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この開発ガイドについて 

 

本ガイドは、Android 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、Android アプリケーションの構築を通じて得たこれ

までの知識を活用しながら、Windows Phone 開発を新たなスキルの 

1 つとして習得できるよう必要な情報を提供します。 

 

対象読者 

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

Android アプリケーション開発者を対象としています。 

本ドキュメントで使用される表記 

用語 省略形 

Windows Phone WP 

アプリケーション プログラミング インターフェイス API 

統合開発環境 IDE 
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第 1 章: Android 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

マートフォンを追求し、ゼロから開発に取り組みました。WP7 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。 

開発者ツール 

WP アプリケーション開発には、以下のツールの使用が推奨されています。このツ

ールセットはこちらから、無償でダウンロードできます。このツールセットの内容

は以下のとおりです。 

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

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

Blend for Windows Phone 
 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。 

Windows Phone のアーキテクチャ 

WP には、複数層アーキテクチャが採用されています。Android OS と同様、WP は

さまざまなスマートフォン上で動作します。開発者の信頼に応える一貫したユーザ

ー エクスペリエンスと機能を提供するために、WP では、あらゆるスマートフォン

http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
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が満たすべき最低限のハードウェア仕様が定義されています。その内容を以下に示

します。 

 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 

スマートフォン上には、[戻る]、[スタート]、[検索] の 3 つのボタンが標準で配置さ

れます。詳しくは後述しますが、この 3 つのボタンによって、ユーザーには自然で

簡単なナビゲーションが可能になります。 

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

そのためデバイスの製造元が記述する必要があるのは、自社のデバイスに固有のご

くわずかなコードのみです。これには、さまざまなデバイス間で一貫性と品質を維

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

ハードウェア アクセラレーションを活用しています。 

 

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

た環境内で動作します。WP アーキテクチャの詳細については、Istvan Cseri (WP ア

ーキテクト) による MIX '10 のプレゼンテーション (英語) を参照してください。 

  

http://live.visitmix.com/MIX10/Sessions/CL18
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Windows Phone と Android のプログラミング ス

タックの比較 

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

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

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

は、さまざまな WP フレームワークを使用して構築されます。 

以下の表に、Android の各プログラミング層に相当する機能を提供する WP のフレ

ームワークの概要を示します。 

 

Android  
フレームワーク 

機能 Windows Phone の 

フレームワーク 

Android アプリケー

ション 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) 

Windows Phone スマートフォ

ン フレームワーク、Silverlight 

コントロール 

Android アプリケー

ション 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 

XNA (ゲーム)、または 

Silverlight メディアおよびグラ

フィックス (その他) 

Android ライブラリ 

基本サービス、ネットワー

キング、テキスト、XML、

ストレージ 

共通基本ライブラリ 

Android ランタイム 

(Dalvik) + Linux カー

ネル 

 Windows Phone 
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Android スタックと Windows Phone スタックの比較 

Android と WP のフレームワークの比較表を以下に示します。 

 

  

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

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 U
I と

電
話

 

マルチタスク 

Ja
va

 

 

C
#

 ま
た
は

 V
B

.N
E
T
 

 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 U
I と

ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
統
合

 

アプリケーション UI  アプリケーション UI 

デバイス統合  デバイス統合 

ブラウザー コントロ

ール 

 ブラウザー コントロール 

通知  通知  

P2P ゲーム   

S
ilve

rlig
h

t 

ゲーマー  

サービス 

X
N

A
 

2
 つ

の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 タ
イ
プ

 

コントロールとジェ

スチャ 

 コントロールと

ジェスチャ 

 
メディア 

テレフォニー  メディア 

メ
デ
ィ
ア

 

Media Framework  

アニメーション  アニメーション アニメーション 

グラフィックス  グラフィックス グラフィックス 

OpenGL ES  分離ストレージ コンテンツ 

コ
ア

 ラ
イ
ブ
ラ
リ

 
ファイル システム  

SQLite   

基
本
ク
ラ
ス

 ラ
イ
ブ

ラ
リ

 位置情報  位置情報 

XML  XML、LINQ 

ネットワーキング  ネットワーキング、Windows 

Communication Foundation 

libc、Dalvik VM  CLR 基本クラス 

Android ランタイム + 

Linux カーネル 

 Windows Phone OS 
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マネージ コード 

Android では、1 つ 1 つのアプリケーションが別のプロセスで実行され、固有の 

Dalvik 仮想マシン インスタンスを持ちます。WP は、C# または VB.NET を使用した 

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

フォン ハードウェアに対してネイティブにアクセスすることはできません。 

こうしたコードの実行を管理するのは .NET 共通言語ランタイム (Common 

Language Runtime: CLR) です。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 3.7 上に構築されます。

Dalvik 仮想マシンがモバイル デバイスに最適化されているのと同様に、.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。  

http://blogs.msdn.com/b/brada/archive/2004/01/09/48925.aspx
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基本サービス 

WP 基本クラス ライブラリのクラスは、Android コア ライブラリで提供されるクラ

スとほぼ対応しています。 

Android コア ライブラリは以下で構成されます。 

 Media Framework (オーディオおよびビデオ コーデックのサポート) 

 SQLite (データベース) 

 OpenGL ES 

 sgl (グラフィックスとアニメーション) 

 ネットワーキング スタック 

 libc (Linux カーネルへの埋め込み) 

 Dalvik VM 

WP 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 には、SQLite のようなローカル データベース

はありません。統合言語クエリ (LINQ) を使用して SQL に似たクエリを C# 

で記述すれば、分離ストレージ (以降を参照)、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 データを照会できます。 

アプリケーションの UI とデバイスの統合 

WP アプリケーションの開発には、Silverlight と XNA という 2 つのライブラリを使

用できます。Silverlight には Android の標準のウィジェットと同様の、各種ビジュ

アル コンポーネントが含まれます。 

一般に、コンシューマー向け、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ます。もちろん、Silverlight ア

ニメーションを使用して本格的なゲームを開発することも可能です。 
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Android アプリケーション           対応する Windows Phone の機能 

 

アクティビティ (ウィジェ

ットを含む) と、それらの

間のナビゲーションを使

用した UI 

 

 

フローによって接続された複数の

ページから成る Silverlight アプリケ

ーション 

 

OpenGL ES を使用して構

築された 2D または 3D ゲ

ーム 

 

 

 

 

2D/3D グラフィックスを使用した 

XNA ゲーム、および Xbox との接

続  

ゲームに最適な XNA 

高性能なゲームの開発には、XNA が最適です。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。 

Silverlight コントロールとメディア 

Android ではアクティビティとウィジェットを使用しますが、WP OS 用には 

Silverlight UI コントロールが数多く用意されています。WP の UI コンポーネントは

マルチタッチに対応するように設計されています。Silverlight では、XAML 

(Extensible Application Markup Language) という宣言型の言語を使用してユーザー 

インターフェイスを指定します。イベントへの応答やコントロールの操作は、コー

ドビハインド ファイルに分離し、C# または VB.NET で記述します。 

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

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

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

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

を提供し、アプリケーション固有のデータを格納します。ストレージを分離するこ
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とにより、スマートフォン上で動作するアプリケーションどうしが互いに影響を及

ぼし合うことがなくなります。 

Windows Phone のフレームワーク 

アプリケーションで HTML を使用する必要がある場合、アプリケーション内で 

Internet Explorer ベースのブラウザー コントロールを HTML 用の UI として使用する

ことができます。Windows Phone フレームワーク層は、加速度センサーやカメラ 

センサーなど、各種センサーとのインターフェイスを提供します。マイクロソフト

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

す。 

Android ではマルチタスキングがサポートされています。WP では、次期リリースか

らマルチタスキングがサポートされる予定です。アプリケーション内に広告を表示

する場合、Android では ADMob などのサード パーティ製プラットフォームを使用

する必要があります。WP では、Advertising SDK for WP を使用することによって、

より簡単にこの作業を行えます。 

詳細については、以下のサイトを参照してください。 

Microsoft Advertising SDK for Windows Phone 

まとめ 

本章では、WP のアーキテクチャと、Android および WP のプログラミング スタッ

クについて説明しました。WP のプログラミング スタックと Android スタックの対

応関係について大まかに理解していただけたと思います。以降の章では、さらに詳

しい説明に進みます。次のセクションでは、WP アプリケーションのユーザー イン

ターフェイスのガイドラインについて説明します。 

関連資料 

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 開発のポータル サイト): 開発を始めるにあたって、

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

できます。 

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

キテクチャについて説明しています。 

 Windows Phone 開発入門シリーズ (英語): Windows Phone 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 WP プログラミングの概要 (英語) 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=b0f00afc-9709-4cc2-ba2c-57728db6cbd6
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
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以下の資料も役立ちます。 

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

 Windows Phone チーム ブログ 

 Windows Phone プログラミング 

 

  

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

イドライン 

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

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

ンが特徴であり、特に色と文字体裁に工夫を凝らしています。 

アプリケーションを中心とした Android 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。WP のスタート画面は、アプリケーションの

アイコンを並べる代わりに動的なタイルで構成され、ユーザーが重要な情報を一目

で把握できるようになっています。このタイルは動的に変化し、アプリケーション

の最新の状態を常に表示します。たとえば、予定表に書かれた次の予定や、未読の

新着メールの数などが表示されます。ユーザーは最も関心のあるタイルを画面に固

定し、好みに合わせてカスタマイズすることもできます。 

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

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

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

は、アドレス帳の連絡先と Facebook の友人が集約されています。 

  

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

Windows Phone ユーザー インターフェイスのデザインは Android 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。Android と同様、WP でアプリケー

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

限があることを考慮する必要があります。WP では、ユーザーが同時に使用できる

アプリケーションは 1 つであり、画面にも 1 つしか表示されません。 

アプリケーション設計目標の類似性 

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

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

なります。アプリケーションにはシンプルさが求められると同時に、多くのユーザ

ーが関心を持つ主要なシナリオに重点が置かれている必要があります。 

視覚的要素と直接操作 

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

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

た一連の UI コントロールを完備しています。 

WP は、Android と同じマルチタッチ ジェスチャのコア セットを使用します。これ

には、タップ、ダブル タップ、パン、フリック、タップ アンド ホールド、および

縮小/拡大などが含まれ、それぞれの意味は Android の場合と同様です。 

開発者にとっての類似性の意味合い 

アプリケーションの計画プロセスは、いずれのプラットフォームにおいてもほとん

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

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

まり視覚的表現とマルチタッチによる直接操作もそのまま引き継がれます。迅速な

フィードバックとデザイン的な美しさが必要な点も同じです。 
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アプリケーション ユーザー インターフェイスの設

計 

両プラットフォームにおけるアプリケーションの設計原則には多くの類似点があり

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

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

ことが重要です。 

さまざまなアプリケーションのインターフェイスで一貫したエクスペリエンスを実

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

語) を採用する必要があります。 

XML と XAML 

Android ではマッピングの目的で XML を使用します。コンパイルの一環として XML 

を読み取り、変換を実行し、Java を生成します。たとえば、Android のレイアウト 

XML では、UI 全体を定義した後で、それをアクティビティのコンテンツ ビューと

して設定する必要があります。 

WP では、XAML がインスタンス化言語として機能します。Android での XML とは

違い、WP での XAML にマッピング媒体の役割はありません。WP では、XAML ドキ

ュメント内の XML に UI に必要となる実際のコードが含まれるので、Android の場

合のようにコードへの変換は必要ありません。 

コントロールとアプリケーション インターフェイス 

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

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

ールを作成することもできますが、できるだけ標準のコントロールを使用すること

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

インターフェイスを提供します。 

WP の Silverlight コントロールと、同じ機能を持つ Android コントロールの対応を

以下の表に示します。 

Android コントロール Windows Phone コントロール 

Border Border 

ButtonView Button 

AbsoluteLayout Canvas 

CheckBox CheckBox 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=183218
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=183218
http://create.msdn.com/ja-jp/home/getting_started
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206535
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206536
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206537
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Android コントロール Windows Phone コントロール 

GridView Grid 

 HyperlinkButton 

ImageView Image 

ListView ListBox 

MediaController MediaElement 

 MultiScaleImage 

ViewGroup Panel 

EditText  PasswordBox 

ProgressBar ProgressBar 

RadioButton、

RadioGroup 

RadioButton 

ScrollView ScrollViewer 

SeekBar Slider 

LinearLayout StackPanel 

EditText TextBlock 

EditText TextBox 

MapView Map 

WebView WebBrowser 

 Panorama 

 Pivot 

TimePicker Timepicker 

DatePicker Datepicker 

ExpandableListView  

Gallery  

ImageSwitcher  

Spinner  

TableLayout  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206541
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206542
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206543
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206545
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206546
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206547
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206548
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206549
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206550
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206551
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206552
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206553
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206554
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206555
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=206556
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Android コントロール Windows Phone コントロール 

TextSwitcher  

ViewFlipper  

ZoomControl  

TabHost  

SlidingDrawer  

RatingBar  

Toggle button ToggleSwitch* 

* ToggleSwitch および Datepicker/Timepicker コントロールは Silverlight for 

Windows Phone Toolkit の一部であり、Codeplex (http://silverlight.codeplex.com/) で

入手可能です。(最新版は、http://silverlight.codeplex.com/releases/view/75888 ) 

上記の表をご覧いただくとわかるように、WP のコントロールは、Android コントロ

ールのほとんどのコントロールに対応しています。外観こそ異なりますが、提供す

る機能はほぼ同じです。 

Windows Phone の新しいコントロール 

WP には、Android にはない斬新なコントロールがいくつか導入されています。以下

にその例を挙げます。 

 マルチスケール画像は、画像データをさまざまな解像度で表示できるため、

ユーザーが写真を拡大できるようにする場合に有効です。 

 パノラマ コントロールは、マルチ画面ページの一種であり、スマートフォ

ンの幅を越えて水平方向にページを伸長できます。 

 People ハブもこのコントロールの優れた例の 1 つです。関連する大量の情

報を表示することを可能にします。 

 ピボット コントロールは、複数ビューの管理に役立つ斬新なコントロール

で、論理的に複数のセクションに分けられた情報を表示します (下の図を参

照)。 

http://silverlight.codeplex.com/
http://silverlight.codeplex.com/releases/view/75888
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通知 

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

知が重要な役割を果たします。重要性の低い情報の表示にはタイルが使用されます。

ユーザーの作業を中断することはありません。Android でステータス バー通知を使

用している場合でも、WP では重要な情報を表示するそれの代わりとして、タイル

通知を使用できる場合があります。 

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

報に使用されます。トースト通知は約 10 秒間表示されますが、ユーザーは無視す

ることもできます。この機能は Android のトースト通知と同じです。 

Android 機能 Windows Phone 

ステータス バー

通知 

ユーザーの応答が必ずしも必要ではな

い、重要性の低い情報。ユーザーへの

参考情報 

タイル通知 

トースト通知 ユーザーの応答が必ずしも必要ではな

いが、タイミングが重要なデータ 

トースト通知 

アラート ユーザーの応答を必要とするモーダル 

アラート 

アプリケーション通

知 
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ツール バー/タブ バーとアプリケーション バーの比較 

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。アプリケーション バー メニューは、Android アプ

リケーションで使用するアクション シートと同様の機能を提供します。 

Android 機能 Windows Phone 

ステータス バー デバイスに関する情

報 

ステータス バー 

タイトル バー: アプリケ

ーションのタイトルやア

クティビティを表示 

ビューまたはアクシ

ョンのナビゲーショ

ン、タイトル、ボタ

ン 

「戻る」ナビゲーション用の 

[戻る] ボタン 

ページ タイトル 

アプリケーション バー上の

ビューとアクション 

Windows Phone と Android のナビゲーションの比

較 

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

リンクなどのウィジェットを使用して複数のアクティビティ間を移動するのと同じ

です。 

Android と同様、WP では、スマートフォン上の [戻る] ボタンによって、アプリケ

ーション内のページをさかのぼったり、別のアプリケーションに戻ったりすること

ができます。このボタンの動作は、ブラウザーの [戻る] ボタンとよく似ています。

また、[戻る] ボタンにはメニューやダイアログを閉じる機能もあります。開発者は、

[戻る] ボタンに持たせる機能をよく考慮し、それに合わせて動作の変更を計画する

必要があります。たとえば、スマートフォン上の [戻る] ボタンを使用して、ゲーム

を一時中断することも可能です。 

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。 
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Windows Phone のフレームおよびページの構造 

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

 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 トレイおよびアプリケーション バー用の予約済み領域: アプリケー

ションに対する向きなど、一部のプロパティも表示されます。 

 

システム トレイとアプリケーション バー 

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

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

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

まれます。 
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Windows Phone アプリケーションのページ構造 

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

ゲーションベースの Android アプリケーションに似せて説明しています。 

 

ユーザーがアプリケーションを起動したとき、最初に表示されるのがスプラッシュ 

スクリーンで、ユーザーへの歓迎の意を表すと共に、アプリケーションが応答して

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

を覆うサイズの画像ファイルを使用します。 

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

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

クも配置されます。たとえば、野球チームと所属選手の情報を表示するアプリケー

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

ているページ) には、対象のコンテンツが表示されます。たとえば、野球チーム名の

一覧などです。ただし要件に応じて、ホーム ページを最初のコンテンツ ページとす

ることも可能です。 

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。 

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

ィジェット詳細ページ") に移動する。このページには複数のビューを用意す

ることが可能。チームの詳細ページでは、ピボット コントロールやパノラ

マを使用して、チームの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を表示する 

 
 ユーザーが選手の 1 人を選択すると、アプリケーションによってその選手

の成績ページ ("ガジェット詳細ページ") が表示される。このページでは、テ
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キストブロック、マルチスケール画像、MediaElement コントロールを活用

した他のマルチメディアなど、各種のコントロールを使用する 

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

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

クセスすることもできる 

アプリケーション テンプレート 

Eclipse には、Android アプリケーションのプロジェクト テンプレートは付属してい

ません。一方 Visual Studio では、より簡単に WP アプリケーションを開発できるよ

うに、多数のテンプレートが提供されています。 

機能 Visual Studio テンプレート Eclipse 

情報ドリルダウン方式のア

プリケーション  

データ バインドされたアプ

リケーション 

利用不可 

ユーティリティ アプリケー

ション (気泡水準器アプリな

ど) 

Windows Phone ユーティリ

ティ アプリケーション 

利用不可 

ゲーム Windows Phone ゲーム 

(XNA) アプリケーション  

利用不可 

任意のアプリケーションを

設計するための柔軟なテン

プレート  

汎用の Windows Phone アプ

リケーション 

利用不可 

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

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

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

トは、OpenGL ES アプリケーションに似た機能を提供します。 

まとめ 

本章では、Android プラットフォームでも WP プラットフォームでもアプリケーシ

ョンの設計目標は変わらないことを説明しました。WP アプリケーションを計画す

る際は、Android アプリケーションに関するこれまでの経験を活用することが可能

です。 

また、アプリケーション インターフェイスの設計についても確認しました。WP の

インターフェイス ガイドラインに準拠した WP Metro デザインを活用できます。
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WP ツールが提供する充実したライブラリには、Android と同様の機能を持つコント

ロールとジェスチャが含まれています。 

さらにここでは、パノラマなどの新しいコントロールの使用について紹介し、動的

なタイルによる魅力的な WP エクスペリエンスの構築について考察しました。 

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 ユーザー インターフェイス ガイドライン (英語) 

 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 

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://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=183218
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402523(v=VS.92).aspx
http://silverlight.codeplex.com/releases/view/52297
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff637515(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg278407(v=VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402536(v=VS.92).aspx
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第 3 章: 開発者ツールとデザイナー 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。Eclipse を使い慣れている Android アプリケーション開発者も、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。 

Android と Windows Phone のツールの比較 

Visual Studio 2010 Express for Windows Phone は機能豊富な統合開発環境 (IDE) です。

Visual Studio 2010 を使用すると、Windows Phone アプリケーションの設計、開発、

およびデバッグを円滑に行えます。Windows Phone アプリケーションの開発サイク

ルを支えるその他の 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 

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

べて完備しています。以下の表に、こうしたツールのそれぞれの機能概要を示しま

す。またこの表では、Android アプリケーション開発で使用される同等のツールも

示しています。 

機能 対象者 Android 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 

XML で定義、

任意の XML ツ

ール 

Expression Blend  

UI デザイン  UI デザイナ

ーおよびプロ

グラマ 

 ADT UI プラ

グイン 

 DroidDraw 
などのサー

ド パーティ

製ツール 

Visual Studio 2010 Express およ

び Expression Blend for 

Windows Phone 
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Windows Phone のアプリケーション構築には、Android のチーム体系と開発プロセ

ス全般を使用できます。WP ツールセットであれば、デザイナー、開発者、テスト

担当者など、Android 開発ツールに慣れているチームのメンバー全員が容易に移行

できます。 

開発ライフサイクルと Windows Phone 開発者ツ

ール 

Expression Blend 4 と Visual Studio はデザイナーと開発者の緊密なコラボレーショ

ンを促進します。 

これらの 2 つのツールは、同じファイル構造と同じソース 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明確に

分離しながら、両者のシームレスな連携が可能になります。 

 

Windows Phone のプロジェクト管理 

アプリケーショ

ン開発 (コーデ

ィング)  

プログラマ Eclipse Visual Studio 2010 Express for 
Windows Phone 

ゲーム開発 (コ

ーディング) 

プログラマ Eclipse XNA Game Studio 

テスト/エミュレ

ート 

テスト担当者 Android エミュ

レーター 

Visual Studio 2010 Express 内の 

Windows Phone エミュレータ

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

Visual Studio 2010 Express が提供する機能は以下のとおりです。 

 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 Express で、ソース ファイルの管理、コードの共有、およびチー

