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Windows ストアと Unity の概要 

本ドキュメントは、定期的に新しい情報や更新情報に改訂されます。この改訂作業は現在も

継続中です。 

本ドキュメントで取り上げていないトピックについては、Unity Windows Development フォ

ーラムを参照してください (http://forum.unity3d.com/forums/50-Windows-Development)。 
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はじめに 

Unity 4.3 のリリースにより、以前よりも簡単にゲームを Windows ストアに移植できるよう

になりました。 

本書では、Unity の開発者を対象に、既存の Unity ゲームのターゲットを Windows ストアに

切り替えるために必要となる全般的な情報をすべて提供します。このガイダンスは技術的な

機能を網羅するものではありませんが、正しい方向性を示し、関連性の高いコンテキストや

リンクを用意して詳細を確認できるようにします。このガイダンスで取り上げていない多く

の情報については、掲載するリンクをクリックして確認してください。 

Unity を使って Windows ストア ゲームを作成するための

要件 

Unity ゲームを開発およびコンパイルし、Windows ストアに登録を申請するには、以下が必

要です。 

 Unity 4.3。Unity 無料バージョンまたは Unity Pro で機能します。 

基本版 Unity および Unity Pro のユーザーは、Windows ストアおよび Windows Phone 

に公開するためのアドオンを無料で利用できます。 

 Visual Studio。無料の Visual Studio Express を含め、すべての Visual Studio SKU を使用

できます。 

http://japan.unity3d.com/unity/download/
http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads
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Windows 8.1 をターゲットにする場合は Visual Studio 2013 が必要ですが、Windows 8 

をターゲットにする場合は Visual Studio 2012 を使用できます。この 2 つのエディシ

ョンは同じコンピューターにサイドバイサイドでインストールできます。  

 Windows 8.0 以降。Windows 8 ライセンスをお持ちでなければ、90 日間評価版を入

手できます。Mac OS X を実行している場合、または Apple のハードウェアにインス

トールする場合は、Boot Camp、VMWare、または Parallels を使用してインストール

するため、インストール オプションが異なります。 

Windows 8.1 をターゲットにする場合は、Windows 8.1 で開発する必要があります。

Windows 8.1 と VS2013 の組み合わせでは Windows 8.0 と 8.1 の両方をターゲットにで

きるため、この組み合わせを使用することをお勧めします。Windows 8.0 から 

Windows 8.1 へはネットワークから無料でアップグレードできます。 

 Microsoft アカウント。開発者ライセンスを取得するには Microsoft アカウントが必要

になります。Microsoft アカウントは無料で http://signup.live.com から取得できます。 

 Windows ストアの開発者アカウント。Windows ストアにゲームの掲載を申請するに

は Windows ストアの開発者アカウントが必要です。この申請プロセス中に登録が行

われ、Windows ストアにアプリやゲームを申請できる個人または企業として認定さ

れます。この登録は Windows Phone と共有されます (1 つの登録が両方のストアに申

請されます)。個人の登録料は 19 米ドルです。 

 Windows 8.x テスト デバイス。開発には Windows 8.x を実行する任意のデバイスで使

用できます。シミュレーターではマルチ タッチやさまざまなディスプレイ解像度の

シミュレーションを実行できますが、理想的にはWindows RT (ARM アーキテクチャ) 

を実行し、タッチ操作に対応する実際のデバイスでテストすることをお勧めします。

この種のテストには、Surface RT または Surface 2 が理想的です。 

 

移植の概要 

移植の準備をするため、次の分野での Windows ストア プラットフォーム特有の微妙な差異

に慣れておく必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/jj554510.aspx?wt.mc_id=MEC_132_1_4
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/jj945423.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/jj945426.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/jj945424.aspx
http://signup.live.com/
http://dev.windows.com/japan
http://microsoft.com/surface
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 デザイン時 – Unity エディターの操作性 

