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Windows 10 上で
既存アプリケーションを
動かすために何を行えば
よいのかを、
互換性と新機能の
両面から理解すること



IoT
HoloLens

Surface Hub

Windows Desktop

Windows Mobile

Xbox

ONE CORE OS
ONE アプリ プラットフォーム
ONE ストアWindows 10





このセッションのターゲット
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Ecosystem

Classic Windows アプリ
Windows ストア 対応

Project Centennial

Classic Windows アプリ
Win32

.NET Framework

Windows 8.x 用
Windows ストア アプリ

WinRT

Windows ストア アプリ
UWP アプリへ移行

既存アプリの動作が可能 移行が必要



タブレットモード
ウィンドウ サイズ - オン・オフ 時の違い
スナップ表示

システム
フォントの変更



リサイズ可能
マルチウィンドウ



すべてのアプリが
常にフルスクリーン表示

スナップ表示時のサイズ
横は可変、縦は固定











互換性
確認の
ポイント

タブレットモード時にフル画面固定となる

システムフォントの変更

タッチに対応

高 DPI 対応－高解像度ディスプレイ、大画面



すべてのアプリが
常にフルスクリーン表示

デスクトップのアプリ
はリサイズ可能



















参考情報：What's New in the .NET Framework
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171868(v=vs.110).aspx#v46

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171868(v=vs.110).aspx%23v46




互換性
確認の
ポイント

スワイプジェスチャーの
動作

ユーザーの
使い勝手が変更される

タブレットモード オフ アプリのウィンドウサイズ
が動的に変更される

システムフォントの変更

アプリケーション
ライフタイムサイクル

最小化された時にサスペンドされる

タブレットモード オン は8.xと同様



 画面端のスワイプジェスチャーが変更される
 チャーム の メニュー や アプリ コマンド は
メニュー からの呼出に変更される



右スワイプ
通知表示

右スワイプ
チャーム表示



上・下スワイプ コマンド表示
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特徴 ストアによるバージョンアップが可能

販路の拡大 – Windows ストア 課金

クライアント環境への影響が少ない



テスト

修正
変換 AppXMSI

Project
Centennial ストア

MSIから Appx変換の流れ



ネームスペース マージ ネームスペース 書込み
リダイレクト

ファイル
レジストリ

AppData

レジストリ

• 2-692 Project Centennial (Migrate Win32, .NET apps to UWA)
http://channel9.msdn.com/Events/Build/2015/2-692

http://channel9.msdn.com/Events/Build/2015/2-692
http://channel9.msdn.com/Events/Build/2015/2-692


https://dev.windows.com/en-US/uwp-bridges/

https://dev.windows.com/en-US/uwp-bridges/




メリット ユーザービリティの向上

UWP プラットフォームへの対応

Windows 10 の 新機能を活用

デメリット ビジネスロジックは使えるが
UI コードは最適化が必要



参考情報
Windows 10 Insider Preview へのユニバーサル 8.1 アプリの移行
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/dn954974.aspx

ビルド

修正

UWPアプリ
プロジェクト
新規作成

既存コードを
プロジェクト
に コピー

ストア

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/dn954974.aspx

































<!-- XAML Outline -->
<Page>

<StackPanel Orientation="Horizontal">
<AppBarButton/>
<AutoSuggestBox/>

</StackPanel>

<Grid>
<ListView/>
<TextBlock Text="Spoken Language"/>
<ComboBox/>
<CheckBox/>
<Slider/>
<Button/>

</Grid>
</Page>





既存のアプリはそのまま動作させることが可能

CWA も Windows ストア での展開が可能

ユーザーへの価値向上のため UWP アプリ への移行も検討





田中達彦WIN-012  Windows 10 アプリ開発解説 Part 2 ～応用編～

WIN-009  開発者のための Windows 10 アプリ プラットフォーム 荒井省三

WIN-011  Windows 10 アプリ開発解説 Part 1 ～基礎編～ 田中達彦

WIN-014  Windows Gaming Technology & Service 鵜木健栄

WIN-015   Windows 10 for Phone の全て 高橋忍

WIN-010 高橋忍Windows 10 アプリデザイン
～そのコンセプトと UI/UX デザイン～

WIN-013 井戸文彦既存アプリケーション を Windows 10 で動作させる際の
注意点と移行の方法

WIN-016 太田寛小型組込み機器でも、Windows 10 
- Windows 10 for IoT Devices解説 -



アンケートにご協力ください。
●アンケートに上記の Session ID のブレイクアウトセッションに
チェックを入れて下さい。

●アンケートはお帰りの際に、受付でご提出ください。
マイクロソフトスペシャルグッズと引換えさせていただきます。



Ask the Speaker のご案内
●本セッションの詳細は、EXPO 会場内
『Ask the Speaker』コーナー
Room D カウンタにてご説明させて
いただきます。是非、お立ち寄りください。

Ask the Speaker

EXPO会場MAP
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