ム メンバー間の作業の管理を実現できます。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。 

サンプル アプリケーションを作成するには、以下の手順を実行します。 

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

2. Visual Studio Express で [ファイル] をクリックします。 

3. [新しいプロジェクト] をクリックします。 

4. [新しいプロジェクト] ダイアログ ボックスで、[Windows Phone アプリケ

ーション] を選択します。 

5. プロジェクトの [名前] テキストボックスで、プロジェクト名として

「ShoppingList」を入力し、[OK] をクリックします。続けて表示される[対

象の Windows Phone OS のバージョン] が [Windows Phone OS 7.1] になって

いることを確認して、[OK]をクリックします。Visual Studio Express 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。このサンプル ソリューションは、ShoppingList プロジェクトのみで構成され

ています。このプロジェクトには、ソース、リソース、プロパティが含まれます。 
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メモ: Visual Studio Express for WP は、ソース管理システムと統合できません。

Visual Studio Professional エディションは、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。 
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UI デザイン ツール 

WP 開発者ツールには以下が含まれます。 

 Expression Blend 
 Visual Studio 内の UI デザイン ツール 

WP では、Silverlight と専用の XML マークアップ言語を使用して UI の仕様を定義し

ます。 

Visual Studio 内の UI デザイン ツールは、Eclipse ADT UI プラグインに相当します。

Android アプリケーションの開発者は Eclipse ADT UI プラグインを使い慣れている

ため、このツールも簡単に使いこなせるでしょう。ここでは、ShoppingList ソリュ

ーションのメイン ページである MainPage.xaml が Visual Studio 内の UI デザイナー 

ツールで既に開かれているので、これを編集します。 

アプリケーションと現在のページのタイトルを変更するには、以下の手順を実行し

ます。 

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

TextBlock を右クリックし、[プロパティ] を選択します。 

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。 

また、「ページ名」と表示している PageTile という名前の TextBlock の Text プロパ

ティに「my list」と入力して、ページのタイトルも変更します。 

各ページのタイトルを変更するには、以下の図のようにします。 
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3. ツールボックスから TextBlock をドラッグしてページ上にドロップします。

これを「my list」と書かれている下にあるページの左上隅に配置します。 

4. 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。テキストボックスの Text プロパティを更新し、既存の入

力内容を削除します。 

5. 右下の [プロパティ] ウィンドウで [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。 

6. テキストボックスの右下隅をドラッグして、幅を 300 に変更します。 

7. テキストボックスの右側に Button をドラッグ ＆ ドロップします。 

8. ボタンの Content プロパティを「Add」に変更し、ID を「btnAdd」にしま

す。 

9. 幅が 140 になるよう、ボタンのサイズを変更します。 

10. 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。 

11.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。 

12.新しいテキストボックスの ID を「txtList」に更新します。 

13.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。 

作業後のアプリケーションは下のようになります。 
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14.デバッグを開始します。アプリケーションをコンパイルして開始するため、

F5 キーを押すか、[デバッグ] をクリックします。 

WP エミュレーターが起動し、ShoppingList アプリケーションが読み込まれ、実行

されます。ここで [Add] をクリックします。このボタンには前の手順でコードを入

力していないため、アプリケーションは何の応答も示しません。 

 

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

コントロールのプロパティを設定したりできます。エミュレーターと Visual Studio 

が統合されているため、コントロールを直接操作し、UI コントロールに簡単にロジ

ックを追加できます。 

Expression Blend for Windows Phone 

Expression Blend for WP は、デザイナーの使用に適したビジュアル UI デザイン ツ

ールです。Android 開発ツールセットには、Expression Blend に厳密に相当するツー

ルはありません。Expression Blend は Visual Studio 内のデザイン ツールと似ていま

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 

 Illustrator や Photoshop ファイルおよび Android アプリケーションの画像リ

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

プログラマ向けです。プログラマは、Visual Studio 内のデザイン ツールを使用して、

出来上がっている UI デザインにアプリケーション ロジックを統合することができ

ます。また、Visual Studio 内の UI デザイン ツールを使用して、アプリケーション

の UI をデザインすることもできます。 

Expression Blend と Visual Studio 内のデザイン ツールには以下の共通点があります。 

 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 を実行または生成します。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のロジックを設計でき

るため、デザインと開発のスムーズなワークフローを実現できます。 
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Visual Studio 

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 ツールは、Eclipse ユーザーに馴染みのあるさ

まざまな機能を提供します。Visual Studio には以下のような機能があります。 

 柔軟な検索機能 

 豊富な編集機能 

 コードの書式設定 

 コードの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 

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。 

15.実行中のアプリケーションを停止するために、メニューから[デバッグ] をク

リックします。 

16.[デバッグの停止] をクリックします。 

17.MainPage.xaml のデザイン画面に戻り、[Add] ボタンをダブルクリックしま

す。 

18. btnAdd メソッドを含む MainPage.xaml.cs が開かれます。 

 

19.購入リストにアイテムを挿入するロジックを追加するために、btnAdd_click 

メソッドを編集します。 

20.「string tStr = txtItem.Text;」というコードを入力します。 
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メモ: 「txtItem」の「t」を入力すると、Visual Studio によってオートコンプリート 

ダイアログ ボックスが表示されます。Visual Studio には、コンテンツ アシストと呼

ばれる Eclipse のオートコンプリート機能と同様の機能があります。 

 

21.以下のコードを btnAdd_click メソッドに入力します。 

           if (!String.IsNullOrEmpty(tStr)) 

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

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

が表示されます。 

 

Visual Studio の VS IntelliSense 

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

フレクションを使用してインテリジェントなオートコンプリートを実行します。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。 
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Visual Studio のコード スニペット 

Visual Studio のコード スニペットは、Eclipse のコード テンプレートに相当する役

割を果たします。コード スニペットを使用すると、部分的なコードを数クリックで

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。 

コード スニペットを使用するには、以下の手順を実行します。 

22.[スニペットの挿入] プロンプトを表示するために、Ctrl + K キーを押してか

ら Ctrl + X キーを押します。 

23.if ステートメントのコード スニペットをコードに挿入するために、[Visual 

C#] を選択し、続いて「i」と入力します。 

 

 

挿入されるスニペットはコードの一部です。この後、コードを完成させる必要があ

ります。 

private void btnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

 string tStr = txtItem.Text; 

 if (!String.IsNullOrEmpty(tStr)) 

 { 

  if (true) 

  { 

  } 

 } 

24.メソッドのコードの記述を完成させるために、必要なコードを入力します。

完成したメソッドの本文は以下のようになります。 

 

 string tStr = txtItem.Text; 

 if (!String.IsNullOrEmpty(tStr)) 

 { 
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  if (txtList.Text == “Nothing here yet”) 

  { 

   txtList.Text = “”; 

  } 

  txtList.Text += txtItem.Text + “\n”; 

  txtItem.Text = “”; 

 } 

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

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 ショートカットの定義や、独自のマクロを作成できます。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、使い慣れたショートカットやキーの

組み合わせを使用できます。 

Eclipse のようにファイルごとに個別のウィンドウを開くのではなく、Visual Studio 

の既定のビューではタブ付きのウィンドウを使用します。この動作はニーズに合わ

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

方法も変更できます。 

アプリケーションのビルド 

Visual Studio Express for WP では、Visual Studio ソリューションを必要に応じてビル

ドできます。また、ソリューション内のプロジェクトごとに、個別にビルドするこ

とが可能です。 

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 Ant および Nant に相当します。ビルドは、GUI を使って実行するこ

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。 
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Windows Phone エミュレーター 

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

な仮想環境を提供します。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、アプリケーション開発に必要となる

周辺仕様を満たしています。 

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。 

 [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 + F5 キーを押す (デバッガーは起動せず、エミュレーターのみを起動) 

WP エミュレーターは Android Simulator と似ています。ただし、以下のような違い

があります。 

 Android のエミュレーターでは、電話のダイヤラー、連絡先、メール、メデ

ィア ギャラリーといったシステム アプリケーションのすべてにアクセスで

きます。WP エミュレーターの場合は、システム アプリケーションに直接ア

クセスすることはできません。ただし、ランチャーおよびセレクターを使用

してアクセスすることは可能です。 

 Android はさまざまなディスプレイの高さおよび幅をサポートしています。

また、Android のエミュレーターでは、画面の高さ、幅、Ram サイズ、セン

サーといったパラメーターをカスタマイズできます。WP の場合はハードウ

ェア要件が具体的に決まっているため、WP エミュレーターではこうしたハ

ードウェア パラメーターを変更することはできません。 



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

第 3 章: 開発者ツールとデザイナー ツール 39 

 

デバッグ 

Visual Studio Express 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 Windows Phone デバイスと組み合わせて使用できます。アプ

リケーションをデバッガーに読み込んだ後、アプリケーション内の変数を表示した

り、その実行を制御したりすることができます。 

デバッガーを使用するには、以下の手順を実行します。 

25.F5 キーを押してデバッガーを起動します。 

26. 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。 

 

メモ: 「napkins」が、「Nothing here yet!」の後ろに追

加されてしまっています。 

27. 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 で、「string tStr = 

txtItem.Text;」という行の一番左側にある領域をクリック

するか、その行を選択してから[F9]キーを押します。 

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。 

 

 

 

28.再び F5 キーを押して、デバッガーを起動します。アプリケーションがデバ

ッガーに読み込まれたら、コード内の txtItem 上にマウスのポインターを置

きます。 
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29.ポップアップ内の [+] をクリックし、変数 txtItem 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

の図に示すように、型階層をスクロール アップおよびスクロール ダウンして、オブ

ジェクトを確認できます。 

 

特定の変数に "ウォッチ" を設定すると、継続的にその変数を調査できます。 

変数を追跡するには、以下の手順を実行します。 

30.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。 

31.txtList のそばにある [+] アイコンをクリックし、txtList を展開します。 

 

32.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、制御がこの if 

ステートメントに入らないことを確認します。 
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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。この場合、「Nothing here yet」(感嘆符なし) との比較が実行

されています。これはコードのバグです。 

以下のようにステートメントを変更し、感嘆符を追加します。 

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。 

 

33.コードを更新し、F5 キーを押してデバッガーを再開します。 

34.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。 
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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。Eclipse 同様、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、実行時に出力ウィンドウに表示されるデバッグ メッセージを作成で

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。 

まとめ 

本章では、Windows Phone の開発者ツールセットについて説明しました。このツー

ルセットには、アプリケーションの開発ライフサイクルのすべての段階をサポート

できるように豊富なツールが含まれています。こうしたデザイン、開発、テスト用

のツールでは、これまでの Android チームの役割やプロセスをそのまま活かすこと

もできます。WP の各ツールは緊密に統合されており、デザインから開発、テスト

までのワークフローの合理化を支援します。これらのツールは開発のすべての段階

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。 
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第 4 章: C# プログラミング 

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

本章には、C# コードによる作業の効率化に役立つサンプル コードを記載していま

す。安全なコードの記述と生産性向上に役立つ主要な C# 機能を解説します。 

本章で扱う C# プログラミングの機能は以下のとおりです。 

 マネージ プログラミング 

 クラス宣言 

 厳密な型指定 

 クラス コンストラクター 

 プロパティ 

 パラメーターの種類 

 アクセス権限 

 複数のパラメーターを持つメソッド 

 継承 

 保護されたアクセス 

 インスタンス レベルとクラス レベルのアクセス 

 抽象クラス 

 インターフェイス 

 ポリモーフィズム 

 構造体 

 オブジェクトのライフサイクル: オブジェクトの作成と削除 

 型チェックとリフレクション 

 例外処理 
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マネージ プログラミング 

WP は C# および VB.NET でのマネージ プログラミング (英語) をサポートします。 

 

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

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

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

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

ションを実行します。Android の場合、Java コードは .class ファイルにコンパイル

され、そのファイルが .dex ファイルに変換されます。この .dex ファイルは、メモリ

の使用量を抑えるために最適化されています。.dex ファイルはさらに apk ファイル

に変換され、これが Android プラットフォーム上で実行されます。 

  

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

クラス宣言 

Java と同様、C# ではクラス定義とクラス実装が分離されません。コンパイラはクラ

ス実装から、各クラスに関するメタデータを取得します。Java では、同一ファイル

内で複数のクラスを定義できます。C# でも同じファイル内に複数のクラスを定義し

ます。 

using System;             // これは Java のインポートと同義 

namespace FirstApplication   // クラスのスコープ。Java でのパッケージ宣言と同様 

{ 

class Person   // クラス実装のみを使用 

{ 

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

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

        { 

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

            return span.Days; 

        } 

public int age                // プロパティ 

        { 

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

            { 

                return this.ageOn(DateTime.Now); 

           } 

        } 

         

public Person( DateTime dob)  // インスタンス コンストラクター。Java と同様に、 

{     // 割り当てと初期化を同時に実行 

            birthDate = dob; 

        } 

} 

class Program   // Java と同じく、1 つのファイル内に複数のクラスを配置 

{ 

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

     { 

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

         System.Console.WriteLine("The age is  is" + p.age.ToString()); 

DateTime dt = p.birthDate; // コンパイル エラー、birthDate はプライベート  

        } 

    } 

} 

 

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

ィ age とコンストラクターで構成されます。 

Java の import ステートメントの代わりに、C# では using ステートメントを使用し

て他のクラスのメタデータを参照します。ファイル冒頭の名前空間の宣言は、コー

ドのスコープを宣言して整理するために使用されています。他の名前空間内のクラ

スには、完全修飾名で参照するとアクセスできます。上の例の 

System.Console.WriteLine では、System 名前空間内の Console を参照しています。 

C# では、メソッド、フィールド、およびプロパティの参照にはすべて統一して "." 

表記を使用します。 
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厳密な型指定 

C# は Java と同じく、厳密な型指定を特徴とする言語です。変数および入力/出力パ

ラメーターには、型の指定が必要になります。コンパイラは指定された型を強制し

ます。ジェネリックに関する説明の部分では、C# がコレクション クラスにどのよ

うに厳密な型指定を使用するかを紹介しています。 

厳密な型指定はどのクラスにも同じように機能します。下のコード サンプルでは、

プリミティブ型に関する厳密な型指定の例を示しています。 

 

int a = 5; 

int b = a + 2; // OK 

bool test = true; // OK 

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

加算できない 

クラス コンストラクター 

Java と同様に、C# はインスタンス コンストラクターを使用してインスタンスの作

成と初期化を実行します。たとえば、p を Person クラスのインスタンスとします。

1 行のステートメントで p を作成し、同時に任意の生年月日で初期化することがで

きます。 

Person p = new Person(new DateTime(1973,11,12)); 

プロパティ 

メンバーを実装する際、プロパティとするかメソッドとするかを判断しなければな

らない場合が少なくありません。この場合の設計パターンは、Java でも C# でもま

ったく同じです。一般的なルールとして、データへのアクセスが必要な場合はプロ

パティを使用し、データに対し何かアクションを起こす場合はメソッドを使用しま

す。 

プロパティは、クラスのメンバーに直接的にアクセスする処理を抽象化する役割を

果たします。この手法は、Java でアクセサー (get アクセス操作子) および修飾子 

(set アクセス操作子) を使用するのと似ています。プロパティは、get アクセス操作

子を提供すると読み取り専用になり、set アクセス操作子を提供すると書き込み専用

になります。読み取りと書き込みを行うには、get アクセス操作子と set アクセス操

作子の両方を提供する必要があります。 

パラメーターの種類 

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

ートしませんが、ref 修飾子を使用してパラメーターを渡すことができます。ポイン
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ターを使用するのではなく、パラメーターに ref を指定することにより、メソッド

内でより高度な処理を実行できます。場合によって、データのコピーを回避する参

照パラメーターの方が効率的なこともあります。 

 

void Foo (ref int x, int y) 

{ 

 x = 0; 

 y = 0; 

} 

.. 

int a = 5; 

int b = 8; 

Foo (ref a, b); 

// a は 0、b は 8 のまま 

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

は、パラメーターが、呼び出されたメソッドによって初期化されてから返されるこ

とを表します。この設計パターンは、関数の値を返す場合のほか、エラーを返す場

合にもよく使用されます。 

アクセス権限 

Java と同様に、C# ではフィールド (たとえば birthDate)、プロパティ (たとえば 

age)、およびメソッド (たとえば ageOn) にアクセス権限を設定できます。また C# 

では、public、private、protected を修飾子として使用し、3 種類のアクセス権限レ

ベルを付与します。 

先ほどの例では、変数が private 変数であるため p.birthDate でコンパイラはエラー

を返します。つまり、p.birthDate には Program クラスからアクセスすることができ

ません。同様に、ageOn メソッドも private なので、Program クラスからはアクセ

スできません。 

複数のパラメーターを持つメソッド 

Java および C# はいずれも、複数のパラメーターを持つメソッドをサポートします。

従来、C# では位置指定の名前なしパラメーターを使用していましたが、C# の最新

バージョンでは名前付きパラメーターがサポートされるようになりました。以下に、

Java と C# の構文の比較例を示します。 
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Java C# 

void addEmployee(string name, int 

id, int age); 

void addEmployee(string name, int 

id, int age); 

 Off.addEmployee("Phil",2345, 23); Off.addEmployee("Phil",2345, 23); 

Off.addEmployee(name: "Phil", 

age:23, id:2345); 

Java と同様に、C# は明示的にメソッドのオーバーロードをサポートします。C# で

はパラメーターの型に関する情報に基づいて、同じ名前を持つ複数のメソッドを区

別しています。以下のコード サンプルで、C# が同名のメソッドを区別する方法を

説明します。 

void insert (myClass obj, int index); 

void insert (myClass obj, myClass before); 

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

list.insert (myObj1, 4); 

list.insert (myClass obj, myClass before); 

以下のコード サンプルは、メソッドのオーバーロードのもう 1 つの例を示します。 

using System; 

namespace SecondApplication 

{ 

    struct Point                            // 構造体がサポートされない Java とは対照的に、 

    {                                       // C# の構造体はクラスに近い役割を果たす 

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

能 

        public double y; 

        public Point(double p1, double p2)  // 構造体のコンストラクター 

        { 

            x = p1; 

            y = p2; 

        } 

    } 

    interface IThreeDShape                  // インターフェイス。Java のインターフェイス

と同様に 

    {                                       // 動作を定義 

        double volume    

        { 

            get;                            // volume は読み取り専用のプロパティで、セッ

ターはなし 

        } 

    } 

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

い) 

    { 

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

        protected static int counter = 0;   // protected を指定した Java の変数と同様 

        public string ID;                    

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

        { 

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



Android 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 49 

 

        } 

        public Point Origin                 // Java のクラス変数と同様 

        { 

            set 

            { 

                origin = value; 

            } 

        } 

        public abstract double Area         // このプロパティは派生クラスでのオーバーライ

ドが 

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

            get;                            

        } 

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

    } 

 

    class Rectangle : Shape                 // Java と同様に単一継承 

    { 

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

        public double width; 

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

   { 

            ID = "Rectangle_" + counter.ToString(); 

            origin = o; 

            length = l; width = w; 

        } 

        public Rectangle(double l, double w)  // コンストラクター内でさらにコンストラクタ

ーを使用し、 

// 原点に四角形を作成 

            : this(new Point(0, 0), l, w) 

        { 

        } 

        public override double Area         // Java とは異なり、オーバーライドするメソッ

ドには 

        {                                   // override キーワードが必要 

            get 

            { 

                return length * width; 

            } 

        } 

        public override bool contains(Point p) 

        { 

            if ((origin.x < p.x && origin.x + length > p.x) || (origin.x > p.x && 

origin.x - length < p.x)) 

                if ((origin.y < p.y && origin.y + length > p.y) || (origin.y > p.y 

&& origin.y - length < p.y)) 

                    return true; 

            return false; 

        } 

    } 

    class Square : Rectangle 

    { 

        public double side; 

        public Square(double s) 

            : base(s, s)  // コンストラクター 

        { 

            ID = "Square_" + counter.ToString(); 

            side = s; 

        } 

    } 

    class Cube : Shape, IThreeDShape          // Java と同じく、クラスでインターフェイス

を実装 

    { 

        public double side; 

        public Cube(double s) 
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        { 

            ID = "Cube_" + counter.ToString(); 

            side = s; 

        } 

        public override double Area 

        { 

            get 

            { 

                return 6 * side * side; 

            } 

        } 

        public double volume 

        { 

            get 

            { 

                return side * side * side; 

            } 

        } 

        public override bool contains(Point p) 

 … 

    } 

    class SecondProgram 

    { 

        static void printVolume(IThreeDShape tdShape) 

        { 

            Console.WriteLine("The volume is " + tdShape.volume); 

        } 

        } 

   static void Main(string[] args) 

        { 

            Rectangle r = new Rectangle(5.0, 3.0); 

            Cube c = new Cube(4.0); 

            SecondProgram.printVolume(c); 

            double a = r.Area; 

            Console.WriteLine("The area of rectangle " + r.ID + " is " + 

a.ToString()); 

            bool b = r.contains(new Point(1, 2)); 

            Console.WriteLine("The point is in " + b.ToString());    // TRUE を出力 

        } 

    } 

} 

継承 

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

の例のように、クラス名の後に親クラスを記述します。この例では、Rectangle クラ

スは Shape クラスを継承し、Square クラスは Rectangle クラスを継承します。 

class Rectangle : Shape 

class Square : Rectangle 

C# では、派生クラスのインスタンスを生成するときに自動的に基本クラスのコンス

トラクターが呼び出されます。ただし必要に応じて、派生クラスで基本クラスの特

定のコンストラクターを呼び出すことができます。先ほどの Square クラスのコンス

トラクターがこの例です。 

public Square(double s): base(s, s) // コンストラクター。親コンスト

ラクターを明示的に呼び出す 
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Java と同様、C# の派生クラスは再定義してもメソッドをオーバーライドできません。

クラスのメソッド定義で、キーワード override を使用する必要があります。 

public override bool contains(Point p) 

{ 

… 

} 

保護されたアクセス 

Java と同様、C# では protected 修飾子を使用することで、フィールド、プロパティ、

およびメソッドへのアクセスを制御できます。C# で保護された変数を実装するには、

以下のコード サンプルで示すように、protected アクセス修飾子を使用します。 

protected Point origin; 

protected static int counter=0; 