 ビルド時 – Windows ストア アプリを生成するための Unity エディターでのビルド 

 実行時 – Windows ストア アプリの実行 

デザイン時 – Unity エディターの操作性 

ゲームを Windows ストア に移植する場合、Unity エディターを使用することになります。

この IDE は使いやすく、高い生産性が維持されます。  

Unity ではエディター内から Mono ランタイム上でゲームを実行できるため、デザイン時で

も見た目や感覚が変わりません。Windows ストア プロジェクトをビルドして生成するとき

にその違いに気付きます。Unity は .NET コンパイラを使用してゲームをビルドし、このコン

パイラは Windows ストアをターゲットにする .NET Core プロファイルを使用してコンパイ

ルを実行します。.NET Core は .NET のサブセットです。そのため、Mono にはあっても .NET 

Core プロファイルにはない API がいくつかあり、存在しない API でコンパイル エラーが発

生することがあります。この種の API の大半は、.NET API や WinRT API を使用する場合に代

わりになる型や機能がありますが、機能させるにはコードの調整が必要になります。移植手

法の詳細については、「Unity による Windows ストアへの移植のヒント」を参照してくださ

い。 

コンパイラでこの切り替えを行うメリットは、Visual Studio を使用して生成した Windows ス

トア ソリューション内から Unity コードを直接デバッグできることです。 

デザイン時に注意すべきもう 1 つの違いは、シェーダーやグラフィックスなどハードウェア

に依存する機能を使用する場合です。エディターを Windows デスクトップで実行すると、

エディターは異なるポリシーに従いデスクトップのハードウェア機能を使用します。このハ

ードウェア能力は、Windows RT デバイスの能力を上回る可能性があります。デザイン時の

操作性をターゲットに近づけるには、([Edit] メニューにある) Unity の Graphics Emulation 機

能を使用して、適切なプラットフォームをターゲットとして選択します。 

Unity プロジェクトに含める Windows ストアのコード 

http://aka.ms/unityWinStoreTipsJp


Windows ストアと Unityの概要  5 

 

Unity エディター内で実行するスクリプト ファイルを含める場合、#if (UNITY_METRO 

&& !UNITY_EDITOR) プリプロセッサ ディレクティブを使用して、エディター内でのテスト

時に実行すべきでないコードを指示します。これにより、指示されたコードは、生成後の実

際の Windows ストア アプリ内でのみ実行されるようになります。!UNITY_EDITOR ディレク

ティブは、[File] メニューの [Build Settings] でプラットフォームを Windows ストアに切り替

えた状態でエディター内で実行しているシナリオに対処します。エディター内で実行するコ

ードからは Windows Runtime (WinRT) API を参照できません。エディターにはこの参照を解

決する方法がありません。 

WinRT API には、ファイル システムへのアクセス、コントラクトやライブ タイルの実装な

ど、Windows との統合を行う機能の大半が含まれています。こうした機能にはすべて Unity 

プラグインから参照できますが、エディター内で実行されるコードから直接参照することは

できません。  

コンパイル時 - Windows ストアをターゲットにする 

Unity からのビルド 

ビルドする場合は、[File] メニューの [Build Settings] を使用して、[Build Settings] ウィンドウ

でターゲット プラットフォームを [Windows Store Apps] に切り替えます。 
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あまり知られていない新しいオプションがあります。以下に、このような新しいオプション

の詳細を示します。 

ストア アプリの種類の選択 

Direct3D11 と XAML のいずれかと、ターゲット言語を C# または C++ から選択できる、

[Type] ドロップダウン ボックスがあります。XAML オプションを選択すると、すばらしいゲ

ームにするため、スプラッシュ スクリーン、設定などの推奨 UI コンポーネントを実装する

ための XAML UI スタックを利用できます。Direct3D と C++ を選択すると比較的低レベルの

機能を操作でき、パフォーマンスを最大限に引き出すことができますが、UI スタックの統

合機能の中で利用できない機能もでてきます。  

これらのオプションの詳細については、以下の資料を参考にしてください。 

 DirectX のプラットフォーム機能について説明するブログの投稿「Developing 

Windows Store Games」(英語) 

http://blogs.msdn.com/b/windowsappdev/archive/2013/03/22/developing-windows-store-games.aspx
http://blogs.msdn.com/b/windowsappdev/archive/2013/03/22/developing-windows-store-games.aspx
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 DirectX および XAML で統一された UI エクスペリエンスをシームレスに構成する方法

