使用したアプリケーション ビュー  
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さらに、WP と、以前からある Symbian でアプリケーション ビューを比較してみま

す。Symbian スタイルのアプリケーション ビューは、以下の領域で構成されます。 

 ステータス ペイン: 現在のアプリケーションに関する情報と、一般的なデバイ

ス ステータス (電波の強さやバッテリ残量など) に関する情報を表示します。

ステータス ペインには、タイトル ペイン、コンテキスト ペイン、ナビ ペイ

ン、シグナル ペイン、バッテリ ペイン、時計ペイン、汎用インジケーター ペ

インというサブペインが含まれます。 

 メイン ペイン: アプリケーションのコンテンツと状態を表示します。 

 コントロール ペイン: ナビゲーションとメニュー表示に使用する、2 つのソフ

ト キーに関連付けられたラベルを表示します。 

   

Symbian^3、Symbian Anna、Symbian Belle のアプリケーション ビュー 
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Windows Phone アプリケーションのステータス バーとアプリケーション 

バー 

WP ページ モデルでは、ステータス バーおよびアプリケーション バーのスペースと

して、アプリケーション フレームの一番上と一番下の領域が予約されます。WP のス

テータス バーおよびアプリケーション バー (下図を参照) は、Symbian Qt のステータ

ス バーおよびツール バーと同様の役割を果たし、同様の位置に配置されます。 

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。ユーザーはステータス バーを操作することもあ

ります。ステータス バーはさまざまな通知によって随時更新され、ユーザーが重要な

情報に気付くことができるようにします。 

WP のアプリケーション バーは、頻繁に行うアプリケーション タスクを簡単に実行

できるようにするための場所です。頻繁に行うタスクが少ない場合は、アプリケーシ

ョン バーに表示されるメニューが 1 つだけになることもあります。 

 

Windows Phone アプリケーション領域のステータス バーとアプリケーション バー 
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Windows Phone アプリケーションの標準的な構造 

次の図に、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示します。 

 

Windows Phone アプリケーションの標準的な構造 

アプリケーションを開始すると、ユーザーには最初にスプラッシュ スクリーンが表示

されます。この画面が表示されることによって、ユーザーは応答が速いという印象を

持ち、アプリケーションが起動中であるということが即時にわかります。スプラッシ

ュ スクリーンは、固定サイズの画像ファイルです。複数のスプラッシュ スクリーン

をアニメーション化することで、アプリケーションの起動処理の進捗を示すこともで

きます。 

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、各種設定、およびその他のページ ウィジ

ェットへのリンクが配置されます。アプリケーション要件によっては、ホーム ページ

と最初のコンテンツ ページを同一ページにすることもあります。 

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。 

予想されるアプリケーションの利用シナリオを以下に示します。 

 ユーザーがチーム名のリンクの 1 つをクリックし、複数のビューを提供できる

チーム詳細ページ ("ウィジェット詳細ページ") に移動する。チームの詳細ペー
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ジでは、ピボット コントロールやパノラマを使って、チーム概要や所属選手

一覧 ("ガジェット一覧" ページ) などのさまざまなビューが表示されます。 

 ユーザーが野球選手の 1 人を選択する。選手情報へのアクセスは制限されてい

るため、アプリケーションで選手の成績ページ ("ガジェット詳細ページ") を表

示するには、ユーザーが ("ログイン画面" で) 資格情報を入力する必要があり

ます。選手の成績ページでは、テキスト、マルチスケール画像、その他のマル

チメディア コントロールなど、各種コントロールが使用されます。 

 ユーザーが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

ジェット詳細ページ") や選手のページ ("ガジェット詳細ページ") に直接アクセ

スする。 
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Windows Phone アプリケーションのユーザー イン

ターフェイスのデザイン 

Symbian Qt と WP の両プラットフォームではアプリケーションのデザイン原則が多

くの点で類似していますが、WP ではアプリケーションのユーザー インターフェイス

に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で一貫したエクスペリエンスを提供できるユーザー イン

ターフェイスを実現するには、WP アプリケーションで新しい Windows Phone のユ

ーザー エクスペリエンスのデザイン ガイドラインに従う必要があります。Symbian 

Qt Quick アプリケーションの UI デザインについては、同様のガイダンスとして、

Symbian のデザイン ガイドライン (英語) があります。ネイティブの Symbian^3 アプ

リケーションの UI デザインについては、Symbian^3 UI スタイル ガイド (英語) を参

照してください。 

QML と XAML 

Qt Quick では、宣言型で JavaScript ベースの QML ユーザー インターフェイス言語を

使ってユーザー インターフェイスとその動作を QML 要素および QML ドキュメント

として記述します。同様に WP では、宣言型で XML ベースの XAML ユーザー インタ

ーフェイス言語と XAML ドキュメントを使って、アプリケーション ユーザー インタ

ーフェイスとその要素を記述します。 

Qt の QML ドキュメントは、QML ランタイムを呼び出す Qt C++ アプリケーション

によってインスタンス化されます。同様に WP では、XAML がインスタンス化言語と

して機能します。XAML は UI に必要となる実際のコードを含み、XAML ドキュメント

の要素は共通言語ランタイム (CLR) オブジェクトと直接マッピングされます。イベン

ト処理と XAML 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 CLR 言

語 (C# または VB.NET) で記述します。 

以下のコードで、Symbian Qt の QML ドキュメントと Windows Phone の XAML ドキ

ュメントで使用される構文の例を示します。 

Button { 

    anchors { 

        left: sign.right 

        right: parent.right 

        verticalCenter: sign.verticalCenter 

        margins: (parent.width - (sign.x + sign.width)) / 4 

    } 

    height: width 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=220811
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=220811
http://www.developer.nokia.com/Resources/Library/Symbian_Design_Guidelines/index.html
http://www.developer.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/a80c6de9-d56c-472d-af19-7a3eca265f50/Symbian_3_UI_Style_Guide_v1_0_en.pdf.html
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    source: "images/calibbutton.png" 

    mouseAreaScale: 2 

    smooth: true 

    onClicked: sign.frontSide = !sign.frontSide 

} 

Symbian Qt の QML ドキュメント構文の例 

<!-- [Calibrate] ボタン。ボタンのスタイルは、押しやすさを考慮して設定 --> 

<Button Name="CalibrateButton"  Width="158" Height="98" 

    HorizontalAlignment="Right" 

    Content="Calibrate" Margin="0,0,30,0" BorderThickness="2" 

    Foreground="Black" 

    Click="CalibrateButton_Click" Style="{StaticResource ButtonStyle}"> 

</Button> 

Windows Phone の XAML ドキュメント構文の例 

共通機能 

WP の特徴の 1 つに、汎用的なアプリケーション バーがあります。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。Symbian Qt では、動的な Qt Quick ツール バーを使って

同様の機能 (アプリケーションのメニューおよびよく使用されるアクション) を提供で

きます。 

以下の表に、Symbian Qt Quick、ネイティブ Symbian、および WP の各アプリケーシ

ョンのビュー要素によって、デバイスのステータス情報、ナビゲーション機能、よく

使用される操作がどのように提供されるかを示します。 

 

Symbian Qt 
Quick 

Symbian ネイティブ 機能 Windows Phone 

ステータス バー 

 

ステータス ペイン 

 

デバイスに関する

情報、タイトル 

ステータス バー 

ページ タイトル 

ツール バー コントロール ペイン

およびツール バー 

ビューまたはアク

ションのナビゲー

ション、メニュ

ー、ボタン 

 

前のページに移動する 

[戻る] ボタン 

 
タブ バー 

 

ナビ ペイン 

 
アプリケーション バー上

のビューとアクション 

Symbian Qt Quick、Symbian ネイティブ、および Windows Phone のビュー要素 
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ナビゲーション 

WP では、ユーザーはインストール済みのアプリケーション一覧、またはスタート画

面のタイルからアプリケーションを起動して操作を進めます。アプリケーションに関

連付けられたトースト通知をタップするなど、その他の起動方法もあります。WP7.1 

OS では、ハードウェアの [戻る] ボタンを長押しすることで、前に実行していたアプ

リケーションに切り替えられるようになりました。これは、ハードウェアの [ホーム] 

または [メニュー] ボタンを使用した、Symbian Qt アプリケーションの切り替えメカ

ニズムと類似した機能です。 

標準的な Symbian Qt アプリケーションは複数のページで構成され、それらのページ

は、タブ、GUI コントロール、ソフト キー、およびツール バーを使用して移動でき

ます。Symbian Qt のハードウェア ボタンは、ツール バー内 (ネイティブ Symbian ス

タイルのアプリケーションではコントロール ペイン内) に表示されるソフト キーとリ

ンクされます。ソフト キーは、"戻る" 機能などのよく使うナビゲーション機能をサ

ポートするように構成して利用できます。 

標準的な WP アプリケーションは複数のページの集合体であり、ユーザーはボタンや

リンクといったウィジェットを使用するアクティビティを通じて移動を行います。

WP では、ハードウェアの [戻る] ボタンを使用すると、実行中のアプリケーション内

の各ページ、または前に実行していた各アプリケーションをさかのぼって表示できま

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。WP の

この機能は、Symbian Qt ツール バーの [戻る] ボタンによるナビゲーションと似てい

ます。 

WP の開発者は、[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。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。 

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、操作性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。 

Symbian Qt と WP Silverlight のコントロールには、いくつかの類似点と相違点があり

ます。Symbian Qt で推奨される GUI コントロールは、Qt Quick コンポーネント (英

語) および関連する QML 要素 (英語) です。 

http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qt-components.html
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qt-components.html
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qdeclarativeelements.html
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Symbian Qt アプリケーションで選択可能なもう 1 つの GUI コントロールとして、一

部のアプリケーションでは引き続き Qt ウィジェットが利用されています。ただし、

Qt モバイル アプリケーションの開発では、今後 Qt ウィジェットは使用しないことが

推奨されています。 

次の表に、一般的な Symbian Qt Quick コントロール (Qt Quick コンポーネントと 

QML 要素) の例と、対応する WP Silverlight コントロールを示します。 

 

Symbian Qt Quick コントロール Windows Phone Silverlight コントロール 

QML Button (英語) Button 

QML CheckBox (英語) CheckBox 

QML Grid (英語) Grid 

QML Image (英語) Image 

QML ListView (英語) ListBox 

QML ProgressBar (英語) ProgressBar 

QML RadioButton (英語) RadioButton 

QML TextEdit (英語) RichTextBox 

QML Slider (英語) Slider 

QML TextInput (英語) TextBox 

一般的な Symbian Qt Quick コントロールと WP Silverlight コントロール 

Symbian Qt の GUI コントロールと WP Silverlight との対応関係についての詳細は、

WP API マッピング ツール (英語) で確認してください。 

通知 

Symbian Qt と WP の通知サービス設計には、根本的に異なる点がいくつかあります。

WP の通知サービス設計はプッシュ型の通知をベースとしているのに対して、

Symbian Qt ではアプリケーションおよびデバイス レベルの通知がより重視されてい

ます。Symbian Qt でインスタント メッセンジャー アプリケーションや Twitter とい

ったサービスからのプッシュ通知をアプリケーションに追加するには Qt Notifications 

API を使用します。 

http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qml-button.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms609089(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qml-checkbox.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms609112(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qml-grid.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms610550(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qml-image.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms610982(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qml-listview.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms611062(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qml-progressbar.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms612638(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qml-radiobutton.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms612644(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qml-textedit.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.controls.richtextbox(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/qt-components-symbian-1.0/qml-slider.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms612951(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/4.7/qml-textinput.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms617604(v=vs.95).aspx
http://windowsphone.interoperabilitybridges.com/
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Symbian Qt に比べて、WP の通知サービスは全体として機能が豊富です。Symbian Qt 

Quick は、Symbian Qt アプリケーションに対して基本的な通知機能のみを提供します。

最新リリースの Symbian Qt およびネイティブ Symbian では、より高度な通知機能が

利用できます。 

WP では通知が重要な役割を果たします。タイル通知は、アプリケーション関連の情

報的な通知を表示します。これがユーザーの作業を中断させることはありません。

WP のタイル通知と同等の機能は Symbian Qt にはありません。Symbian Qt では、重

要性の低い一般的な通知はステータス バー内にアイコンとして表示される汎用インジ

ケーターによって提供されます。 

WP のもう 1 つの通知メカニズムとしてトースト通知があります。これは、SMS など

のタイミングが重要な情報を提供するのに使用されます。トースト通知は画面の一番

上に約 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。Symbian Qt で

は、タイマーに基づいた同様の通知として情報バナーがあります。これはアクティブ

なアプリケーションの上に表示されます。 

WP の 3 つ目の通知メカニズムは直接通知です。これは、実行中のアプリケーション

内で使用するために設計されており、ユーザーのアクションを必要とします。これに

相当する Symbian Qt の通知メカニズムはダイアログです。ダイアログには、通知に

関するテキスト情報と、ユーザーの応答を受け入れるための各種ボタンのほか、その

通知の種類を表す説明的アイコンが含まれます。 

Windows Phone アプリケーションの開発テンプレ

ート 

Qt Creator は、いくつかの標準的なプロジェクト テンプレートを備えています。また、

カスタム プロジェクト テンプレートを作成して、Qt Quick と Qt の基本的なアプリ

ケーションを構築することもできます。Visual Studio には、WP アプリケーション開

発用に多数のテンプレートが組み込まれています。これをアプリケーションの基本設

計に活用することで、開発作業の手間を省くことができます。 

Windows Phone アプリケーションのテンプレートは、開発するアプリケーションの

機能に応じて選択できます。たとえば、XNA ベースのゲーム アプリケーション テン

プレートは、ゲーム用機能と OpenGL ES グラフィックスのようなメディアを実現す

る基礎としてアプリケーションに活用できます。 
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まとめ 

本章では、Symbian Qt と WP の両プラットフォームについてアプリケーション デザ

インの類似点と相違点を説明しました。WP アプリケーションを予定している場合も、

Symbian Qt Quick アプリケーションでのこれまでの作業やプログラミング ロジック

を活用することができます。 

さらに、Symbian Qt と WP のアプリケーション ユーザー インターフェイス開発にお

ける一般的な構造と概念を比較し、WP インターフェイス ガイドラインに基づく WP 

Metro デザインを紹介しました。また、WP Silverlight は UI コントロールおよびジェ

スチャの充実したライブラリを提供すること、およびこれらのライブラリには 

Symbian Qt プラットフォームのコントロールやジェスチャと同等のものがいくつか

含まれていることを確認しました。 

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。 

 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 

 Windows Phone 開発者ツール 

 CodePlex の Silverlight for Windows Phone Toolkit (英語) 

 Windows Phone のデザイン リソース 

 Metro デザイン言語 (英語) 

以下の資料も役立ちます。 

 Windows Phone のアプリケーション ページ モデル 

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

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202915(v=VS.92).aspx
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://www.microsoft.com/design/toolbox/tutorials/windows-phone-7/metro/
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: Windows Phone の開発者向けツ

ールとデザイナー向けツール 

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。

Qt Creator と Qt SDK を使い慣れている Qt 開発者も、WP 開発者ツールにすばやく移

行し、簡単に使いこなすことができます。 

Windows Phone と Symbian Qt のツールの比較 

Symbian Qt のアプリケーション開発で使用される Qt Creator (英語) は、Qt アプリケ

ーション開発者のニーズを元に開発されたクロスプラットフォームの統合開発環境 

(IDE) です。ネイティブの Symbian C++ アプリケーション開発には、同等の IDE とし

て、デバイスおよびプラットフォームごとの Symbian SDK とエミュレーターを統合

した Carbide c++ を使用します。 

WP の場合は、Visual Studio 2010 Express for Windows Phone が WP アプリケーショ

ン開発のための全機能を備えた IDE となります。Visual Studio 2010 を使用すると、

Windows Phone アプリケーションの設計、開発、デバッグを円滑に行えます。Visual 

Studio と Qt Visual Studio Add-in を使用すれば、Qt アプリケーション開発にも対応

できることを知っておくと役立ちます。 

Windows Phone アプリケーションの開発サイクル全体を支える、その他の基本的な 

WP ツールには以下があります。 

 Expression Blend 

 XNA Game Studio 

 Windows Phone エミュレーター 

 Silverlight for Windows Phone Toolkit (英語) 

 

Visual Studio および上記のその他の WP アプリケーション開発ツールは、Qt Creator 

および Symbian Qt アプリケーション開発ツールで提供されるのと同様の機能を備え

ています。以下の表に、Qt と WP の両プラットフォームについて、最も重要な開発

ツールの機能の概要を示します。  

http://qt.nokia.com/products/developer-tools/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff630878(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc296227.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc296227.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb200104.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402563(v=VS.92).aspx
http://silverlight.codeplex.com/releases/view/52297
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Qt および Windows Phone のアプリケーション開発ツール 

WP ツールセットであれば、Qt ツールセットを使い慣れたデザイナー、開発者、テス

ト担当者を含むチーム全体が WP 開発に簡単に移行できます。 

開発ライフサイクルと Windows Phone ツール 

WP ツールセットは、アプリケーション開発チーム内での共同作業を支援し、役割の

異なるさまざまなメンバーのニーズに対応するように作られています。Symbian Qt 

での Qt Quick Designer および Qt Creator と同様、Expression Blend と Visual Studio 

は、WP の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。 

これらの 2 つのツールは、同じファイル構造とソース ファイルを共有します。

Expression Blend は UI のデザイン用に XAML を使用します。その XAML は Visual 

Studio でも使用できます。このしくみにより、デザイナーと開発者の作業を分離しな

がら、両者のシームレスな連携が可能になります (下図を参照)。 

機能 対象者 Qt ツール Windows Phone 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 Qt Quick Designer、Qt 