インスタンス レベルとクラス レベルのアクセス 

Java と同様、C# では static 修飾子の使用は、メソッド、フィールド、プロパティが

クラス レベルであることを表します。それ以外の場合はすべてインスタンス レベル

になります。上記のコード サンプルの counter は、クラス レベル変数です。 

protected static int counter=0; 

抽象クラス 

抽象クラスは、インスタンス化できないクラスです。Java には抽象クラス用の構文

があります。上記の C# コード サンプルで定義した Shape クラスは抽象クラスであ

り、Area と含まれるメソッド (contains) の両方を、派生クラスのすべてでオーバー

ライドする必要があります。 

abstract class Shape 

  { 

 public abstract double Area 

 { 

    get; 

 } 

 public abstract bool contains(Point p); 

インターフェイス 
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Java と C# のインターフェイスは似ています。以下のサンプル コードでは、

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

す。 

 interface IThreeDShape 

  { 

 double volume 

 { 

    ... 

 class Cube : Shape, IThreeDShape 

ポリモーフィズム 

ポリモーフィズムの機能は Java でも C# でも同じです。C# では、基本クラスを想

定しているメソッドへのパラメーターとして派生クラスを渡すことができます。同

様に、特定のインターフェイスを実装するクラスをメソッドのパラメーターとして

渡すことも可能です。以下のサンプル コードでは、IThreeDShape クラスのオブジ

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

て渡しています。 

static void printVolume(IThreeDShape tdShape) 

  { 

 Console.WriteLine(“The volume is ” + tdShape.volume); 

  } 

 … 

  Cube c = new Cube(4.0); 

  SecondProgram.printVolume(c); 

構造体 

C# の構造体はクラスと似ています。C# の構造体では修飾子を使用でき、コンスト

ラクター、メソッド、およびプロパティを含めることができます。構造体が値型で

あるのに対し、クラスは参照型です。 

struct Point 

   { 

 public double x; 

 public double y; 
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オブジェクトのライフサイクル: オブジェクトの作成と削除 

メモリ管理の方法は、Java でも C# でも同様です。Java と C# ではいずれも、メモ

リ管理が自動的に実行されます。メモリを割り当てる代わりに、C# では new 演算

子を使用することで、オブジェクトの作成と初期化を実行できます。オブジェクト

がコードからアクセスされなくなると、そのオブジェクトはガベージ コレクション

の対象になります。こうしたオブジェクトのメモリは、.NET CLR のガベージ コレク

ターが定期的に解放します。C# では、開発者が空きメモリ容量を追跡管理する必要

はありません。 

ごくまれに、オブジェクトを廃棄するときに開発者がクリーンアップを実行しなけ

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

はあまり使われていません。 

型チェックとリフレクション 

Java リフレクションはさまざまな形で利用される機能であり、この機能は C# でも 

Java でも使われています。リフレクションは以下のような場合に使用できます。 

 既存のオブジェクトから型情報を取得する 

 ある型のインスタンスを動的に作成する 

 型を既存のオブジェクトにバインドし、そのメソッドにアクセスする、フィ

ールドやプロパティにアクセスする 

以下の表に、Java の動的型チェックと C# のリフレクションの機能の対応関係を示

します。 

Java のリフレクション 説明 C# のリフレクション 

Class1 instanceOf 
BaseClass 

オブジェクトがサブクラ

スか、またはメンバーか 

type.IsSubclassOf(typeof(BaseClass)) 

object.getClass() オブジェクトが何のメン

バーか 

object.getType() または typeof 

Method[] methods = 
c.getMethods(); 

から検索 

オブジェクトが対象のメ

ソッドを実装しているか 

type.GetMethod(MethodName) 

 クラスが対象のメソッド

に応答するか 

type.GetMethod(MethodName) 

Method.invoke(..) メソッドの呼び出し type.InvokeMember(...) 
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例外処理 

例外処理の方法は、C# も Java も同様です。例外の処理には use ブロックが使用さ

れます。また、特定の例外をキャッチすることも、すべての例外をキャッチするよ

うなステートメントを使うこともできます。Java と C# の例外処理の構文は似てい

ます。 

 

try 

 { 

  // コードのブロック 

   } 

 // 具体的な指定 

 catch (ArgumentNullException e) 

 { 

  Console.WriteLine(“{0}First exception caught.”, e); 

 } 

 // 汎用的な指定 

 catch (Exception e) 

 { 

  Console.WriteLine(“{0}First exception caught.”, e); 

 } 
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主要クラス ライブラリの比較 

文字列 

C# は包括的な string クラスを提供します。このクラスに関連するすべての機能はこ

こから提供されています。 

Java の機能 C# メモ 

文字列 String greeting = “Hello WP!”; 

Int length = greeting.Length; 

 

 

比較 String color = “pink”; 

If (color == “red”) 

System.Console.WriteLine( “ Matchi

ng colors!”); 

string name = “Joe”; 

if (string.compare(name, “Jack ”) 

> 0) 

  System.Console.WriteLine(name 

+ “ comes later”); 

文字列の比較には == を使用し

ます。文字列は compare によっ

て、辞書的に (言語的に) 比較さ

れます。 

連結 System.Console.WriteLine 

(greeting + " You rock!") 
文字列はプラス (+) 演算子を使

用して連結できます (これは演

算子のオーバーロードと呼ばれ

ます)。 

分割 string rainbow = "Violet, 

Indigo, Blue, Green, Yellow, 

Orange, Red"; 

string[] rainbowColors = 

rainbos.Split(','); 

foreach (string color in 

rainbowColors) 

    System.Console.WriteLine 

(color);  
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配列 

C# の配列は Java の配列とほぼ同じです。 

Java の機能 C# メモ 

プリミティブ型 

(int、float など) 

の配列 

int[] table; 

table = new int[3]; 

string[] names = new string[3] 

{"Peter", "Paul", "Mary"}; 

配列サイズは配列の宣言

には含まれません。 

配列は明示的に初期化さ

れます。 

プリミティブ型

の多次元配列 

 

Int[,] mAray; 

Int[][] jaggedArray; 

string[][] singers = {new string[] 

{"Peter", "Paul", "Mary"}, new 

string[]{“Paul”,“Art”}}; 

 

C# はジャグ配列 (配列の

配列) をサポートします。

この配列は、同一次元内

で要素数が揃っている必

要はありません。 

メモ: 文字列 (オブジェク

ト) の配列も同様に機能し

ます。 

オブジェクトの

可変配列 

List<string> colors = new 

List<string>; // 文字列のリスト 

Colors.Add(“Red”); 

Colors.Add(“Green”); 

Colors.Insert(1,”White”); 

String myColor = Colors[0]; // 

"Red" 

Colors[colors.IndexOf(“Red”)] = 

“Pink”; // "Red" を "Pink" で置き換え 

可変配列の代わりに List 

を使用できます。 

 

また、ArrayList も使用で

きます。 

 

ディクショナリ 

C# には、Java のハッシュ テーブルと似た機能を持つ Dictionary ジェネリック クラ

スがあります。Dictionary ジェネリック クラスを使用すると、ディクショナリ内の

オブジェクトの追加、検索、削除が可能となります。Dictionary クラスはジェネリ

ックを使用するため、厳密な型指定も活用されます。 
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Java C# メモ 

  Dictionary<string, int> d = new 

Dictionary<string, int>(); 

d.Add("Honda", 124); 

d.Add("Toyota", 95); 

d.Add("Ford", 135); 

 

// Dictionary に文字列が含まれるか

どうかを確認 

if (d.ContainsKey("Ford")) // 

True 

{ 

    int v = d["Ford"]; 

    Console.WriteLine(v); 

} 

Dictionary は 

NSMutableDictionary の

代わりとして使用できま

す。 
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C# の新機能 

このセクションでは、以下について説明します。 

 ジェネリック 

 演算子のオーバーロード 

 デリゲート 

 イベント 

 ジェネリック 

ジェネリック 

ジェネリックによって、型パラメーターという概念が導入されました。これによっ

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

化時まで指定しないという設計が可能になりました。たとえば、以下のコードはジ

ェネリック スタックの定義方法を示しています。 

 

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

int のスタック 

intStack.Push(1);                               // OK 

intStack.Push(2);                               // OK 

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

な割り当て 

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

型は intStack の型とは異なる 

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

strStack.Push(23);                               

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

タンス化できます。たとえば、Stack<int> や Stack<string> が可能です。これらは

タイプ セーフな状態で使用できます。ジェネリックの使用方法は、Java でのジェネ

リックと同様です。 
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演算子のオーバーロード 

演算子のオーバーロードを使用すると、ユーザー定義クラス用にユーザー定義演算

子の実装を定義できます。以下に、複素数の構造体の例を示します。演算子のオー

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

 

public struct Complex 

    { 

        public int real; 

        public int imaginary; 

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

        public static Complex operator +(Complex c1, Complex 

c2) 

        { 

            return new Complex(c1.real + c2.real, c1.imaginary 

+ c2.imaginary); 

        } 

     … 

    Complex c1 = new Complex(3.0, 4.0); 

    Complex c2 = new Complex(4.0, 5.0); 

    Complex cSum = c1 + c2; 
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デリゲート 

C# のデリゲート機能は、C での関数ポインターに似ています。この設計パターンで

は、あるクラスを別のクラスへと委任でき、委任先がコンパイル時に不明でもかま

いません。 

using System; 

namespace DelegateExample 

{ 

    public class ConsoleLogger 

    { 

        public static void WriteString(string s) 

        { 

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

        } 

    } 

    public class FileLogger 

    { 

        public static void LogString(string s) 

  { 

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

        } 

    } 

    public class DelegatesTest 

    { 

        public delegate void StringDelegate(string s); 

        public static void Main() 

        { 

            StringDelegate Writer, Logger;             // 2 つの 

StringDelegate オブジェクトを定義 

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

ソッドで各デリゲートを作成 

            Logger = new StringDelegate(FileLogger.LogString); 

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

ゲート メソッドに送信 

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

ゲート メソッドに送信 

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

ゲートとして機能させる 

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

合 

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

トに送信される 

        } 

    } 

} 

上記のコード サンプルでは、StringDelegate が文字列をパラメーターとして受け取

り、void を返す関数として定義されています。Writer、Logger、MultiLogger は、

StringDelegate 宣言と同じシグネチャを持つメソッドを渡すことで生成されます。 

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

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



Android 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 61 

 

ルに記録する FileLogger の logString メソッドが呼び出されます。デリゲートは間

接指定が可能であると同時に、タイプ セーフも実現します。デリゲートを 

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

イベント 

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

イベントは、非同期プログラミングに使用される強力な設計パターンです。オブジ

ェクトでいくつかのイベントを発生させ、サブスクライバーでそれを受信します。

パブリッシャーがイベントを発生させると、すべてのサブスクライバーに通知され

ます。パブリッシャーは、発生させたイベントをどのサブスクライバーが受信する

かは認識していません。イベントの構築にはデリゲートが使用されます。 

using System; 

namespace DelegateExample 

{ 

    public class ConsoleLogger 

    { 

        public  void WriteString(string s) 

        { 

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

        } 

    } 

    public class FileLogger 

    { 

        public  void LogString(string s) 

        { 

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

        } 

    } 

    public class DelegatesTest 

    { 

        public delegate void LogEventHandler(string s);             // デリ

ゲートの定義 

        public static event LogEventHandler logEvent;               // イベ

ントのシグネチャ 

        public static void Main() 

        { 

            ConsoleLogger cl = new ConsoleLogger();                 // 1 つ

目のサブスクライバーを作成 

            FileLogger fl = new FileLogger();                       // 2 つ

目のサブスクライバー 

 

            logEvent += new LogEventHandler(cl.WriteString);        // イベ

ントをサブスクライブし、 

            logEvent += new LogEventHandler(fl.LogString);          // 
event handlers 

            logEvent("A new event");                                // ハン

ドラーを呼び出すイベントを発生させる 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

}  
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API ドキュメント作成ツールの比較 

JDK には、Javadoc という API ドキュメントの生成ツールが含まれています。

Javadoc を使用すると、Java のソース コード ファイルに挿入されているコメントか

ら、自動的にドキュメントを生成できます。 

.NET では、以下のようなさまざまなドキュメント生成ツールを利用できます。 

 NDoc 

 Sandcastle 

 Doxygen 

 Doc-O-Matic 

NDoc 
NDoc は、共通言語基盤 (CLI) のためのコード ドキュメント ジェネレーターです。 

NDoc はプラグイン可能な解析ツールを使用して、以下のような複数の形式でドキ

ュメントを生成します。 

 MSDN スタイルの HTML ヘルプ形式 (.chm) 

 Visual Studio .NET ヘルプ形式 (HTML ヘルプ 2) 

 MSDN オンライン スタイルの Web ページ 

NDoc の使用方法  

NDoc を使用してドキュメントを生成するには、以下の手順を実行します。 

35.Windows Phone のプロジェクトを開きます。 

36.ドキュメントを作成するクラス ライブラリを選択します。 

37.目的のクラス ライブラリを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 
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38.左側のペインで、[ビルド] をクリックします。 

 

39.[XML ドキュメント ファイル] チェック ボックスをオンにします。 

40.ファイル名を入力します。 

 

メモ: NDoc はこのファイル名を使用してドキュメントを作成します。 

 

クラス ライブラリをビルドすると、ビルド設定に応じて、ドキュメント ファイルが 

Debug または Release フォルダーに保存されます。XML 形式のドキュメントが作成

されていることを確認できます。 
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NDoc のヘルプには、より効果的にクラス ライブラリを文書化するための優れた方

法が紹介されています。 

より良いドキュメントの生成 

より良いドキュメントを生成するためのヒントを紹介します。 

 コードに関するコード コメントは、よく考えて詳しく書きます。コメント

を入念に記述することにより、よりわかりやすいドキュメントが生成されま

す。 

 Public 型、および Public 型の Public メンバーと Protected メンバーについ

ては、メンバーを説明する項目をそれぞれに用意します。 

 VS.NET C# コード エディターは、型やメンバーの基本的なコード コメント

を簡単に作成する機能を備えています。 

以下のコードを例に説明します。 

public class MyClass() { 

public MyClass(string s ) {} 

} 

 

MyClass コンストラクタ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. NET により、そのメンバーのコード コメント ブロッ

クのスケルトンが作成されます。 

 

public class MyClass() { 

///<summary> 

/// 

///</summary> 

///<param name=”s”></param> 

Public MyClass(string s) {} 

  } 

この方法は、コード コメント タグを持つ型またはメンバーに使用できます。 

NDoc では数多くのドキュメント タグがサポートされているので、要件に応じてタ

グを使い分けることができます。 

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、Visual Studio. NET によって Intellisense セレクターが表示されます。このセレ

クターはコード コメント タグのリストを表示します。表示されるリストには、

NDoc がサポートする付加的なタグは含まれません。それらは手動で追加する必要

があります。 
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NDoc の GUI ユーティリティの使用方法 

NDoc の GUI ユーティリティを使用するには、以下の手順を実行します。 

41.NDocGui.exe をダブルクリックし、NDocGui を起動します。 

42.[プロジェクト] をクリックし、[新規作成] をクリックします。 

43.[ドキュメント タイプの選択と出力設定] セクションで、[ドキュメント タイ

プ] リストからドキュメントの種類を選択します。 

44.[ドキュメント タイプの選択と出力設定] 以下で、著作権表示や出力先ディレ

クトリなどのパラメーターを指定します。 

メモ: 最も重要な設定値は [表示] セクションにあります。ここでは、private 変数、

protected 変数、summary タグのない名前空間など、文書化する要素を設定できま

す。 

45.[追加] をクリックします。 

46.[ドキュメントを作成するアセンブリの追加] ダイアログで、必要な EXE また

は DLL を選択します。 

選択内容に基づいて、NDoc が XML ドキュメント ファイルを処理します。 

プロジェクトのビルド後、出力メッセージで指定された出力ディレクトリに、コン

パイルされたクラス ライブラリのドキュメントがあることを確認します。 

NDoc と Javadoc 

 Javadoc ツールは、Windows、Mac OS、UNIX、および bsd で動作します。

一方、NDoc は Windows 上でしか動作しません。 

 Javadoc ツールは Java ソース ファイルからのドキュメント生成に使用され

ます。そのため、このツールは入力としてテキストを受け入れます。NDoc 

は、バイナリ ファイルのみを入力として受け入れます。 

 Javadoc ツールの既定では、ドキュメントが HTML 形式で生成されます。

CHM、RTF、PDF、ポストスクリプトなど、その他の出力形式で生成するに

は、サード パーティ製の Doclet というツールが必要になります。NDoc は、

MSDN スタイル、単純な HTML、JavaDoc など、さまざまな形式のドキュメ

ントを生成できます。 
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まとめ 

本章では、C# プログラミングを Java 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。C# の概念のいくつかは Java の概念と類似しています。Java およびオブジェク

ト指向プログラミングの知識は、C# の迅速な習得に役立つでしょう。また、

Windows Phone 向けの API ドキュメント作成ツールである、NDoc についても紹介

しました。 

関連資料 

C# および Java の詳細については、以下を参照してください。 

 http://www.25hoursaday.com/CsharpVsJava.html (英語) 

NDoc の詳細については以下を参照してください。 

 http://ndoc-jp.sourceforge.jp/ 

 http://shfb.codeplex.com/ (英語) – Sandcastle の概要 

 

http://www.25hoursaday.com/CsharpVsJava.html
http://ndoc-jp.sourceforge.jp/
http://shfb.codeplex.com/
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第 5 章: Windows Phone と Android のア

プリケーション ライフサイクルの比較 

Windows Phone (WP) の実行モデルでは、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

せています。これを実現するため、WP 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

ています。Android の場合は、すべてのアプリケーションの状態を保存して、フォ

アグラウンドのアプリケーションのみを表示します。 

Android では、ユーザーが別のアプリケーションを起動すると、開いているアプリ

ケーションは一時停止されます。一時停止されたアプリケーションは、実行状態の

ままスマートフォンのメモリに保持されます。WP の場合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。 

WP の実行モデルは、さまざまなアプリケーションに対して一貫したナビゲーショ

ン エクスペリエンスを提供します。 

Android では、ユーザーはランチャー画面を使用してアプリケーションを開きます。

このランチャー画面には、全アプリケーションがアイコンで一覧表示されます。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。 

WP の場合、ユーザーはスマートフォン上の [戻る] ボタンを使用することにより、

実行中のアプリケーション内でページをさかのぼることができます。さらにこの [戻

る] ボタンでは、前に実行していたいくつかのアプリケーションに戻ることもできま

す。こうした WP の機能は、Android での「戻る」ナビゲーションと似ています。

すべての Android デバイスには [戻る] ボタンがあります。ユーザーはスマートフォ

ンのホーム画面に戻るまで、アプリケーションの画面を順にさかのぼることができ

ます。 

Android アプリケーションは、アクティビティ、サービス、コンテンツ プロバイダ

ー、ブロードキャスト レシーバーといったさまざまなコンポーネントで構成されま

す。これらのコンポーネントは WP には存在しませんが、アクティビティは WP の

ページに相当します。 

Android と Windows Phone のマルチタスキング 
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Android はマルチタスキングをサポートし、アプリケーションをスムーズに切り替

えられます。WP はスムーズな切り替えを実現するため、アプリケーションのトゥ

ームストーン化を使用します。 

Android は、サービス コンポーネントを使用してアプリケーションをバックグラウ

ンドに置きます。サービス コンポーネントは、アプリケーションがフォアグラウン

ドにない場合でも、アプリケーションのタスクが終了するか、stopService が呼び出

されるまでバックグラウンドで実行されます。 

WP の次期バージョンではマルチタスキングをサポートする予定です。WP のナビゲ

ーション モデルでは、ブラウザーの [戻る] ボタンと同様の自然なナビゲーションが

実現されます。最後にアクセスしたアプリケーションの状態が保持され、ユーザー

はスマートフォン上の [戻る] ボタンを使用して複数のアプリケーション間を移動で

きます。 

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、WP 

が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。WP 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、アプリケーションが最後に使

用したデータを保存しています。ユーザーがトゥームストーン化されたアプリケー

ションに戻ると、WP はこのアプリケーションを再度アクティブ化します。ユーザ

ーは、スマートフォン上の [戻る] ボタンを使用して、この再度アクティブ化された

アプリケーションにアクセスできます。 

次のような例を考えてみましょう。ユーザーは WordPress でブログを書いています。

ユーザーが [スタート] ボタンを押し、スタート画面に移動します。WP 7 は 

WordPress アプリケーションを非アクティブ化します。次に、ユーザーが Facebook 

にアクセスします。Facebook を利用中に、ユーザーが [戻る] ボタンを押します。

これで、スタート画面が表示されます。ユーザーがもう 1 回 [戻る] ボタンを押すと、

最後に見ていたのとまったく同じ状態で WordPress が表示されます。 

以下の表で、ユーザー イベントについて、Android と Windows Phone の動作を比

較します。 
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ユーザーのアクションまた

はイベント 

Android の動作 Windows Phone の動作 

電話または SMS の着信 実行中のアプリケーション

はバックグラウンドに移動

されるが、メモリ内に保持

される 

実行中のアプリケーション

は非アクティブ化される  

ユーザーがスマートフォン

上の [ホーム] ボタンを押す 

実行中のアプリケーション

はバックグラウンドに移動

され、現在のアクティビテ

ィは一時停止されるが、ア

プリケーションはメモリ内

に保持される  

実行中のアプリケーション

は非アクティブ化される 

ユーザーがマルチタスク メ

ニューから別のアプリケー

ションを起動する 

バックグラウンドのアプリ

ケーションが、以前に保存

した状態でフォアグラウン

ドに移動される 

次期バージョンの WP でマ

ルチタスキングをサポート

予定 

ユーザーがスマートフォン

上の [戻る] ボタンを使用

し、別のアプリケーション

に移動する 

スマートフォンのホーム画

面では [戻る] ボタンを押し

ても移動は発生しない  

非アクティブ化 (またはト

ゥームストーン化) された

アプリケーションが、以前

に保存した状態でアクティ

ブ化される 

Windows Phone アプリケーションのライフサイク

ル 

Android のライフサイクル ステージは WP のページ ステージに相当するものではあ

りませんが、唯一、類似する要素としてアクティビティがあります。アクティビテ

ィは WP の 1 ページに相当します。 

WP アプリケーションのライフサイクルの中では、次のイベントが発生します。 

起動 

ユーザーが [戻る] ボタンを押して移動する以外の何らかの手段でアプリケーション

を開始すると、そのアプリケーションが起動します。 

ユーザーがアプリケーションを開くと、WP は必ずそのアプリケーションの新しい

インスタンスを作成します。Android では、アプリケーションが新しいプロセスを
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起動すると、Dalvik VM の新しいインスタンスがそのアプリケーションに割り当て