について説明するビデオ「Unlocking the Power of DirectX in Apps that use XAML」(英

語)  

SDK の種類の選択 

Unity 4.3 には、8.0 または 8.1 のストア アプリを生成するオプションがあります。  

Windows 8.1 がリリースされた現在は、新しいゲームにはすべてこの最新版を選択すること

をお勧めします。ただし、本書執筆時点 (2013 年 12 月上旬) では、Windows 8.0 を実行する 

Windows ユーザーもかなりの割合で存在するため、両方をターゲットにすることを検討し

てください。両方をターゲットにするには、以下のどちらかの方法を使用します。  

 新しい 8.1 の機能を利用しないで Windows 8.0 対応のゲームをビルドします。8.0 を

ターゲットとしてこのゲームをストアに申請すれば、8.0 または 8.1 を実行するユー

ザーがこのゲームをインストールして実行できます。  

 ゲームをビルド後、2 つのランタイム (8.0 と 8.1) をターゲットにします。ゲーム プ

レイはすべて同じなので、差分を吸収する作業は最小限で済みます。新しい 8.1 の機

能の中から必要な機能だけを対象にコーディングします。ストアへの申請時には両

方のゲームを一度に申請します。ユーザーには、各自の OS に対応するゲームだけ

が表示されます。 

詳細については、以下の資料を参考にしてください。 

 Windows ストア – Windows 8.1 の新機能または更新された機能 

 Windows ストア アプリの Windows 8.1 への移行 

プレーヤーの設定と .Net Core コンパイルのオーバーライド 

[Player Settings] オプションには、生成後の Windows ストア ソリューションを構成するため

の設定があります。これらの設定は開発するファイルのマニフェストに反映されます。ここ

では、アプリ名、既定のアイコン、機能などを構成します。  

http://channel9.msdn.com/Events/Build/2013/4-065
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/bg182887.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/dn263113.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/dn263113.aspx
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把握しておく重要な設定の 1 つが、[Compilation Overrides] ドロップ ダウン ボックスです。

既定値は [Use Net Core] です。 

この設定により、コンパイル時に Unity のすべてのスクリプト (/Plugins フォルダー内を除

く) が事実上 .Net Core プロファイルに対してコンパイルされるようになります。これは、

C# を使用する場合の推奨設定で、UnityScript (Boo) を使用する場合は、[Use Net Core] を選

択できません。Unity は Mono コンパイラを使用しますが、Windows ストアの認定に合格す

るアセンブリが生成されます。 

この状態で生成されたアセンブリからは、.NET Coreにはあって Mono にはない型は参照で

きません。Mono コンパイラはコンパイル時にエラーをスローし、不足している型を表示す

るだけです。 

Plugins フォルダー内のコードと、Plugins フォルダーで参照しているバイナリは、このコン

パイルのオーバーライドでは検証されないことに注意が必要です。つまり、ストアに対して

アプリを実行する場合も検証する場合も、生成後のソリューションにはまだ問題が残ってい

る可能性があります (詳しくは後ほど説明します)。 

参照しているサード パーティのプラグインが Windows ストアと互換性があるかどうかを確

認する場合は、http://scan.xamarin.com (英語) からオンラインで無料で利用できる Xamarin 

のスキャン ツールを使用できます。 

http://scan.xamarin.com/
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Windows ストア プロジェクトと Visual Studio – 開発の流れ 