Designer  

Expression Blend 

UI デザイン UI デザイナー

およびプログ

ラマ 

Qt Creator IDE に統合

された Qt Quick 

Designer および Qt 

Designer 

Visual Studio 2010 
Express 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 Qt Creator IDE を含む 

Qt SDK 

Visual Studio 2010 
Express for Windows 
Phone、Silverlight for 

Windows Phone Toolkit 

ゲーム開発 (コー

ディング) 

プログラマ Qt Creator IDE を含む 

Qt SDK 

XNA Game Studio 

テスト/エミュレ

ート 

テスト担当者 Qt SDK の Qt 

Simulator、QML 

Viewer 

Visual Studio 2010 
Express 内の Windows 

Phone エミュレーター 

ドキュメント 開発チームお

よび関係者 

Doxygen、Qt Assistant NDoc、Sandcastle、

Doxygen、Microsoft ヘ

ルプ システム 
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WP ツールセットが支える開発チームの共同作業 

Visual Studio 2010 でのプロジェクトの管理 

Qt Creator 同様、Visual Studio 2010 Express for WP は豊富な機能を備えた IDE です。

Visual Studio 2010 では以下を行うことができます。 

 開発プロジェクト、ソース、およびリソース ファイルを含む構造全体の管理 

 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 

Visual Studio 2010 では、ソース ファイルを管理し、コードを共有し、チーム メンバ

ーの作業を管理することができます。Visual Studio にはコンパイラおよびデバッガー

が統合されています。このコンパイラおよびデバッガーは両方とも、GUI またはコマ

ンド ラインからアクセス可能です。 

Visual Studio では、新しい基本的な Silverlight アプリケーションの作成はとても簡単

です。以降では、ShoppingList という単純なサンプル アプリケーションを作成しなが

ら、WP 開発の手順を詳しく説明します。 

1. [スタート] メニューから Visual Studio 2010 Express for WP を起動します。 

2. Visual Studio 2010 の [ファイル] メニューを開き、[新しいプロジェクト] をク

リックします。 

3. [新しいプロジェクト] ダイアログ ボックスで、[インストールされたテンプレ

ート] から Visual C# テンプレートを選択します。 

4. Silverlight for Windows Phone テンプレートから、Windows Phone アプリ

ケーションを選択します。 
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5. [名前] テキスト ボックスに、プロジェクト名の「ShoppingList」を入力します。

ShoppingList プロジェクトの場所を指定して、[OK] をクリックします。 

6. ダイアログが開いたら、対象の Windows Phone OS バージョンのドロップダ

ウン リストから Windows Phone  OS 7.1 を選択して [OK] をクリックします。

Visual Studio 2010 によって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] ペインに、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、ソース、リソース、およびプロパティを含むプロジェ

クトが 1 つだけ存在します。 

 

Visual Studio で作成した新しい Windows Phone Silverlight アプリケーション 

メモ: Qt Creator とは異なり、Visual Studio 2010 Express for WP は、ソース管理シス

テムと統合できません。Visual Studio Professional エディションは、Subversion のよ

うなさまざまなソース管理システムと統合する機能など、多くの機能を備えています。

また、Visual Studio Team System を使用することもできます。これは、開発チーム間

のコミュニケーションおよびコラボレーションの促進に有効です。 

Windows Phone UI のデザイン ツール 

UI デザインに使用する WP 開発ツールには以下があります。 

 Visual Studio 内の UI デザイン ツール 

 Expression Blend 

アプリケーションの UI デザインおよび UI デザイン ツールの基盤として WP は専用

の XML マークアップ言語である XAML を使用し、UI を指定します。Qt Quick では、

JavaScript ベースの QML UI 定義言語を使用して UI を指定します。 
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Visual Studio 内の Windows Phone 向け UI デザイン ツール 

Visual Studio 内の WP 向け UI デザイン ツールは、Qt Creator に統合された Qt Quick 

Designer および Qt Designer と用途や機能セットがほぼ同様であるため、Qt アプリケ

ーション開発者も簡単に使用できます。 

Visual Studio 内の UI デザイン ツールを使用すると、基本的なアプリケーション UI を

簡単にデザインできます。このプロジェクトの例では、ShoppingList アプリケーショ

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

編集用に既に開かれています。 

アプリケーションおよび現在のページのタイトルを変更し、アプリケーションのコン

テンツ領域にテキスト ブロックを追加するため、以下の手順を実行します。 

1. Visual Studio 内の UI デザイン ツールで、「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を右クリックして [プロパティ] 

をクリックします。 

2. [プロパティ] ウィンドウで Text を選択し、「SHOPPING LIST」と入力します。 

3. 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、ページのタイトルを変更します。 

4. [ツールボックス] から  TextBlock をドラッグし、MyListと表示されている

下にあるコンテンツ パネルの一番上に配置します。 

5. そのテキスト ブロックの Text プロパティを「Item」に変更します。 

 

アプリケーションとページのタイトルを変更した ShoppingList アプリケーション 
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ShoppingList アプリケーションのレイアウトを作成するため、以下の手順を実行

します。 

6. [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。 

7. そのテキスト ブロックの Text プロパティを空の文字列に変更します。 

8. [プロパティ] タブの上の [TextBox1] をクリックし、「txtItem」と入力します。

これで、テキスト ボックスの ID が txtItem に変更されます。 

9. テキスト ボックスの右下隅をドラッグするか、テキスト ボックスの Width プ

ロパティに「300」と入力して、幅を 300 に変更します。 

10.[ツールボックス] から Button をドラッグし、先ほどのテキスト ボックス

の右に配置します。 

11.ボタンの Content プロパティを「Add」に、ID を「btnAdd」に変更します。 

12.幅が 140 になるよう、ボタンのサイズを変更します。 

13.TextBox をもう 1 つドラッグして、txtItem テキスト ボックスの下に配置しま

す。 

14.新しいテキスト 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。 

15.新しいテキスト ボックスの ID を「txtList」に更新します。 

16.新しいテキスト ボックスの Text プロパティを「Nothing here yet!」に更新し

ます。 

 

ShoppingList アプリケーションの UI レイアウトの完成 
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17.デバッグを開始するため、Visual Studio 2010 で F5 キーを押すか、[デバッグ

開始] アイコンをクリックして、アプリケーションをコンパイルして起動しま

す。 

Visual Studio 2010 が ShoppingList アプリケーションをビルドし、そのアプリケー

ションを WP エミュレーターに展開して実行します。ここで、テキストを入力し

て [Add] をクリックします。前の手順で挿入したこのボタンにはイベント処理コ

ードがまだないので、アプリケーションは何の応答も示しません。 

次のスクリーンショットは、WP エミュレーターでの ShoppingList アプリケーシ

ョンのレイアウトです。 

 

WP エミュレーターでの ShoppingList アプリケーションのレイアウト 

Expression Blend for Windows Phone 

Expression Blend for WP は、デザイナー向けのビジュアル UI デザイン ツールです。

Qt 開発ツールセット内では、Qt Quick Designer および Qt Designer が Expression 

Blend とほぼ同等の役割を果たします。 

Expression Blend は、Visual Studio の [表示] メニューから直接起動できます。

Expression Blend は以下の機能を提供します。 

 UI 要素をドラッグ アンド ドロップして UI をデザインできる 

 ピクセル単位でコントロールを正確にレイアウトできる。カラー パレットと

グラデーションの作成および使用が容易 

 反射や陰影といった特殊効果の追加 

 Photoshop ファイルおよびその他のアプリケーションのリソースを Windows 

Phone アプリケーションにインポート 

 アプリケーションの精巧な動作とアニメーションを、プログラミングなしで作

成 
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次の画像は、Expression Blend での ShoppingList アプリケーションの XAML UI です。 

 

Expression Blend での ShoppingList アプリケーションの UI 

Expression Blend は UI デザイナー向けであり、Visual Studio 内の UI デザイン ツール

はプログラマ向けです。プログラマは、Expression Blend でデザインされた UI に、

Visual Studio 内の UI デザイン ツールを使ってアプリケーション ロジックを組み込む

ことができます。また、Visual Studio 内の UI デザイン ツールを使ってアプリケーシ

ョンの UI をデザインすることも可能です。 

Expression Blend、および Visual Studio 内の UI デザイン ツールには以下の特徴があ

ります。 

 単一のコントロール セットを通じて、実行時の視覚的表現が忠実に再現され

ます。この機能により、アプリケーションを簡単に視覚化できます。 

 プロジェクト構造は同じです。デザイナーと開発者が同じソース ファイルを

共有できます。 

 XAML を使用または生成します。XAML は、インターフェイス設計に使用され

る、Silverlight の XML 宣言型マークアップ言語です。この機能により、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で、開発者は 

Visual Studio を使用してアプリケーション内部のロジックを設計できるため、

スムーズな設計および開発ワークフローを実現できます。 

Visual Studio でのアプリケーション開発 

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。このエディター ツールでは、Qt Creator エディターのユーザーに
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も馴染みのあるさまざまな機能が提供されます。Visual Studio エディターには以下の

ような機能があります。 

 豊富な編集機能 

 コードの書式設定 

 コードのオートコンプリート 

 コードのアウトライン表示または非表示 

Visual Studio エディターはカスタマイズ可能です。開発者は、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。

Visual Studio エディターでは、簡単なカスタマイズによって、これまで使い慣れてき

たショートカットやキーの組み合わせを使用できます。 

Qt Creator では、開いた各ファイルがエディターのメイン ウィンドウを水平方向およ

び垂直方向に分割する形で表示されます。Visual Studio エディターの既定のビューで

は、各ファイルはタブ化された複数のウィンドウに表示されます。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。 

では、ShoppingList サンプル アプリケーションの説明に戻ります。ShoppingList アプ

リケーションにロジックを追加するには、以下の手順を実行します。 

18.デバッグを停止し、実行中のアプリケーションを閉じるため、Visual Studio 

2010 で Shift キーと F5 キーを同時に押すか、[デバッグの停止] アイコンをク

リックします。 

19.Visual Studio 内の UI デザイン ツールで、MainPage.xaml の [Add] ボタンをダ

ブル クリックします。Visual Studio エディターは、btnAdd_Click メソッドが

含まれている MainPage.xaml.cs を開いて表示します。 
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Visual Studio エディター 

20.ShoppingList アプリケーションに追加されたアイテムのロジックを追加するに

は、btnAdd_click メソッドを編集します。最初に、次のコードを入力します。 

string tStr = txtItem.Text; 

メモ: 文字をいくつか入力すると、Visual Studio エディターによってそのときの状況

に合わせた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 

は、コンテンツ アシストと呼ばれる Qt Creator のコード補完機能と同等の機能を備

えています。 

 

Visual Studio エディターのオートコンプリート ダイアログ ボックス 

メモ: VS IntelliSense およびコード スニペットを利用することでも、コーディングの

作業効率を高めることができます。以降で、VS IntelliSense およびコード スニペット

について簡単に説明します。 
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Visual Studio の VS IntelliSense 

VS IntelliSense は Visual Studio の機能で、履歴、コードのコンテキスト、.NET のリフ

レクションを使用して、Visual Studio エディターに高度なオートコンプリート機能を

提供します。VS IntelliSense には、変数名、パラメーター、クラス、およびメソッド

名の入力候補の表示機能と補完機能があります。また、下のコードで示すように、VS 

IntelliSense は必要に応じて適切なコードを生成できます。 

 

イベントのフックアップを完成させるために、Visual Studio はイベント ハンドラー 

button1_Click メソッドの空のスタブを生成します。 

 

Visual Studio のコード スニペット 

Visual Studio のコード スニペットは、Qt Creator のコード スニペットと同様の役割

を果たします。Visual Studio エディターでは、コード スニペットを使用することで部

分的なコードをわずかなクリックで挿入できます。Visual Studio には多数のスニペッ

トが用意されています。これらのスニペットから、さらに独自のスニペットを作成す

ることも可能です。また、コード スニペットの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。 

ShoppingList アプリケーションにコード スニペットを追加するには、以下の手順を実

行します。 

21.MainPage.xaml.cs の btnAdd_Click メソッド内で、新しい行にカーソルを置

きます。 

22.[スニペットの挿入] プロンプトを起動します。Visual Studio エディターで Ctrl 

キーを押しながら K キーを押し、次に Ctrl キーを押しながら X キーを押すか、

Visual Studio の [編集] メニューの [スニペットの挿入] をクリックします。 

23.[Visual C#] を選択し、続いて「i」と入力し、コードに if ステートメントのコ

ード スニペットを挿入します。下図に、[スニペットの挿入] プロンプトを示

します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hcw1s69b.aspx
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Visual Studio エディターのコード スニペット 

24.挿入した if ステートメントのコード スニペットは、ShoppingList アプリケー

ションのイベント処理コードを囲むように使用できます。 

private void btnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    string tStr = txtItem.Text; 

    if (true) 

    { 

         

    } 

} 

25.次のコードを btnAdd_click メソッドに入力して、イベント処理を完成させ

ます。 

private void btnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

    string tStr = txtItem.Text;   

    if (!String.IsNullOrEmpty(tStr)) 

    { 

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

        { 

            txtList.Text = ""; 

        } 

        txtList.Text += txtItem.Text + Environment.NewLine; 

        txtItem.Text = ""; 

    } 

} 
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メモ: 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。

コードの任意の一部を選択し、右クリックすると、リファクタリング メニューにアク

セスできます。 

Visual Studio でのアプリケーションのビルドとデバ

ッグ 

Visual Studio 2010 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。また、ソリューション内のプロジェクトを個別にビルドすることも

可能です。 

Visual Studio では MSBuild という、XML ベースの宣言型ビルド システムを使用しま

す。MSBuild は、Qt Creator のクロスプラットフォームの qmake ビルド システムと

同等の機能を提供します。ビルドは、Visual Studio の GUI から実行することも、コマ

ンド ラインを通じてバッチ処理することもできます。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。 

次のスクリーンショットは、Visual Studio のビルド プロパティ ウィンドウです。 

 

Visual Studio のビルド プロパティ 

Windows Phone エミュレーター 

WP エミュレーターは、アプリケーションを展開、デバッグ、およびテストできる仮

想環境を提供します。WP 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、WP アプリケーションの開発に必要となる周

辺仕様を満たしています。 

Visual Studio から WP エミュレーターを使用するには、以下のいずれかを実行します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/0k6kkbsd.aspx
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 [ビルド] メニューから、[ソリューションの配置] をクリックする 

※ [ツール]→[設定]→[上級者用設定] が選択されている場合 

 キーボードで F5 キーを押す (エミュレーターをデバッガーと一緒に起動) 

 Ctrl キーと F5 キーを同時に押す (デバッガーを使わず、エミュレーターのみ

を起動) 

Qt 開発向けのクロスプラットフォーム エミュレーターである Qt Simulator は、Qt を

サポートする複数のモバイル デバイスおよび複数のモバイル プラットフォームにつ

いてアプリケーションの実行をエミュレートできます。Qt Simulator は、さまざまな

システム イベントのシミュレーションに対応し、プラットフォーム環境およびデバイ

ス ハードウェア内の多種多様なグローバル設定、パラメーター、およびプロパティを

設定できます。WP ではハードウェア要件と対象プラットフォームは特定のものに決

まっているので、WP エミュレーターでは、デバイス ハードウェアのパラメーターを

調整する機能は限られています。 

アプリケーションのデバッグ 

Visual Studio Express 2010 for Windows Phone にはシンボリック デバッガーが含まれ

ており、これは WP エミュレーターやリモート デバイスと組み合わせて使用できま

す。アプリケーションをデバッガーに読み込んだ後、アプリケーションの変数を表示

したり、その実行を制御したりすることができます。Visual Studio のデバッガー機能

は Qt Creator のデバッガー プラグインとほぼ同様です。このプラグインは、Qt 

Creator のコア部分と外部のネイティブ デバッガー (GNU シンボリック デバッガー 

(GDB)、マイクロソフトのコンソール デバッガー (CDB)、QML/JavaScript デバッガー

など) との間のインターフェイスとしての役割を果たしています。 

デバッガーを使用するには、ShoppingList サンプル アプリケーションで以下の手順を

実行します。 

26.F5 キーを押してデバッガーを起動します。 

27.ShoppingList アプリケーションのテキスト 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。 
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WP エミュレーターに読み込んだ ShoppingList アプリケーションのテスト 

メモ: デバッグ プロセスの例を示すため、このバージョンの ShoppingList サンプル ア

プリケーションは「napkins」を意図的に「Nothing here yet!」の後に追加しています。 

28.Shift キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグを停止します。Visual Studio 

エディターで、次のコード行の左側にある緑色の領域をクリックします。 

string tStr = txtItem.Text; 

対象のコード行を右クリックし、[ブレークポイント] -> [ブレークポイントの

挿入] をクリックする方法もあります。Visual Studio によって、その行にブレ

ークポイントが挿入されます。 

 

Visual Studio テキストエディター内のブレークポイント 

29.F5 キーを使用して再度デバッガーを起動し、ShoppingList アプリケーション

のテキスト ボックスにテキストを入力して、[Add] をクリックします。デバ
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ッガーのブレークポイントでアプリケーションが停止したら、コード内の 

txtItem の上にマウスのポインターを置きます。 

30.表示されたポップアップ内の [+] アイコンをクリックし、変数 txtItem の詳

細を表示します。 

変数の追跡 

変数では、型、フィールド、およびプロパティといった詳細を表示できます。以下に

示すダイアログのスクリーンショットのように、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。 

 