られます。アプリケーションは、そのプロセス内で実行されます。各アプリケーシ

ョンは、自身の専用のプロセスおよび VM インスタンス内で稼働します。 

起動イベントの発生時は、状態データを保存しないようにしてください。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

のステージでデータを保存すると、アプリケーションの起動時間が長引く場合があ

ります。 

実行中 

起動後のアプリケーションは実行ステージに入ります。このステージでは、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

が自身で状態を管理します。 

実行ステージ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

ケーションのステージが変化した場合に、保存する必要のあるデータの量が少なく

なります。ただし、このステージ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スマートフォン上の [戻る] ボタンを

押すと、アプリケーションでこのイベントが発生します。 

このイベントのハンドラーでは、データを分離ストレージに保存できます。これは、

Android での Destroyed() メソッドの処理と同様のアクションです。 

Android では、起動したアプリケーションを閉じることはできません。アプリケー

ション内の各アクティビティの終了は可能ですが、アプリケーションのプロセスは

メモリ内に維持されます。 

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 

このイベントのハンドラーでは、一時データを State プロパティに、永続的データ

を分離ストレージに保存する必要があります。これにより、ユーザーが再度そのア
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プリケーションをアクティブ化したときに、途切れのない連続的なユーザー エクス

ペリエンスが維持されます。 

Android は新しいアプリケーションがフォアグラウンドになると、現在のアプリケ

ーションのアクティビティを一時停止します。 

アクティブ化 

WP でこのイベントが発生するのは以下の場合です。 

 ユーザーがスマートフォン上の [戻る] ボタンを押して、非アクティブ化さ

れたアプリケーションに戻るとき 

 ランチャーまたはセレクターによって非アクティブ化され、トゥームストー

ン化されているアプリケーションにユーザーが戻るとき 

このイベントは、Android でのアクティビティの再開と似ています。ただし WP で

は、ユーザーが以下からアプリケーションを起動した場合、アプリケーションの新

しいインスタンスを作成します。 

 スマートフォンのアプリケーション一覧 

 スタート画面のアプリケーションのタイル 

 トースト通知 

このイベントのハンドラーでは、アプリケーションのすべての一時データを復元し

ます。この一時データにより、非アクティブ化される前の状態でアプリケーション

が復元されます。 

このイベントのハンドラーでは、分離ストレージやネットワーク リソースへのアク

セスを避ける必要があります。分離ストレージやネットワーク リソースにアクセス

すると、アプリケーションの起動時間が長引くことがあります。 

アプリケーションのライフサイクルにおけるハン

ドラーの役割 

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 イベントごとに、アプリケーションの状態

を保存または復元するハンドラーを実装できます。 

WP アプリケーションのライフサイクルは、ユーザーが別のアプリケーションを使

用しても、途切れのない連続性を提供します。ユーザーには、表示されていないア

プリケーションが、バックグラウンドで動作しているかのように感じられます。 

Android では、アクティビティが一時停止されたときにアプリケーションの状態を

保存します。このイベントにアクセスするには onSaveInstanceState メソッドを使用
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します。以前の状態を復元するイベントには onRestoreInstanceState メソッドを使用

できます。 

 

図: Windows Phone のアプリケーション ライフサイクル 
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ライフサイクル メソッドの比較 

これまでのセクションで説明したように、WP のページは Android のアクティビテ

ィに似ています。以下の表で、Android のライフサイクル メソッドと、WP の状態

変更イベントおよびページ メソッドを比較します。 

Windows Phone 
のステージ 

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 

Android の 

メソッド 

起動 Application_Launching InitializeComponent() onCreate() 

実行中   onStart()、

onResume() 

非アクティブ化 Application_Deactivated NavigatedFrom onStop()、

onPause() 

アクティブ化 Application_Activated NavigatedTo onResume() 

終了イベント Application_Closing  onDestroy() 

Android では、onCreate() メソッドを使って、ビュー コンポーネント、データベー

ス接続、gps プロバイダーなどの変数を初期化できます。WP の場合は、Page クラ

スのコンストラクター内で InitializeComponent() メソッドを使用して変数を初期化

します。また、InitializeComponent() メソッド内でグローバル変数を定義するには、

Application_Launching イベントを取得する必要があります。 

Android では、ユーザーが新しいアプリケーションを起動すると、現在のアプリケ

ーション アクティビティで onPause メソッドおよび onStop メソッドが呼び出され

ます。このシナリオでは、アプリケーション データをデータベースにコミットでき

ます。これに対して WP では、ユーザーが新しいアプリケーションを起動すると、

現在のアプリケーションは非アクティブ化されます。非アクティブ化の際、WP は 

Application_Deactivated 関数を呼び出します。アプリケーションの状態データは、

Application_Deactivated 関数で保存する必要があります。 

Android では、ユーザーはスマートフォン上の [ホーム] ボタンを長押しすることで、

そのスマートフォンで実行中のアプリケーションを確認できます。ユーザーはこの

実行中アプリケーションのリストから 1 つを選んで再開することもできます。この

シナリオでは、Android はアプリケーションのアクティビティを onStart および 

onResume ライフサイクル メソッドで呼び出します。これらのメソッドでは、以前

の状態からデータを復元できます。WP では、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を開始した場合、Application_Activated 関数が呼び出されます。

この関数では、アプリケーションの以前の状態からデータを復元できます。 
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Android では、アクティビティを切り替える際、現在のアクティビティによって 

onPause メソッドと onStop メソッドが呼び出されます。この動作は、WP でのペー

ジからページへの移動と似ています。WP では、あるページから別のページに移動

するときに、現在のページが NavigatedFrom() イベントを、新しいページが 

NavigatedTo() イベントを発生させます。 

トゥームストーン化と Windows Phone のライフ

サイクル 

WP アプリケーションのライフサイクル ステージの遷移とトゥームストーン化につ

いて、単純な例を使用して説明します。Shopping List という、1 ページから成るア

プリケーションを例とします。このアプリケーションでは、ユーザーが購入リスト

にアイテムを追加することができます。ユーザーがアプリケーションを離れると、

この購入リストが自動的に保存されます。 

アプリケーションの状態データの保存 

Android では、いくつもの異なる方法でアプリケーションの状態データを保存でき

ます。たとえば、SharedPreferences を使用する方法、内部記憶域/外部記憶域のフ

ァイルを使用する方法、SQLite を使用する方法などがあります。 

WP でアプリケーションの永続的な状態データを保存するには、分離ストレージを

使用できます。分離ストレージは、その領域を割り当てられたアプリケーションか

らのみアクセスできる、安全な記憶領域です。あるアプリケーションが、別のアプ

リケーションのデータに影響を及ぼすことはありません。ステージ データを保存す

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

後で分離ストレージ内にファイルを作成し、永続的な状態を保存します。ここで使

用している Shopping List アプリケーションの例では、購入リストをシリアル化して

ファイルに保存できます。 

public static void SaveShoppingList(ShoppingListInfo shoppingListInfo, 

string fileName) 

{ 

     // このアプリケーションの分離ストレージを取得 

     using (IsolatedStorageFile isf = 

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

     { 

         // 新しいファイルを作成 

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

         { 

              // データをシリアル化して保存 
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              XmlSerializer xmlSer = new 

XmlSerializer(typeof(ShoppingListInfo)); 

              xmlSer.Serialize(fs, shoppingListInfo); 

         } 

     } 

} 

 

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

ラスが用意されています。 

アプリケーションの完全な終了 

ユーザーが [戻る] ボタンを押し、開いているアプリケーションを離れると、WP は

そのアプリケーションを完全に終了させる場合があります。アプリケーションの性

質によっては、WP がアプリケーションを完全に終了させるときにデータの保存が

必要になる場合があります。 

Shopping List アプリケーションの例では、ユーザーの確認なしでアプリケーション 

データを保存します。これにより、ユーザーが次回このアプリケーションを開いた

ときに、購入リストが確実に元の状態で表示されます。この例の場合、ユーザーが 

[Item] テキストボックスに入力していたアイテムは保存されません。購入リストの

保存には、ヘルパー メソッドを使用できます。アプリケーションでは、こうしたク

リーンアップ処理と状態保存処理を、OnBackKeyPress の代わりに 

Application_Closing イベントへの応答として実行することもできます。 

protected override void 

OnBackKeyPress(System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 

{ 

     base.OnBackKeyPress(e); 

     // アイテムの内容を保存しない (一時データであるため) 

     txtItem.Text = ""; 

     // データを永続的ストアに保存 

     Utils.SaveShoppingList((App.Current.RootVisual as 

PhoneApplicationFrame).DataContext as ShoppingListInfo, 

              "ShoppingListInfo.dat"); 

     } 

} 

 

アプリケーションの起動 

ユーザーがスタート画面からアプリケーションを開始すると、アプリケーションは 

Application_Launching イベントを受け取ります。 
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起動処理の中で、利用可能な永続的データの有無を確認します。Shopping List アプ

リケーションの例では、永続的データが見つかると、そのデータを txtList テキスト

ボックスに読み込んで購入リストを表示します。最初に、アプリケーションの分離

ストレージを取得します。その分離ストレージを使用して、ShoppingListInfo.dat フ

ァイルの有無を確認します。この DAT ファイルがある場合は、その既存データを逆

シリアル化して ShoppingListInfo に読み込むことができます。 

Shopping List アプリケーション内のフィールドは、以下のサンプル コードの最後の

行でデータ バインドされます。これで、このアプリケーションを実行すると、アプ

リケーションを閉じるときに購入リストが保存され、アプリケーションを再び起動

したときにそのリストが表示されることが確認できます。 

   

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

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

        private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e) 

        { 

            // デバッグのためにイベントをトレース 

            Utils.Trace("Application Launching"); 

            // 新しいデータ オブジェクト変数を作成 

            ShoppingListInfo shoppingListInfo = null; 

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

            using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 

            { 

                // ファイルの存在を確認 

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

                { 

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

System.IO.FileMode.Open)) 

                    { 

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

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

                        object obj = ser.Deserialize(fs); 

 

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

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

                            shoppingListInfo = obj as ShoppingListInfo; 

                        else 

                            shoppingListInfo = new ShoppingListInfo(); 

                    } 

                } 

                else 

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

                    shoppingListInfo = new ShoppingListInfo(); 

            } 

 

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

            RootFrame.DataContext = shoppingListInfo; 

        } 
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アプリケーションの非アクティブ化 

このイベントは、アプリケーションの実行中にユーザーが [スタート] ボタンを押す

と発生します。Android では新しいアプリケーションがフォアグラウンドになると、

現在のアプリケーションのアクティビティが必ず一時停止されます。WP では、ア

プリケーションが Application_Deactivated イベントを受け取ります。 

このイベントを受けて、アプリケーション状態のすべてを保存します。Shopping 

List アプリケーションの例では、購入リストだけでなく [Item] テキストボックスに

入力されていたテキストも保存する必要があります。 

アプリケーションの一時的状態を保存するには、PhoneApplicationService.State オブ

ジェクトを使用します。 

 

// アプリケーションを非アクティブ化 (バックグラウンドに移動) するときに実行されるコード 

        //このコードはアプリケーションが閉じられたときは実行されない 

        private void Application_Deactivated(object sender, 

DeactivatedEventArgs e) 

        { 

            // デバッグのためにイベントをトレース 

            Utils.Trace("Application Deactivated"); 

 

            // 現在のデータ オブジェクトをアプリケーション状態に追加 

            

PhoneApplicationService.Current.State.Add("UnsavedShoppingListInfo", 

RootFrame.DataContext as ShoppingListInfo); 
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        } 

アプリケーションのアクティブ化 

ユーザーがスマートフォン上の [戻る] ボタンを押し、非アクティブ化されたアプリ

ケーションに戻ると、WP は Application_Activated イベントを発生させます。 

このイベントを受けて、PhoneApplicationService.State オブジェクトからデータを読

み込みます。アプリケーションを起動する際に必要なデータが見つかった場合は、

そのデータを UI 要素に読み込むことができます。保存されたデータが見つからない

場合は、UI フィールドを空白のままにします。 

Shopping List アプリケーションの以下のコードをテストするには、[ホーム] ボタン

を押してアプリケーションから離れた後、[戻る] ボタンを使用してこのアプリケー

ションに戻ります。テキストボックス内の購入アイテムと、購入リストが両方とも

保持されていることがわかります。 

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

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

      private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs 

e) 

        { 

            // デバッグのためにイベントをトレース 

            Utils.Trace("Application Activated"); 

 

            // 新しいデータ オブジェクト変数を作成 

            ShoppingListInfo shoppingListInfo = null; 

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

            if 

(PhoneApplicationService.Current.State.ContainsKey("UnsavedShoppingListInfo

")) 

            { 

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

からデータを削除 

                shoppingListInfo = 

PhoneApplicationService.Current.State["UnsavedShoppingListInfo"] as 

ShoppingListInfo; 

 

                

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

            } 

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

定 

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

ないため、 

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

            if (null != shoppingListInfo) 

                RootFrame.DataContext = shoppingListInfo; 

            else 

                RootFrame.DataContext = new ShoppingListInfo(); 

        } 
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まとめ 

本章では Android および Windows Phone におけるアプリケーション ライフサイク

ルのさまざまなステージを確認しました。また、Android と Windows Phone で、ア

プリケーションの状態データを保存する方法を比較しました。 

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 

 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 

 Android アプリケーションのライフサイクル図 (英語) 

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
http://developer.android.com/images/activity_lifecycle.png
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第 6 章: アプリケーションのデータと設

定の保存 

Windows Phone (WP) は、1 つのアプリケーション内だけでなくスマートフォン上の

全アプリケーションにわたってデータを管理できる、非常に包括的なシステムを備

えています。本セクションでは、WP および Android でのデータ操作機能を比較し

ます。 

Windows Phone の分離ストレージ 

WP では、アプリケーションのデバイス ファイル システム内にデータを保存できま

す。このようなデータ記憶域は分離ストレージと呼ばれます。 

以下の図に、ストレージ アプリケーションのフォルダー構造を示します。 
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Windows Phone と Android のデータ保存方法の比較 

保存方法 Windows Phone Android 

ストレージ アプリケーション データを分離

ストレージに保存できます。 

アプリケーション データをスマ

ートフォンの内部記憶域に保存

できます。この領域は、各アプ

リケーション専用の領域です。 

Windows Phone の分離ストレ

ージ モデルでは、マネージ ア

プリケーションがローカル デー

タベースを作成および保持でき

ます。 

内部記憶域に、アプリケーショ

ンがローカル データを作成およ

び保持できます。 

セキュリティ Windows Phone では、アプリ

ケーションが、分離ストレージ

領域の外や、オペレーティング 

システム領域からファイル シス

テムを呼び出すことはできませ

ん。この設計により、アプリケ

ーションをサンドボックス化で

きます。この設計には、あるア

プリケーションが別のアプリケ

ーションのデータ記憶域にアク

セスすることはないという利点

があります。 

内部記憶域に保存されたデータ

には、ユーザーも、他のアプリ

ケーションもアクセスできませ

ん。内部記憶域はそれぞれのア

プリケーションの専用領域で

す。 

セキュリティ Windows Phone では、すべて

の入出力 (I/O) 処理は分離スト

レージに制限され、オペレーテ

ィング システム ファイルに対

する I/O 処理が禁止されます。

Windows Phone のこの機能に

より、不正アクセスとデータの

破損を防ぐことができます。 

Android では、内部記憶域の I/O 

処理を 1 つのアプリケーション

に制限することで、データへの

不正アクセスを防ぎます。ただ

し、データを外部記憶域に書き

込むことで、このデータを公開

することも可能です。 

インストール 既に公開済みのアプリケーショ

ンを更新した場合、Windows 

Phone は分離ストレージ フォ

ルダーを変更しません。開発者

Android は、アンインストール

や再インストール後もアプリケ

ーション データを削除しませ

ん。既に公開済みのアプリケー
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は、データがアプリケーション

の新しいバージョンで適切に処

理されるように、データを移行

または変換する必要がありま

す。 

ションを更新する場合は、その

更新処理の中で、アプリケーシ

ョンの更新バージョンとの互換

性が維持されるようにデータを

更新する必要があります。 

アンインストール アプリケーションがアンインス

トールされると、Windows 

Phone はデータ ルート、分離

ストレージ フォルダー、および

そのストア内の全データを削除

します。 

Android では、アプリケーショ

ンがアンインストールされる

と、アプリケーションの内部記

憶域のみが削除されます。 

メモリ領域 Windows Phone はアプリケー

ションによるメモリ領域の使用

を制限しません。要件に応じ

て、十分なメモリが各アプリケ

ーションに提供されます。 

Android アプリケーションの内

部記憶域は、利用可能なメモリ

の量に応じて制限されます。ア

プリケーションではメモリを慎

重に使用する必要があります。 

設定 Windows Phone では、アプリ

ケーションの設定を 

IsolatedStorageSettings 領域に保

存できます。このメモリ領域に

は、データのキーと値のペアを

保存可能です。 

Android では、アプリケーショ

ンの設定を SharedPreference メ

モリ領域に保存できます。プリ

ミティブ データ型のキーと値の

ペアを保存可能です。 

各種のデータ保存方法の詳細については、以下を参照してください。 

 Windows Phone の分離ストレージ 

 Windows Phone シリーズ開発者の一般的な FAQ (英語)  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff626522(v=VS.92).aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/windowsphone7series/thread/2892a6f0-ab26-48d6-b63c-e38f62eda3b3
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ユース ケース 

構成設定およびデータの保存 

多くのアプリケーションは、ユーザー名、パスワード、言語設定、最終ログインの

タイム スタンプなど、アプリケーションの設定とデータを保存しておく必要があり

ます。こうしたデータの性質は、アプリケーションの性質によって異なります。 

Android では、こうしたアプリケーションの設定とデータを SharedPreferences クラ

スを使用して保存できます。SharedPreferences クラスでは、プリミティブ データ型

のキーと値のペアが保存されます。WP で同様のデータを保存するには、

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings プロパティを使用します。 

分離ストレージは、この IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings プロパティを使

用してオブジェクトを保存します。単純なデータの保存には、これが最も便利な方

法です。必要な作業は、以下のコードを使用してデータをこの Settings ストアに追

加するだけです。 

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings.Add(“some_property”, value); 

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings.Save(); 

上記の value にあたるオブジェクトは、Save() メソッドを呼び出すことで、自動的

にシリアル化されてディスクに保存されます。データを読み取るには、以下のコー

ドを使用します。 

 

List<string> mydata = 

(List<string>)IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["some_property"]; 

 

オブジェクトの XML へのシリアル化 

オブジェクトの状態を保存するためや、メモリを節約するために、オブジェクト全

体をシリアル化してファイル システムに保存しなければならないことがあります。

Java では、ObjectOutputStream を使用することでオブジェクトをシリアル化できま

す。WP の場合は、オブジェクトのシリアル化に StreamWriter クラスを使用します。 

以下のコードを使用すると、オブジェクトを XML として保存できます。このコード

では、文字列のリストを XML 形式にシリアル化し、この XML 形式のものを分離ス

トレージに保存しています。 
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using(IsolatedStorageFile storage = 

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()){ 

   using(IsolatedStorageFileStream fs = storage.CreateFile(“myfile.wp”)){ 

       using(StreamWriter writer = new StreamWriter(fs)){ 

          XmlSerializer serializer = new 

XmlSerializer(typeof(List<string>)); 

          serializer.Serialize(writer, myStringList); 

       } 

    } 

} 

 

XML 形式で保存したデータは、後で LINQ to XML を使用して利用できます。この方

法は、構造化データをディスクに保存するときに使用できます。 

メモ: LINQ to XML の詳細については、第 7 章を参照してください。 

ファイルを読み取るには、以下のコードを使用します。 

using(IsolatedStorageFile storage = 

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()){ 

   using(IsolatedStorageFileStream fs = storage.OpenFile(“myfile.wp”, 

FileMode.Open)){ 

      XDocument doc = XDocument.Load(fs); 

      XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<string>)); 

      List<string> myData = 

(List<string>)serializer.Deserialize(doc.CreateReader()); 

   } 

} 

分離ストレージの容量管理 

Windows Phone アプリケーションでは、それぞれのシナリオによって要件が異なる

ため割り当ての上限サイズは決められていません。また、アプリケーション単位で

のディスク サイズ制限を行うと、応答時間が長くなってユーザー エクスペリエンス

を低下させかねません。このため、アプリケーションでは、次回アプリケーション

を起動するために必要なデータのみを保存するようにしてください。 

スマートフォンの記憶域容量は限られています。記憶域が残り 10% になると、

Windows Phone からの通知が表示されます。ユーザーは既存のデータを削除し、記

憶域の必要量を確保しなければなりません。ユーザーにとっては、このような削除

は好ましいものではありません。 

分離ストレージの容量管理のベスト プラクティス 

ここでは、Windows Phone のデータ記憶域の容量を効率的に管理するためのベスト 

プラクティスを紹介します。 

一時利用のデータとファイル 
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アプリケーションで分離ストレージに一時データを保存した場合は、その一時デー