Windows ストアをターゲットにするときに前述の問題が発生する場合は、「Unity による 

Windows ストアへの移植のヒント」の「Unity でのアプリのコンパイル」で、移植中の API 

関連のエラーを解決する方法を参照してください。  

http://aka.ms/unityWinStoreTipsJp
http://aka.ms/unityWinStoreTipsJp
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コンパイル時のエラーをすべて解決すると、Unity によりゲームをテスト、実行、および公

開するためのプロジェクトが Visual Studio でコンパイルできる形式でエクスポートされます。

したがって、ゲームは以下の 2 つの手順で作成することになります。  

1. Unity からプレーヤーとプロジェクトを生成する 

2. Visual Studio でコンパイルして最終バイナリと Windows ストア ソリューションを作

成する 

Unity 内でビルドするときに毎回同じフォルダーを対象にすることができるため、Visual 

Studio でソリューション ファイルに加えた変更が Unity によって上書きされることはありま

せん。Unity によって、以下のフォルダーとファイルが更新されます。 

1. プロジェクトの /Data フォルダー 

2. プロジェクトの参照アセンブリ (プロジェクト自体から除外されるプロジェクト ル

ートに追加されます) 

これにより、Visual Studio プロジェクトの変更やネイティブ機能の追加、マニフェスト ファ

イルや構成ファイルの微調整が可能になり、Visual Studio でゲームプレイに加えた変更が失

われることはありません。 

 

 

注意すべき重要な点は、Unity 内でプロジェクト ファイルに影響する変更 (新しいプラグイ

ンや参照など) を加えた場合、Visual Studio のプロジェクト ファイルを手動でマージしてこ

のような変更を取得する必要があることです。 
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実行時 – 生成した Windows ストア アプリの実行 

Visual Studio でプロジェクトをコンパイルすると、Windows ストア アプリとして実行に必要

なバイナリとマニフェスト ファイルが生成されます。これだけでバイナリは動作しますが、

ゲームを差別化し大ヒットにつなげるには、ハードウェアや Windows ストアの特徴を活か

す工夫が必要になります。ゲームに工夫を加えるために活用できるプラットフォーム特有の

主な考慮事項を以下に示します。 

ハードウェアの違い 

Windows 8.x のデバイスには多数のバリエーションがあり、非常に大きなエンドユーザー ベ

ースがターゲットになります。マイクロソフトはハードウェアの違いを吸収する作業をプラ

ットフォームに加えていますが、ゲームの適切な戦略や対象ユーザーを決めるために考慮す

べき細部がいくつか残っています。Windows は、種類が異なる 3 つのデバイス (タブレット、

ノート PC、デスクトップ) をターゲットにする統一 API と考えることができます。 

 

タブレットの多くはバッテリが長持ちするよう設計されています。マルチ タッチ機能に対

応し、軽量 (キーボードはオプション) で高精細ディスプレイを搭載しています。また大半

は、センサー (加速度計、コンパス、カメラ) を搭載しています。 

最新のノート PC の多くは、マルチ タッチ機能に対応し、センサーも搭載しています。タブ

レットとのフォーム ファクターの違いは、キーボード、マウス (またはトラック パッド)、

大型画面のディスプレイが付属していることです。また、多くの場合、CPU や GPU がやや

強力で、搭載メモリ量も多くなります。  

デスクトップのフォーム ファクターは以前から変わらず、高解像度モニターを装備し、マ

ウス、キーボード、および付属のコントローラーから入力を受け取ります。  

タブレット デバイスの中には Windows RT (ARM アーキテクチャ) で動作するものがありま

す。このようなデバイスで Windows RT をターゲットにする場合、ソフトウェアやゲーム プ

レイには差異がほとんどないので、Windows RT については詳しく取り上げません。

Windows RT を対象とするときは、ハードウェア能力がやや劣り、リモート デバッガーを使

用する必要がある同じプラットフォームと考えます。アーキテクチャの違いの大半は対応さ
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れます。 

 