Visual Studio での変数の確認 

変数にウォッチを設定すると、継続的にその変数を監視できます。 

ShoppingList サンプル アプリケーションの変数を追跡するには、以下の手順を実行し

ます。 

31.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。 

32.txtList の近くにある [+] アイコンをクリックし、txtList を展開します。 
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[ウォッチ] ウィンドウでの変数の追跡 

33.制御が以下の 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] ウィンドウを見ると、txtList.Text の値が「Nothing here yet!」

になっていることがわかります。これが、「Nothing here yet」(感嘆符なし) と

比較されています。これはコードのバグです。感嘆符を比較対象に含めるため、

コードを修正します。 

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

メモ: 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。ここで

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

るコードを実行したりすることができます。 

 

Visual Studio のイミディエイト ウィンドウ 

34.コードを更新したら、F5 キーを押してデバッガーを再開します。 
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35.ShoppingList アプリケーションをテストするために、購入リストにアイテムを

追加します。 

 

WP エミュレーターに読み込んだ全機能を定義済みの ShoppingList アプリケーション 

デバッグに関するメモ 

WP アプリケーションはマネージ プログラミング環境を使用して簡単にデバッグでき

ます。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。 

メモ: .NET Framework には Debug と Trace という 2 つのクラスがあります。これら

を使用すると、出力ウィンドウに表示される実行時のデバッグ メッセージを作成でき

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) を返した場合 Visual Studio は応答しませんが、偽 

(False) を返すとプログラムでデバッグが開始されます。 

Windows Phone アプリケーションの展開ツール 

WP 開発者が開発フェーズ中にアプリケーションをテストする方法としては、Visual 

Studio を使ってアプリケーションを Windows Phone エミュレーターの仮想化環境に

展開するのが最も便利な方法です。Windows Phone エミュレーターは多くの開発シ

ナリオと使用シナリオに対応しますが、最終的には当然ながら、実際の Windows 

Phone デバイスでアプリケーションをテストおよび実行する機能が不可欠になります。  
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Windows Phone デバイスへのアプリケーションの展開 

Windows Phone デバイスへのアプリケーションの展開を開始するには、Windows 

Phone SDK の一部としてインストールされる、Windows Phone Developer 

Registration Tool を使ってデバイスを登録する必要があります。デバイスを登録する

には、Windows Live ID と有効な App Hub デベロッパー アカウントが前提として必要

になります。そのため、登録するデバイスは、Zune をインストールし実行している

ホスト コンピューターと接続されている必要があります。 

Windows Phone デバイスにアプリケーションを展開するには、Visual Studio を使用で

きます。展開を行うには、Windows Phone デバイスの登録を済ませ、そのデバイス

を Zune をインストールし実行しているホスト コンピューターに接続しておく必要が

あります。アプリケーションを展開するには、Visual Studio の標準ツール バーで対象

の Windows Phone デバイスをクリックし、[ソリューション構成] リスト ボックス

で希望するビルド (デバッグまたはリリース) を選択してから、F5 キーを押して展開

を開始します。 

メモ: Visual Studio 2010 Express for Windows Phone を使用してアプリケーションをデ

バイスに展開する場合は、標準ツール バーの [ツール] -> [設定] -> [上級者用の設定] 

をクリックすると、[ソリューション構成] リスト ボックスを表示できます。 

アプリケーションを Windows Phone デバイスに展開する別の方法として、Windows 

Phone SDK の一部としてインストールされる Windows Phone Application 

Deployment Tool を使用することもできます。前提条件は Visual Studio によるデバイ

スへの展開と同じです。 

メモ: メディア API を使用するアプリケーションを展開する場合は、Zune の代わりに、

Windows Phone Connect Tool を使用してデバイスを接続する必要があります。 

デバイスにアプリケーションを展開する詳しい方法については、Windows Phone で

の展開とテストを参照してください。 

Windows Phone Marketplace によるアプリケーションの配布 

アプリケーションの実装が完了したら、開発したアプリケーションを Windows 

Phone Marketplace に提出し、他の Windows Phone ユーザーに配布できます。

Windows Phone Marketplace Test Kit ツール (Windows Phone SDK の一部としてイン

ストールされる) を使用すると、アプリケーションが Windows Phone Marketplace で

の公開要件を満たしているかどうかを確認できます。 

アプリケーションが Windows Phone Marketplace の公開要件を満たしていることを

確認したら、Windows Phone アプリケーションの認定を受けるために App Hub にア

プリケーションを提出 (英語) します。その後、認定を受けたアプリケーションは、

Windows Phone Marketplace を通じて公開、配布、および管理できます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769508(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769508(v=VS.92).aspx
http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
http://zune.net/ja-jp/products/software/download/default.htm
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769512(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769512(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg180729(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg588378(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg588378(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202939(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202939(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394032(v=VS.92).aspx
http://create.msdn.com/ja-jp/home/about/app_submission_walkthrough
http://create.msdn.com/ja-jp/home/about/app_submission_walkthrough
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簡単にまとめると、Windows Phone アプリケーションの一般的な配布ライフサイク

ルは次のような手順になります。 

1. App Hub で Windows Phone デベロッパーとして登録する 

2. アプリケーションを開発してテストする 

3. Windows Phone アプリケーション認定の前提条件を揃える 

4. App Hub にアプリケーションを提出して認定を受ける 

5. Windows Phone Marketplace にアプリケーションを公開する 

6. Windows Phone Marketplace カタログに、アプリケーションへのリンクを追加する 

7. Windows Phone Marketplace でアプリケーションを更新する 

Windows Phone Marketplace にアプリケーションを公開する方法の詳細については、

Windows Phone Marketplace 用のアプリケーションの開発と公開の概要を参照してく

ださい。 

Windows Phone のドキュメント作成ツール 

QT Creator には、ブラウザーに似た Qt Assistant と呼ばれるヘルプ ツールが統合され

ています。このツールは、個々のアプリケーションのドキュメント作成ツールとして

も利用できます。ただし、ほとんどの Symbian Qt アプリケーションでは、外部のド

キュメント作成ツールを利用して API ドキュメントが作成されます。たとえば 

Doxygen は、単独で使用することも、プラグインとして Qt Creator に統合すること

もできます。 

WP 開発者は、マイクロソフトの機能豊富なヘルプ システムを活用できます。このヘ

ルプ システムは Visual Studio に統合されており、ローカルにインストールされたコ

ンテンツと、MSDN オンライン コンテンツの両方を活用します。API ドキュメントを

作成するには、外部のドキュメント作成ツールを使用するほか、WP アプリケーショ

ンのソース コード内の専用のコメント フィールドに XML タグを埋め込むという方法

もあります。埋め込んだタグから、Visual Studio コンパイラが自動的に XML ドキュ

メント ファイルを生成します。 

メモ: Visual Studio エディターには、XML ドキュメント ファイル用に基本的なコード 

コメントを簡単に作成するための機能があります。クラスまたはメンバーのすぐ上の

行にカーソルを置き、スラッシュ (/) 記号を 3 回入力します。Visual Studio により、

コード コメント ブロックのスケルトンが作成されます。コード コメント ブロックで

山かっこ (<) 記号を入力し、新しいタグの入力を開始すると、利用可能なコード コメ

ント タグのリストが VS IntelliSense セレクターによって表示されます。 

ShoppingList サンプル アプリケーションにコメントを追加して XML ドキュメント フ

ァイルを作成するには、以下の手順を実行します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941089(v=VS.92).aspx
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36.Shift キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグを停止します。Visual Studio 

のソリューション エクスプローラーで MainPage.xaml.cs をダブルクリックし、

このファイルを Visual Studio エディターで開きます。 

37.MainPage.xaml.cs で btnAdd_Click メソッドの前の行にカーソルを置き、ス

ラッシュ (/) 記号を 3 回入力します。Visual Studio により、メソッドのコメン

ト ブロックとして次のようなスケルトンが作成されます。 

 

 

btnAdd_Click メソッド コメント ブロックのスケルトン 

38.下図のように、メソッドの概要を説明するコメントを <summary> タグの間に

入力します。山かっこ (<) 記号を入力して <code> タグを選択し、txtItem お

よび txtList を <summary> タグ内でコードとしてマークします。 
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<summary> タグ内のコード オブジェクトに追加した <code> タグ 

39.<param> タグの間にパラメーターの説明を入力し、メソッドのコメントを完

成させたら、ShoppingList アプリケーションの各種クラスおよびメソッドにつ

いてさらにコメントを追加します。 

40.コメントが完成したら、Visual Studio のソリューション エクスプローラーで 

ShoppingList アプリケーションのプロジェクト ファイルを右クリックし、[プ

ロパティ] をクリックします。 

41.ShoppingList のプロパティ ウィンドウの左にあるペインで、[ビルド] をクリッ

クします。 

42.[XML ドキュメント ファイル] チェック ボックスをオンにし、作成する XML 

ドキュメント ファイルの名前と場所を指定します。 

43.F6 キーを押してプロジェクトをビルドすると、Visual Studio のコンパイラに

よって XML ドキュメント ファイルが作成されます。生成場所に移動し、その 

XML 形式のドキュメント ファイルを開きます。 
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ShoppingList アプリケーションの XML ドキュメント ファイル 

最終的なドキュメントを、コード コメントから直接作成したり、コンパイラで生成し

た XML ドキュメント ファイルから作成したりするため、.NET 対応のさまざまなドキ

ュメント生成ツールが無償で提供されています。 

 NDoc (英語) 

 Sandcastle (英語) 

 Doxygen (英語) 

  

http://ndoc.sourceforge.net/
http://sandcastle.codeplex.com/
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html
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まとめ 

本章では、Windows Phone のアプリケーション開発用ツールセットについて説明し

ました。WP のツールセットは Qt 開発ツールと似ているので、Qt 開発者であれば簡

単に WP ツールセットを使いこなせるようになります。WP ツールセットに含まれる

機能豊富な各種ツールは、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設計されています。設計、開発、およびテストの各ツールのシ

ームレスな連携により、アプリケーション開発チーム全体の共同作業が支えられます。

緊密に統合された WP の各ツールは、デザインの合理化と、ワークフローの開発およ

びテストを支援します。WP ツールは開発のすべての段階に必要な機能を提供するほ

か、カスタマイズ性にも優れています。 

関連資料 

Windows Phone 開発者ツールの詳細については、以下を参照してください。 

 Expression Blend 

 XNA Game Studio 

 Windows Phone エミュレーター 

 Silverlight for Windows Phone Toolkit (英語) 

以下の資料も役立ちます。 

 演習: Microsoft Visual Studio による Windows Phone アプリケーションの作成 

(英語) 

 方法: Visual Studio を使用して Windows Phone アプリケーションをビルドおよ

び配置する 

 Windows Phone アプリケーションのデバッグ 

 Windows Phone での展開とテスト 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc296227.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc296227.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb200104.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402563(v=VS.92).aspx
http://silverlight.codeplex.com/releases/view/52297
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/wp7trainingcourse_hellophonewp7lab_topic2
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/wp7trainingcourse_hellophonewp7lab_topic2
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff928362(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff928362(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402572(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg588378(v=VS.92).aspx
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第 4 章: C# プログラミング 

Microsoft Windows Phone (WP) アプリケーションは、プログラミング言語 VB.NET ま

たは C# とそれぞれのライブラリを使用して開発されます。既に前章で、ShoppingList 

サンプル アプリケーションの開発手順を説明し、各種の WP アプリケーション開発

ツールを紹介する中で C# プログラミング言語のコードは見てきました。 

本章では、基本的な WP C# 言語機能を、類似する Qt での C++ 言語機能と比較しな

がら説明します。安全で高品質なコードの作成に役立つよう、C# プログラミング言

語を概説してから WP C# の重要機能を説明します。共通する用語やプログラミング

概念については WP C# と Qt C++ を比べて説明しています。さらに、WP C# コード

に短期間で慣れて生産性を高められるようコードの例も提供します。 

C# プログラミングの概要 

C# は洗練されたタイプセーフなオブジェクト指向プログラミング言語であり、開発

者はこれを使用して、.NET Framework 上で動作する安全で堅牢な各種のアプリケー

ションを構築できます。C# 構文は表現が豊富でありながらシンプルであるため、C、

C++、または Java を知っている人にとっては習得が簡単です。 

C# 構文では、C++ が持つ複雑性の多くが解消されています。さらに、Java にはない、

Null 許容値型、列挙、デリゲート、ラムダ式、メモリへの直接アクセスといった強力

な機能も提供されます。C# はジェネリックなメソッドと型をサポートします。これ

は、タイプ セーフとパフォーマンスの向上に役立ちます。さらに、反復子もサポート

します。反復子は、クライアント コードから簡単に使用できるカスタム反復動作を定

義する、コレクション クラスの実装に役立ちます。統合言語クエリ (LINQ) 式を使用

すると、厳密に型指定するクエリを言語構成要素として直接的に使用できます。 

C# は、オブジェクト指向言語であるため、カプセル化、継承、およびポリモーフィ

ズムの概念をサポートします。アプリケーションのエントリ ポイントである Main メ

ソッドを含めてすべての変数とメソッドはクラス定義内にカプセル化されます。クラ

スは 1 つの親クラスを直接継承できますが、実装するインターフェイスの数は決まっ

ていません。親クラス内の仮想メソッドをオーバーライドするメソッドは、誤った再

定義を防ぐため、override キーワードを使用する必要があります。C# では、構造体

が軽量なクラスのように使用されます。構造体はスタックに割り当てられ、インター

フェイスを実装できますが、継承をサポートしません。 

以降では、.NET Framework での Windows Phone C# アプリケーションの概要と、C# 

プログラミングのガイドラインおよび規則について説明します。より広範な C# プロ

グラミング言語の概要については、C# 言語の概要を参照してください。  

http://msdn.microsoft.com/library/z1zx9t92(VS.100).aspx
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.NET Framework でのマネージ プログラミング 

Symbian Qt で C++ コードをコンパイルすると、Symbian Qt の対象プラットフォーム

用の実行可能ファイルが直接作成されます。下の図に示すように、WP は C# (および 

VB.NET) でのマネージ プログラミングをサポートします。 

 

マネージ プログラミングの概要 

WP では C# コンパイラ (または VB コンパイラ) によって、C# (または VB.NET) コード

が、共通言語基盤 (CLI) 仕様に準拠する中間言語 (IL) バイトコードと関連のメタデー

タにコンパイルされます。このバイトコードを共通言語ランタイム (CLR) が実行しま

す。C# でメタデータを使ってタイプ 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。 

Windows Phone C# アプリケーションの概要 

WP C# アプリケーションは、1 つまたは複数の .cs ファイルで構成されます。各ファ

イルには、ゼロ個以上の名前空間を含めることができます。名前空間には、クラス、

構造体、インターフェイス、列挙、デリゲートといった型のほかに、他の名前空間が

含まれることもあります。以下のコードで、このような基本的要素を含んだ WP C# 

アプリケーションのスケルトンを示します。 

  

http://blogs.msdn.com/b/brada/archive/2004/01/09/48925.aspx


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

第 4 章: C# プログラミング 58 

 

// C# アプリケーションのスケルトン 

using System; 

namespace YourNamespace 

{ 

    class YourClass 

    { 

    } 

    struct YourStruct 

    { 

    } 

    interface IYourInterface  

    { 

    } 

    delegate int YourDelegate(); 

    enum YourEnum  

    { 

    } 

    namespace YourNestedNamespace 

    { 

        struct YourStruct  

        { 

        } 

    } 

    class YourMainClass 

    { 

        static void Main(string[] args)  

        { 

            // ここにプログラムを記述... 