タが不要になった時点で 削除します。たとえば、データの更新バージョンが利用

可能になったら、以前のバージョンを削除します。データの一時キャッシュ フォル

ダーを作成し、キャッシュを随時クリアすることにより、データの定期的な削除を

実装できます。 

ユーザー生成データ 

ユーザー生成データには、カメラで撮影した写真、メモ、ドキュメントなどがあり

ます。 

 アプリケーションでユーザーがデータを作成できるようにする場合は、ユー

ザーに削除用のオプションを提供します。たとえば、ユーザーは写真を撮る

ことができるのと同時に、必要のない写真を削除できなくてはなりません。 

 アプリケーションの容量を小さくし、アプリケーションのパフォーマンスを

向上させます。以下のような手法が役立ちます。 

o クラウドを利用してデータを同期またはアーカイブする 

o 直接的に必要なデータのみ保持する 

アプリケーション データ 

アプリケーション データには以下のような種類があります。 

 購入リスト アプリケーションによって管理される店舗のリスト 

 辞書の単語 

メモ: アプリケーションがクラウドからデータを取得してローカルに保存している場

合は、その重要性に応じてデータを更新します。 

Windows Phone が外部記憶域を使用しない理由 

Android では、Android 互換デバイス上の共有外部記憶域にファイルを保存できま

す。この共有外部記憶域は、取り外しできない内蔵型の記憶域である場合もありま

す。Android ではコンピューターに接続することにより、こうした外部記憶域に保

存されたファイルへのアクセスと変更が可能になります。この種の接続では、デー

タ転送中に接続が切断された場合、ファイルが喪失したり破損したりする可能性が

あります。 

WP アプリケーションでは、そのアプリケーションの専用外部領域の外にあるファ

イル システムを呼び出すことはできません。これにより、アプリケーションに安全

なサンドボックスが提供され、他のアプリケーションがそのアプリケーションのデ

ータに誤って影響を及ぼすのを防ぐことができます。 
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Windows Phone で sqlite をサポートするための推奨ライブラリ 

Android は SQLite バージョン 3.4.0 に対応しています。Android では、Sqlite データ

ベースを管理するための API も提供しています。この API を使用すると、SQL コマ

ンドを作成、削除、実行するほか、その他の一般的なデータベース管理タスクを実

施できます。Android アプリケーションではデータベースを作成し、スマートフォ

ン上で構造化データを保存および管理できます。コンテンツ プロバイダーを使用す

れば、そのアプリケーションは、同じデータベースを他のアプリケーションと共有

することも可能です。 

WP は SQLite に対応していません。サード パーティ製のライブラリを使用すると、

この機能を WP で使用できるようになります。 

WP への SQLite の組み込みについて、詳しくは以下のサイトを参照してください。 

 http://sqlitewindowsphone.codeplex.com/ (英語) 

 http://WPsqlite.codeplex.com/ (英語) 

アプリケーション間でのコンテンツ管理 

Android のコンテンツ プロバイダーは、データの保存と取得を実行し、そのデータ

にすべてのアプリケーションからアクセスできるようにします。Android でデータ

を共有するには、コンテンツ プロバイダーを介する必要があります。Android には、

すべての Android アプリケーションからアクセス可能な共通のデータ記憶域はあり

ません。 

コンテンツ プロバイダーを使用し、Android でアプリケーション データを共有する

方法には以下の 2 つがあります。 

 独自のコンテンツ プロバイダーを作成できます。これには ContentProvider 

(英語) サブクラスを使用します。 

 既存のプロバイダーにデータを追加できます。これには、同種のデータを管

理するコンテンツ プロバイダーと、それに対する書き込み権限が必要にな

ります。 

コンテンツ プロバイダーの詳細については、以下のサイトを参照してください。 

http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html (英語) 

WP 実行モデルでは、アプリケーションの実行とデータ保存の両方について、各ア

プリケーションを専用のサンドボックスで分離します。各アプリケーションは、連

絡先リストなどの共通情報ストアの情報にはアクセスできません。また、アプリケ

ーションから、電話やメッセージングなどの他のアプリケーションを直接呼び出す

こともできません。こうした共通のタスクをアプリケーションから実行できるよう

にするため、WP ではランチャーおよびセレクターと呼ばれる一連の API を提供し

http://sqlitewindowsphone.codeplex.com/
http://wp7sqlite.codeplex.com/
http://developer.android.com/reference/android/content/ContentProvider.html
http://developer.android.com/reference/android/content/ContentProvider.html
http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html
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ています。アプリケーションはこれらの API を通じて間接的にスマートフォン上の

さまざまな機能にアクセスできます。 

ランチャーとセレクター 

ランチャー API およびセレクター API は、現在実行中のアプリケーションから、別

の組み込みアプリケーションを呼び出してそれに切り替えます。 

Android にもランチャーおよびセレクターと同様の機能があります。Android では

インテント フィルターとインテント API を使用します。これらによって、組み込み

のアプリケーションまたはインストールしたアプリケーションを起動して、必要な

データを返したりタスクを実行したりします。 

インテント フィルターの詳細については、以下のサイトを参照してください。 

 http://developer.android.com/guide/topics/intents/intents-filters.html (英語) 

ランチャー 

ランチャーは、WP の組み込みアプリケーションを起動する API です。アプリケー

ションは、組み込みのアプリケーションを使用してタスクを実行しますが、呼び出

し元のアプリケーションにデータは返されません。電話を発信する PhoneCallTask 

を例に考えてみます。アプリケーションは、PhoneCallTask ランチャーに電話番号を

渡し、名前を表示して、WP にアクセスします。WP が組み込みの電話アプリケーシ

ョンを表示します。ユーザーは、指定されたパラメーターを使用して通話を開始す

るかどうかを選択できます。ユーザーが電話アプリケーションを終了すると、呼び

出し元のアプリケーションが再びアクティブになりますが、ユーザーの操作の結果

データは返されません。 

セレクター 

セレクターは、WP の組み込みアプリケーションを起動する API です。アプリケー

ションは組み込みのアプリケーションを使用してさまざまなタスクを実行し、完了

時には呼び出し元アプリケーションにデータが返されます。 

たとえば、写真を選ぶ PhotoChooserTask で考えてみます。アプリケーションは、

PhotoChooserTask セレクターを使用することによって組み込みの写真セレクター 

アプリケーションを起動できます。ユーザーは、写真を選択する、写真セレクター

を終了するのうちいずれかの操作を実行できます。ユーザーの操作が終了すると、

WP は呼び出し元のアプリケーションをアクティブ化し、セレクターの結果を渡し

ます。この結果から、ユーザーがタスクを実行したかどうかがわかります。ユーザ

ーがタスクを実行している場合は、結果に写真の画像データを格納する I/O ストリ

ームが含まれます。 

http://developer.android.com/guide/topics/intents/intents-filters.html
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写真セレクター アプリケーションが起動された後、ユーザーはスマートフォン上の 

[スタート] ボタンを押して別のアプリケーションを選択することも可能です。この

場合、呼び出し元のアプリケーションの再アクティブ化は行われず、セレクターが

生成した結果が返されないことがあります。アプリケーションでは、このような不

確定さを適切に想定して処理する必要があります。 

インテント API とランチャー/セレクター API の比

較 

以下の表では、Android のインテント API と、WP のランチャー API およびセレク

ター API を比較して説明しています。このセクションでは、WP および Android の

プラットフォームで、複数のアプリケーションにまたがってデータを処理し、デー

タ I/O に基づいてタスクを実行するメカニズムを比較します。 

機能 Android Windows Phone 

カメラ Intent intent = new 

Intent("android.media.action. 

IMAGE_CAPTURE"); 

startActivityForResult(intent, 

0); 

 

CameraCaptureTask 

 

cameraCaptureTask = new 

CameraCaptureTask(); 

      

cameraCaptureTask.Completed 

+= new 

EventHandler<PhotoResult> 

(cameraCaptureTask_Complete

d); 

  cameraCaptureTask.Show(); 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.cameracapturetask%28VS.92%29.aspx
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機能 Android Windows Phone 

電子メールの

セレクターお

よび作成ツー

ル 

Intent emailIntent = new 

Intent(android.content.Intent.ACT

ION_SEND); 

 

emailIntent .setType("plain/text"

); 

emailIntent .putExtra(android.con

tent.Intent. EXTRA_EMAIL, new 

String[]{"webmaster@website.com"}

); 

emailIntent .putExtra(android.con

tent.Intent. EXTRA_SUBJECT, 

mySubject); 

emailIntent .putExtra(android.con

tent.Intent. EXTRA_TEXT, 

myBodyText); 

startActivity(emailintent); 

 

EmailAddressChooserTask、 

EmailComposeTask、

EmailResult、 

SaveEmailAddressTask 

 

EmailComposeTask 

emailComposeTask = new 

EmailComposeTask(); 

emailComposeTask.To = 

"user@example.com"; 

emailComposeTask.Body = 

"Email message body"; 

emailComposeTask.Cc = 

"user2@example.com"; 

emailComposeTask.Subject = 

"Email subject"; 

emailComposeTask.Show(); 

 

 

マーケットプ

レース  

Intent market_intent = new Intent 

(Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse("market://search? 

q=pname:com.google.somepackage") 

) 

startActivity(market_intet); 

 

MarketplaceHubTask、

MarketplaceDetailTask、

MarketplaceReviewTask、 

MarketplaceSearchTask 

 

MarketplaceSearchTask 

marketplaceSearchTask = new 

MarketplaceSearchTask(); 

marketplaceSearchTask. 

SearchTerms = 

"accelerometer xna"; 

marketplaceSearchTask.Show(

); 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.emailaddresschoosertask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.emailcomposetask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.emailresult%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.saveemailaddresstask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.marketplacehubtask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.marketplacedetailtask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.marketplacereviewtask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.marketplacesearchtask%28VS.92%29.aspx
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機能 Android Windows Phone 

メディア プレ

ーヤー 

Intent i = new 

Intent(Intent.ACTION_VIEW);  

Uri u = Uri.parse(xpath);  

i.setData(u);  

startActivity(i); 

MediaPlayerLauncher 

 

MediaPlayerLauncher 

mediaPlayerLauncher = new 

MediaPlayerLauncher(); 

mediaPlayerLauncher.Media = 

new Uri("MyVideo.wmv", 

UriKind.Relative); 

mediaPlayerLauncher.Location 

= MediaLocationType.Data; 

mediaPlayerLauncher.Controls 

= 

MediaPlaybackControls.Pause 

| 

MediaPlaybackControls.Stop; 

mediaPlayerLauncher.Show(); 

通話 String url = "tel:3334444"; 

Intent call_intent = new Intent 

(Intent.ACTION_CALL, 

Uri.parse(url)); 

startActivity(call_intent); 

 

PhoneCallTask 

 

PhoneCallTask phoneCallTask 

= new PhoneCallTask(); 

    phoneCallTask.PhoneNumbe

r = number; 

    phoneCallTask.DisplayNam

e = name; 

    phoneCallTask.Show(); 

 

 

アドレス帳 Android では、アドレス帳に格納されてい

るすべての情報にアクセスできます。たとえ

ば、名前、住所、電話番号などです。 

 

Intent intent = new 

Intent(Intent.ACTION_PICK, 

People.CONTENT_URI); 

startActivityForResult(intent, 

1); 

 

 

PhoneNumberChooserTask、

PhoneNumberResult、 

SavePhoneNumberTask 

 

phoneNumberChooserTask = new 

PhoneNumberChooserTask(); 

        phoneNumberChooser 

Task.Completed += new 

EventHandler<PhoneNumberResu

lt> 

(phoneNumberChooserTask_Comp

leted); 

phoneNumberChooserTask .show

(); 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.mediaplayerlauncher%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.phonecalltask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.phonenumberchoosertask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.phonenumberresult%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.savephonenumbertask%28VS.92%29.aspx
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機能 Android Windows Phone 

写真セレクタ

ー 

Intent i = new 

Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT)

; 

          i.setType("image/*"); 

          

startActivityForResult(i,4); 

 

PhotoChooserTask、 

PhotoResult 

 

photoChooserTask = new 

PhotoChooserTask(); 

        

photoChooserTask.Completed 

+= new 

EventHandler<PhotoResult> 

(photoChooserTask_Completed)

; 

 

photoChooserTask.Show(); 

 

Web 検索  Intent search = new 

Intent(Intent.ACTION_WEB_SEARCH); 

search.putExtra(SearchManager.QUE

RY, "android"); 

startActivity(search); 

 

SearchTask 

 

Task searchTask = new 

SearchTask(); 

searchTask.SearchQuery = 

txtInput.Text; 

searchTask.Show();} 

 

SMS  Intent sendIntent = new 

Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

sendIntent.putExtra("sms_body", 

"The SMS text"); 

sendIntent.setType("vnd.android-

dir/mms-sms"); 

startActivity(sendIntent); 

 

SmsComposeTask 

 

SmsMessage SMSComposer = new 

SmsMessage("123456789","This 

is a sample sms"); 

MessagingApplication. 

DisplayComposeForm(SMSCompos

er); 

 

Web ブラウ

ザー セレクタ

ー 

Intent myIntent = new 

Intent(Intent.VIEW_ACTION, 

Uri.parse("http://www.google.com"

)); 

startActivity(i); 

 

WebBrowserTask 

 

WebBrowserTask wb= new 

WebBrowserTask(); 

wb.URL = 

"http://www.google.com"; 

wb.Show(); 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.photochoosertask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.photoresult%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.searchtask%28VS.92%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.phone.tasks.smscomposetask%28VS.92%29.aspx
http://www.google.com/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.phone.tasks.webbrowsertask%28VS.92%29.aspx
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まとめ 

本章では、Windows Phone と Android のデータ記憶域のガイドラインを比較しなが

ら説明しました。また、Windows Phone および Android のストレージ API について

も確認しました。 

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。 

 Windows Phone でのランチャーとセレクターの概要 

 ランチャーとセレクター (英語) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769542(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/gg266434
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第 7 章: Windows Phone および Android 

での XML 解析 

本章では Windows Phone (WP) での XML 解析の方法について説明し、Android での

解析方法と比較します。 

Windows Phone での XML 解析 

WP では、以下の 2 つの方法で XML を解析します。 

 XmlReader の使用 

 LINQ to XML の使用 

SAXParser および DOMParser は WP では利用できません。ただし、XMLReader およ

び LINQ to XML の両パーサーは、これらの Android 用パーサーと同じ機能を提供し

ます。 

XmlReader は高速かつ順方向専用の、キャッシュを使用しないパーサーです。

Android で、高速なパーサーを必要とし、アプリケーションによるメモリ使用量を

最小限に抑えたい場合には、SAXParser API を使用します。XmlReader は SAXParser 

と非常に似ています。 

LINQ to XML はインメモリ型の XML プログラミング インターフェイスで、XML ド

キュメントの編集機能を提供します。LINQ to XML は、Java で使用される 

DOMParser に似ています。DOMParser では XML ドキュメント全体をメモリに読み

込み、DOM API を使用して必要なデータを取得できます。 

きわめて大容量の XML ドキュメントの読み取りには、XMLReader の方が適してい

ます。大容量のドキュメントをインメモリのツリーに読み込むと、多くのメモリを

使用してパフォーマンスが低下します。LINQ to XML は、比較的小さな XML ドキュ

メントの解析に適しています。 

Windows Phone の XML 名前空間 

WP では、以下の名前空間を XML の処理に利用できます。 

 System.xml: XML 処理に関する標準ベースのサポートを提供する 

 System.xml.Schema: XML スキーマ定義 (XSD) に関する標準ベースのサポー

トを提供する各種 XML クラスを含む 

 System.xml.Linq: LINQ to XML に関する各種クラスを含む 
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 System.xml.Serialization: XML ドキュメントまたはストリームにオブジェ

クトをシリアル化するための各種クラスを含む 

XmlReader による XML 解析 

XmlReader では、XML データのストリームに対し、順方向のみの読み取り専用アク

セスを行うことができます。XMLReader は SAXParser に類似しています。

SAXParser は XML をノードごとに順番に解析し、ツリー ビューを上から下へとスキ

ャンします。以下に、XML データ ストリームを照会して現在のノードの型を調べる

サンプル コードを示します。このサンプル コードでは XmlWriter を使用し、

XMLReader コンテンツの出力を生成しています。 

 

StringBuilder output = new StringBuilder(); 
 
String xmlString = 
        @"<?xml version='1.0'?> 
        <!-- This is a sample XML document --> 
        <Items> 
          <Item>test with a child element <more/> stuff</Item> 
        </Items>"; 
// XmlReader を作成。Android で SAXParserFactory から SAXParser インスタンスを作成す

るのと同様 

using (XmlReader reader = XmlReader.Create(new StringReader(xmlString))) 
{ 
    XmlWriterSettings ws = new XmlWriterSettings(); 
    ws.Indent = true; 
 
 
 using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(output, ws)) 
    { 
        // ファイルを解析し、各ノードを表示。Android では、次の反復処理は SAXParser の

使用中にハンドラー実装内で行われる 

        while (reader.Read()) 
        { 
            switch (reader.NodeType) 
            { 
                case XmlNodeType.Element: // Android でのハンドラーの 

startElement() メソッドと同様 

                    writer.WriteStartElement(reader.Name); 
                    break; 
                case XmlNodeType.Text: 
                    writer.WriteString(reader.Value); 
                    break; 
                case XmlNodeType.XmlDeclaration: 
                case XmlNodeType.ProcessingInstruction: 
                    writer.WriteProcessingInstruction(reader.Name, reader.Value); 
                    break; 
                case XmlNodeType.Comment: 
                    writer.WriteComment(reader.Value); 
                    break; 
                case XmlNodeType.EndElement: // Android でのハンドラーの 

endElement() メソッドと同様 
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                    writer.WriteFullEndElement(); 
                    break; 
            } 
        } 
 
    } 
} 

SaxParser と XMLReader 

以下の表に、SAXParser と XMLReader の比較を示します。 

SaxParser XMLReader 

XML データをノードごとに解析 XML データをノードごとに解析 

XML データをメモリ ノードに格納しない XML データをメモリ ノードに格納しない 

解析は読み取り専用ノードで実行し、ノー

ドの挿入や削除は不可 

解析は読み取り専用ノードで実行し、ノー

ドの挿入や削除は不可 

上から下にスキャンを実行 順方向のみのスキャンを実行 

LINQ to XML による XML 解析 

LINQ to XML は、汎用的なインメモリ型 XML プログラミング API を提供します。

WP で LINQ to XML を使用すると、XML データの読み取りや操作に必要となるすべ

ての処理を実行できます。LINQ to XML は以下の機能を提供します。 

 ファイルからや XMLReader からなど、さまざまな方法でスマートフォン上

のメモリに XML データを読み込む 

 XML ツリーを新たに作成する 

 インメモリの XML ツリーに新しい XML 要素を挿入する 

 インメモリの XML ツリーから XML 要素を削除する 

 XML を保存し、ファイルや XmlWriter に出力する 

LINQ to XML は DOMParser と類似していますが、DOM とは違う新しいオブジェク

ト モデルを採用し、少ない消費リソースと簡単な操作を実現しています。 

WP アプリケーションは、UI コンポーネントおよび画像を含めて、90 MB を超える

メモリは使用できません。XML 解析は多くのリソースを消費するため、LINQ to 

XML API の使用中はアプリケーションのメモリ使用量に注意する必要があります。

XML 解析は多くのリソースを消費しがちなため、LINQ to XML API の使用中はメモ

リを慎重に使用してください。 

メモ: メモリが 256 MB を超えるデバイスでは、このメモリ使用量の制限は適用され

ません。上記の 90 MB の上限には、UI コンポーネント、画像のほか、メモリに読み

込むすべてのコンテンツが含まれます。 
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LINQ to XML のクラス階層 

 

 クラス階層の下層に位置する XElement が LINQ to XML の基本クラスです。

XML ツリーは複数の XElement で構成されます。XAttribute は、XElement 

に関連付けられた名前と値のペアです。XDocument は、DTD や最上位の 

XML 処理命令 (XProcessingInstruction) を保持する場合など、特定のシナリ

オでのみ作成されます。その他のすべての XNode は、XElement や 

XDocument がルート レベルに存在する場合その下のリーフ ノードとなるこ

とができます。 

 XAttribute および XNode は、共通基本クラスである XObject から派生しま

す。XML 属性は、XML ツリー内のノードとではなく、XML 要素と関連付け

られた名前と値のペアであるため、XAttribute は XNode ではありません。

この XAttribute の性質は W3C DOM とは対照的です。 

 XText および XCData は、LINQ to XML の現在のバージョンで利用可能です。

ただし、テキスト ノードを公開する必要がある場合を除き、これらは半隠

蔽された実装と考えた方がよいでしょう。要素や属性内のテキストの値は、

文字列などの単純な値として取り出すことが可能です。 

 XContainer は子要素を持つことができる唯一の XNode です。子要素となる

のは、XDocument または XElement です。子要素を持つことができる唯一

の XNode が XContainer です。子要素は、XDocument または XElement の

いずれかです。XDocument は、XElement (ルート要素)、XDeclaration、

XDocumentType、または XProcessingInstruction を含むことができます。

XElement は、別の XElement、XComment、XProcessingInstruction、または

テキストを含むことができます。XElement に含まれるテキストは、さまざ

まな形式で解析可能です。ただし、こうしたテキストは XML ツリーとして

表現する必要があります。 
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Android の Document クラスと同様に、WP の XDocument クラスはインメモリの 

XML ドキュメントを表します。下のサンプル コードを参照してください。このサン

プル コードではドキュメントを作成した後、そのドキュメントにコメントと要素を

追加しています。また、このサンプル コードは、クエリの結果を使用して別のドキ

ュメントを作成します。このサンプル コードで使用されている XElement クラスは、

Android の Element クラスと同様の働きをします。 

 

StringBuilder output = new StringBuilder(); 

XDocument srcTree = new XDocument( 

    new XComment("This is a comment"), 

    new XElement("Root", 

        new XElement("Child1", "data1"), 

        new XElement("Child2", "data2"), 

        new XElement("Child3", "data3"), 

        new XElement("Child2", "data4"), 

        new XElement("Info5", "info5"), 

        new XElement("Info6", "info6"), 

        new XElement("Info7", "info7"), 

        new XElement("Info8", "info8") 

    ) 

); 

XDocument doc = new XDocument( 

    new XComment("This is a comment"), 

    new XElement("Root", 

        from el in srcTree.Element("Root").Elements() 

        where ((string)el).StartsWith("data") 

        select el 

    ) 

