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Unity による Windows Phone への移植

のヒント 

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 Phone 

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 

本書では、Unity ゲームを Windows Phone 8 に移植するときに役立つ技法の詳しいガイダン

スとコード サンプルを提供します。 
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本書を最大限に活用するためには、まず、「Windows Phone と Unity の概要」をお読みくだ

さい。このドキュメントでは、本書で紹介するヒントを用意するきかっけとなった背景や動

機が説明されています。  

サンプル コード 

ここで取り上げる多くの技法は、Github リポジトリの Unity プロジェクト サンプル (英語) 

で特集されています。 

共通のタスク 

ゲームを Windows Phone 8 に移植する際に必要となる可能性が高い共通のタスクがいくつ

かあります。 

 Unity でのアプリのコンパイル 

 ゲーム読み込みの管理 

 デバイスの向きのサポート 

 プラットフォーム固有のコードの作成 

 グラフィックスの問題 

 ゲームの一時停止と再開 

 メモリの少ないデバイスのサポート 

 戻るボタンのサポート 

 パフォーマンス分析 

これらの各タスクを、簡単かつ関心度の高いものから順番に説明します。 

Unity でのアプリのコンパイル 

Windows Phone アプリの実行対象は、Mono ではなく、.NET for Windows Phone ランタイム

です。 

.NET for Windows Phone は完全版の .NET Framework のサブセットです。そのため、移植中

http://aka.ms/unitywpstartjp
http://aka.ms/UnityPortingSamples
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に、Mono にはあっても (または完全版の .NET にはあっても)、.NET for Windows Phone  サ

ブセットには存在しないクラスが見つかることがあります。 

Unity コード内でコンパイル エラーが発生する場合、以下の原因があります。 

 クラス自体が存在しない (Hashtable など)。 

 メソッドが存在しない、またはサポートされていないオーバーロードが存在する 

(String.Format など)。 

移植時に既存のコード ベースに加える変更を最小限にとどめるため、存在しないクラスに

は同名のクラスを作成し、存在しないメソッドまたはサポートされていないメソッドにはそ

のオーバーロードを備えた拡張メソッドを作成することをお勧めします。これにより、他の

プラットフォームに移植する場合も高い移植性が確保され、新しいバグが生じるリスクが最

小限に抑えられます。さらに、やがて Unity やマイクロソフトがこの種のクラスやメソッド

を利用可能にしたときに、この回避策であれば簡単に “ロールバック“ できます。  

存在しない型について詳しく説明する前に、移植作業が少なくなるコンパイルの詳細を説明

しておきます。Unity では .NET を対象にしてコンパイルが行われますが、コンパイルには 

Mono コンパイラが使用されます。そのため、Unity には Windows Phone 向けにコンパイル

するときに役立つ追加の支援が用意されています。Unity では、.NET for Windows Phone に

は存在しなくても、すべての端末プロジェクトから参照される WinRTLegacy.dll というアセ

ンブリに存在すれば、その型を参照できます。Unity 4.3 からは、このアセンブリに複数のコ

レクション クラス (Hashtable、Stack、ArrayList) と一般的な型拡張が含まれるようになりま

す。 

ここでは、存在しない型の中で最も一般的な型を集め、これらを扱う際の回避策を説明しま

す。ただし、すべて網羅するものではありません。 

コレクション 

よく使われる System.Collections 名前空間のクラスがいくつか存在しません。存在しない型

は、Hashtable、ArrayList、OrderedDictionary、SortedList、Queue、Stack などです。 

 

コレクション クラスの実装の大半は既に WinRTLegacy を通じで利用可能になっているため、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/vstudio/bb383977.aspx
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Hashtable、Stack、および ArrayList は Unity でもシームレスに使用できます。サンプル プロ

ジェクトには OrderedDictionary を実装するソース コードを含めています。 

System.Xml.XmlDocument 

XmlDocument とその関連クラス (XmlReader) のいくつかは使用できません。Windows Phone 

では、このようなクラスを System.Xml.Linq.Xdocument クラスに置き換えることができます。

2 つは厳密に同じクラスではないため、コードの調整が少し必要になりますが、これら 2 つ

の API にはほぼ同等の機能が存在します。 

代替クラスの追加 

ここで示したものがすべてではありませんが、存在しない最も一般的な種類を表しているた

め、ゲームの移植に必要な作業量を見積もるときの参考にはなります。サンプル プロジェ

クトを参考に、既存のコードに手を加えずに、存在しない機能をプラグインを使って実装す

る手法を理解してください。ソースは 

/UnityPorting/tree/master/PlatformerApps/MyPluginUnity/Legacy プロジェクトにあります。 

代替のクラスまたはメソッドを実装するときは、(Windows ランタイムに含まれる) ネイティ

ブ API を使用する必要があります。この方法については、「プラットフォーム固有のコード

の作成」を参照してください。このセクションでは、Windows と Unity の間のコミュニケー

ションの方法を詳しく説明しています。  

サード パーティ製プラグイン 

前述のコア クラス以外にも、サード パーティ製プラグインの参照が必要になる場合があり

ます。一部の著名なプラグイン (NGUI や Toolkit2D など) は、Windows ストアで機能するよ

うに既に移植が完了しています。ただし、プラグインによっては移植が完了していないもの

もあります。 

 