        } 

    } 

} 
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C# 言語の仕様 (英語) では、C# アプリケーションのコーディング標準を明示的には定

義していません。C# のコーディング規則では、レイアウトおよびコード コメントに

関する一般的な規則とベスト プラクティスを説明し、C# 言語の使用ガイドラインを

示しています。C# アプリケーションの一般的な名前付け規則については、名前に関

するガイドラインを参照してください。安全なコーディングのガイドラインおよびク

ラス ライブラリ開発のデザイン ガイドラインでは、C# のアプリケーション設計にお

いて品質の高さと安全なコード、そして一貫性を実現しやすくするための統一プログ

ラミング モデルを示しています。 

C# プログラミング言語入門 

ここでは、以下に示す WP C# プログラミング言語の基本的な用語および概念を 

Symbian Qt での C++ プログラミング言語と比較しながら説明します。 

 マネージ プログラミング 

 スレッド処理 

 タイマー 

 データ バインド 

 メモリ管理 

 基本クラス 

 クラス参照 

 クラス宣言 

 ポリモーフィズム: 基本クラス 

 ポリモーフィズム: 派生クラス 

 インターフェイス: インターフェイス 

 インターフェイス: 実装 

 プロパティ: プロパティの定義 

 プロパティ: 自動実装プロパティ 

 構造体 

 例外処理 

 イベント処理 

以下の表では、上記の基本的なプログラミング言語の用語について、WP C# と 

Symbian Qt C++ の両プログラミング言語を簡単に比較しながら説明しています。こ

れらの用語の詳細については、付記したリンクを参照してください。WP での C# 言

語および Symbian Qt での C++ 言語に加えて、一部の機能の実装には、UI 記述言語

である XAML および QML がそれぞれ使用されています。 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199552
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff926074.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229002.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229002.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/8a3x2b7f.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229042.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229042.aspx
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比較 Windows Phone C# Symbian Qt C++ 

マネージ プロ

グラミング 

 

WP C# コードは、中間言語バイト コー

ドとメタデータにコンパイルされます。

バイト コードを実行するのは共通言語

ランタイム (CLR) です。CLR はメモリ管

理を行い、ガベージ コレクションを通

じてオブジェクトを破棄します。 

Qt C++ コードは中間言語を介さずに、

対象プラットフォームの実行可能ファイ

ルに直接コンパイルされます。メモリの

管理は、Qt C++ の開発者が行う必要が

あります。 

スレッド処理 

 

WP C# アプリケーションは、UI スレッ

ドおよび合成スレッドという 2 つのスレ

ッドを使用します。 

UI スレッドは Silverlight アプリケーショ

ンのメイン スレッドで、XAML の処理、

視覚オブジェクトの初回の描画、プリフ

レーム コールバック、およびその他の

ユーザー コードを実行します。 

合成スレッドは、通常であれば UI スレ

ッドで行われる処理を代わって実行しま

す。合成スレッドはグラフィックスのテ

クスチャを集約し、それを描画するため

に GPU に渡します。単純なストーリー

ボードに基づくアニメーションの処理

も、合成スレッドによって GPU に渡さ

れます。 

メインの UI スレッドがブロックされる

のを防ぐため、アプリケーション開発者

は、バックグラウンドの補助スレッドと

して BackgroundWorker クラスを利用

できます。これは、ダウンロードやデー

タベース トランザクションなど、時間

のかかるタスクの実行に使用します。 

バックグラウンド スレッドから UI スレ

ッドへのデータの移動は、共有変数とイ

ベントを使用して実装するか、

Dispatcher.BeginInvoke メソッド

を使用して UI スレッドに通知を送信す

ることで実装できます。

BackgroundWorker クラスは、独自の

イベントベースのメカニズムを使用して

バックグラウンド処理を実行します。 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/ff967560(v=vs.92).aspx#BKMK_
Threads を参照してください。 

Symbian Qt C++ アプリケーションには

メイン スレッドが 1 つあり、このスレ

ッド内で、メイン イベント ループを実

行し、UI コントロールにアクセスするこ

とができます。UI 操作は、アプリケーシ

ョンのこのメイン スレッドからのみ可能

です。 

非同期的な処理が長い時間や多くのプラ

ットフォーム リソースを消費しそうな場

合は、プラットフォームに依存しない 

Qt の QThread スレッドを別に使用する

ことも優れた実装方法です。 

スレッドを作成するには、QThread を

サブクラス化し、run() 関数を再実装

します。 

  

 class MyThread : public 

QThread 

 { 

     Q_OBJECT 

 protected: 

     void run(); 

 }; 

 void MyThread::run() 

 { 

     ... 

 } 

Symbian Qt アプリケーションのスレッ

ド間のイベント処理は、シグナルとスロ

ットのメカニズムを通じた、非同期通知

を使用することで実装できます。 

QML の WorkerScript 要素を利用して

も、同様のスレッド処理システムが提供

されます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967560(v=vs.92).aspx#BKMK_Threads
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967560(v=vs.92).aspx#BKMK_Threads
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967560(v=vs.92).aspx#BKMK_Threads
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タイマー 

 

WP C# の Timer クラスは、指定した間

隔でコールバック メソッドを実行する

単純なタイマーを提供します。Timer は

アプリケーションのメイン UI スレッド

とは別のスレッドで実行されるため、UI 

スレッドのオブジェクトにアクセスする

には、Dispatcher.BeginInvoke を

使用して UI スレッドの 

DispatcherTimer に通知する必要が

あります。 

アプリケーションのメイン UI スレッド

に直接タイマーを実装するには、

DispatcherTimer クラスを使用でき

ます。DispatcherTimer タイマー

は、指定した時間間隔および指定した優

先順位で処理される、Dispatcher キ

ューに統合されます。 

 

Timer の詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/system.threading.timer(v=vs.95)
.aspx を参照してください。 

 

DispatchedTimer の詳細について

は、http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/system.windows.threading.disp
atchertimer(v=vs.95).aspx を参照してく

ださい。 

全 Qt オブジェクトの基本クラスである 

QObject は、Symbian Qt の基本的なタ

イマーをサポートします。アプリケーシ

ョンがイベント ループ内で実行されてい

る場合、QObject::startTimer() に

よってタイマーをスタートできます。 

タイマー機能のメイン API は QTimer で

す。QTimer クラスは、時間がくるとシ

グナルを発する一般的なタイマーを提供

します。 

  

 QTimer *timer = new 

QTimer(this); 

 connect(timer, 

SIGNAL(timeout()), this, 

SLOT(doSomething())); 

 timer->start(1000); 

 

このタイマー メカニズムはマルチスレッ

ド アプリケーション (イベント ループを

持つ任意のスレッド) でも使用できま

す。 

QML の Timer 要素を利用しても、同様

のタイマー メカニズムが提供されます。 

詳細については、

http://doc.qt.nokia.com/stable/timers.ht
ml (英語) を参照してください。 

データ バイン

ド 

 

WP C# のデータ バインドは、データを

表示および操作する単純な手段を提供

し、UI とデータ オブジェクト間でのデ

ータのやり取りを可能にします。 

バインドが設定されている場合、データ

を変更すると、そのデータに対応付けら

れた UI 要素に変更内容が自動的に反映

されます。同様に、ユーザーが UI 要素

から行った変更は、自動的にデータ オ

ブジェクトに反映されます。 

WP C# アプリケーションのデータ バイ

ンドは、XAML を使用して実装するほ

か、C# コードのプログラムで実装する

こともできます。 

XAML では、Binding オブジェクト要

素を使用してバインドを作成します。バ

プロパティ バインディングは Symbian 

Qt が備える強力な機能であり、宣言に

よってさまざまな要素の値を指定して、

自動的に同期させることができます。こ

のバインドでは、プロパティ値が変更さ

れたときにシグナルによって通知し、他

の要素の値を更新します。 

プロパティ バインディングは QML で作

成し、次の例のように、対象の値の前に

コロン (:) を入力します。 

  

 Rectangle { 

     width: parent.width 

 } 

 

QML によって直接インスタンス化され

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.threading.timer(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.threading.timer(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.threading.timer(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.threading.dispatchertimer(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.threading.dispatchertimer(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.threading.dispatchertimer(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/stable/timers.html
http://doc.qt.nokia.com/stable/timers.html
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インドは XAML 属性としても表現できま

す。 

C# コードでは、Binding クラスを使用

してバインドを作成できます。 

  

 //ソース文字列を作成 

 string s = "Hello"; 

 //バインド記述を作成 

 Binding b = new Binding(""); 

 b.Mode = BindingMode.OneTime; 

 b.Source = s; 

 //バインドをターゲットに接続 

MyTextBox.SetBinding(TextBlock

.TextProperty, b); 

 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/system.windows.data.binding(v
=vs.95).aspx を参照してください。 

ていないオブジェクトのプロパティ (一

般的には、C++ を使用して QML にエク

スポートされたクラスのプロパティ) に

は、明示的なバインドが必要となる場合

があります。 

QML の Binding 要素は、C++ から提

供されるプロパティと、QML からの値

を連携させるためのメカニズムです。以

下に例を示します。 

 

 Binding {  

     target: system 

     property: "brightness" 

     value: slider.value 

 } 

 

詳細については、

http://doc.qt.nokia.com/latest/propertybi
nding.html (英語) を参照してください。 

メモリ管理  WP C# では、値型オブジェクトはスタッ

クに格納され、参照型オブジェクトはヒ

ープに格納されます。 

WP C# では、共通言語ランタイムのガベ

ージ コレクターがアプリケーションに

代わってメモリの割り当てと解放を管理

します。つまり、マネージ アプリケー

ションを開発する場合は、開発者がメモ

リ管理タスクを実行するためのコードを

作成する必要はありません。 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/f144e03t%28v=VS.100%29.asp
x を参照してください。 

 

ガベージ コレクションの他に、

IDisposable インターフェイスには割

り当て済みのリソースを解放するメソッ

ドが定義されています。 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/system.idisposable.aspx を参照

してください。 

Symbian Qt C++ オブジェクトはスタッ

クまたはヒープに格納されます。暗黙的

な共有をサポートするクラス (QImage 

など) は、常にヒープに格納されます。 

Symbian Qt C++ にはガベージ コレクシ

ョン機能はありません。そのため、開発

者が忘れずにオブジェクトを削除する必

要があります。 

対象の Qt C++ オブジェクトの所有権が

親に属している場合、親は自身のデスト

ラクター内で子を自動的に削除します。 

 

QObject* object = new 

QObject(parent); 

 

対象の Symbian Qt C++ オブジェクトに

親がない場合は、開発者がそのオブジェ

クトを忘れずに削除する必要がありま

す。 

 

QObject* object = new 

QObject(); 

delete object; 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.data.binding(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.data.binding(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.data.binding(v=vs.95).aspx
http://doc.qt.nokia.com/latest/propertybinding.html
http://doc.qt.nokia.com/latest/propertybinding.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/f144e03t%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/f144e03t%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/f144e03t%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.idisposable.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.idisposable.aspx
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基本クラス WP C# のすべてのクラスは、Object 

を暗黙的に継承しています。 

 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/system.object%28v=VS.100%29
.aspx を参照してください。 

QObject は、Qt C++ オブジェクト モ

デルの中心的役割を担います。 

 

詳細については、

http://doc.qt.nokia.com/qobject.html (英

語) を参照してください。 

クラス参照 

 

WP C# のメソッド シグネチャで、パラ

メーター型の前に ref キーワードを指

定すると、パラメーターの参照がメソッ

ドにコピーされます。この参照は、呼び

出し元の引数内で使用された、元の参照

と同じヒープ上のオブジェクトを参照し

続けます。 

 

 Address addr = new Address(); 

 addAddress(ref addr); 

 

 void addAddress(ref Address 

addr) 

 { 

 Console.WriteLine("Name: {0}, 

Address: {1} added.", 

addr.name,  addr.address);  

 } 

 

WP C# のメソッド シグネチャで、パラ

メーター型の前に out キーワードを付

けると、呼び出し元の関数に戻されるだ

けのパラメーターであることを指定でき

ます。out パラメーターには、メソッド

から戻る前に値を割り当てる必要があり

ます。 

 

 Address addr = new Address(); 

 modifyAddress(out addr); 

 

 void modifyAddress(out 

Address  addr) 

 { 

 addr = new Address(); 

 addr.name = "Joe"; 

Qt C++ は暗黙的な共有を行います。暗

黙的に共有されたクラスは、引数として

渡す場合に安全かつ効率的です。これ

は、対象のデータを参照するポインター

のみが渡されるためです。データは、関

数が書き込みを行う場合のみコピーされ

ます (コピー オン ライト方式)。 

 

詳細については、

http://doc.qt.nokia.com/implicit-
sharing.html (英語) を参照してくださ

い。 

 

暗黙の共有をサポートしないクラス (独

自に作成したクラスなど) は、通常の 

C++ クラスのように参照を指定して使用

することが推奨されます。以下に例を示

します。 

 

 Address* addr = new 

Address(this); 

 addAddress(*addr); 

 void addAddress(MyAddress&   

address) 

 { 

 } 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.object%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.object%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.object%28v=VS.100%29.aspx
http://doc.qt.nokia.com/qobject.html
http://doc.qt.nokia.com/qobject.html
http://doc.qt.nokia.com/implicit-sharing.html
http://doc.qt.nokia.com/implicit-sharing.html
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 addr.address = "C# Station"; 

 } 

 

WP C# ではポインター (*) がないことに

注意してください。ポインターは unsafe 

モードでのみ使用可能です。 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/8f1hz171%28v=VS.100%29.asp
x を参照してください。 

クラス宣言 

 

WP C# では、次のようにクラスを宣言し

ます。 

 

MyObject myObject = new 

MyObject(); 

 

各オブジェクトは Object 基本クラスを

自動的に継承し、自動的に既定の空のコ

ンストラクターとデストラクターが作成

されます。 

 

C# ではヘッダー ファイルを使用しない

点に注意してください。すべてのコード

は .cs ファイル内に記述します。 

 

 //名前空間を宣言 

 using System; 

 class MyObject  

 { 

 } 

Qt C++ では、次のようにクラスを宣言

します。 

 

MyQObject* myObject = new 

MyQObject (this); 

 

 #include <QObject>  

 class MyQObject : public 

QObject 

 { 

      Q_OBJECT 

   public: 

      MyQObject (QObject 

*parent = 0); 

      ~ MyQObject (); 

 } 

 MyQObject:: MyQObject 

(QObject 

*parent):QObject(parent) 

 { 

 } 

 MyQObject::~ MyQObject () 

 { 

 } 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/8f1hz171%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/8f1hz171%28v=VS.100%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/8f1hz171%28v=VS.100%29.aspx
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ポリモーフィズ

ム: 基本クラス 

WP C# の基本クラス実装の例を示しま

す。 

 

 public class DrawingObject 

 { 

 // virtual 修飾子は派生クラスに対し、    

 // このメソッドがオーバーライド可能 

 // であることを示す 

    public virtual void Draw() 

    { 

    } 

 } 

 

Qt C++ の基本クラス実装の例を示しま

す。 

 

 class DrawingObject : public 

QObject 

 { 

    public: 

       DrawingObject(QObject* 

parent = 0); 

 // virtual 修飾子は派生クラスに対し、  

 // このメソッドがオーバーライド可能 

 // であることを示す 

    virtual void Draw(); 

}; 

ポリモーフィズ

ム: 派生クラス 

WP C# での基本クラスからの派生の例を

示します。 

 

 public class Line : 

DrawingObject 

 { 

 // override 修飾子により、メソッドが 

 // 実行時に基本クラス内の仮想メソッドを 

 // オーバーライドすることを許可 

    public override void 

Draw() 

    { 

    } 

 } 

 

C# は多重継承をサポートしない点に注

意してください。ただし、クラスでは任

意の数のインターフェイスを実装できま

す。 

Qt C++ での基本クラスからの派生の例

を示します。 

 

 class Line : public 

DrawingObject 

 { 

    public: 

    Line(QObject* parent = 0); 

 // 基本クラス内の仮想メソッドを  

 // オーバーライド 

       void Draw(); 

 }; 



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

第 4 章: C# プログラミング 66 

 

インターフェイ

ス: インターフ

ェイス 

 

WP C# インターフェイスの例を示しま

す。 

 

 interface ISomeInterface 

 { 

     void SomeMethodToImpl(); 

 } 

Qt C++ インターフェイスの例を示しま

す。 

 

 class ISomeInterface 

 { 

     virtual void 

SomeMethodToImpl(); 

 }; 

インターフェイ

ス: 実装 

MyInterfaceImpl は、WP C# で 

ISomeInterface インターフェイスを

実装します。 

 

 class MyInterfaceImpl  

: ISomeInterface 

 { 

     public void 

SomeMethodToImpl() 

     { 

     } 

 } 

MyInterfaceImpl は、Qt C++ で 

ISomeInterface インターフェイスを

実装します。 

 

class MyInterfaceImpl 

 : public QObject, 

ISomeInterface 

 { 

 public: 

     MyInterfaceImpl(QObject* 

parent=0); 

     void SomeMethodToImpl(); 

 }; 

プロパティ: プ

ロパティの定義 

 

WP C# のプロパティ定義の例を示しま

す。 

 

 public class MyObject 

 { 

     private int m_id = 0; 

 

     // ID プロパティ 

     public int ID 

     { 

         get 

         { 

             return m_id; 

         } 

         set 

         { 

             m_id = value; 

         } 

     } 

Qt C++ のプロパティ定義の例を示しま

す。 

 

class MyObject : public 
QObject 

 { 

 Q_OBJECT 

 

 // ID プロパティ 

     Q_PROPERTY(int id READ ID 

WRITE setID) 

 

 public: 

     MyObject(QObject* 

parent=0); 

 

     int ID() const; 

     void setID(const int); 

 

 private: 

     int m_id; 
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 } 

 

ID プロパティを呼び出す例を示します。 

 MyObject myObject = new 

MyObject(); 

 myObject.ID = 100; 

 int i = myObject.ID; 

 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/x9fsa0sw.aspx を参照してくだ

さい。 

 }; 

 

 

ID プロパティを呼び出す例を示します。 

 MyObject* myObject = new 

MyObject(); 

 myObject->setID(100); 

 int i = myObject->ID(); 

プロパティ: 自

動実装プロパテ

ィ 

 

WP C# は、自動実装するプロパティをサ

ポートします。このプロパティは 1 行で

宣言することが可能です。C# コンパイ

ラは、バックグラウンドでバッキング 

ストア フィールドを作成し、そこにプ

ロパティ値を格納します。提供されるロ

ジックは従来のプロパティと同じです

が、従来のようにプロパティ構文すべて

を使用する必要はなくなります。 

 public class MyObject 

 { 

     public int ID { get; 

set; } 

 } 

ID プロパティを呼び出す例を示します。 

 MyObject myObject = new 

MyObject(); 

 myObject.ID = 100; 

 int i = myObject.ID; 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/bb384054.aspx を参照してくだ

さい。 

Qt C++ は自動実装するプロパティをサ

ポートしません。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/x9fsa0sw.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/x9fsa0sw.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb384054.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb384054.aspx
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構造体 WP C# では、struct は値型であり、クラ