); // Android では XML タグの解析に DOM を使用。同等のコードは 
root.getElementsByTagName(ITEM) 

output.Append(doc + Environment.NewLine); 

OutputTextBlock.Text = output.ToString(); 

 

Android で DOMParser を使用する場合は、いくつかのステートメントを記述して 

XML ドキュメントを作成します。WP のコーディング構造は柔軟であり、構造化し

たコードをより簡単に作成できます。 

Android では、DOMParser を使用して XML ツリーをボトムアップ形式で作成しま

す。DOMParser ではドキュメントと要素を作成し、その後で要素をドキュメントに

追加していきます。LINQ to XML では、これと同じ方法で XML ツリーを構築するこ
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ともできますが、関数型構築もサポートされます。関数型構築では、XElement コン

ストラクターと XAttribute コンストラクターを使用して XML ツリーを構築します。

たとえば、以下の XML データを例にしましょう。 

<contacts> 

<contact> 

      <name>Patrick Hines</name> 

      <phone type="home">206-555-0144</phone> 

      <phone type="work">425-555-0145</phone> 

      <address> 

         <street1>123 Main St</street1> 

         <city>Mercer Island</city>          

         <state>WA</state> 

         <postal>68042</postal> 

      </address> 

      <netWorth>10</netWorth> 

   </contact> 

   <contact> 

      <name>Gretchen Rivas</name> 

      <phone type="mobile">206-555-0163</phone> 

      <address> 

         <street1>123 Main St</street1> 

         <city>Mercer Island</city> 

         <state>WA</state> 

         <postal>68042</postal> 

      </address> 

      <netWorth>11</netWorth> 

   </contact> 

   <contact> 

      <name>Scott MacDonald</name> 

      <phone type="home">925-555-0134</phone> 

      <phone type="mobile">425-555-0177</phone> 

      <address> 

         <street1>345 Stewart St</street1> 

         <city>Chatsworth</city> 

         <state>CA</state> 

         <postal>91746</postal> 

      </address> 

      <netWorth>500000</netWorth> 

   </contact> 

</contacts> 

以下に、LINQ to XML の関数型構築を使用して、XML ツリーを構築する例を示しま

す。 

 

XElement contacts = 

    new XElement("Contacts", 

        new XElement("Contact", 

            new XElement("Name", "Patrick Hines"), 

            new XElement("Phone", "206-555-0144", 

                new XAttribute("Type", "Home")), 

            new XElement("phone", "425-555-0145", 

                new XAttribute("Type", "Work")), 

            new XElement("Address", 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.linq.xelement.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.linq.xattribute.aspx


Android 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 および Android での XML 解析 99 

 

                new XElement("Street1", "123 Main St"), 

                new XElement("City", "Mercer Island"), 

                new XElement("State", "WA"), 

                new XElement("Postal", "68042") 

            ) 

        ) 

    ); 

コードをインデントすると、XElement コンストラクターは、ベースとなる XML に

似た構造になります。XElement コンストラクターでは、params object を使用して

オブジェクトの配列を値に取る関数型構築が可能です。たとえば、以下のようにな

ります。 

public XElement(XName name, params object[] contents) 

 

 

上記の contents パラメーターは柔軟であり、XElement の子であるオブジェクトを

サポートします。このパラメーターには以下が可能です。 

 テキスト コンテンツとして追加される文字列。これは、要素の値として文

字列を追加する際に推奨される方法です。LINQ to XML の実装では、内部で 

XText ノードが作成されます。 

 子コンテンツとして追加される文字列または CData 値を格納できる XText。

通常の文字列値にはそのまま文字列を使用した方が簡単なため、このパラメ

ーターは CData 値に適しています。 

 子要素として追加される XElement 

 属性として追加される XAttribute 

 子コンテンツとして追加される XProcessingInstruction または XComment 

 列挙型の IEnumerable。列挙のルールは再帰的に適用されます。 

 ToString() メソッドが呼び出され、結果がテキスト コンテンツとして追加さ

れるすべてのもの 

 Null パラメーター (無視されます) 

下の例では、Patrick Hines という文字列が name XElement コンストラクターに渡さ

れています。 

<contacts> 

   <contact> 

      <name>Patrick Hines</name> 

      <phone type="home">206-555-0144</phone> 

      <phone type="work">425-555-0145</phone> 

      <address> 

         <street1>123 Main St</street1> 

         <city>Mercer Island</city>          

         <state>WA</state> 

         <postal>68042</postal> 
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      </address> 

      <netWorth>10</netWorth> 

   </contact> 

   <contact> 

      <name>Gretchen Rivas</name> 

      <phone type="mobile">206-555-0163</phone> 

      <address> 

         <street1>123 Main St</street1> 

         <city>Mercer Island</city> 

         <state>WA</state> 

         <postal>68042</postal> 

      </address> 

      <netWorth>11</netWorth> 

   </contact> 

   <contact> 

      <name>Scott MacDonald</name> 

      <phone type="home">925-555-0134</phone> 

      <phone type="mobile">425-555-0177</phone> 

      <address> 

         <street1>345 Stewart St</street1> 

         <city>Chatsworth</city> 

         <state>CA</state> 

         <postal>91746</postal> 

      </address> 

      <netWorth>500000</netWorth> 

   </contact> 

</contacts> 

 

以下のシナリオを確認します。 

 上記の Patrick Hines という文字列の代わりに、変数を使用することもでき

ます。たとえば、new XElement ("name", custName) と記述できます。 

 
 文字列の Patrick Hines の代わりに、文字列以外の別の型を使用することも

できます。たとえば、new XElement("quantity", 55) とすることができます。

このデータは、以下の関数呼び出しの結果として得られます。 

 
{ 
... 
   XElement qty = new XElement("quantity", GetQuantity()); 
... 
} 
public int GetQuantity() { return 55; } 

 

 この文字列を、IEnumerable<XElement> にすることもできます。一般的な

シナリオとして、コンストラクター内でクエリを実行し、内部 XML を作成

する場合が挙げられます。以下のコードでは、Person オブジェクトの配列

から contact 要素を読み取り、新しい XML 要素の contacts に追加していま

す。 

class Person 

        { 

            public string Name; 
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            public string[] PhoneNumbers; 

        } 

        var persons = new[] { 

   new Person { 

      Name = "Patrick Hines", 

      PhoneNumbers = new[] { "206-555-0144", "425-555-0145" } 

   }, 

   new Person { 

      Name = "Gretchen Rivas", 

      PhoneNumbers = new[] { "206-555-0163" } 

   } 

}; 

        XElement contacts = 

           new XElement("contacts", 

              from p in persons 

              select new XElement("contact", 

                 new XElement("name", p.Name), 

                 from ph in p.PhoneNumbers 

                 select new XElement("phone", ph) 

              ) 

           ); 

 

このコードの出力は以下のようになります。 

<contacts> 

  <contact> 

    <name>Patrick Hines</name> 

    <phone>206-555-0144</phone> 

    <phone>425-555-0145</phone> 

  </contact> 

  <contact> 

    <name>Gretchen Rivas</name> 

    <phone>206-555-0163</phone> 

  </contact> 

</contacts> 

 

以下に対する IEnumerable を返すクエリによって、phone 要素が反復的に生成され

ている点に注意してください。 

 XML の内部ボディ部分 

 反復する contact 要素 
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 各 contact 

関数型構築を使用して、出力ドキュメントを設計することもできます。インライン

で XML アイテムのサブツリーを作成することも、関数を呼び出してその処理を実行

することも可能です。 

XML のスキャン 

このセクションでは、XML ツリー内を移動する従来の方法を説明します。インメモ

リの XML にアクセスする場合、通常は目的の XML 要素まで移動する必要がありま

す。統合言語クエリには、このタスクを実行するための強力なオプションが用意さ

れています。 

XML 要素の子要素の取得 

LINQ to XML では、XElement の子要素にアクセスできます。XElement または 

XDocument のすべての子要素にアクセスするには、Nodes() メソッドを使用します。

LINQ to XML の他の型ではテキストを一緒に扱えないため、このメソッドは 

IEnumerable<object> を返します。たとえば、以下の XML を contact という 

XElement に読み込むとします。 

<contact> 

   Met in 2005. 

   <name>Patrick Hines</name> 

   <phone>206-555-0144</phone> 

   <phone>425-555-0145</phone> 

   <!--Avoid whenever possible--> 

</contact> 

 

Nodes() メソッドを使用すると、以下の短いコードで、子要素のすべてにアクセス

して出力を生成できます。 

foreach (c in contact.Nodes()) { 

// 結果を出力 

} 

 

出力は以下のようになります。 

Met in 2005. 

<name>Patrick Hines</name> 

<phone>206-555-0144</phone> 

<phone>425-555-0145</phone> 
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より限定した出力を得るには、XElement に含まれるノードの特定の型を照会します。

たとえば、contact XElement についてのみ XElement 子要素にアクセスするとします。

この場合は、パラメーター化された型を指定します。 

 

foreach (c in contact.Nodes().OfType<XElement>()) 

 

 

出力には、対象の子要素のみが表示されます。 

 

<name>Patrick Hines</name> 

<phone>206-555-0144</phone> 

<phone>425-555-0145</phone> 

 

 
contact の全子要素を取得するには、以下のコードを使用します。 

 

foreach (x in contact.Elements()) 

 

出力には、XElement 子要素のみが表示されます。 

 

<name>Patrick Hines</name> 

<phone>206-555-0144</phone> 

<phone>425-555-0145</phone> 

 

特定の名前の XElement をすべて取得するには、XName をパラメーターとする、

Elements(XName) オーバーロードを使用します。たとえば、phone XElement のみを

表示するコードは以下のようになります。 

 

foreach (x in contact.Elements("phone")) 

 

出力には、phone XElement がすべて表示されます。 

 

<phone>206-555-0144</phone> 

<phone>425-555-0145</phone> 

 

LINQ to XML による XML の照会 
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本セクションでは、XML に統合言語クエリを使用する方法について説明します。

LINQ to XML で統合言語クエリを使用すると、これが他のインメモリ XML プログラ

ミング API とは明らかに違うことがわかります。 

統合言語クエリを使用すると、さまざまなデータ モデルに対して一貫した表現でク

エリを実行できます。また、統合言語クエリでは、1 つのクエリ内で複数のデータ 

モデルを混在させて照合することができます。以降に、複数のデータ モデルに対し

て統合言語クエリを使用する例をいくつか示します。 

IEnumerable<T> に対する強力なクエリ言語は、いくつかの標準クエリ演算子によ

って形成されています。標準クエリ演算子は、IEnumerable<T> を実装する任意の

オブジェクトの拡張メソッドとして表現されます。標準クエリ演算子は、他のメソ

ッドと同じように使用できます。 

クエリ メソッドを直接呼び出すこの方法は、明示的ドット表記と呼ばれます。こう

したクエリ演算子以外に、以下に示す 5 つの一般的なクエリ演算子のクエリ表現も

用意されています。 

 Where 

 Select 

 SelectMany 

 OrderBy 

 GroupBy 

LINQ to XML と統合言語クエリとの統合には、以下の 3 つの特徴があります。 

 標準クエリ演算子の活用 

 XML クエリの拡張機能の使用 

 XML 変換の使用 

標準クエリ演算子は統合言語クエリ対応のあらゆるデータ アクセス テクノロジで共

通して使用できるので、一貫したクエリ表現の実現に役立ちます。XML クエリの拡

張機能および変換機能の使用は、XML 固有のクエリ機能と変換機能を可能にします。 

XML のクエリ式の使用 

このセクションでは、LINQ to XML によるクエリ式の使用例をいくつか示します。

以下の XML があるとします。 

<contacts> 

 <contact> 

      <name>Patrick Hines</name> 

      <phone type="home">206-555-0144</phone> 

      <phone type="work">425-555-0145</phone> 

      <address> 

         <street1>123 Main St</street1> 

         <city>Mercer Island</city>        

         <state>WA</state> 

         <postal>68042</postal> 
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      </address> 

      <netWorth>10</netWorth> 

   </contact> 

   <contact> 

      <name>Gretchen Rivas</name> 

      <phone type="mobile">206-555-0163</phone> 

      <address> 

         <street1>123 Main St</street1> 

         <city>Mercer Island</city> 

         <state>WA</state> 

         <postal>68042</postal> 

      </address> 

      <netWorth>11</netWorth> 

   </contact> 

   <contact> 

      <name>Scott MacDonald</name> 

      <phone type="home">925-555-0134</phone> 

      <phone type="mobile">425-555-0177</phone> 

      <address> 

         <street1>345 Stewart St</street1> 

         <city>Chatsworth</city> 

         <state>CA</state> 

         <postal>91746</postal> 

      </address> 

      <netWorth>500000</netWorth> 

   </contact> 

</contacts> 

 

以下のクエリは、住所がワシントン (WA) の連絡先をすべて取得し、その連絡先を

名前で並べ替えます。データは string として返され、IEnumerable<string> の形式

で表示されます。 

 

from    c in contacts.Elements("contact") 
where   (string) c.Element("address").Element("state") == "WA" 
orderby (string) c.Element("name") 
select  (string) c.Element("name"); 

 

以下のクエリは、局番が 206 で、ワシントンにある連絡先をすべて取得します。ク

エリの結果は IEnumerable<XElement> として返されます。 

 

from    c in contacts.Elements("contact"), 
        ph in c.Elements("phone") 
where   (string) c.Element("address").Element("state") == "WA" && 
         ph.Value.StartsWith("206") 
orderby (string) c.Element("name") 
select  c; 

 

以下の例は、networth の値が、平均の networth よりも大きい連絡先を取得します。 

 

from c in contacts.Elements("contact"), 
        average = contacts.Elements("contact"). 
                           Average(x => (int) x.Element("netWorth")) 
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where (int) c.Element("netWorth") > average 
select c; 

まとめ 

本章では、Windows Phone での XML 解析について説明しました。また、Android 

と Windows Phone の XML 解析の違いを確認しました。 

関連資料 

 XML データおよび Silverlight の詳細については、以下のサイトを参照して

ください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc188996(v=vs.95).aspx 

 LINQ to XML for Windows Phone の詳細については、以下のサイトを参照し

てください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.xml.linq(v=VS.95).aspx 

 LINQ to XML による XML データの処理 (Silverlight) の詳細については、以下

のサイトを参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc189074(v=VS.95).aspx 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc188996(v=vs.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.xml.linq(v=VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc189074(v=VS.95).aspx
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付録 A: 移行のサンプル 

ここでは、Android と Windows Phone のサンプル アプリケーションと関連のドキ

ュメントを紹介します。 

 

Android アプリケーションを Windows Phone に移行するプロセスに役立つよう、両

プラットフォーム間の相違点と類似点を説明します。さまざまな分析を通じて、

Android アプリケーションと同等の機能性を Windows Phone で実装する方法を説明

します。 
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アプリケーション内広告 

はじめに 

スマートフォン アプリケーション内の広告は、有料版、試用版、無料版を問わず多

くのアプリケーションで利益創出の手段として活用されています。いずれのスマー

トフォン プラットフォームも、開発の手間をほとんどかけずに広告を表示できるよ

うにフレームワークを提供しています。Android デバイス向けには、Google から 

AdMobTM というプラットフォームが提供されています。Windows Phone では 

Microsoft Advertising のプラットフォームおよび SDK を使用できます。 

 

スマートフォン プラットフォームの UI の比較 

Android (図 1) と Windows Phone (図 2) の画面キャプチャのとおり、広告の UI はほ

ぼ同じです。長方形の領域で、他の要素の前面に広告を表示しています。Android 

の広告は、光沢のあるボタンといくつかのアイコン画像で構成されます。Microsoft 

Advertising のコントロールはそれよりも控えめなデザインです。これは Windows 

Phone デザイン ガイドラインに準拠しています。広告用コントロールも他の UI コ

ントロールと同様、自由にレイアウトおよび配置できます。 

  

図 1 - Android 図 2 - Windows Phone 
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Windows Phone の広告はテキスト主体でも画像主体でも作成できますが、ほとんど

は純粋なテキストです。コードによる設定で複数の広告を順番に切り替えて表示し

ます。この切り替えを見やすくするために、アプリケーション本体の使用を邪魔す

ることのない簡単なアニメーションが使われています。広告は単純に縦方向に移動

します。新しい広告テキストが上から移動してくるのに合わせて、表示中の広告テ

キストはコントロールの下に移動して消えていくものです。 

AdMob の AdRequest オブジェクトを使用する場合、背景色とテキストの色をある

程度制御できますが、画像はそれほど自由に制御できません。広告用コントロール

をアプリケーションのデザインにできる限り合わせることがベスト プラクティスで

あり、目標となります。Android では AdRequest オブジェクトの setExtras() メソッ

ドで色を変更できます。 

Windows Phone では AdControl UI コントロールを使用して広告を表示しますが、

視覚的効果として設定できるオプションは BorderBrush プロパティだけです (このコ

ントロールで表示されるその他の視覚的効果に関連するプロパティは Control クラ

スから継承されているもので実際には効果が適用されません)。また、これはコード

で記述することもできます。以下のように XAML で指定するのが一般的です。 

<UI:AdControl Height="80" Width="460" BorderBrush="Blue" /> 

この例では広告の幅と高さが指定されていることに注意してください。これらのフ

ィールドは必須で、指定がないと広告が表示されません。これらを使用して広告を

大きくしたり小さくしたりすることで、独自のレイアウトに適合させることができ

ます。XAML では、色には上記のような既知の名前を使うか、以下のように 16 進数

値をそのまま指定します。 

<UI:AdControl  Height="80" Width="460" BorderBrush="#FFBA2121" /> 

 

スマートフォン プラットフォームの比較 

登録 

広告を受信するには、開発者としての登録と、アプリケーションごとの登録が必要

です。これまでは、アプリケーションを admob.com に登録していたと思います。

Microsoft Advertising では pubcenter.microsoft.com で広告用アカウントを登録およ

び管理します。このプロセスには Live ID が必要です。広告用の登録は難しくありま

せんが、支払いを受けるための追加情報の登録が必要です (この支払いは、1 か月ま

たは通算で 5,000 円を超えた時点で発生します)。情報の登録は英語による入力が必

須ですのでご注意ください。 

1 つ以上のアカウント設定が完了したら、モバイル アプリケーション (開発したア

プリケーション) と広告単位 (ターゲット広告のコンテンツ) を登録します。アプリ

ケーションを登録すると GUID 形式のアプリケーション ID が発行されます。
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AdMob とは異なり、登録できるのは Windows Phone 7 アプリケーションだけです。

アプリケーション ID が生成されると、PubCenter ダッシュボードを使ってアプリケ

ーション単位で広告の成果を確認できるようになります。 

広告単位は AdMob のカテゴリや種類の設定と同様のものです。広告単位を編集す

ることで、"ショッピング" や "本と文学" など、ターゲット広告のカテゴリを作成で

きます。広告単位ごとに最大 3 種類のカテゴリを選択できます。また AdMob の 

URL フィルター機能と同様、特定の Web サイトの URL を明示的に除外できます。

これによって、たとえば競合他社の広告などを排除できます。成果をより大きくす

るには、アプリケーションを使用するユーザーの種類に合わせた広告単位を作成す

るとよいでしょう。広告単位のメリットは、種類が似た複数のアプリケーションで

同じ広告単位を共有し、管理を簡素化できる点です (必須ではありません)。 

これらの手順が完了したら、アプリケーション ID と広告単位 ID を AdControl 

XAML に埋め込みます。標準的な XAML の手法では、以下の例のように "UI" プレフ

ィックスを Microsoft.Mobile.Advertising.UI 名前空間に登録し、このアセンブリを参

照します。 

<UI:AdControl  ApplicationId="00000000-0000-0000-0000-000000000000"AdUnitId="00000000" 
Height="80" Width="460" BorderBrush="Blue" /> 

At this point, you have a fully-functional ad control.エラーが発生する場合や、何らか

の理由で広告が利用できない場合でも、広告用コントロールの領域が既定で確保さ

れます。 

 

更新間隔 

特に変更を加えなくても、AdControl には IsAutoRefreshEnabled というプロパティ

があり、これによりバックグラウンド タイマーが作成され、広告が自動的に更新さ

れます。このプロパティは既定で true に設定されています。広告の既定の更新間隔

は、Microsoft AdControl の場合 60 秒で、Android の場合は AdMobTM アカウント

のサーバー設定で決定します。Android の AdMobTM ソリューションでは、更新間

隔はコードでも設定できます。 

広告の数を増やして広告収益の可能性を高めるために、更新間隔を短くすることも

できます。マイクロソフトおよび Google の広告用コントロールは、開発者がコー

ドで設定できるアクションやタイミングに応答する形で動作します。たとえばこの 

Windows Phone サンプル アプリケーションは、複数の広告をローテーションで表

示する際の間隔を、タイマーを使って秒数で設定しています。Android のサンプル 

アプリケーションも更新間隔を使って同様の操作が可能です。 

マイクロソフトのコントロールでは、タイマー メカニズムを実装する方法が 2 つあ

ります。ストーリーボード アニメーションを使用する方法と、DispatchTimer オブ
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ジェクトを作成する方法です。採用するソリューションはアプリケーションでの必

要性に応じて開発者が判断できますが、多くの場合は UI 処理スレッドのパフォーマ

ンスを考慮して判断します。コードでタイマー ユーティリティ (DispatcherTimer) を

使用する方がストーリーボードよりもパフォーマンスは高くなります。タイマーを

使用するための 2 段階の手順を以下に示します。 

1. 自動更新設定を無効にします (C# でプロパティを手動設定する例)。 

  // 広告用コントロールを設定する。 

     adControl.ApplicationId = AD_CENTER_APPLICATION_ID; 
     adControl.AdUnitId = AD_CENTER_AD_UNIT_ID; 
     adControl.IsAutoCollapseEnabled = true; 
     adControl.IsAutoRefreshEnabled = false; 

            adControl.AdRefreshed += new EventHandler(adControl_AdRefreshed); 

 