ソース コードで提供されるプラグイン (NGUI など) は、コンパイラによってほとんどの問題

が捕捉されます。バイナリで提供されるプラグインは、実行時にプラグインを読み込むとき、
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または使用するときにエラーが発生する可能性が高くなります。プラグインが Windows 

Phone または Windows ストアと互換性があるかどうかをチェックするには、

http://scan.xamarin.com (英語) でプラグインを実行することをお勧めします。 

 

プラグインに互換性がない場合は、プラグインの作成者に問い合わせるか、

jaimer@microsoft.com に英語のメールで連絡してください。マイクロソフトからプラグイン

の作成者への連絡を試みます。  

ゲーム読み込み時の進行状況の通知 

ゲームの起動中に、ゲームがフリーズしたり停止したりしていないことがユーザーにわかる

よう、進行状況インジケーターを表示することをお勧めします。  

本書は、XAML プロジェクトを使用していることを前提とします。ここで説明する考え方の

大半は DirectX プロジェクトにも当てはまりますが、実装は大きく異なります。 

Unity を使用する Windows ストア ゲームや Windows Phone ゲームは大きくは 2 段階で読み

込みます。 

1. アプリのスプラッシュ スクリーン  

2. スプラッシュ エクスペリエンスの延長  

アプリのスプラッシュ スクリーン 

最初のスプラッシュ スクリーンの画像は OS によって表示されます。スプラッシュ スクリ

ーンはこちらのガイドに従って構成できます。 

スプラッシュ エクスペリエンスの延長 

Windows Phone がアプリ最初のスプラッシュ スクリーンを表示するのは、Unity シーンをホ

ストする (XAML マークアップで記述された) ページを OS が読み込む間だけです。 

http://scan.xamarin.com/
mailto:jaimer@microsoft.com
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windowsphone/develop/ff769511(v=vs.105).aspx
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通常は Unity シーンによる読み込み時間の方が長いため、Unity シーンの読み込み中に再度 

XAML を使用して、既存の画像の上に進行状況インジケーターを備えた同じスプラッシュ画

像を表示します。ここではこれをスプラッシュ エクスペリエンスの延長と呼びます。 

サンプル Unity プロジェクトにはこのエクスペリエンスの基本的な例を含めています。サン

プルではゲーム読み込み中に進行状況バーを備えたスプラッシュ スクリーンを表示し、

Unity による読み込み完了時にスプラッシュ スクリーンを消去してゲームを開始します。 

 

MainPage.xaml で、スプラッシュ スクリーンの画像に進行状況バーを追加しています。 

注: 進行状況バーが最大値を超えないように、最も低速のデバイスでゲーム読み込み時間を

計測し、最大値にはこれよりも長い値を設定します。最長時間を決めない進行状況バーも使

用できますが。この種の進行状況バーはアニメーションを使って画面を動き回るドットが表

示され、インクリメンタル方式の進行状況は表示されません。 

  <DrawingSurfaceBackgroundGrid x:Name="DrawingSurfaceBackground" Loaded="DrawingSur-
faceBackground_Loaded"> 
        <Grid x:Name="ExtendedSplashGrid" Background="Black"> 
            <Image x:Name="ExtendedSplashImage" Source="SplashScreenImageLandScape-
Left.jpg"  /> 
            <ProgressBar x:Name="SplashProgress" Foreground="#FFFFFFFF" Back-
ground="#FF333333" Maximum="10000" Width="320" Height="25" RenderTrans-
formOrigin="0.5,0.5"/> 
        </Grid> 
    </DrawingSurfaceBackgroundGrid> 

 

MainPage.xaml.cs (XAML UI の分離コード ファイル) では、コンストラクターを使用してタイ

マーを起動し、進行状況バーの目盛りと視覚的なフィードバックを提供しています。 

次に、WindowsGateway.UnityLoaded() という Unity 側のデリゲートに結び付けます。

WindowsGateway の詳細については、後ほど「プラットフォーム固有のコードの作成」で説
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明します。基本的には Unity による読み込み完了の時点と、ユーザーに Unity シーンを表示