スは参照型です。値型は宣言されたメモ

リ内にその値が保持されますが、参照型

はオブジェクトへの参照がメモリに保持

されます。 

 

 struct MyStruct 

 { 

     // struct のプロパティ 

     public int Width { get; 

set; } 

 

     public void SayWidth() 

     { 

     } 

 } 

 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/saxz13w4.aspx を参照してくだ

さい。 

Qt C++ 構造体の例を示します。Qt C++ 

の struct はメソッドを持つことはできま

すが、プロパティを持つことはできませ

ん。 

 

 struct MyStruct 

 { 

     // struct にはプロパティを 

     // 定義できない 

     //Q_PROPERTY(int width 

READ  width WRITE setWidth) 

 

 private: 

     int m_width; 

 

 public: 

     void sayWidth(); 

     int width() const; 

     void setWidth(const int); 

 }; 

 

 void MyStruct::sayWidth() 

 { 

     qDebug() << m_width; 

 } 

 

 int MyStruct::width() const 

 { 

     return m_width; 

 } 

 

 void MyStruct::setWidth(const 

int w) 

 { 

     m_width = w; 

 } 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/saxz13w4.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/saxz13w4.aspx
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例外処理 WP C# では、try、catch、finally 

の各ブロックを使用して例外を処理でき

ます。次に例を示します。 

 

 FileStream inStream = null; 

 try 

 { 

     inStream = 

File.OpenRead("somefile.txt"); 

 } 

 catch(Exception ex) 

 { 

     

Console.WriteLine(ex.ToString(

)); 

 } 

 finally 

 { 

     if (inStream != null) 

         inStream.Close(); 

 } 

 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/ms229005.aspx を参照してく

ださい。 

Qt C++ に例外処理機能は用意されてい

ますが、サポート対象の全プラットフォ

ームで完全に互換性があるわけではあり

ません。Symbian プラットフォームに

は、標準的な C++ のメカニズムとは異

なる、独自の例外システムが実装されて

います。 

イベント処理 WP C# のイベント モデルでは、イベン

トとそのハンドラーを接続するイベント 

デリゲートの使用が前提となります。イ

ベントを発生させるには、デリゲートと

イベント データという 2 つの要素が必

要です。 

EventHandler はあらかじめ定義され

たデリゲートで、EventArgs はイベン

トのデータです。 

 

たとえば、ボタンのクリック イベント

と、そのイベントを処理するメソッド 

(OnClick) を関連付けるには、デリゲー

ト (EventHandler) のインスタンスを

イベント (Click) に追加します。 

 

Qt はシグナルとスロットのメカニズム

を使用します。シグナルとスロットは、

Qt C++ のオブジェクト間で通信を行う

ために使用されます。 

イベントを受け取って処理するためのも

う 1 つの方法として、QObject を継承

するクラスを作成し、必要なイベント処

理関数を再実装することもできます。 

 

シグナルとスロットによる Qt のイベン

ト処理メカニズムには、QML コードを

通じてアクセスすることも可能です。 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229005.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229005.aspx
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 // ボタンを作成 

 Button btn = new Button(); 

 // ボタンのクリック イベントの  

 //  ハンドラーを作成 

 btn.Click+=new  

EventHandler(OnClick); 

 

 public void OnClick(object 

sender,EventArgs e){ 

 // ボタンがクリックされたとき 

 } 

 

詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-
jp/library/system.eventhandler.aspx を参

照してください。 

 

 // ボタンを作成 

 QPushButton* btn = new 

QPushButton(this); 

 // Button clicked() のシグナルを

リッスン、 

 // btnClicked() スロットに接続 

  connect(btn, 

SIGNAL(clicked()), this, 

SLOT(btnClicked())); 

 

 void MyClass::btnClicked(){ 

 // ボタンがクリックされたことを示す 

 // シグナルが送信されるスロット 

 } 

C# と Qt C++ のプログラミング言語原則の比較 

C# プログラミング言語全体についての詳細は、C# 言語仕様を参照してください。C# 

プログラミングの詳細は、C# プログラミング ガイドを参照してください。 

C# と Qt C++ の相違 

以下に、プログラミング言語 C# と Qt C++ の構文および機能における最も基本的な

相違を簡単にまとめた表を示します。 

プログラミング言語 C# と Qt C++ における相違 

継承: C# のクラスは任意の数のインターフェイスを実装できますが、継承できる基本

クラスは 1 つだけです。さらに、C# の構造体は継承をサポートせず、既定コンスト

ラクターの明示的な指定もサポートしていません (既定で 1 つのコンストラクターが

提供されています)。Qt C++ の構造体はメソッドを持つことができますが、プロパテ

ィを持つことはできません。 

配列: Qt C++ では、配列がコンテナー クラスとして提供されます。STL コンテナーを

使用することもできます。Qt C++ コンテナーは配列オブジェクトをポインターとし

て処理します (コピー オン ライト方式の場合を除く)。C# の配列はメソッドとプロパ

ティを含むオブジェクトです。C# と C++ では配列を宣言する構文が異なります。C# 

の宣言では、変数の後ではなく、配列の型の後に配列を表す角かっこ [ ] を記述しま

す。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.eventhandler.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.eventhandler.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms228593.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/67ef8sbd.aspx
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ブール値: Qt C++ の bool 型は基本的には整数の 1 つです。QML のブール値は真/偽

の 2 値を表します。C# では、bool 型と他の型との間で変換を行うことはできませ

ん。 

パラメーターの渡し方: Qt C++ のクラスは暗黙的な共有によりポインターとして渡さ

れます。クラスのデータは、関数がそのデータに書き込みを行う場合にのみコピーさ

れます。C# ではクラスには参照渡しが、構造体には値渡しが使用されます。ただ

し、ref または out パラメーター修飾子を明示的に指定すると参照渡しが使用されま

す。 

switch ステートメント: Qt C++ の switch ステートメントとは異なり、C# はある 

case ラベルから下にある case ラベルへの移動をサポートしません。 

デリゲート: C# のデリゲートは Qt C++ のメソッド ポインターとほぼ同じです。ただ

し、デリゲートはタイプセーフで、安全性が確保されます。 

基本クラスのメソッド: C# でサポートされる base キーワードを使用すると、オーバ

ーライドした基本クラスのメンバーを、派生クラスから呼び出すことができます。ま

た、C# での仮想メソッドまたは抽象メソッドのオーバーライドは、override キーワ

ードを使用して明示的に指定する必要があります。 

メソッドの隠ぺい: Qt C++ は、継承時にメソッドの暗黙的な "隠ぺい" をサポートし

ます。C# では、継承されたメンバーを new 修飾子を使って明示的に隠蔽する必要が

あります。 

プリプロセッサ ディレクティブ: 条件付きコンパイルで使用されます。C# ではヘッ

ダー ファイルを使用しません。 

例外処理: C# の finally キーワードは、例外がスローされたかどうかにかかわらず

実行するコードに使用されます。Qt C++ の例外処理機能は、サポート対象の全プラ

ットフォーム間で完全に互換性があるわけではなく、例外をスローする代わりにエラ

ー コードを使用します。さらに、Symbian プラットフォームは、TRAP、Leave、

CleanupStack に基づく独自の例外処理メカニズムを持っています。 

C# 演算子: C# は is や typeof といった付加的な演算子をサポートします。また、

一部の論理演算子については異なる機能が導入されています。 

typedef キーワード: Qt C++ の typedef は、宣言済みの型に対して、より短い名

前や便利な名前を割り当てるときに使用します。C# では、この機能を using ディレ

クティブが提供します。 
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extern キーワード: Qt C++ の extern は、型および関数をインポートするために使

用されます。C# の extern は、同一アセンブリの異なるバージョンを使用するため

にエイリアスを作成する場合に使用されます。 

static キーワード: Qt C++ では、クラスレベルの要素を宣言する場合と、モジュー

ル固有の型を宣言する場合の両方に static を使用できます。C# では、クラスレベ

ルの要素を宣言する場合にのみ static を使用します。 

Main メソッド: C# の Main メソッドは、Qt C++ の main 関数とは宣言方法が異なり

ます。C# では大文字で表記され、常に static です。また、コマンド ライン引数を処

理する場合のサポートは、C# の方が強力です。 

ポインター: C# では unsafe モードでのみ使用可能です。 

オーバーロード演算子: C# では異なる方法で行います。 

文字列: Qt C++ の文字列は、文字の単なる配列です。C# の文字列は、強力な検索メ

ソッドをサポートするオブジェクトです。 

foreach キーワード: C# では、これを使用して配列やコレクションの反復処理を実

行できます。 

グローバル: C# はグローバルなメソッドおよび変数をサポートしません。メソッドと

変数は、クラスまたは構造体の中に含まれる必要があります。 

#define プリプロセッサ ディレクティブ: Qt C++ では、一般的に定数値を宣言する

ために #define ディレクティブが使用されます。C# では、この目的で #define デ

ィレクティブを使用することはできません。C# の定数は列挙型として定義するか (整

数値のみ)、クラスまたは構造体の静的なメンバーとして定義するのが最も良い方法

です。こうした定数が複数ある場合は、それらを保持する "Constants" クラスを別に

作成することを検討します。 

型のインポート: Qt C++ では、複数のモジュールに共通する型はヘッダー ファイル

に置かれます。C# の場合、このような情報はメタデータを介して使用できます。 

ローカル変数: C# では、ローカル変数を初期化せずに使用することはできません。 

メモリ管理: Qt C++ はガベージ コレクションが行われる言語ではありません。明示

的に解放しない限り、メモリはプロセスが終了するまで割り当てられたままです。C# 

は、ガベージ コレクション機能を持つ言語です。 
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デストラクター: C# は、アンマネージ リソースを確定的に解放する場合の構文が異

なります。 

コンストラクター: Qt C++ と同様、C# でクラス コンストラクターを指定しない場合

は、既定のコンストラクターが自動的に生成されます。既定コンストラクターは、す

べてのフィールドを既定値に初期化します。 

ビット フィールド: C# ではサポートされません。 

C# の入出力サービスおよび書式設定: .NET Framework のランタイム ライブラリに依

存します。 

メソッドのパラメーター: C# では既定値を設定できません。この機能が必要な場合

は、メソッドのオーバーロードを使用します。 

ジェネリック型とジェネリック メソッド: これらにより C# では、Qt の C++ テンプ

レートと同様に型のパラメーター化を実現できます。ただし、両者には大きな違いが

あります。たとえば、C# ではジェネリック型の情報が実行時に保存されます。 

as キーワード: 標準的なキャストと似ていますが、変換が失敗した場合に例外がスロ

ーされるのではなく、戻り値が null になる点が異なります。これは、Qt C++ で 

static_cast を使用するのと似ています。static_cast は、標準の C++ の 

dynamic_cast と異なり、実行時チェックを行わないので、失敗時に例外をスロー

しません。Qt C++ の qobject_cast 関数は、標準の C++ での dynamic_cast 

と同様に動作しますが、RTTI のサポートを必要とせず、動的なライブラリ境界をまた

いで機能する点が異なります。 

C++ 開発の経験者が C# 開発を習得する際のより詳しい情報については、C++ 経験者

が C# で開発する場合を参照してください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/yyaad03b(v=VS.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/yyaad03b(v=VS.90).aspx
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まとめ 

本章では、C# プログラミングを Symbian Qt C++ 開発者の観点から説明しました。

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、静的バインド

を使用します。ここでは、Qt C++ と C# の間の最も基本的な相違点を説明し、理解

しやすいように両者の比較とコード サンプルを示しました。しかし、C# の概念は Qt 

C++ の概念と共通する部分もあります。Qt C++ やオブジェクト指向プログラミング

の一般的な知識を活用すれば、C# もすぐに習得できます。 

関連資料 

C# プログラミング言語の詳細については、以下を参照してください。 

 C++ 経験者が C# で開発する場合 

 C# 言語の概要 

 C# 言語仕様 

 C# プログラミング ガイド 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/yyaad03b(v=VS.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/z1zx9t92(VS.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms228593.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/67ef8sbd.aspx
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第 5 章: Windows Phone アプリケーショ

ン ライフサイクルの概要 

Windows Phone (WP) の実行モデルは、応答時間を短縮し、アプリケーション間のス

ムーズなナビゲーションを実現することで、ユーザー エクスペリエンスを向上させる

ように設計されています。Windows Phone と Symbian Qt のアプリケーション ライフ

サイクルは、アプリケーション実行アーキテクチャに根本的な違いがあるため、大き

く異なっています。 

Windows Phone での複数アプリケーションの実行 

以降では、WP OS プラットフォームの実行モデルにおいて複数の WP アプリケーシ

ョンの実行がどのように制御されるかを説明します。 

Windows Phone と Symbian Qt のマルチタスキング 

WP7 はアプリケーションを動的にアクティブ化および非アクティブ化することによ

り、スマートフォン上で同時に実行するアプリケーションを 1 つに制限し、スムーズ

なナビゲーションを実現します。WP7 ではフォアグラウンドのアプリケーションの

実行を優先させ、開いているその他のアプリケーションをトゥームストーン化します。 

トゥームストーン化されたアプリケーションはメモリ内には保持されませんが、アプ

リケーション状態に関する情報は保存されているので、WP7 がアプリケーションを

再度アクティブ化するとその状態から再開することができます。Symbian Qt プラッ

トフォームでは、WP7 の動作とは異なり、複数のアプリケーションを同時に実行中

にすることができ、ユーザーはアクティブなアプリケーションを切り替えながら使用

できます。 

新たに導入された WP7.1 OS アーキテクチャでは、複数アプリケーションの同時実行

が可能になりました。そのため、Symbian Qt プラットフォームと同様のマルチタス

キングとアプリケーション切り替え機能が実現されます。WP7.1 OS では、通常、ユ

ーザーが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休止状態になります。 

休止状態では、アプリケーション コードの実行は停止されますが、アプリケーション

自体はメモリ内にそのまま維持されます。ユーザーが休止状態になっているアプリケ

ーションに戻ると、アプリケーションが再開され、アプリケーション内の各ページの

状態は切り替える前の状態に自動的に復元されます。 
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Windows Phone でのアプリケーションのトゥームストーン化 

トゥームストーン化とは、ユーザーがアプリケーションから移動した場合に、WP7 

がそのアプリケーションを非アクティブ化する処理を表します。WP7 はトゥームス

トーン化されたアプリケーションの記録を保持しており、アプリケーションの最新の

データおよび状態を保存しています。ユーザーがトゥームストーン化されたアプリケ

ーションにハードウェアの [戻る] ボタンを使用して戻ると、WP7 はアプリケーショ

ンを再びアクティブ化します。アプリケーションは保存されていたデータを使って元

の状態を復元できます。 

WP7.1 では、ユーザーが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休

止状態にされます。ハードウェアの [戻る] ボタンが使用されると、休止状態のアプリ

ケーションが再びアクティブ化され、前の状態が自動的に復元されます。[戻る] ボタ

ンの使用方法には、普通に押してアプリケーションに戻る方法と、ボタンを長押して

アプリケーション切り替え機能を起動する方法があります。他のアプリケーションの

ためにメモリを解放する場合などは、WP7.1 OS も休止状態のアプリケーションをト

ゥームストーン化することがあります。 

以下の表で、Symbian Qt、Windows Phone 7、Windows Phone 7.1 におけるアプリケ

ーションの実行動作を比較します。 

Symbian Qt の動作 ユーザーのアクシ

ョンまたはイベン

ト 

Windows Phone 7 
の動作 

Windows Phone 
7.1 の動作 

実行中のアプリケー

ションが、アクティ

ブのままバックグラ

ウンドに移動する 

電話または SMS 

の着信 

実行中のアプリケー

ションが非アクティ

ブ化されてトゥーム

ストーン状態になる 

実行中のアプリケー

ションが非アクティ

ブ化されて休止状態

になる 

実行中のアプリケー

ションが、アクティ

ブのままバックグラ

ウンドに移動する 

ユーザーがスマー

トフォンの、ホー

ムに戻るボタンを

押す 

実行中のアプリケー

ションが非アクティ

ブ化されてトゥーム

ストーン状態になる 

実行中のアプリケー

ションが非アクティ

ブ化されて休止状態

になる 



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

第 5 章: Windows Phone アプリケーション ライフサイクルの概要 77 

 

Symbian Qt の動作 ユーザーのアクシ

ョンまたはイベン

ト 

Windows Phone 7 
の動作 

Windows Phone 
7.1 の動作 

バックグラウンドの

アプリケーション

が、そのときの状態

でフォアグラウンド

に移動される 

ユーザーがマルチ

タスク メニュー

から別のアプリケ

ーションを起動す

る 

WP7 ではマルチタ

スキングがサポート

されない 

休止状態のアプリケ

ーションがフォアグ

ラウンドに移動さ

れ、保存されていた

アプリケーション状

態が自動的に復元さ

れる 

バックグラウンドの

アプリケーション

が、そのときの状態

でフォアグラウンド

に移動される 

ユーザーがスマー

トフォン上の [戻

る] ボタン 

(Symbian ではツ

ール バーの [戻

る] ボタン) を使

用して、アプリケ

ーションを切り替

える 

トゥームストーン状

態のアプリケーショ

ンがフォアグラウン

ドに移動され、非ア

クティブ化されると

きに保存された状態

が復元される 

休止状態のアプリケ

ーションがフォアグ

ラウンドに移動さ

れ、保存されていた

アプリケーション状

態が自動的に復元さ

れる 

ユーザー アクションおよびスマートフォン イベントに対するプラットフォームの動作 
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Windows Phone アプリケーションのライフサイク