ここからは、全体的なハードウェアと形状の違いに注目します。  

グラフィックス 

Windows では多種多様な能力のグラフィックスを利用できます。 

Direct3D 上で実行することになるため、多数のビデオ カードは、グラフィックスの特定の

機能セットが明確に定義された機能レベルにグループ化されます。 

さまざまなレベルの詳細については、「Direct3D feature levels」(英語) を参照してください。 

最大限の範囲の機能レベルをターゲットにすることをお勧めします。したがって、9_1 (第 1 

世代の Surface RT タブレットのハードウェア) まで機能レベルを下げるのが依然として優れ

たオプションです。グラフィックス API の詳細については、移植のドキュメントを参照して

ください。  

ディスプレイ 

グラフィックス カード以外にピクセル密度に対応することも重要です。Windows の一般的

な構成として、タブレット デバイスでは 12 ～ 13 インチの高解像度ディスプレイ (1080p な

ど) を搭載しています。デバイスの密度はタッチ ターゲットのサイズに影響します。Unity 

では、ゲームにデバイスのネイティブ解像度が指定されます。WinRT API にはシステム定義

の推奨倍率があるので、ゲームプレイ以外のアセット (アイコンや、設定、ダイアログで使

用する XAML UI など) を使用するときは注意が必要です。Windows ストア アプリの「ピク

セル密度に合わせたスケーリングのガイドライン」で詳細を確認してください。また、移植

のガイドでも高密度ディスプレイへの対応について詳しく説明しています。 

メモリ 

多くの場合、メモリとディスク ストレージはゲームの主要素にはなりません。1 GB RAM を

搭載するシステムで実行すると、システムがリソースを管理するため、大部分のリソースが

フォアグラウンドのアプリ (または複数のアプリ) に割り当てられます。ストレージでの唯

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff476876(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh465362.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh465362.aspx
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一の制限は配置のサイズです。Windows 8 ストアの配置パッケージは、最大 2 GB まで許可

されています。Windows 8.1 ではこの制限が 8 GB に増加します。  

マウス、キーボード、およびコントローラーのサポート 

他のモバイル プラットフォーム (iOS、Android など) から移植するゲームは、タッチのシナ

リオが中心になります。Windows 8 では、タッチに加えてマウスとキーボードをサポートし

ます。そのため、すべてのゲームではマウスとキーボードを使ってプレイできることが認定

要件に含まれています。  

 

すべてのタッチ入力と同じ機能をマウスとキーボードで操作できるようにすることを検討し

ます。以下に例を示します。  

 タッチ操作として「タップ」または「スワイプ」といったメッセージだけを画面に

表示するシナリオではそのテキストを正しく置き換えます。たとえば、「タップ」

を「タップまたはクリック」に置き換えます。 

 加速度計やセンサーの代わりに、たとえば、方向キーや WASD キー (W キー、A キ

ー、S キー、または D キー) を使用します。 

 ゲームで画面キーボードから入力を受け取っている場合は、ハードウェア キーボー

ドでも機能するようにします。  

ゲームを正しく機能させるには、ゲームをノート PC やデスクトップ コンピューターでタッ

チ サポートなしで完全にテストし、すべての画面に移動して、重要な入力をすべて実行で

きることを確認します。タッチ操作向けに設計し、タッチ操作で最高のエクスペリエンスを

引き出せるゲームの場合は、ストアへの申請時にそのことをアプリの説明ページに追加しま

す。その結果、タッチ機能を利用できないユーザーがインストールするかどうかを判断でき

ます。このようにプロアクティブなコミュニケーションを行えば、否定的なコメントが減り、

ユーザーの満足度が向上します。  

もう 1 つ別の方法として、タッチ中心のゲームの場合、ゲームパッド コントローラーをサ

ポートします。このコントローラーはオプションですが、大きく差別化でき、場合によって
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は、タッチ中心のゲームの操作が簡単になり、プレイをさらに楽しめるようになります。