2. コントロールの更新メソッドを呼び出すタイマー メカニズムを設定しま

す。 

    // 新しいタイマーを作成して、Interval を 30 秒に設定する。 

    DispatcherTimer _timer = null; 
   
    void InitializeAdRefreshTimer() 
    { 
     _timer = new DispatcherTimer(); 
     _timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(30); 
     _timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); 
    } 
 
 
    void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 
    { 
     // タイマーを停止して広告を更新する。 

     _timer.Stop(); 
     adControl.Refresh(); 
 
     // 注意: 広告が更新されてからタイマーを再開する。 

    } 
    void adControl_AdRefreshed(object sender, EventArgs e) 
    { 
     // 広告が更新されたのでタイマーを開始する。 

     _timer.Start(); 
    } 

 

アプリケーション設定 

広告が適切に表示されるようにするには、PubCenter アカウントを設定してコント

ロールを埋め込むことに加えて、適切なアプリケーション設定が必要です。この手

順を行わないと、Marketplace でアプリケーションの審査が不合格にされてしまい

ます。 

AdMobTM の場合、開発者がプロジェクトのマニフェスト ファイルを編集してイン

ターネット パーミッション、AdMobTM アクティビティ、AdMobTM ブロードキャ
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スト レシーバーを追加し、AdMobTM API キーをメタデータに入力して、その後 

AdView をレイアウト ファイルに追加する必要があります。 

Windows Phone の場合、このようなアクセス許可は、通常、プロジェクトのプロパ

ティ フォルダーにある WMAppManifest.xml ファイルで設定します。アプリケーシ

ョンが広告を表示するために必要な最小限の機能 (Capability) を含める必要がありま

す。 

<Capabilities> 
  <Capability Name="ID_CAP_IDENTITY_DEVICE" /> 
  <Capability Name="ID_CAP_NETWORKING" /> 
  <Capability Name="ID_CAP_WEBBROWSERCOMPONENT" /> 
</Capabilities> 

パーソナライズ 

Microsoft Advertising プラットフォームでは、郵便番号、緯度/経度、国名からユー

ザーの現在位置を認識し、それに合わせて広告をパーソナライズできます。位置情

報に基づいてカスタマイズを行うには、実際の場所を判定するための追加手順が必

要です。また、ユーザーの情報を取得することをユーザー自身に通知すると共に、

ユーザーが使用を許可しないという選択をできるようにする必要があります。また

マニフェスト ファイルには、機能として ID_CAP_LOCATION を追加します。 

 

まとめ 

Microsoft Advertising があれば、Windows Phone アプリケーションを簡単に収益化

できます。必要な手順は、PubCenter アカウントを作成し、アプリケーションを登

録し、広告単位を登録して、AdControl を埋め込むことだけです。Microsoft 

AdCenterTM の詳細については、http://advertising.microsoft.com/mobile-apps の記

事「Windows Phone アプリケーションの収益化 (英語)」を参照してください。 

 

関連資料とダウンロード 

 アプリケーション内広告: Windows Phone サンプル (英語) 

 アプリケーション内広告: Android サンプル (英語) 

 ダウンロード: 広告用 SDK 

 MSDN の API ドキュメント: Windows Phone 7 の広告用 SDK (英語)  

http://advertising.microsoft.com/mobile-apps
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/In-App%20Advertisement/Windows%20Phone
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/In-App%20Advertisement/Android
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=198440
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh273457(v=MSADS.10).aspx


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

付録 A: 移行のサンプル 113 

 

位置情報 

はじめに 

地図と位置情報の機能は、ほとんどすべてのアプリケーションに追加できる強力な

機能です。これによって、ユーザーが指先ひとつでより多くの情報にアクセスでき

るようになるだけでなく、アプリケーションのコンテンツとユーザーの現在、未来、

過去の位置を関連付けられるようになります。Windows Phone にも Android にも、

高度な対話型の地図を実装するための開発者向けサポートが組み込まれています。 

表示されているデモ アプリケーションには、以下の単純な機能が搭載されています。 

1. 拡大縮小/パン機能を完備した街路図を埋め込む 

2. 地図に、デバイスが現在ある場所を表示する 

3. ユーザーが地図上の特定の場所をタップすることで、目的地をピンで指定

できる 

4. 現在位置からピンまでの距離を計算する 

5. ユーザーのデバイスがピンの位置に到着したことを通知する 

 

スマートフォン プラットフォームの UI の比較 

Android (図 1) と Windows Phone (図 2) の 2 つのデモ アプリケーションを見ればわ

かるとおり、それぞれの位置情報アプリケーションの基本的なレイアウトはどちら

のプラットフォームでもほぼ同じです。注目すべき違いとしては、Windows Phone 

ではシステム トレイの表示/非表示を切り替えられる点などがあります。 

Windows Phone アプリケーションのページでは、ブール型プロパティ 

shell:SystemTray.IsVisible="True" を XAML で設定すると、画面の最上部に細

い帯が表示されます。この帯には、時計、バッテリ、Wi-Fi 接続状態などのシステム 

アイコンが表示されます。開発で使用するスマートフォン エミュレーターのシステ

ム トレイ領域には、時計など一部のアイコンは表示されません。これは Android で 

"style/Theme.NoTitleBar" テーマを使用した場合と同様です。 
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図 1 - Android 図 2 - Windows Phone 

 

2 つのアプリケーションとも、2 つのボタン、現在位置を示すアイコン、ピンのア

イコン、メッセージ オーバーレイが表示されています。ボタン部分については、

Android アプリケーションのデザインでは白い背景に灰色のテキストが表示されて

いますが、Windows Phone では 2 つのボタン アイコンが表示され、テキストは表

示されていません。Windows Phone アプリケーション バー (ボタン バー) の右側に

ある省略記号 (・・・) をドラッグすると、このバーがページの上方向に広がり、ボ

タンのテキスト ラベルが小さく表示されるようになります。また、Windows Phone 

のボタンに関するデザイン ガイドラインでは、すべてのアプリケーションのスタイ

ルに統一感を持たせ、ボタン サイズのベスト プラクティスに準拠することを推奨し

ています。ボタンを指で操作する場合には最小限ある程度の大きさが必要であるこ

とは調査結果からわかっており、Windows Phone のガイドラインにはこの調査結果

が反映されています。これらのガイドラインの詳細については、MSDN ライブラリ

「Windows Phone アプリケーション バーのアイコン ボタン」を参照してくださ

い。. 

Android のアプリケーションには、ユーザーの現在位置からピンまでの間を計測し

た距離が単純な透過オーバーレイとしてテキストで表示されています。Windows 

Phone では、不透明度を 20% に設定した黒い背景に白いテキストを表示するのが一

般的なルールとなっています。背景をこのように設定することによって、テキスト

を読みやすくしながら、背後にある画像も透けて見えるようになります。 

ユーザーが地図上のピンと同じ位置まで移動するか、ピンが現在位置上に置かれた

場合には、Windows Phone のデモ アプリケーションは "You Have Arrived (到着しま

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff431806(v=vs.92).aspx
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した)" というテキスト メッセージを表示します。このメッセージは、計測された距

離が、開発者がゼロとみなすよう指定した距離まで縮まると表示されます。

Windows Phone に既定で組み込まれているメッセージ ボックスは、キャプション、

テキスト、[OK] ボタンで構成された非常にシンプルな機能です。Android と異なり、

Windows Phone のメッセージ ボックスは常に画面の上部に表示されます。 

メッセージ ボックスは以下のコード 1 行で表示できます。 

MessageBox.Show("Your current location is on your pin.", "You Have Arrived", 
MessageBoxButton.OK); 

 

 

スマートフォン プラットフォームのコードとフレームワークの比較 

プロジェクトをセットアップする 

Android プラットフォームとまったく同様に、地図サービスの利用には API キーの

登録が必要です。Windows Phone では Bing Maps コントロールを使用するため、

Bing Maps API キーを登録します。テストや開発の際も含めて、地図の画像を 1 つ

でも表示したい場合はこの登録が必要です。一連の手順の詳細については、MSDN 

ライブラリ「Windows Phone 7 で Silverlight Map コントロールを使用する (英語)」

を参照してください。 

  

図 3 - Android 図 4 - Windows Phone 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff955762.aspx
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地図機能は Windows Phone のコア ライブラリに含まれていません。Android では、

AndroidManifest.xml ファイルの "uses-library" 要素で "com.google.android.maps" へ

の参照を追加する必要があります。Windows Phone では、

"Microsoft.Phone.Controls.Maps.dll" へのアセンブリ参照をプロジェクトに追加して、

外部ライブラリを宣言します。このライブラリには、Map コントロールそのものの

他にも、プッシュピン、その他の基本的な位置機能などが含まれています。 

また Android アプリケーション マニフェスト ファイルの 

"android.permission.INTERNET" パーミッションと同様に、Windows Phone アプリケ

ーションの機能 (Capability) を要求する必要があります。(プロパティ フォルダーの) 

WMAppManifest.xml ファイルを開き、以下のように ID_CAP_NETWORKING を追加

します。 

<Capability Name="ID_CAP_NETWORKING" /> 

The other half of the equation is geolocation.位置情報がなくても地図は使えますが、

その場合は写真の場所など、既存の座標を地図に配置するシナリオに限定されます。

位置情報には、GPS センサーなどの位置情報プラットフォームの使用が必須です。

この機能は "System.Device.dll" アセンブリにあります。"System.Device.dll" には、

GeoCoordinate など、位置の解決、緯度、経度に関連するオブジェクト型が含まれ

ています。Android の "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" パーミッショ

ンと同様、位置センサーを使用する場合は、プライバシーの関連で以下のアクセス

許可/機能が追加で必要になります。 

<Capability Name="ID_CAP_LOCATION" /> 

これら 2 つのアセンブリと機能の宣言によって、対話型の地図とスマートフォンの

位置センサーを統合して高度な地図アプリケーションを作成することが可能になり

ます。 

 

位置を取得する 

Android では、Context.getSystemService（Context.LOCATION_SERVICE) を呼び出す

ことで LocationManager のインスタンスを取得し、位置情報を取得できます。

Windows Phone では GeoCoordinateWatcher を直接インスタンス化できます。

GeoCoordinateWatcher はスマートフォン デバイスの位置を取得および追跡するの

によく使用されるクラスです。GeoCoordinateWatcher が作成されたら、開発者は精

度を指定します。Android と同様、精度が高くなるほどバッテリの消費は多くなり

ます。また、次の PositionChanged イベントを発生させるために必要な最小の移動

距離を MovementThreshold で設定できます。PositionChanged を監視し、これが呼

び出されたときにデモ アプリケーションは位置情報サービスからのデータ受信を開

始します。Windows Phone では、PositionChanged が返す位置データを監視し、そ

れをユーザーの現在位置と比較することで、距離が縮まったことを通知できます。 
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PositionChanged イベントが発生したら、開発者は、デバイスの位置を 

GeoCoordinate として取得できます。このイベントは位置が更新されるたびに連続

的に発生します。アプリケーションの UI は必要に応じて更新できます。 

// GeoCordinateWatcher を設定する。 

_geoWatcher = new GeoCoordinateWatcher(GeoPositionAccuracy.High); 
_geoWatcher.MovementThreshold = MOVEMENT_THRESHOLD_IN_METERS; 
_geoWatcher.PositionChanged += _geoWatcher_PositionChanged; 
_geoWatcher.Start(); 

現在位置を表示する 

Android の OverlayItem オブジェクトと同様に、地図上の任意の場所にテキスト、

イメージ、単純なマーカーを表示するには、Pushpin を使用します。現在位置の 

Pushpin は、PositionChanged イベントの最初の呼び出しが実行されたときに追加さ

れます。このイベントが連続して呼び出されるたびに現在位置のデータが更新され

ます。位置データは以下のように Pushpin オブジェクト自体に格納されます。 

void _geoWatcher_PositionChanged(object sender, 
GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> e) 
{ 
  if (_me == null) 
  { 
    // 最初の位置ロックでデバイスの現在位置を地図の中心にする。 

    ViewModel.Center = e.Position.Location; 
 
    // デバイスの位置を示すプッシュピンを配置する。 

    _me = new Pushpin(); 
    _me.Template = Resources["MePushpinTemplate"] as ControlTemplate; 
    BingMap.Children.Add(_me); 
  } 
 
  // デバイスの位置、およびピンまでの距離を更新する。 

  _me.Location = e.Position.Location; 
  ViewModel.Me = e.Position.Location; 
  ViewModel.UpdateDistance(); 
} 

 

新しいプッシュピンを追加する 

Windows Phone の開発で便利なところは、タッチ ジェスチャを検出するアルゴリ

ズムが既に作成されている点です。ユーザー入力の意図を判断するために 

ACTION_DOWN および ACTION_UP イベントを調整する必要のある Android とは異

なり、マシンに多くの時間をかけてユーザー入力を学習および分析し、Tap、

DoubleTap、Pinch、Flick、Hold、FreeDrag などのアルゴリズムが作成されています。

Map に Pushpin を配置するには、Map コントロールの Tap イベントに応答できる

ようにする必要があります。Map コントロールは、Map 上でタッチされたポイント

を提供します。Map コントロールの ViewportPointToLocation メソッドを呼び出し

て、このポイントを GeoCoordinate に変換します。 

private void BingMap_Tap(object sender, GestureEventArgs e) 
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{ 
  if (_pin == null) 
  { 
    // ピンを表す Pushpin を配置する。 

    _pin = new Pushpin(); 
    _pin.Template = Resources["PinPushpinTemplate"] as ControlTemplate; 
    BingMap.Children.Add(_pin); 
  } 
 
  // タップされたポイントの座標を判定する。 

  var point = e.GetPosition(BingMap); 
  var newPinLocation = BingMap.ViewportPointToLocation(point); 
 
  // ピンの位置、およびデバイスの位置までの距離を更新する。 

  _pin.Location = newPinLocation; 
  ViewModel.Pin = newPinLocation; 
  ViewModel.UpdateDistance(); 
} 

デバイスまたはピンの場所が変更されるたびに UpdateDistance メソッドの呼び出し

が行われます。GeoCoordinate クラスには GetDistanceTo というメソッドがあり、

これも GeoCoordinate を受け入れ、2 点間の距離をメートルで返します。このよう

にしてデバイスの位置とピンの間の距離が判定されています。また、デバイスがピ

ンの位置に到着したかどうかを判定する際もこのメソッドが使用されます。2 点間

の距離を計算し、距離が開発者が指定したしきい値を下回れば、到着したとみなさ

れます。 

public void UpdateDistance() 
{ 
  if (Me == null || Pin == null) 
  { 
    // 2 点が存在しない場合は計算を実行しない。 

    return; 
  } 
 
  var distanceInMeters = Me.GetDistanceTo(Pin); 
 
  // 表示用にメートルをマイルに変換する。 

  Distance = distanceInMeters * METERS_PER_MILE; 
 
  // 到着とみなされる距離に達したら通知する。 

  if (distanceInMeters < THRESHOLD_FOR_ARRIVING_IN_METERS) 
  { 
    MessageBox.Show("Your current location is on your pin.", "You Have Arrived", 
MessageBoxButton.OK); 
  } 
} 

 

まとめ 

Windows Phone アプリケーションに地図機能を実装することは簡単で楽しい作業で

あり、さまざまなシナリオにおいて便利な追加機能となるでしょう。Windows 

Phone 用の Bing Maps SDK の詳細については、デモ アプリケーションのソース コ
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ードを確認してください。また、MSDN ライブラリ「方法: Windows Phone の Bing 

マップ Silverlight コントロールを使用する」も参照してください。 

 

関連資料とダウンロード 

 位置情報: Windows Phone サンプル (英語) 

 位置情報: Android サンプル (英語)  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941093(VS.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff941093(VS.92).aspx
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Geo-Location/Windows%20Phone
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Geo-Location/Android
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グループ メッセージ 

はじめに 

スマートフォン アプリケーションは、デバイスに格納されている連絡先リストと連

携することができます。連絡先データを使用するタスクとしてよくあるのは、電話

をかける、SMS (テキスト) メッセージを送信するといったタスクです。SMS は最新

型スマートフォンのほとんどで利用できます。Android アプリケーションも 

Windows Phone アプリケーションも、連絡先リストや SMS メッセージにアクセス

できるのでこうした一般的なタスクを簡単に実行できます。 

 

スマートフォン プラットフォームの UI の比較 

以下の画面キャプチャは、Android アプリケーション (図 1) と Windows Phone アプ

リケーション (図 2) の連絡先グループ作成機能を示しています。 

 

文字体裁と基本的なレイアウトが違うことに注目してください。"Family" または 

"Work" をタッチすると、タッチした項目の編集画面に移動します。また、タイトル

  

図 1 - Android 図 2 - Windows Phone 
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も異なります。Windows Phone の Metro スタイルにはピボットという項目スタイル

があり、この画面はこのスタイルのガイドラインに準拠しています。ガイドライン

に従う場合、アプリケーション名は最小フォント、画面タイトルは最大フォントと

し、リスト項目には中くらいのフォント サイズを使用します。開発者はアプリケー

ションのスタイルを自由に設定できますが、他すべての Windows Phone アプリケ

ーションとの統一感を持たせるため、このデザイン ガイドラインに従うことをお勧

めします。これは Android スマートフォンのレイアウトでも同じです。 

グループ編集画面には、この Android アプリケーションの場合、タイトル、編集可

能なテキスト フィールド、保存ボタンがあります。また、必要な操作をユーザーに

伝えるためのメッセージが表示されています。Windows Phone の場合、画面にはア

プリケーションのタイトルが引き続き表示され、編集しているグループ "work" の項

目が中くらいのフォント サイズで表示されています。スマートフォンの連絡先リス

トからユーザーが選択済みの状態で表示され、削除アイコンも連絡先の横に表示さ

れていることに注目してください。この連絡先にメッセージを送信するには、アプ

リケーション バーのメール アイコンを押します。また、アプリケーション バーの

省略記号 (・・・) を押すと、グループの削除などその他のコマンドを表示できます。

連絡先の追加には、Windows Phone のアプリケーションではプラス記号のアイコン

を使いますが、Android のアプリケーションではテキストが表示された画面中央の

大きなボタンを使います。このデザイン パターンは Android ユーザーに強制される

ものではないので、別の Android アプリケーションでは異なるデザイン パターンに

なる可能性もあります。 
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図 3 - Android 図 4 - Windows Phone 

 

グループ編集画面と同様、テキスト メッセージ作成画面にもスマートフォン プラッ

トフォームによっていくつか異なる点があります。Windows Phone の SMS 編集お

よび送信画面は、SMS タスクを使用するすべてのアプリケーションで標準化されて

います。Android アプリケーションでは、メッセージを編集してグループ リストの

連絡先に送信するためのカスタム画面をレイアウトし、その画面を操作する必要が

あります。以下の Android アプリケーションでは、通知ウィンドウを使ってこのグ

ループ リストに連絡先がないことをユーザーに知らせています。Android アプリケ

ーションの場合ここでも大きなボタンを使いますが、Windows Phone では、指でタ

ッチしやすい場所と大きさでアプリケーション バー アイコンが配置されます。 
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図 5 - Android 図 6 - Windows Phone 

 

スマートフォン プラットフォームのコードとフレームワークの比較 

プロジェクトをセットアップする 

Windows Phone では、連絡先に関連するコードはすべて Windows Phone のコア ラ

イブラリに含まれているため、プロジェクト参照の追加は不要です。プライバシー

に関わる操作なので、アプリケーションが連絡先にアクセスすることをユーザーに

知らせる必要があります。これは、(プロジェクトのプロパティ フォルダーにある) 

WMAppManifest.xml ファイルで機能 (Capability) を使用することによって実行され

ます。Windows Phone の機能は、考え方としては Android が要求する「パーミッシ

ョン」("android.permission.READ_CONTACTS" パーミッションなど) と同じものです。

このシナリオで必要になる機能は ID_CAP_CONTACTS です。 

<Capabilities> 
    <Capability Name="ID_CAP_CONTACTS"/> 
</Capabilities> 
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連絡先にアクセスする 

Windows Phone で連絡先にアクセスする方法はいくつかあります。Android では、

連絡先を選択するインテントを作成し、その戻りを待ち受けるように 

onActivityResult をオーバーライドします。Windows Phone ではセレクターを使う

ことで同様の選択機能をサポートします。セレクターの動作はインテントに似てい

ます。ユーザーが連絡先を選択するインターフェイスはシステムが提供し、そのデ

ータがアプリケーションに返されます。Windows Phone には、住所、電子メール 

アドレス、または電話番号を取得するセレクターが提供されています。この手法で

は組み込みの連絡先アプリケーションとインデックスを使用するため、非常に高い

応答性を実現できます。電話番号を選択する例を以下に示します。 

phoneNumberChooserTask = new PhoneNumberChooserTask(); 
phoneNumberChooserTask.Completed += phoneNumberChooserTask_Completed; 
phoneNumberChooserTask.Show(); 

Completed イベント ハンドラーは、単純に、結果が成功したかをチェックした後で

データにアクセスします。 

void phoneNumberChooserTask_Completed(object sender, PhoneNumberResult e) 
{ 
    if (e.TaskResult == TaskResult.OK) 
    { 

MessageBox.Show("The phone number for " + e.DisplayName + " is " + 
e.PhoneNumber); 

    } 
} 

より細かく制御したい場合は、非同期の検索とコールバックによるクエリ メカニズ

ムを直接的に使用することが可能です (今回のサンプルでは触れません)。詳細につ

いては、MSDN ライブラリ「方法: Windows Phone の連絡先データにアクセスする」

を参照してください。 

アプリケーションのデータ ストレージ 

Android のアプリケーションは、共有プリファレンス、物理ストレージ、構造化さ

れた SQLite データベースのいずれかを使ってデータを保存できます。Windows 

Phone 開発では、ローカルのデバイス ストレージ メカニズムとして分離ストレージ

を使用します。分離ストレージはそのアプリケーションのみがデータを保存および

取得することができ、他のアプリケーションは使用できません。また Windows 

Phone では、キーと値を保持するアプリケーションごとのリポジトリもサポートし

ています。これは、共有プリファレンスと似ています。アプリケーションの実行中

にユーザーが作成した情報 (新しいグループ名やグループに追加した連絡先など) は、

PhoneApplicationService.State (アプリケーション状態) を使用して保存します。

Windows Phone アプリケーションが終了すると、この一時データは分離ストレージ

に保存されます。同じアプリケーションが開始されると、分離ストレージからデー

タが読み込まれ、アプリケーション状態ディクショナリにキャッシュされます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh286416(v=vs.92).aspx
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var isolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication(); 
using (var file = isolatedStorage.OpenFile(PERSISTENT_DATA_FILENAME, FileMode.Open, 
FileAccess.Read)) 
{ 
} 