ル イベント 

ここでは、WP アプリケーションのライフサイクルで発生する各種のイベントを説明

します。以下の図に、WP アプリケーションのライフサイクルと状態を示します。 

 

Windows Phone アプリケーションのライフサイクルと状態遷移 

起動  

WP でユーザーがアプリケーションを起動する手段としては、インストール済みアプ

リケーションの一覧、スタート画面のタイル、トースト通知やメニューがあります。

アプリケーションの起動は、ユーザーがハードウェアの [戻る] ボタンを押して「戻る」

ナビゲーションを実行した以外の場合に発生します。ユーザーがアプリケーションを

起動したときは必ず、WP によってアプリケーションの新しいインスタンスが作成さ

れます。 

起動イベントは、ユーザーにアプリケーションが見えるようになる前に発生していま

す。このイベントのハンドラーで実行するコードは、できるだけ少なくする必要があ

ります。この状態のときにデータ保存やネットワーク経由の処理を行うと、アプリケ
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ーションが起動されるまでの時間が長くなる可能性があります。最良のパフォーマン

スとユーザー エクスペリエンスを実現するため、多くのリソースを要するタスクは、

アプリケーションが読み込まれた後に、バックグラウンド スレッドで実行することを

推奨します。 

実行中 

起動後のアプリケーションは実行状態に入ります。この状態では、ユーザーがアプリ

ケーション内のさまざまなページを移動している間、アプリケーションが自身の状態

を管理します。アプリケーションの実行中の状態は、ユーザーが現在のアプリケーシ

ョンから離れるか、アプリケーション内の最初のページからさらに「戻る」ナビゲー

ションを行うまで継続します。 

実行中の状態では、設定値および永続的データが保存されます。これにより、アプリ

ケーションの状態が変化したときに保存するデータの量を少なくすることができます。

ただし、この状態でデータを保存するかどうかは任意です。永続的データの容量が大

きくなければ、ここでデータを保存する必要はありません。 

終了 

ユーザーがアプリケーションの最初のページでハードウェアの [戻る] ボタンを押すと、

アプリケーションでは終了イベントが発生します。このイベントのハンドラーでは、

インスタンス間で永続的に維持する必要のあるデータを分離ストレージに保存できま

す。 

各アプリケーションでは、すべてのアプリケーション イベントとページ ナビゲーシ

ョン イベントを 10 秒以内に完了する必要があります。この制限時間を超えると、ア

プリケーションは強制的に終了されます。そのため、アプリケーションが実行中の状

態にあるときに永続的な状態を保存しておくことを推奨します。これにより、終了イ

ベント ハンドラーで大量のファイル I/O の実行が必要になるのを防ぐことができます。 

非アクティブ化 

WP では、以下のような場合にアプリケーションが非アクティブ化されます。 

 ユーザーが別のアプリケーションを開いたとき 

 ユーザーがスマートフォンの画面をロックしたとき 

 イベントがランチャー API またはセレクター API にアクセスしたとき 

 ユーザーが [Windows] ボタンを押してスマートフォンのスタート画面を開い

たとき 

 ユーザーがスマートフォンの [検索] ボタンを押したとき 

非アクティブ化イベントのハンドラーでは、あらゆるアプリケーション状態を保存し、

後から復元できるようにしておく必要があります。Windows Phone アプリケーショ
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ンには状態 (State) オブジェクトが用意されています。これはインメモリ ディクショ

ナリであり、これを使うことにより、多くのリソースを要するファイル操作を行わな

くても、アプリケーション状態を保存および復元できます。 

非アクティブ化イベントの後、アプリケーションは強制的に完全終了される可能性が

あります。アプリケーションが完全に終了された場合、その状態ディクショナリは保

持されません。そのため、アプリケーション インスタンス間で永続的に保持する必要

のあるデータはすべて、非アクティブ化イベントの中で分離ストレージに保存してお

くことが推奨されます。 

非アクティブ化イベントの後、アプリケーションは休止状態またはトゥームストーン

状態に入ります。 

アクティブ化 

アクティブ化イベントは、ユーザーが休止状態またはトゥームストーン状態のアプリ

ケーションに戻ったときに発生します。アプリケーションはイベント引数を確認して、

前の状態が休止状態だったのか、トゥームストーン状態だったのかを判断します。 

アプリケーションが休止状態から復帰する場合、アプリケーションの状態は WP オペ

レーティング システムによって自動的に保持されています。アプリケーションがトゥ

ームストーン状態から復帰する場合は、アプリケーションで状態ディクショナリを使

って非アクティブ化前の状態を復元する必要があります。 

アプリケーションでは、分離ストレージからのデータ読み込みや、ネットワーク リソ

ースの使用といった、多くのリソースが必要になるタスクをアクティブ化イベント ハ

ンドラー内で実行するべきではありません。これは、アプリケーションの再開にかか

る時間が長くなるためです。こうした処理は、アプリケーションがアクティブ化され

た後に、バックグラウンド スレッドで実行することを推奨します。 
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Windows Phone アプリケーションのイベント ハン

ドラー 

Symbian Qt では、アプリケーションがそれぞれに自身のプロセスとメイン スレッド

を持ち、それらによってアプリケーションのライフサイクル、リソース、および状態

を制御します。アプリケーションの実行は、さまざまなアプリケーション固有のイベ

ントおよびシステム レベルのイベントに基づいてイベント ループ内で制御されます。

たとえば、シグナルとスロット、コマンド、ウィンドウ サーバー イベント、システ

ム イベント、ドメイン固有のイベント、タッチ固有のイベントなどがあり、多くは非

同期です。 

WP のアプリケーション ライフサイクルは、Symbian Qt のアプリケーション ライフ

サイクルとは大きく異なります。WP では、アプリケーションはアクティブ状態と非

アクティブ状態の間を遷移します。アプリケーションのライフサイクル イベントおよ

びページ イベントごとに、アプリケーションとページの状態を保存または復元するハ

ンドラーを実装できます。 

次の表は、WP アプリケーションのライフサイクル イベントと Page クラスのイベン

ト ハンドラー メソッドを、同様の Symbian Qt のメソッドおよびイベントと合わせて

説明しています。 

Windows 
Phone の 

状態 

Windows Phone の 

アプリケーション  

イベント 

Windows Phone の 

ページ メソッド 

Symbian Qt の 

イベント 

起動 Application_Launching   
InitializeComponent() 

QEvent::Applicati

onActivate イベント 

実行中   QObject::eventFil

ter イベント ループ 

非アクティブ

化 

Application_Deactivat
ed 

OnNavigatedFrom QEvent::Applicati

onDeactivate イベン

ト 

アクティブ化 Application_Activated OnNavigatedTo QEvent::Applicati

onActivate イベント 

終了 Application_Closing OnNavigatedFrom QEvent::Applicati

onActivate イベント 

WP アプリケーションのライフサイクル イベントと Page クラスのイベント ハンドラー メソッド 
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前章で説明した WP アプリケーションのライフサイクル イベントとそのイベント ハ

ンドラーに加えて、WP アプリケーションでは WP ページ イベント ハンドラー メソ

ッドを使ってページ イベントを管理できます。WP の InitializeComponent() メ

ソッドは、Page クラスのコンストラクター内で変数を初期化するために使用されま

す。InitializeComponent() メソッド内でグローバル変数を定義するには、

Application_Launching イベントを受け取る必要があります。 

各種の WP ページ イベント ハンドラー メソッドがありますが、OnNavigatedTo は、

ページがフレーム内でアクティブ ページとなったときに Page クラスで使用されます。

一方、ページがフレーム内のアクティブ ページでなくなったときには、

OnNavigatedFrom メソッドが使用されます。これらのメソッドは、アプリケーショ

ン イベント Application_Launching、Application_Deactivated、

Application_Activated、および Application_Closing と密接な関係にあり

ます。 

WP では、ユーザーがアプリケーション内のページの 1 つに移動したときに必ず 

OnNavigatedTo(NavigationEventArgs) メソッドが呼び出されます。つまり、

アプリケーションを最初に起動したとき、ユーザーがアプリケーション内で別のペー

ジに移動したとき、休止状態またはトゥームストーン状態からアプリケーションが再

び起動されたときにこのメソッドが呼び出されます。このメソッドでは、そのページ

が新しいインスタンスであるかどうかをアプリケーションが確認します。新しいイン

スタンスでない場合、状態を復元する必要はありません。ページが新しいインスタン

スで、状態ディクショナリ内にそのページのデータがある場合は、そのデータを使用

してページの UI の状態を復元する必要があります。 

WP の OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs) メソッドは、ユーザーがアプ

リケーション内のページの 1 つから離れたときに必ず呼び出されます。つまり、アプ

リケーション内での通常のページ移動や、アプリケーションの非アクティブ化の際に

呼び出されます。アプリケーションでは、このメソッドが呼び出されるたびにページ

の状態を保存し、ユーザーがそのページに戻った場合に復元できるようにしておくこ

とが推奨されます。 

ライフサイクル管理の実装 

ここでは、WP アプリケーションのライフサイクル管理とアプリケーションおよびペ

ージの状態処理をアプリケーション コード レベルで詳しく説明します。この説明に

は、作成した ShoppingList サンプル アプリケーション、WP Page クラス イベント ハ

ンドラー、および永続的データ用の分離ストレージを使用します。ここで紹介するコ

ードは、分離ストレージおよび Page クラス イベント ハンドラー メソッドを使用す

るためのわかりやすく簡単な例として提供しています。 
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Windows Phone アプリケーションの実行モデルと、アプリケーション/ページのイベ

ント処理について、より包括的な情報はこれまでの章と Windows Phone の実行モデ

ルの概要を参照してください。Windows Phone の実行モデルのベスト プラクティス

では、各自のアプリケーションで実行モデルを実装する際に役立つヒントや情報を紹

介しています。 

アプリケーションおよびページの状態データの保存 

WP アプリケーションの状態データを永続的に保存するには、分離ストレージを使用

できます。分離ストレージはアプリケーション単位の安全な記憶域であり、他のアプ

リケーションからはアクセスできません。すべての WP アプリケーションは分離スト

レージに対してのみ I/O 操作を実行でき、下層にある OS のファイル システムや、他

のアプリケーションの分離ストレージに直接アクセスすることはできません。以下の

図に、分離ストレージの使用方法を示します。 

 

分離ストレージに保存できるデータ型 

アプリケーションおよびページの状態データを永続的に保存する機能を実装するには、

そのアプリケーションの分離ストレージを取得する必要があります。その後、ファイ

ルを作成するか、キーと値のペアを使用して、分離ストレージ内に永続的な状態デー

タを格納します。ShoppingList サンプル アプリケーションでは、購入リスト データを

ファイルに保存します。 

分離ストレージを取得し、購入リストをファイルに格納するには、ShoppingList サン

プル アプリケーションで以下の手順を実行します。 

44.以下に示す using ディレクティブを MainPage.xaml.cs に追加し、分離ストレ

ージの処理に使用する名前空間をインクルードします。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817008(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817008(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817009(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817009(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402541(v=vs.92).aspx
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using System.IO; 

using System.IO.IsolatedStorage; 

45.ページが新しいインスタンスであるかどうかを判断できるようにするた、次の

ブール値変数を MainPage.xaml.cs 内の MainPage クラス定義に追加します。 

public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

{ 

    bool _isNewPageInstance = false; 

46.MainPage クラスのコンストラクター内で、isNewInstance 変数を true に

設定します。 

//コンストラクター 

public MainPage() 

{ 

    InitializeComponent(); 

 

    _isNewPageInstance = true; 

このコンストラクターは、ユーザーが ShoppingList アプリケーションを起動し

た場合にのみ呼び出されます。ユーザーが移動先から、ShoppingList アプリケ

ーションの MainPage に戻っただけの場合、データは復元されません。 

47.OnNavigatedTo メソッドは、ユーザーがアプリケーション内のページの 1 

つに移動したときに必ず呼び出されます。MainPage クラスに、

OnNavigatedTo の実装を追加します。ブール値変数の 

_isNewPageInstance を使用して、そのページが新しいインスタンスであ

るかどうかを判断します。そのページが新しく、以前の分離ストレージ ファ

イルが存在する場合は、分離ストレージ ファイルのデータを MainPage の 

txtList テキスト ボックスに復元します。詳細については、下のコードを参

照してください。 

protected override void 

OnNavigatedTo(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) 

{ 

    base.OnNavigatedTo(e); 

    // _isNewPageInstance が True の場合、アプリケーションの起動中に 

    // ページ コンストラクターが呼び出されています。 

    // 必要に応じて、分離ストレージからアプリケーション データを復元する必要が 

    // あります。 

    if (_isNewPageInstance) 

    { 

        // アプリケーションの分離ストレージを取得します。 



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

第 5 章: Windows Phone アプリケーション ライフサイクルの概要 85 

 

        IsolatedStorageFile myStorage = ew 

            IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication(); 

        // 分離ストレージから、以前保存されたデータの読み込みを試みます。 

        // ファイルの存在を確認します。 

        if (myStorage.FileExists("ShoppingList.dat")) 

        { 

            // 分離ストレージ ファイル用に StreamReader を作成し、 

            // ファイル オプションを指定します。 

            StreamReader myStorageReader = new 
                StreamReader(myStorage.OpenFile("ShoppingList.dat", 
                FileMode.Open)); 

            // 分離ストレージ ファイルからデータを読み取り、それを UI に 

            // 出力します。 

            txtList.Text = myStorageReader.ReadToEnd(); 

            // StreamReader を閉じます。 

            myStorageReader.Close(); 

        } 

    } 

    // _isNewPageInstance が False の場合は、アプリケーションが再アクティブ化 

    // されたことを意味し、アプリケーション データを復元する必要はありません。 

    // _isNewPageInstance を False に設定します。 

    _isNewPageInstance = false; 

} 

48.OnNavigatedFrom メソッドは、ユーザーがアプリケーション内のページの 

1 つから離れたときに必ず呼び出されます。MainPage クラスに、

OnNavigatedFrom の実装を追加します。MainPage の txtList テキスト 

ボックスのデータを分離ストレージ ファイルに格納します。詳細については、

下のコードを参照してください。 

protected override void 

OnNavigatedFrom(System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs e) 

{ 

    base.OnNavigatedFrom(e); 

    // メンバー データを分離ストレージに格納し、アプリケーションが 

    // 再アクティブ化されない場合に備えます。 

    // アプリケーションの分離ストレージを取得します。 

    IsolatedStorageFile myStorage = 

        IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication(); 

     

    // 分離ストレージ ファイル用に StreamWriter を作成し、 
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    // ファイル オプションを指定します。 

    StreamWriter myStorageWriter = new 

        StreamWriter(myStorage.OpenFile("ShoppingList.dat", 

        FileMode.OpenOrCreate)); 

    // UI データを分離ストレージ ファイルに格納します。 

    myStorageWriter.Write(txtList.Text); 

    // StreamReader を閉じます。 

    myStorageWriter.Close(); 

} 

 

メモ: WP アプリケーションで、アプリケーションおよびページの一時的な状態デー

タを管理するには、PhoneApplicationService クラスおよび 

PhoneApplicationPage クラスの State プロパティを使用します。State プロパ

ティは、Application_Activated イベントおよび Application_Deactivated 

イベントの中でデータを保存および復元するために使用できるディクショナリです。 

まとめ 

本章では、Windows Phone のアプリケーション ライフサイクルにおけるさまざまな

状態を確認し、Symbian Qt と Windows Phone のアプリケーション実行フレームワー

クを比較しました。さらに、Windows Phone アプリケーションのライフサイクル イ

ベントおよびページ イベントについて説明しました。また、Windows Phone アプリ

ケーションでイベント処理を行う各種メソッドを紹介し、アプリケーションとページ

について、一時的および永続的な状態データを保存する方法も説明しました。 

関連資料 

Windows Phone の実行モデルの詳細については、以下を参照してください。 

 Windows Phone の実行モデルの概要 

 Windows Phone の実行モデルのベスト プラクティス 

以下の資料も役立ちます。 

 方法: Windows Phone のページの状態を維持および復元する 

 方法: Windows Phone のアプリケーションの状態を維持および復元する 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817008(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817009(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967548(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967547(v=vs.92).aspx
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第 6 章: Windows Phone へのアプリケー