するタイミングを判断できます。 

WindowsGateway.UnityLoaded() の完了イベントが発生したら、プライベート ブール値を 

True に設定して Unity による読み込み完了を通知します。この通知をタイマーの次回 Tick イ

ベントで確認し、進行状況バーを消去して速やかにゲームを表示します。 

注: AppCallbacks.Initialized() イベントもありますが、このイベントはかなり早い段階で発生

する傾向があります。ほとんどのゲームでは、読み込みエクスペリエンスを明示的に制御し

て、ゲームをプレイできるタイミングをアプリに通知します。 
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        private DispatcherTimer extendedSplashTimer; 
        private bool isUnityLoaded; 
 
        public MainPage(SplashScreen splashScreen) 
        {             
            // ensure we listen to when unity tells us game is ready 
            WindowsGateway.UnityLoaded = OnUnityLoaded; 
 
            // create extended splash timer 
            extendedSplashTimer = new DispatcherTimer(); 
            extendedSplashTimer.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(100); 
            extendedSplashTimer.Tick += ExtendedSplashTimer_Tick; 
            extendedSplashTimer.Start(); 
 
        } 

        /// <summary> 
        /// Control the extended splash experience 
        /// </summary> 
        async void ExtendedSplashTimer_Tick(object sender, object e) 
        { 
            var increment = extendedSplashTimer.Interval.TotalMilliseconds; 
            if (!isUnityLoaded && SplashProgress.Value <= (SplashProgress.Maximum - 
increment)) 
            { 
                SplashProgress.Value += increment; 
            } 
            else 
            { 
                SplashProgress.Value = SplashProgress.Maximum; 
                await Task.Delay(250); // force delay so user can see progress bar 
maxing out very briefly 
                RemoveExtendedSplash(); 
            } 
        } 

        /// <summary> 
        /// Unity has loaded and the game is playable  
        /// </summary> 
        private async void OnUnityLoaded() 
        { 
            isUnityLoaded = true; 
        } 

        /// <summary> 
        /// Remove the extended splash  
        /// </summary> 
        public void RemoveExtendedSplash() 
        { 
            if (extendedSplashTimer != null) 
            { 
                extendedSplashTimer.Stop(); 
            } 
      if (DrawingSurfaceBackground.Children.Count > 0) 
            { 
          DrawingSurfaceBackground.Children.Remove(ExtendedSplashGrid);         

            } 

}  
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デバイスの向きのサポート 

デバイスの向きが変わると、特別な作業を行わなくても Unity が自動的に反応します。Unity 

の Screen.orientation は任意の時点で読み取ることができます。 

ただし、大半のゲームは縦向きまたは横向きに固定して実行されます。MainPage.xaml のメ

イン PhoneApplicationPage 要素に次の属性を設定すると、デバイスの向きを簡単に構成でき

ます。 

Orientation="Landscape" SupportedOrientations="Landscape" 
 

ゲームを横向き固定で実行する場合は、横向きに回転した SplashScreenImage.jpg (スプラッ

シュ スクリーンは通常縦向き表示) と、スプラッシュ エクスペリエンスの延長用に別の横

向き画像を用意します。  

この手法は、Unity サンプル プロジェクトにデモとして含めています。ルートにある 

SplashScreenImage.jpg (アプリのメイン スプラッシュ ページ) と (スプラッシュ エクスペリ

エンスの延長で表示される) SplashScreenImageLandscapeLeft.jpg を確認してください。 

横向きをサポートする際にスプラッシュ スクリーン以外に必要となる作業量は、移植する

ゲームによって異なります。縦向きを主体にゲームを開発している場合でも、ゲーム内のカ

メラ位置の比較的簡単な調整や画面に表示されるメニュー項目の変更は必要になります。  

プラットフォーム固有のコードの作成 

コードの移植は、ゲーム作成時のタスクのほんの一部にすぎません。プラットフォームの 

API を使用して、アプリ内購入や設定などのタスクを実装する場合もあります。 

 

Unity スクリプト内からプラットフォームの API を呼び出すには、さまざまな方法がありま

す。 

Unity スクリプトとホスト プロセスの両方で .NET を実行していると、Unity エンジンとアプ

リとの直接接続が可能になります。この手法は非常にシンプルですが、公開できる型および

コミュニケーションにやや制限が生じます。 
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再利用性を高め、参照可能な型や API を多くするには、Unity プラグインを作成します。こ

の手法では、多くの事前作業が必要になります。 

 

この 2 つの手法を例を挙げて説明します。Unity サンプル プロジェクトの 

/Assets/Scripts/Windows/WindowsGateway.cs に 1 つのクラスがあります。このクラスが、

Windows ストアと Unity とのコミュニケーションを提供します。このクラスには、直接コミ

ュニケーションを行う方法とプラグインを使用する方法を両方含めています。このクラスは、

Unity ゲーム コードと、Windows 固有のコードを統合するすべてのコードとの間の抽象クラ

スとして作成されています。  

直接コミュニケーション 

直接コミュニケーションを行う手法は非常にシンプルで、ホストから参照およびアクセス可

能なクラスを Unity スクリプト内で作成します。 

 