ストレージをオープンした後、ファイルのオープンとクローズが可能になるので、

標準のファイル アクセス規則を使って読み取り/書き込みを行います。 

 

SMS メッセージを送信する 

いずれかの連絡先に SMS メッセージを送信するには SmsComposeTask を使用しま

す。(セレクターと似たタスクですがデータは返しません)。値は連絡先オブジェクト

の情報から設定されます。たとえば、"To" プロパティには連絡先の電話番号 (連絡

先の名前の場合もあります) を指定します。複数の電話番号をセミコロンで区切って 

"To" 文字列内に含めると、複数の連絡先にテキストを送信できます。 

var smsTask = new SmsComposeTask(); 
smsTask.To = string.Join(";", ViewModel.Contacts.Select(c => c.Number)); 
smsTask.Show(); 

このサンプルでは、キャッシュされた連絡先から電話番号のプロパティのみを 

LINQ クエリを使って取得し、string.Join メソッドでセミコロンを使ってそれらの

電話番号を結合して、最後に Show() を呼び出してスマートフォンの SMS 画面を

表示させています。 

 

まとめ 

以下のリンクから、Android および Windows Phone のデモ アプリケーションを取

得できます。Windows Phone のランチャーの詳細については、「Windows Phone 

のランチャー」を参照してください。 

 

関連資料とダウンロード 

 グループ メッセージ: Windows Phone サンプル (英語) 

 グループ メッセージ: Android サンプル (英語) 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769550(v=vs.92).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff769550(v=vs.92).aspx
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Group%20Messaging/Windows%20Phone
https://github.com/Interop-Bridges/Windows-Phone-Porting-Samples/tree/master/Group%20Messaging/Android
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付録 B:移行のヒント 

新しいプロジェクトを開始する 

Eclipse で新しい Android プロジェクトを開始する場合は、プロジェクトの種類を選

択して、プロジェクト、アプリケーション、パッケージ、そしてアプリケーション

で使用するアクティビティに名前を付ける必要があります。Visual Studio Express で

新しい Windows Phone 7 プロジェクトを開始する場合のプロセスもほぼ同じですが、

設定済みのプロジェクト テンプレートが豊富に用意されているので、それを選択す

れば、必要な操作はプロジェクト名の指定だけです。 

Visual Studio で新しいプロジェクトを作成するときに表示されるウィンドウを以下

に示します。 

 

左側の一覧からテンプレートのカテゴリを選択できます。ここでは "Silverlight for 

Windows Phone" が選択されています。プロジェクト テンプレートの詳細について

は、「Windows Phone 用のプロジェクト テンプレート」を参照してください。グ

ラフィック重視のゲームを開発する場合は、カテゴリ一覧の下の方にある "XNA 

Game Studio 4.0" カテゴリを選択します。ここにはグラフィックを多用するゲーム

用に設計された Windows Phone テンプレートが含まれています。ウィンドウの中

央では、選択したカテゴリに含まれる 9 種類のテンプレートから 1 つを選択できま

す。ここでは一番上にある、シンプルなスマートフォン向けアプリケーション用の 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff402571(v=vs.92).aspx
file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0014.png
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"Windows Phone アプリケーション" を選択します。最後にプロジェクトの名前を変

えます。この手順は、[名前] フィールドの "PhoneApp1" を適当な名前に置き換える

だけです。プロジェクト名を入力すると、その下にある [場所] および [ソリューシ

ョン名] フィールドが自動的に更新されます。[OK] をクリックすると、対象の 

Windows Phone OS のバージョン選択のウィンドウが表示されます。最新の 

Windows Phone 7.5 は Windows Phone OS 7.1 です。 

 

[OK] をクリックすると、そのまますぐにエミュレーターで実行可能なプロジェクト

が Visual Studio によって作成されます。 

 

この記事では、Android 開発者向けに Windows Phone ツールの全体的な概要を説明

します。  

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0024.png
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プロジェクトのプロパティを管理する 

Android アプリケーションでは、プロジェクトのプロパティは AndroidManifest.xml 

ファイルに格納されています。ここには、パッケージ名、バージョン コード、バー

ジョン名、アプリケーション名、アイコンなどの情報があります。Eclipse ではこれ

らの情報の表示および編集は、ユーザー インターフェイスを使って行うか、XML コ

ードに対して直接的に行います。 

 

 

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0034.png
file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0048.png
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Visual Studio で同等のプロパティにアクセスするには、メニューから [プロジェク

ト] -> [*プロジェクト名* のプロパティ] の順に選択します (*プロジェクト名* は実際

のプロジェクト名です)。 

 

  

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0054.png
file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0063.png
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 [アセンブリ情報] ボタンをクリックすると次のように追加のフィールドが表示され

ます。 

 

Visual Studio では、Android/Eclipse とは異なりバージョン名とバージョン コードが

区別されない点に注意してください。ユーザーがダウンロードする更新プログラム

があるかどうかを判定する場合、Android Market はマニフェストに記述されている

バージョン名とバージョン コードを使いますが、Windows Phone Marketplace はア

プリケーションをマーケットプレースに公開する際に指定したバージョン番号を使

用します。Visual Studio で入力するバージョン情報は Windows Phone Marketplace 

の処理とは関係ありません。 

  

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0074.png
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コントロールを追加し、レイアウトを管理する 

Eclipse と ADT (Android Development Tools) の環境では、プロジェクトのパッケー

ジ エクスプローラーで /res/layout/ フォルダーに移動するとレイアウト用の XML フ

ァイルがあり、これらのファイルがレイアウト (通常何らかのコントロールを含む) 

を表しています。これらのレイアウトをアプリケーション内のアクティビティに適

用し、ユーザーに表示できます。Eclipse でコントロールを追加するには、パレット

からドラッグ アンド ドロップするか、XML ビューを使って手動で追加します。 

Visual Studio でもほぼ同じ方法でコントロールを追加できます。Windows Phone の 

XAML ファイルは、ユーザーに表示される 1 つ 1 つのページを表しているという点

では Android のレイアウト ファイルに似ていますが、このファイルを呼び出したり

表示したりする方法は少し異なります。ただ、コントロール自体はほぼ同じ方法で

追加できます。Eclipse ではグラフィック ビューと XML ビューをタブで切り替えま

すが、Visual Studio では既定でそれらが並んで表示され、どちらを使って変更した

場合でももう一方に変更がすぐに反映されます。 

 

Visual Studio のツールボックスからコントロールをドラッグ アンド ドロップするか、

XAML ビューから手動でコントロールを追加できます。Android と異なり、

Windows Phone のページはコントロールを配置する際にいくつものレイアウト手法

に依存することはありません。Windows Phone のコントロールは親コンテナーから

の相対位置に配置されるので、他のコントロールの場所を特に気にする必要はあり

ません。 

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0084.png
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以下のツールボックスを使用してコントロールを Windows Phone ページにドラッ

グ アンド ドロップします。 

 

プログラムを使ってコントロールを追加する場合は以下を参照してください。これ

は、XML ビューで Windows Phone ページにボタンを追加するのに必要なコードで

す。コントロールをドラッグ アンド ドロップしても同じコードが自動的に生成され

ます。 

<!--ContentPanel - 追加コンテンツをここに入力します--> 

<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
<Button Content="Click Me!" Height="72" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="10,10,0,0" Name="btnTest" VerticalAlignment="Top" Width="160" /> 

</Grid> 

"ContentPanel" グリッドはプロジェクト作成時に自動生成されるので、ここで必要

なことは Button コントロール自体を記述する真ん中の 1 行を追加することだけです。

このコード行で指定されているプロパティの大部分は簡単に理解できます。 

 Content: ボタンに表示されるテキストです。 

 Height: ボタンの高さ (ピクセル単位) です。 

 HorizontalAlignment: ContentPanel グリッドに対するボタンの水平方向の配

置位置です。 

 Name: プロジェクトのコードからこのボタンを参照するときに使用します。 

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0093.png
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 VerticalAlignment: HorizontalAlignment と似ています。ContentPanel グリッ

ドに対するボタンの垂直方向の配置位置です。 

 Width: ボタンの幅 (ピクセル単位) です。 

 Margin: ボタンの親コントロール (ContentPanel) に対する位置を指定します。

HorizontalAlignment と VerticalAlignment の両方の設定を、"<左>,<上>,<右

>,<下>" の形式で指定します。たとえば、上記のようにボタンの 

HorizontalAlignment を Left、VerticalAlignment を Top に設定し、ボタンを

親コントロールの左上隅に配置するには、"0,0,0,0" にする必要があります。

また、ボタンの位置を変えるには、コントロールの隣接する 2 つの辺につい

て、このゼロ位置との距離を示す値を入力します。つまりこの場合だと、ゼ

ロ位置の基準となるのはボタンの左辺と上辺なので、ボタンを右に 20 ピクセ

ル、下に 50 ピクセル移動する場合は、値を "20,50,0,0" にします。 

Eclipse を使った Android 開発では、プロジェクトを作成した後に各画面の適切なレ

イアウトを選択し、レイアウトにコントロールを挿入し、開発者が画面レイアウト

をゼロから設定する必要があります。Visual Studio では、新しいページを追加する

際に Windows Phone のさまざまな種類のページに対応したテンプレートを選択で

きます。これらのテンプレートを使えば、ユーザー操作のさまざまなスタイルをと

ても簡単に組み込むことができます。 
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コントロールのプロパティを設定する 

Eclipse と ADT の環境の場合、コントロールのプロパティは、レイアウトのグラフ

ィック ビューでコントロールを右クリックして変更するか、XML ファイルそのもの

で手動で変更できます。 

 

 

この点では Visual Studio もほぼ同様です。コントロールを選択すると画面の右下に 

[プロパティ] ウィンドウが既定で表示されます。このウィンドウには選択したコン

トロールの編集可能なプロパティがすべて表示されるので、プロパティを簡単に変

更できます。 
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[プロパティ] ウィンドウに含まれる [イベント] タブを使うと、選択したコントロー

ルで利用できるイベント メソッドをすべて確認できます。 

もう 1 つ別の方法として、コントロールのプロパティは XML コードで直接変更でき

ます。 

 

ここで変更した値は、関連付けられたページの [プロパティ] ウィンドウおよびグラ

フィック ビューに反映されます。 

  

file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0133.png
file://MOUSELM-IS602B/work/Users/a-cobroo/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles5DCFBE/clip_image0143.png


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

付録 B:移行のヒント 136 

 

新しいページを追加する 

Eclipse と ADT の環境の場合、開発者は、表示するページのレイアウトを作成して、

現在あるアクティビティの内容をこのレイアウトに設定するか、レイアウトに新し

いアクティビティを作成する必要があります。Windows Phone では各ページがそれ

ぞれ固有のエンティティとして扱われるので、レイアウトもそのページ固有のもの

になります。プロジェクトにページを追加するには、以下のように Visual Studio の

ソリューション エクスプローラーでプロジェクト名を右クリックして [追加] > [新

しいアイテム] の順に選択します。 

 

表示されるダイアログ ウィンドウには、プロジェクトに追加できるアイテムが一覧

されます。この一覧にはさまざまな種類のページが含まれています。 
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プロジェクトに追加するページの種類を決め、そのページを選択して [追加] ボタン

をクリックします。これで、新しい .xaml ファイルがプロジェクトに追加され、新

しいファイルの作業を開始できるようになります。 

新しいページ間を移動する方法やページ間で変数を渡す方法の詳細については、

「Android から Windows Phone へ - 新しいページを追加する (英語)」を参照してく

ださい。 

 

  

http://windowsphone.interoperabilitybridges.com/articles/android-to-windows-phone–adding-a-new-page
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ボタン クリックをリッスンする 

Android では OnClickListener クラスを使って、ボタンがクリックされるのをリッス

ンします。このクラスは、インスタンス化時に、setOnClickListener メソッドを使っ

てボタンにリンクできます。Visual Studio for Windows Phone ではこのようなリス

ナーを手動で作成する必要はありません。ページに追加されたボタンをダブルクリ

ックすれば、Visual Studio によってクリック イベントのメソッドが生成されます。

たとえば MainPage.xaml ファイルにある btnTest というボタンをダブルクリックす

ると、以下のメソッドが自動生成されます。 

private void btnTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
 
} 

ボタンがクリックされたときに実行するコードを、単純に、2 つの中かっこの内側

に入力します。 

この生成されたコードが Mainpage.xaml.cs ファイルに追加されるのと同時に、

MainPage.xaml にも以下のようにこのクリック イベントへの参照が追加されます。 

<!--ContentPanel - 追加コンテンツをここに入力します--> 

<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
<Button Content="Click Me!" Height="72" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="149,201,0,0" Name="btnTest" VerticalAlignment="Top" Width="160" 
Click="btnTest_Click" /> 

</Grid> 

Button 行の最後のプロパティは、ボタンをダブルクリックした際に自動的に生成さ

れ追加されました。このプロパティ (Click="btnTest_Click") は、ボタンがクリックさ

れたときに実行するメソッドを特定します。この 2 か所の追加は Visual Studio によ

り自動で生成され追加されますが、両方のファイルのコードを同じ内容に手動で変

更しても同じ結果を得ることができます。このような動作は、すべてのコントロー

ルの、サポートされるすべてのイベントで共通です。イベントは、[プロパティ] ウ

ィンドウの [イベント] タブを使って表示、管理できます。 
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外部ライブラリを追加する 

Eclipse では、パッケージ エクスプローラーでプロジェクトを右クリックしてプロパ

ティを表示し、プロジェクトに外部ライブラリ (.jar ファイル) を追加できます。

Visual Studio でもプロセスは同様です。まずソリューション エクスプローラーでプ

ロジェクト名を右クリックし、コンテキスト メニューの [参照の追加] をクリックす

ると、ダイアログ ウィンドウが表示されます。 

 

[参照] タブを選択して、プロジェクトに追加する外部ライブラリを探します。ここ

では Test フォルダーの cLib.dll という外部ライブラリを追加します。この DLL ファ

イルを選択して [OK] をクリックします。完了すると、ソリューション エクスプロ

ーラーの参照設定リストにエントリが追加されます。 

 

[参照設定] フォルダーの先頭のエントリが "cLib" になりました。次に、必要に応じ

て各ファイル内からこのライブラリの名前空間を参照します。 

//... 
using Microsoft.Phone.Controls; 
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using cLib; 
 
namespace PhoneApp1 
{ 
    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 
    { 
        // コンストラクター 

        public MainPage() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void btnTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            cLib.ExternalLibraryClass myClass = new ExternalLibraryClass(); 
            txbTest.Text = myClass.externalString; 
        } 
    } 
} 

上記のとおり、"using" キーワードとライブラリの名前を使って参照を行っています。

その下に続くコードは単純なプログラムです。この外部ライブラリ内のクラスをイ

ンスタンス化し、ボタンがクリックされたときに外部クラスで値を取得して、ペー

ジ上の TextBlock コントロールをその値に設定します。 
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アプリケーション内の通知を表示する 

Android 開発者は、トースト、ステータス バー、ダイアログを使って、アプリケー

ション内の通知を表示できます。Windows Phone にも同様の通知オプションがあり

ますが、スケジュール設定されたイベントやプッシュ通知など、コンテキストに応

じて異なる通知を適用します。Windows Phone 上でアプリケーション内のイベント

をユーザーに通知するには、メッセージ ボックスを使用する必要があります。 

メッセージ ボックスは簡単に実装できます。ユーザーがボタンをクリックしたとき

にメッセージを表示するには、ボタンのクリック イベントのメソッドにコードを 1 

行追加するだけです。 

private void btnTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("This is an alert."); 
} 

MessageBox.Show(String) は、引用符に囲まれたテキストと、メッセージを終了する

ための [OK] ボタンを表示します。この通知の表示中は、通知を発したアプリケーシ

ョンからこのメッセージにフォーカスが移動します。 

通知、および通知をカスタマイズするための追加オプションの詳細については、

「Android から Windows Phone へ - 通知を表示する (英語)」を参照してください。  

http://windowsphone.interoperabilitybridges.com/articles/android-to-windows-phone–displaying-alerts
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システム トレイを隠す 

Android では、バッテリ情報などを表示するためにスマートフォン画面の最上部に

配置される "ステータス バー" を隠すことができます。隠すには、ウィンドウの 

FULLSCREEN フラグを設定します。Windows Phone でも、同様の情報を表示するシ

ステム トレイを同じような方法で隠すことができます。 

システム トレイを隠すようにしたいページについて、その生成された XAML を調べ

てみると、プロパティ "shell:SystemTray.IsVisible" が既定で True に設定されていま

す。この値を False に設定すると、このページがアクティブな状態のときにシステ

ム トレイが表示されなくなります。 

<phone:PhoneApplicationPage 
    shell:SystemTray.IsVisible="False"> 

また、コードを使っても同じ結果を得ることができます。PhoneApplicationPage オ

ブジェクトを選択して [プロパティ] ウィンドウでオブジェクトのプロパティを表示

します。[イベント] タブを選択して "Loaded" イベントをダブルクリックすると、ペ

ージ読み込み時に起動されるイベント メソッドが生成されます。 

Microsoft.Phone.Shell 名前空間への参照を追加します。 

using Microsoft.Phone.Shell; 

生成された Loaded イベント メソッドで、システム トレイの IsVisible プロパティを 

false に設定します。 

private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    SystemTray.IsVisible = false; 
} 
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Windows Phone エミュレーターを操作する 

Android エミュレーターと同様 Windows Phone エミュレーターにも、簡単に操作す

るためのキーボード ショートカットが用意されています。エミュレーターを使って

アプリケーションをテストする際に便利なキーボード ショートカットを以下に一覧

します。 

キーボードのキー 機能 

F1 ハードウェアの戻るボタンを押す操作に相当します。 

F2 ハードウェアのスタート ボタンを押す操作に相当します。 

F3 ハードウェアの検索ボタンを押す操作に相当します。 

F6 カメラ キー (半押し) です。 

環境によってはサポートされない場合があります。 

F7 カメラ キー (全押し) です。 

環境によってはサポートされない場合があります。 

F9 音量を上げます。 

F10 音量を下げます。 

PAGE UP キーボードからエミュレーターへの入力を有効にします。 

PageDown キーボードからエミュレーターへの入力を無効にします。 

また Windows Phone エミュレーターは、アプリケーションに擬似データを便利に

対話型で入力するための手段でもあります。Windows Phone エミュレーターのコン

トロール バーのボタンから [その他のツール] ダイアログを開くと、実行中のアプリ

ケーションがエミュレーターに送信する加速度計データや場所データをシミュレー

ションする画面が表示されます。 
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[加速度計] ビューを使うと、3 次元の動きに対するアプリケーションの応答を物理

デバイスなしでテストできます。以下のように [加速度計] ビューに表示されるピン

クの点をドラッグすると、任意への方向の動きがエミュレーターによって再現され

ます。 

 

[場所] タブを使うと、以下のように仮の場所データをアプリケーションに指定でき

ます。 
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付録 C: API マッピング ツールの使用 

API マッピング ツールとは 

Windows Phone の API マッピング ツールは、Windows Phone プラットフォーム内

で何かを探す場合に役立つツールです。この API マッピング ツールは、翻訳用の辞

書のようなものだと考えることができます。たとえば、フランスで休暇を過ごすこ

とを計画しているとしましょう。フランス語を話せない場合は、小型の旅行用辞書

を持っていきます。この辞書は、もちろんレストランのメニューから注文を決める

際には役に立ちますが、実際にどのような料理なのかまではわからないでしょう。

そして当然、お店の人とフランス語で会話することもできません。ただし、最初の

ステップとしては優れた学習ツールだといえます。 

このツールがあれば、開発者は既存のアプリ内の API 呼び出しから、それと同等の 

WP のクラス、メソッド、通知イベントを簡単に検索できます。API 呼び出しを検索

すると、同等の WP の API を見つけることができ、両プラットフォームの API ドキ

ュメントへのリンクも提供されます。WP の API ドキュメントはすべて、MSDN 上

の XAML、C#、および XNA 資料から入手できます。 

ツールの使用方法 

アクセス先: http://WPmapping.interopbridges.com/ (英語) 

最初に、ブラウザーの左側のペインにツリーが表示されます。マッピングされてい

る項目をクリックすると、同等のクラス、メソッド、イベントが表示されます。

Windows Phone のドキュメントへのリンクも表示されます。 

 

今後の予定 

このツールはまだ開発途上ですが、近いうちに対象範囲を広げてより多くの API の

マッピングを追加する予定です。移植を行う際にはぜひこのマッピング ツールをお

役立てください。そして専用フォーラム http://WPmapping.uservoice.com (英語) で

のフィードバックも歓迎いたします。ここではマッピングする新しい API について

のご提案もお待ちしています。 
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改訂履歴 

Rev 4.0 

 付録 A、B、C を追加 

 書式を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ドキュメントは "現状のまま" で提供されます。本ドキュメントに記載されている

情報 (URL などのインターネット Web サイトに関する情報を含む) は、将来予告な

しに変更することがあります。本ドキュメントは、いずれかのマイクロソフト製品

に含まれる知的財産に対する一切の法的権利をお客様に提供するものではありませ

ん。内部的な参照目的においては、本ドキュメントの複製、使用、変更は認められ

ています。 

本ドキュメントは、クリエイティブ コモンズ ライセンス 3.0 (Creative Commons 

Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0) に基づいて配布されています。 
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