ションの移植 

これまでの章では、Windows Phone (WP) アプリケーション開発の基本事項について

ひととおり説明してきました。WP アプリケーションのアーキテクチャ、アプリケー

ションのデザイン原則、開発ツール、および C# プログラミング言語の概要はご理解

いただけたと思います。原則を理解したところで、WP アプリケーション開発をさら

に詳しく説明します。次のステップとして、Symbian Qt で作成したアプリケーショ

ンを WP に移植します。 

Symbian Qt は、Qt C++ および JavaScript ベースの QML をアプリケーション開発プ

ログラミング言語として利用するのに対し、WP アプリケーションは、C#/VB.NET お

よび XML ベースの XAML を使用して実装します。プログラミング言語が異なるため、

Symbian Qt と WP の間でアプリケーションを移植するにはコードを再作成する必要

があります。 

ただし、このコードの再作成はそれほど難しくありません。実際、Symbian Qt と比

べて、WP ではより少ない構成で、より複雑性を抑えながら、より多くの機能を実装

できます。便利なサポート ツールとして、WP API マッピング ツール (英語) を使用す

ると、Symbian Qt/Qt Quick と Windows Phone の間で同じ用途を持つクラスを簡単に

探すことができます。さらに、Symbian Qt と WP のアプリケーション開発モデルは

多くの点で似ており、流用できる部分も多いため、アプリケーション ビジネス ロジ

ックを確実に移植できます。 

本章では移植作業を支援するため、Nokia Developer (英語) で提供されているサンプ

ル アプリケーションを Symbian Qt から WP C# に移植または再作成したものをいく

つか紹介します。以下には、スクリーンショット、コード、および移植に関する考慮

事項からの抜粋を示します。さらに、アプリケーションや、Symbian Qt と WP の移

植作業についてより詳しい情報が得られるよう、各アプリケーションが提供されてい

るページへのリンクも紹介します。ここで紹介するサンプル アプリケーションは、

Symbian Qt と WP でのアプリケーションの移植または再作成を検討する際に、貴重

な例として参考にすることができます。 

RSS Reader サンプル アプリケーション 

QML RSS Reader サンプル アプリケーション (英語) は、インターネット上の RSS フィ

ード リソースを利用する例です。このアプリケーションは、ビューのナビゲーション、

検索機能、折りたたみ式のリスト、アニメーションなどのリッチな UI を備えていま

す。ナビゲーション (PageStack および ToolBar) と、各種のダイアログおよびボ

http://windowsphone.interoperabilitybridges.com/
https://projects.developer.nokia.com/
http://projects.developer.nokia.com/QMLRSSReader
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タンには、Qt Quick の UI コンポーネントが活用されています。その他のカスタム コ

ンポーネントとグラフィックスは、他のアプリケーションで再利用できるように作ら

れています。RSS Reader は、ユーザーが購読しているフィードを QML のローカル記

憶域に保存します。また、このアプリケーションでは、設定ビューからグラフィカル 

テーマを切り替える方法も確認できます。 

WP C# RSS Reader サンプル アプリケーション (英語) は、対応する Symbian Qt/QML 

サンプル アプリケーションの移植版です。元のアプリケーションと同様、RSS フィー

ドの使用方法を確認できるほか、WP 固有の機能も確認できます。詳細については、

アプリケーションの移植についての記事 (英語) を参照してください。 

以下のスクリーンショットは、RSS Reader サンプル アプリケーションの Symbian Qt 

バージョンおよび WP C# バージョンの実際の UI の一部です。 

 

RSS Reader の Symbian Qt バージョンと WP C# バージョンのメイン ビュー 

http://projects.developer.nokia.com/wprssreader
http://projects.developer.nokia.com/wprssreader/wiki/porting
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RSS Reader の Symbian Qt バージョンと WP C# バージョンのフィード ビュー 

以下は、WP C# RSS Reader の移植についての記事 (英語) からの抜粋です。この記事

では、RSS Reader を Symbian Qt から WP C# に移植する際のデザイン上の考慮事項

を説明しています。 

 

「デザインの移植 

Windows Phone 7 バージョンの RSS Reader は、外観も動作も QML バージョンとは多

少異なります。アプリケーションの基本的なフロー (フィードの選択、記事の選択、

記事のプレビュー表示、プラットフォーム ブラウザーでの記事の表示) は同じですが、

タスクを実施する方法が違っています。 

QML バージョンでは、カスタムの折りたたみ式リストを使用してさまざまなカテゴ

リのフィードにアクセスしますが、Windows Phone 7 バージョンでは Metro UI を使

用したいと考えました。そのため、メイン ビューでパノラマ コントロールを使用し、

各 PanoramaItem に RSS フィード カテゴリを 1 つずつ格納することにしました。各

フィードは、フィードのアイコンと名前を表示した大きな正方形で表されます (フィ

ード アイコンを利用できない場合は既定のアイコンを表示)。この正方形は、

Windows Phone 7 のスタート メニューのアイコンのスタイルをまねています。 

フィード ビューはピボット コントロールとして構成されています。ピボット コント

ロールは複数の PivotItem を含み、現在選択されているカテゴリ内の RSS フィード

http://projects.developer.nokia.com/wprssreader/wiki/porting


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

第 6 章: Windows Phone へのアプリケーションの移植 90 

 

ごとに 1 つの PivotItem が使用されます。ユーザーは画面を水平方向にスワイプす

ることで、RSS フィードを切り替えることができます。PivotItem 内での RSS フィー

ド アイテムの表示は QML バージョンとよく似ており、そのフィード内のアイテムが

スクロール可能なリストとして表示されます。Windows Phone 7 バージョンでは、ア

イテム リストのフィルター処理の方法が少し異なります。ユーザーが [検索] ボタン

をタップすると、アイテム リストと検索用テキスト ボックスを含んだ新しい画面が

表示されます。別のページに移動するようにしたのは、画面の表示面積を考慮したた

めです。検索フィールドを PivotItem 上に配置すると、実際の RSS アイテムを表示

する場所が少なくなりすぎる場合があります (特にスクリーン キーボードが表示され

ている場合)。」 

 

以下のコードは、WP C# RSS Reader のデータ モデル定義 (RSSCache) と、XAML ドキ

ュメントでのデータ バインドを示しています。 

 

<Application.Resources> 

    <local:RSSCache x:Key="RSSPagesDataSource" /> 

</Application.Resources> 

... 

<Grid x:Name="LayoutRoot" DataContext="{Binding Source={StaticResource 

RSSPagesDataSource}, Path=Cache}"> 

Diner サンプル アプリケーション 

Diner サンプル アプリケーション (英語) は、QML を使用して作成された、シンプル

かつ印象的なカタログ型のレストラン情報アプリケーションの例であり、ローカル 

XML データに基づいて Symbian 向けに構築されています。このアプリケーションは、

簡単な変換により、ローカルの XML リソースの代わりにインターネット リソースを

使用するようにできます。このアプリケーションは、コンテンツと視覚スタイルを他

のレストランのものに簡単に置き換えられるように設計されています。このアプリケ

ーションでは、ナビゲーション (PageStack および ToolBar)、ダイアログ、ボタン、

およびその他の GUI コントロールに Qt Quick の UI コンポーネントが活用されていま

す。 

Diner アプリケーションはタブベースのナビゲーションを特徴とし、Qt Quick UI コン

ポーネントの TabGroup と ToolBar を使用しています。UI のほとんどは、Qt Quick 

が提供する Symbian プラットフォーム専用の UI コンポーネントを使用して実装され

ていますが、カスタムのグラフィックスおよび UI 要素もいくつか使用されています。

これらは、他のアプリケーションで再利用できるようにデザインされています。また、

予約ビューには com.nokia.extras コンポーネント (具体的には DatePicker ダイアロ

グと TimePicker ダイアログ) が実験的に使用されています。 

http://projects.developer.nokia.com/QMLRestaurantApp
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WP C# Diner サンプル アプリケーション (英語) は、対応する Symbian Qt/QML サン

プル アプリケーションの移植版です。元のアプリケーションと同様にローカル XML 

データに基づくシンプルなカタログ型のアプリケーションを WP 向けに作成する方法

を確認できます。詳細については、アプリケーションの移植についての記事 (英語) を

参照してください。 

以下のスクリーンショットは、Diner サンプル アプリケーションの Symbian Qt バー

ジョンおよび WP C# バージョンの実際の UI の一部です。 

 

Diner の Symbian Qt バージョンと WP C# バージョンのメイン ビュー 

http://projects.developer.nokia.com/wprestaurantapp
http://projects.developer.nokia.com/wprestaurantapp/wiki/WikiStart
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Diner の Symbian Qt バージョンと WP C# バージョンの位置情報ビュー 

 

Diner の Symbian Qt バージョンと WP C# バージョンの予約ビュー 
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以下は、WP C# Diner の移植についての記事 (英語) からの抜粋です。この記事では、

Diner を Symbian Qt から WP C# に移植する際のデザイン上の考慮事項を説明してい

ます。 

 

「デザインの変更 

QML Diner アプリケーションを調べてみると、外観や操作感をそのまま Windows 

Phone 環境に移植するのは賢明でないことがわかります。QML バージョンは鮮やか

な配色テーマが特徴であり、これは Windows Phone のデザイン ガイドラインに反し

ています。また、QML バージョンのナビゲーション モデルはタブ バー コントロール

の使用が前提となっていますが、Windows Phone にはこれに直接相当する機能があ

りません。そのため、アプリケーションの外観や操作感を Windows Phone にそのま

ま移植することはしないことに決定しました。その代わりに、他の Windows Phone 

アプリケーションにより近い、新たなアプリケーション テーマがデザインし、パノラ

マ コントロールに基づく新しいナビゲーション モデルを採用しました。プロジェク

トの移植作業では、アプリケーションの外観ではなく機能に重点を置きました。 

パノラマベースのアプリケーションの外観は、パノラマの背景画像によって大きく影

響されます。そのため、背景画像の選択には特に注意を払いました。Windows Phone 

の既定である暗色系のテーマと調和するよう、元のアプリケーションより暗く、暖色

系でレストランのテーマに合う画像を選択しました。同様に、Windows Phone の暗

色系のテーマに配慮して、アプリケーションのテキストの色は白を選択しました。こ

の暗色系の背景画像と全体的なテーマの選択は、プラットフォームの既定のテーマを

上書きすることになります。ユーザーが明色系の Windows Phone テーマを使用して

いても、Diner アプリには暗色系のテーマが適用されます。 

より細かい点として、QML アプリケーションでは、向きの切り替えがデザイン上非

常に重視されます。Windows Phone 環境では、ユーザーのデバイスに物理キーボー

ドが装備されている場合、ユーザー入力を必要とするビューでのみ、向きの切り替え

を使用するように推奨されています。そのため、予約を行うためのビューを除き、

Windows Phone バージョンのアプリケーションでは、すべてのビューが縦型モード

に固定されています。」 

 

以下に、WP C# バージョンの Diner で LINQ を使用し、レストラン データを含む 

XML ファイルを解析するコードを示します。 

 

XElement menu = doc.Descendants("menu").First(); 

Restaurant.Categories = 

    (from category in menu.Descendants("category") 

     select new Category() 

http://projects.developer.nokia.com/wprestaurantapp/wiki/WikiStart
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     { 

         Id = category.Attribute("id").Value, 

         Name = category.Attribute("name").Value, 

         IconURI = category.Attribute("icon").Value, 

         Dishes = (from dish in category.Descendants("dish") 

         select new Dish() 

         { 

             Name = dish.Attribute("name").Value, 

             Text = dish.Value 

         }).ToList<Dish>() 

     }).ToList<Category>(); 

 

以下のコードは、WP C# バージョンの Diner で、分離ストレージ ファイルからの予

約データの読み込みとそこへの保存がどのように実装されているかを示しています。 

 

private void LoadReservations() 

{ 

    using (IsolatedStorageFile file = 

        IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

    { 

        using (IsolatedStorageFileStream stream = new 

            IsolatedStorageFileStream("reservations.dat", 

            System.IO.FileMode.OpenOrCreate, file)) 

        { 

            if (stream.Length > 0) 

            { 

                DataContractSerializer serializer = new 

                    DataContractSerializer( 

                    typeof(ObservableCollection<Reservation>)); 

                Restaurant.Reservations = serializer.ReadObject(stream) as 

                   ObservableCollection<Reservation>; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

private void SaveReservations() 

{ 

    using (IsolatedStorageFile file = 

       IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

    { 

        using (IsolatedStorageFileStream stream = new 

            IsolatedStorageFileStream("reservations.dat", 
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            System.IO.FileMode.Create, file)) 

        { 

            DataContractSerializer serializer = new 

                DataContractSerializer( 

                typeof(ObservableCollection<Reservation>)); 

            serializer.WriteObject(stream, Restaurant.Reservations); 

        } 

    } 

} 

Sudokumaster サンプル アプリケーション 

Sudokumaster は論理的に数字を配置していくパズル (ナンプレ、数独) です。3 対 3 

ブロックが 9 個あり、それぞれに 1 ～ 9 の数字が 1 つずつ入ります。一部の数字は

最初から配置されており、プレーヤーは空白の箇所に数字を正しく配置していきます。 

Sudokumaster はもともと、Symbian プラットフォーム (英語) 向けに開発されました。

その後、Qt Quick バージョンの Sudokumaster (英語) と、Qt Quick バージョンを書き

換えた WP Silverlight Sudokumaster (英語) が作成されました。詳細については、

Sudokumaster WP Silverlight バージョンの移植についての記事 (英語) を参照してくだ

さい。 

以下のスクリーンショットは、Sudokumaster サンプル アプリケーションの Symbian 

Qt バージョンおよび WP Silverlight バージョンの実際の UI の一部です。 

 

Sudokumaster の Symbian Qt バージョンと WP Silverlight バージョンのメイン ビュー 

http://www.developer.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/d6f6f8d4-06cf-453c-9347-fb12c2541288/S60_Platform_Sudoku_Game_Example_v1_0_en.zip.html
http://projects.developer.nokia.com/qmlsudokumaster
http://projects.developer.nokia.com/sudokumastersilverlight
http://projects.developer.nokia.com/sudokumastersilverlight/wiki/porting
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Sudokumaster の Symbian Qt バージョンと WP Silverlight バージョンの処理待ちの回転アニメーション 

 

以下に、WP C# バージョンの Sudokumaster で、ThreadPool の新しいスレッドを使

用して Sudokumaster のパズルを生成するコードを示します。 

private void NewGame() 

{ 

    ... 

    // 処理待ちのアニメーション (回転する円) を表示 

    waitIndicator.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

    waitIndicator.StartSpin(); 

    ... 

    // パズルの生成中はデータ バインドを無効化 

    DataContext = null; 

     

    // パズルの生成には数秒かかるため、別のスレッドで処理 

    ThreadPool.QueueUserWorkItem(dummy => 

    { 

        // パズルの生成に UI は使用しないため、別のスレッドで実行可能 

        game.GeneratePuzzle(); 

         

        // UI スレッドに切り替えて UI コンポーネントを変更 
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        Deployment.Current.Dispatcher.BeginInvoke(() => 

        { 

            DataContext = game.Model; // データ バインドを再開 

            gameTimer.Start(); 

            gameStartTime = DateTime.Now; 

            gameState = GameState.Ongoing; 

            UpdateStatus(); 

            waitIndicator.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed; 

            waitIndicator.StopSpin(); 

        }); 

    }); 

    ... 

} 

 

Symbian Qt Sudokumaster では、QML WorkerScript を使用して新しいスレッドを作

成します。 

WorkerScript { 

    id: puzzleWorker 

    source: "gameLogic.js" 

    onMessage: { 

        Functions.numbers = messageObject.board; 

        empties = messageObject.boardEmpties; 

        boardChanged(); 

        viewLoader.close(); 

        gameOn = true; 

        mainBoard.focus = true; 

        mainTimer.start(); 

    } 

} 

// gamelogic.js 

WorkerScript.onMessage = function(message) { 

    generatePuzzle(message.rands); 

    WorkerScript.sendMessage({board: numbers, boardEmpties: empties}); 

} 

 

以下に、WP C# XAML と Symbian Qt QML のそれぞれについて、Sudokumaster の処

理待ちのアニメーションを実装するコードを示します。 
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WP C# XAML: 

<Rectangle.Resources> 

    <Storyboard x:Name="spinAnimation"> 

        <DoubleAnimation 

         Storyboard.TargetName="Transform" 

         Storyboard.TargetProperty="Angle" 

         By="360" 

         Duration="0:0:0.5" 

         AutoReverse="False" 

         RepeatBehavior="Forever" /> 

    </Storyboard> 

</Rectangle.Resources> 

 

Symbian Qt QML: 

NumberAnimation on rotation { 

    id: animation 

    loops: Animation.Infinite 

    from: 0 

    to: 360 

    duration: 1500 

} 

Match'em Poker サンプル アプリケーション 

Match'em Poker は、表形式でポーカーの持ち札を揃えるアーケード スタイルのゲー

ムです。プレーヤーは、2 枚のカードの位置を自由に変更することができます。"ポー

カーの手" が揃うと、そのレベルのカードが消えて得点が加算されます。各ブロック

は、下に空きスペースができると下に移動します。 

Match'em Poker は、もともと iOS で実装されており、Qt GameEnabler (英語) を使用

して Symbian Qt に移植されました。Qt GameEnabler を利用すると、Qt アプリケー

ション内で、Qt の QtOpenGL レンダリングの代わりにネイティブの OpenGL ES 2.0 

コードを使用できるようになります。Symbian Qt Match'em Poker (英語) には、SVG 

アイコン、リソース コレクション ファイル、ゲーム エンジン、および OpenGL ES 

2.0 グラフィックスが含まれます。 

Symbian Qt バージョンの Match'em Poker はその後、XNA Game Studio および 

SpriteBatch ベースのレンダリングを使用する WP XNA Match'em Poker に移植され

ました。このプロジェクトでは、元の資産をすべて再利用し、コードの修正をできる

だけ少なくすることで、アプリケーションの移植を最小限の作業で実施することに重

http://projects.developer.nokia.com/qtgameenabler
https://projects.developer.nokia.com/matchempoker
https://projects.developer.nokia.com/matchempokerxna
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点が置かれました。移植作業における考慮事項などについては、Match'em Poker WP 

XNA バージョンの移植についての記事 (英語) を参照してください。 

以下のスクリーンショットは、Match'em Poker サンプル アプリケーションの 

Symbian Qt バージョンおよび WP XNA バージョンの実際のゲーム ビューの一部です。 

 