Unity の API にはコントローラーのサポートが含まれています。 

デバイスの向きのサポートとウィンドウのサイズ変更 

Windows デバイスのエコシステムは、ディスプレイのサイズに関しては非常に多岐にわた

ります。最新タブレットの多くは縦横比 16 : 9 、解像度 (1366 x 768) ですが、縦横比 4 : 3 の

画面のものもあり、最新の Windows デバイスにはさらに小型の縦向きデバイスもあります。

また、Windows には、ユーザーがウィンドウのサイズを変更し、アクティブなアプリを 2 

つ以上同時に画面に表示してマルチ タスクを実行する柔軟性が備わっています。したがっ

て、創造性を高め、さまざまな画面サイズや解像度に対応する方法を決める必要があります。

以下に、考慮すべき最も重要なシナリオを示します。  

 Windows 8 をターゲットにしていると、ゲームが "スナップ モード" に移行すること

があります。スナップ モードは、ユーザーがアプリを画面の端にスナップした状況

を表し、複数のアプリが同時に表示されます。スナップ モードでは、ゲームの幅は 

320 ピクセルになり、高さは画面全体の高さになります。スナップされるときには

ゲームを単に一時停止し、意味のある画面をユーザーに表示しゲームプレイの再開

に備えます。 

スナップされていないときは、ゲームは画面の利用可能な領域を占有するように表

示され、(横向きでは) 1024 ピクセル幅以上になることが保証されます。 

 Windows 8.1 をターゲットにする場合は、最小の 320 ピクセルも選択肢になります。

サポートすべき既定の最小幅は 500 ピクセルです。この幅でゲームを一時停止する

ことを再選択できます。ゲームを一時停止するときの最小サイズを定義する場合は、

Windows 8.1 では動的なサイズ変更が可能なので、500 ピクセルを超える任意の幅で

表示される可能性があるため、どの幅でゲームをプレイできるか決めることになり

ます。ゲームを一時停止するサイズを決めるときは、できるだけ実用性を維持しま

す。利用可能な画面の表示領域を活用して、スコア、メッセージ、ヒントなどを表

示します。  

デバイスが縦向きになることも 1 つの要素として考えます。縦向きのサポートを試みる場合、

すべてのデバイスがセンサーや縦向きをサポートしているとは想定しないようにします。縦
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向きのゲームの場合は、横向きでの使用が最適になるように調整してください。ほとんどの 

Windows デバイスでは縦横比が広くなります。  

移植後のプラットフォーム統合 

ゲームの基本的な移植が完了したら、Windows ストア ユーザーが歓迎するプラットフォー

ム機能でゲームを強化します。Windows ストアの API をいくつか追加してゲームを収益化

することも考えられます。以下に例を示します。 

 ライブ タイルとプッシュ通知 

 試用版やアプリ内購入のサポートなどの収益化 

 Windows 8 チャーム 

これらのトピックについては、情報を追加する予定です。 

ストアへの申請 

ストアに申請するには、Windows ストア開発者アカウントと、ライセンスを取得したバー

ジョンの Unity が必要です。試用版の Unity Pro では、ビルド時にゲームの右下隅に

「development build」という透かしが設定されるため、認定には合格しません。Windows を

ターゲットにする Unity アドオンは無料です。ストアへの申請に無料の基本版 Unity も使用

できますが、登録が必要です。  

 

ストアに申請する準備が整ったら、以下の手順に従います。3 つ目の手順に注意してくださ

い。 

1. 「Windows ストア向けアプリ認定要件」を確認し、認定エラーの最も一般的な理由

を参照して、不合格にならないようにしてください。  

2. Windows ストア アプリ製品の申請についての詳細を確認します。 

3. Windows アプリ認定キットでアプリを実行して、認定に合格するようにします。

Windows アプリ認定キット ツールについては、この後詳しく説明します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694083.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh921583.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh921583.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694081.aspx
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4. Master 構成を使ってビルドし、申請します。Unity 4.3 では、Visual Studio プロジェク

ト向けに Debug 構成、Release 構成、および Master 構成が作成されます。Release 構

成ではなく、Master 構成でビルドしたパッケージを申請するようにします。 

Windows アプリ認定キット 

Windows アプリ認定キット (WACK) は静的な分析ツールで、ストアで認定されるためにアプ

リのパフォーマンスと適格性をチェックします。  

WACK は以下のチェックを行います。 

 バイナリの依存関係をチェックして、サポートされていない API を呼び出していな

いことを確認します。バイナリからサポートされていない API やプライベートな API 

を参照している場合は、不合格になる依存関係 (プラグインや他のバイナリ参照) も

あるため、このチェックは重要です。 

 アプリの起動、一時停止、および再開前後のパフォーマンスをテストします。この

テストは、Windows RT デバイスで行うことを強くお勧めします。Windows RT デバ

イスを利用できない場合は、最もローエンドの x86 コンピュータを探してテストを

行います。Windows ストアにはベータ申請プロセスがありませんが、PC に配置する

ための要件は Microsoft アカウントだけなので、友人とバイナリを共有し、その友人

に WACK テストの実行を依頼してもかまいません。  

 アセットを検証し、アイコン (またはタイル) が申請に必要な最低限の要件を満たし

ていることを確認します。  

ゲームを移植するときは、Windows ストア アプリの Master 構成ビルドに対してこのツール

を実行することが非常に重要です。このツールは頻繁に実行してください。プロジェクトの

移植完了までツールの実行を遅らせる必要はありません。  

その他の参考資料 

Unity の「Windows Store: Getting Started ガイド」 (英語) は必ずお読みください。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694081.aspx
https://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/windowsstore-gettingstarted.html
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「Windows ストアの入門ガイド」では、ツールのダウンロード、開発用端末の登録 (端末の

ロック解除)、および Visual Studio プロジェクトの構造を示す基本アプリの作成についての

チュートリアルが提供されます。 

Windows ストア アプリのサンプルを集めたコレクションには、特定のタスクを実現するた

めのコーディング サンプルが多数含まれています。 

「Developing Windows Store games」(英語) には、ゲーム開発者にとってかなり役立つ考慮

事項やリンクがあります。これは Unity に特化した情報ではありませんが、すべてのアドバ

イスは Unity ゲームにも当てはまります。 

 

本シリーズには、以下のホワイト ペーパーとリソースが含まれています。 

 Windows Phone と Unity の概要 

 Unity による Windows Phone への移植のヒント 

 Unity と Windows ストアの概要 

 Unity による Windows ストアへの移植のヒント   

 Github リポジトリの Unity プロジェクト サンプル (英語)  

 

フィードバックと改訂履歴 

ここで取り上げた以外にも、多くの項目があります。本シリーズの他のドキュメントや、こ

こで提示している参考資料を確認してください。 

取り上げられていない情報やさらに詳しい情報が必要な場合は、jaimer@microsoft.com まで

英語でメールをお送りください。  

改訂番号 日付 変更点  担当 

1.0 11/15/2013 多くの意見が本書の内容を充実

させていきます。ご意見、ご感

想をお送りください。 

Jaime Rodriguez (マイクロ

ソフト)、 

Keith Patton (Marker 

Metro)、MarkerMetro チー

ム。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/apps/jj679957
http://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/
http://blogs.msdn.com/b/windowsappdev/archive/2013/03/22/developing-windows-store-games.aspx
http://aka.ms/unitywpstart
http://aka.ms/unityWPTipsJp
http://aka.ms/unityWinStoreStart
http://aka.ms/unityWinStoreTipsJp
http://aka.ms/UnityPortingSamples
mailto:jaimer@microsoft.com
http://www.markermetro.com/2013/11/technical/getting-even-more-games-to-windows-our-partnership-with-microsoft-and-unity/
http://www.markermetro.com/2013/11/technical/getting-even-more-games-to-windows-our-partnership-with-microsoft-and-unity/


Windows ストアと Unityの概要  18 

 

    

 

 