Match'em Poker の Symbian Qt バージョンと WP XNA バージョンのゲーム ビュー 

  

https://projects.developer.nokia.com/matchempokerxna/wiki/porting_story
https://projects.developer.nokia.com/matchempokerxna/wiki/porting_story
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まとめ 

本章では、実際に移植または再作成された 4 つのサンプルを使って、Symbian Qt と 

WP C# の間でのアプリケーションの移植について説明しました。サンプルとして挙げ

た移植は、Silverlight フレームワークと XNA フレームワークのいくつかの分野のアプ

リケーションについて説明しています。さらに、アプリケーションの UI コントロー

ル、データ バインド、ナビゲーション、データ管理、スレッド処理、アニメーション、

グラフィックスといった機能にも触れました。また、アプリケーション デザインの移

植に関する考慮事項を紹介しました。 

関連資料 

ここで紹介したアプリケーションの詳細、および Symbian Qt から Windows Phone に

移植された他のアプリケーションについては、以下を参照してください。 

 Nokia Developer: Windows Phone - コード例 (英語) 

以下の資料も役立ちます。 

 MSDN: Windows Phone へのアプリケーションの移植 

 App Hub: アプリまたはゲームの Windows Phone への移植 (英語) 

 Nokia Developer: Windows Phone 関連のドキュメントとリソース (英語) 

http://www.developer.nokia.com/Develop/Windows_Phone/Code_examples/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394031(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394031(v=vs.92).aspx
http://create.msdn.com/ja-jp/education/basics/porting
http://www.developer.nokia.com/Develop/Windows_Phone/Documentation/
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第 7 章: Windows Phone サンプル アプリ

ケーション 

ここまでの章で説明したように、Windows Phone (WP) のアプリケーション アーキテ

クチャやアプリケーション デザインは Symbian Qt のアプリケーション アーキテクチ

ャとは異なります。Symbian Qt C++ アプリケーションと WP C# アプリケーションに

はいくつかの類似点もあり、移行の際は既存資産の多くを再利用できますが、アプリ

ケーションの分野によっては根本的な違いが存在し、Symbian Qt C++ と WP C# を同

等のもので変換するのが難しいケースがあるのも事実です。 

ここでは、こうした分野のアプリケーションに役立つよう、Symbian Qt C++ と WP 

C# のアプリケーション開発をより近づけるサンプル アプリケーションを紹介します。

本章では、アプリケーション UI、デバイス統合、ネットワーキング、およびデータ管

理の分野の WP C# サンプル アプリケーションを紹介します。こうした分野のアプリ

ケーションの WP C# プログラミングの概念をわかりやすく示すため、アプリケーシ

ョン全体のコードへのリンクと、WP C# アプリケーションの一般的な構造やこれまで

の章で説明したトピックを示します。 

さらに本章は、Symbian Qt C++ から WP C# アプリケーション開発への移行について

実用的なアプローチを提供することを目的としています。すぐに利用できる高品質な

サンプル アプリケーションと複数のユース ケースへの対応によって、WP C# アプリ

ケーションに特定の機能を実装するための最適な方法を示します。 

Windows Phone 汎用サンプル 

以下の表は、Windows Phone の汎用的なサンプル アプリケーションの一覧です。こ

れらのサンプル アプリケーションおよびスタート キットでは、WP アプリケーショ

ン開発における多くの基本的機能を確認できます。 

アプリケーション 説明 関連情報 

実行モデルのサンプル 

これは、オペレーティング システム

によってアプリケーションがアクティ

ブ化/非アクティブ化された場合に、

UI とアプリケーション状態を表示お

よび復元する方法をわかりやすく示し

たサンプルです。 

Windows Phone の実行モデルの概

要 

単位変換ツール スター

ト キット 

このスタート キットを使用すると、

モデル - ビュー - ビュー モデルのデ

Unit Converter Starter Kit for 
Windows Phone (英語) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219084
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817008(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff817008(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206122
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206122
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg442299(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg442299(v=vs.92).aspx
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アプリケーション 説明 関連情報 

ザイン パターンの Windows Phone ア

プリケーションへの適用方法、アプリ

ケーションの起動の最適化方法、およ

び状況依存メニューの作成方法を確認

できます。 

水準器スタート キット 

このスタート キットを使用すると、

Windows Phone アプリケーションの

配色をユーザーの選択したテーマと調

和させる方法、スマートフォンの加速

度センサーを Silverlight アプリケーシ

ョンでリアルに表現する方法、および

スマートフォンの向きの検知処理をカ

スタマイズする方法を確認できます。 

Level Starter Kit for Windows Phone 
(英語) 

トランスレーター スタ

ート キット 

このスタート キットを使用すると、

Web サービスを呼び出す方法、

Silverlight アプリケーション内で XNA 

Framework API を使用して音声を再生

する方法、分離ストレージで履歴一覧

を維持する方法、および 

ToggleButton の画像をアニメーショ

ン化する方法を確認できます。 

Translator Starter Kit for Windows 
Phone (英語) 

Windows Phone アプリケーション UI のサンプル 

以下の表では、Windows Phone のコード サンプルの中から、WP アプリケーション

のいくつかの UI 概念を実装する方法に関係したサンプル アプリケーションをリスト

アップしています。 

アプリケーション 説明 関連情報 

バック スタック ナビゲ

ーション サンプル 

これは、アプリケーションのナビゲー

ション履歴 (バック スタック) を、視

覚化、検査、および変更する方法を示

すサンプルです。このサンプルでは、

Windows Phone OS 7.1 から利用でき

るようになった、新しい BackStack 

プロパティと RemoveBackEntry() メ

ソッドを使用しています。 

方法: Windows Phone のバック スタ

ックを使用して操作する 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=205029
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg442298(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg442298(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207165
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=207165
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg521144(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg521144(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190695
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226287
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226287
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394012.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394012.aspx
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アプリケーション 説明 関連情報 

アプリケーション バー 

サンプル 

これは、Opacity や Mode といったさ

まざまな ApplicationBar プロパテ

ィと、さまざまな配色を動的にテスト

できるサンプルです。このサンプルに

は、プレーンなページ、ピボット ペ

ージ、およびパノラマ ページに対応

するアプリケーション バーのコード

が含まれます。 

チュートリアル: Windows Phone の

アプリケーション バー テスト アプ

リケーションを作成する 

Silverlight/XNA 
Framework のサンプル 

これは、1 つの Windows Phone アプ

リケーション内で Silverlight と XNA 

Framework を併用するサンプルで

す。このサンプルを使用すると、

UIElementRenderer クラスを使って 

Silverlight コントロールと XNA 

Framework のテキストを表示する方

法を確認できます。 

方法: Windows Phone アプリケーシ

ョンで Silverlight と XNA Framework 

を組み合わせる 

小さなティーポットのサンプル 

タイルのサンプル 

このサンプルを使用すると、第 2 の

タイルを作成、更新、および削除する

方法を確認できます。タイルの更新に

より、タイルの前面と背面の両方のプ

ロパティを更新する方法を示します。

この更新方法はアプリケーション タ

イルにも適用できます。 

Windows Phone のタイルの概要 

シェルのタイル スケジュールのサン

プル 

タイル通知のサンプル  

このサンプルを使用すると、マイクロ

ソフト プッシュ通知サービスを使用

してタイルを更新する方法を確認でき

ます。このサンプルには 2 つのプロ

ジェクトが含まれます。1 つは 

Windows Phone デバイスが通知を受

信できるように設定するクライアント 

コードのプロジェクトで、もう 1 つ

はマイクロソフト プッシュ通知サー

ビスに通知を送信するプロジェクトで

す。 

Windows Phone のプッシュ通知 

トースト通知のサンプル 

直接通知のサンプル 

 

Scheduled Notification 
Sample 

これは、スケジュール アクション サ

ービスを使用して、アラームのスケジ

ュール設定と管理を実行する方法を示

方法: Windows Phone 用のアラーム

と通知を作成する 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226289
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226289
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394042.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394042.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394042.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219068
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219068
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202938(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202938(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202938(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219071
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219077
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202948(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219078
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219078
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219079
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402537(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219080
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219081
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219082
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219082
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202965(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202965(v=vs.92).aspx
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アプリケーション 説明 関連情報 

すサンプルです。アラームはポップア

ップ型のダイアログであり、アプリケ

ーションでスケジュールした時間に、

ユーザーへのメッセージを表示しま

す。 

Windows Phone デバイス統合のサンプル 

以下の表では、Windows Phone のコード サンプルの中から、アプリケーションをデ

バイス ハードウェアおよびプラットフォームと統合する方法に関連したサンプル ア

プリケーションをリストアップしています。 

アプリケーション 説明 関連情報 

バックグラウンド オー

ディオ プレーヤーのサ

ンプル 

これは、アプリケーションがフォアグ

ラウンドにない場合でもオーディオの

再生を可能にする、

AudioPlayerAgent の実装サンプルで

す。このバックグラウンド エージェ

ントは画面がロックされていても動作

し、ユーザーは Universal Volume 

Control (UVC) を使用してオーディオ

を制御できます。 

方法: Windows Phone のバックグラ

ウンド オーディオを再生する 

Windows Phone のバックグラウンド 

オーディオの概要 

デバイス ステータスの

サンプル 

これは、DeviceStatus クラスおよび

そのプロパティなどの使用方法を示し

たサンプルです。このクラスを使用す

ると、デバイスの電源が変更されたこ

とや、物理キーボードが接続されたこ

とを判断できます。 

方法: Windows Phone の 

DeviceStatus クラスを使用する 

基本的なカメラのサンプ

ル 

このサンプルを使用すると、カメラの

シャッターおよびオート フォーカス

を有効化する方法、写真の解像度とフ

ラッシュ設定を指定する方法、および

ハードウェアのシャッター ボタンを

使用する方法を確認できます。また、

こうした機能をサポートするデバイス

のタッチ フォーカスや「自分撮り」

用カメラも紹介しています。 

方法: Windows Phone 用の基本的な

カメラ アプリケーションを作成する 

Windows Phone のカメラ カラーの

変換 (YCbCr から ARGB) 

方法: Windows Phone 用カメラ アプ

リケーションでグレースケールを処

理する 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190695
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219073
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219073
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219073
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202978(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202978(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394039.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394039.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226288
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226288
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394037.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394037.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219061
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219061
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202956(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202956(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394035.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394035.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202982(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202982(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202982(v=vs.92).aspx
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アプリケーション 説明 関連情報 

ビデオ レコーダーのサ

ンプル 

これは、ビデオのプレビュー、録画、

再生の方法を示すサンプルです。この

サンプルでは FileSink クラスを使用

して分離ストレージにビデオを書き込

み、後からそのビデオを再生できま

す。 

方法: Windows Phone 用カメラ アプ

リケーションでビデオを記録する 

生センサー データのサ

ンプル 

これは、方位、加速度、およびジャイ

ロスコープの各センサーから、データ

を取得する方法を示すサンプルです。 

Windows Phone のセンサーの概要 

Music + Videos ハブのサ

ンプル 

これは、MediaHistory クラスおよび 

MediaHistoryItem クラスを使用して 

Music + Videos ハブ アプリケーショ

ンを作成する方法を示すサンプルで

す。さらにこのサンプルでは、XNA 

の MediaPlayer クラスを使用して音

楽の再生を制御します。 

方法: Windows Phone の Music + 

Videos ハブと統合する 

Windows Phone データ管理のサンプル 

以下の表では、Windows Phone のコード サンプルの中から、さまざまなデータ管理

シナリオを扱ったサンプル アプリケーションをリストアップしています。 

アプリケーション 説明 関連情報 

バックグラウンド転送サ

ービスのサンプル 

これは、バックグラウンド転送サービ

スを使用して、バックグラウンドのフ

ァイル転送のスケジュール設定と管理

を実行する方法を示すサンプルです。 

方法: Windows Phone のバックグラ

ウンド ファイル転送を実装する 

連絡先とカレンダーのサ

ンプル 

これは、連絡先と予定にアクセスし、

データ バインドを使用して詳細情報

を表示する方法を示すサンプルです。

また、連絡先の写真を表示するための 

2 種類の方法も確認できます。 

Windows Phone の連絡先とカレンダ

ー 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226290
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226290
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394041.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh394041.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219085
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219085
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202968(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=203588
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=203588
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769558.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769558.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190695
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219083
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219083
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202959(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202959(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=221142
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=221142
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202972(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202972(v=vs.92).aspx
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アプリケーション 説明 関連情報 

ローカル データベース

のサンプル 

Windows Phone OS 7.1 では、LINQ to 

SQL を使用して、アプリケーションの

分離ストレージ コンテナー内にある

ローカル データベースにリレーショ

ナル データを格納できます。このサ

ンプルは、複数のテーブルを持つロー

カル データベースを使用する To Do 

リスト アプリケーションです。リス

トの表示項目は、ローカル データベ

ースで追加、更新、および削除されま

す。このデータベースのデータは、ア

プリケーションを再起動しても永続的

に保持されます。 

方法: Windows Phone 用の MVVM 

でローカル データベース アプリケ

ーションを作成する 

Bing Maps サンプル 

このサンプルを使用すると、Windows 

Phone 用の Bing Maps Silverlight コン

トロールの基本的機能を使用する方法

を確認できます。 

Windows Phone の Bing Maps 

Silverlight コントロール 

Location Service サンプ

ル 

これは、Microsoft Location Service か

らデータを取得し、デバイスの地理座

標を表示するサンプル アプリケーシ

ョンです。 

Windows Phone の場所 

検索機能拡張のサンプル 

Search Extras は、Windows Phone の

検索エクスペリエンスをアプリケーシ

ョンまでシームレスに拡張する新しい

手段です。アプリケーションと検索結

果の項目カードを統合する方法を説明

しています。このサンプルは、架空の

製品リコール情報アプリケーションで

す。このアプリケーションは、製品検

索の項目カードの Extras ピボット ペ

ージから起動できます。Windows 

Phone OS 7.1 デバイスが手元にない

場合は、アプリケーション マニフェ

ストの DefaultTask 要素を編集し、

エミュレーターで Search Extras の呼

び出しをシミュレートしてください。 

Windows Phone の検索の機能拡張の

概要 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219066
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219066
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286405(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286405(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286405(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200734
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941096(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941096(v=VS.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185153
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=185153
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff431803.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219064
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202957(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202957(v=vs.92).aspx


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

第 7 章: Windows Phone サンプル アプリケーション 107 

 

Windows Phone ネットワーキングのサンプル 

以下の表では、Windows Phone のコード サンプルの中から、マルチキャスト グルー

プ通信とソケットの使用方法を示した 2 つのサンプル アプリケーションを紹介しま

す。 

アプリケーション 説明 関連情報 

マルチキャスト ソケッ

トのサンプル 

このサンプルでは、Windows Phone ア

プリケーションでマルチキャスト グル

ープを介して通信を行う方法を確認で

きます。これは、だれもが知っている

じゃんけんゲームのアプリケーション

です。プレーヤーはマルチキャスト グ

ループに参加して対戦相手を探しま

す。その後、UDP ユニキャストを使用

して他のプレーヤーに対戦を申し込

み、実際のゲームを行います。このサ

ンプルでは、Windows Phone OS 7.1 で

利用可能になった 

UdpAnySourceMulticastClient クラ

スを使用しています。 

方法: Windows Phone のマルチキャ

スト グループでデータを送受信す

る 

ソケット経由の三目並べ

のサンプル 

このサンプルでは、Windows Phone ア

プリケーションのソケットを使って、

ネットワーク経由でホストされるサー

ビスと通信する方法を確認できます。

このサンプルでは、Windows Phone で

新たに利用できるようになった 

System.Net.Sockets クラスを使用し

ています。 

Windows Phone のソケット 

 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=190695
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=223461
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=223461
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286407(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286407(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286407(v=vs.92).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219075
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219075
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh202870(v=vs.92).aspx
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まとめ 

本章では、さまざまな種類の Windows Phone サンプル アプリケーションを紹介しま

した。紹介したサンプル アプリケーションには、アプリケーション UI、デバイス統

合、データ管理、およびネットワーキングの各分野の多くの基本的な機能性、特徴、

ユース ケースが示されています。 

関連資料 

サンプル アプリケーションの詳細情報を入手し、Windows Phone アプリケーション

の開発を始めるには、以下のサイトを参考にしてください。 

 Windows Phone 開発のクイック スタート (英語) 

 Windows Phone トレーニング キット (英語) 

以下の資料も役立ちます。 

 App Hub コンテンツ カタログ 

 App Hub ゲーム開発 (英語) 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210185
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219203
http://create.msdn.com/ja-JP/education/catalog/
http://create.msdn.com/ja-jp/education/gamedevelopment
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第 8 章: 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 7 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 

WP7 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 WP7 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。WP7 の API ドキュメントはすべて、MSDN 上

の Silverlight、C#、および XNA 資料から入手できます。 

 

ツールの使用方法 

このマッピング ツールの初版で重点を置いたのは Qt 4.7 for Symbian のコア ライブラ

リ (QtCore、QtGui、QtLocation、QtNetwork、QtSensors、QtSql、QtXml、QtWebKit、

QML 要素、QML コンポーネント) です。 

アクセス先: http://wp7mapping.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。Qt お

よび Windows Phone 7 の両ドキュメントへのリンクも表示されます。 

  

http://wp7mapping.interopbridges.com/
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Qt と Windows Phone の API マッピング ツール: http://wp7mapping.interopbridges.com/  

 

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://wp7mapping.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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