たとえば、次のように、WindowsGatweway で Action (パラメーターを受け取らない void 型

のデリゲート) を公開します。  

    static WindowsGateway() 
    { 
        // create blank implementations to avoid errors within editor 
        UnityLoaded = delegate {}; 
 
    } 

    /// <summary> 
    /// Called from Unity when the app is responsive and ready for play 
    /// </summary> 
    public static Action UnityLoaded; 

 

このコードを Visual Studio のホスト コード内から直接呼び出すことができます。 

// ensure we listen to when unity tells us game is ready 
WindowsGateway.UnityLoaded = OnUnityLoaded; 

/// <summary> 
/// Unity has loaded and the game is playable  
/// </summary> 
private async void OnUnityLoaded() 
{ 

/* here you can use WinRT APIs that your unity scripts did not know about and 
would not have been able to reference. */  
} 
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この手法はシンプルで、ほとんどが “コールバック駆動型“ です。ここからは、この実装に

ついて理解しておく必要のある低レベルの詳細について説明します。  

コンパイラ ディレクティブの使用 

#if UNITY_WP8 && !UNITY_EDITOR を使用して、ゲートウェイ クラスとゲートウェイ ク

ラスを使用するすべてのコードが Windows Phone 上でのみ実行されるようにします。 

注: UNITY_WINRT を使って Windows ストアと Windows Phone 8 の両方に対応させたり、

UNITY_WP8 を使って Windows Phone 8 だけに対応を限定することもできます。 

Windows Phone アプリでの Unity 呼び出しのマーシャリ

ング 

Unity 側を呼び出すときは必ず、アプリ スレッドにマーシャリングして戻すようにします。

以下は、ウィンドウがサイズ変更された後、Unity にコールバックする例です。 

UnityApp.BeginInvoke(() => 
{ 
        // back to Unity 
}, false); 

 

逆に Dispatcher を使用して、Windows Phone 側を呼び出し、Unity アプリ スレッドから 

Windows Phone UI スレッドに切り替えます。たとえば、アプリ内購入用の Windows Phone 

API を使用するときは、例外を避けるために UI スレッドに切り替える必要があります。 

Dispatcher.BeginInvoke(() => 
{ 

// UI Thread 
}, false); 

 

シンプルかつリークのない状態に保つ 

アプリと Unity との直接コミュニケーションでは、多くの場合コールバックを使用します。

一部の例 (マルチキャスト デリゲート) ではイベントが必要になることがありますが、多く

はイベントを必要とせず、単純に Func や Action を使用してジョブを完了させます。 
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リークが発生しないように慎重な作業が必要です。ホストでシーンを保持すると大量のメモ

リが使用中状態になることがあるため、Func を使用する場合でもイベントを使用する場合

でも、リークを生じないよう注意します。 

簡単に参照を解放したりイベントのサブスクライブを解除したりできるほどコードが単純で

ない場合は、弱参照など、実装できる手法がいくつか存在します。サンプルは、要点を示す

ためにシンプルな状態を保っています。 

Windows Phone の Unity プラグイン 

プラグインとは、Unity スクリプト内から参照できるバイナリの dll (.NET ではアセンブリ) で

す。プラグインの原則は、Unity スクリプトから直接参照できないプラットフォーム固有の

コードを収容することです (Unity は WinRT の API を直接参照しません)。また、プラグイン

を使用して、ロジックを再利用可能なコンポーネントにカプセル化することもできます。 

 

Windows ストアおよび Windows Phone 8 の Unity 用プラグインを作成する方法のガイダンス

については、以下の資料を参考にしてください。 

https://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/windowsstore-plugins.html (英語) 

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/wp8-plugins-guide-csharp.html (英語) 

Unity サンプル プロジェクト ソリューションの一部として、”MyPlugin” というプラグインの

サンプルを用意しています。ここでは、このプラグインの構造と、Unity でこのプラグイン

を使用する方法の詳細についてのチュートリアルを提供します。 

Windows Phone プロジェクトにも Windows ストア アプリ プロジェクトにも関連するプラグ

インが 3 つあります。 

 MyPluginUnity - .Net 3.5 クラス ライブラリ  

 MyPluginWindows - Windows 8.1 クラス ライブラリ 

 MyPluginWP8 – Windows Phone 8 クラス ライブラリ (Windows Phone 8 用) 

いずれのプラグイン プロジェクトも MyPlugin.dll というアセンブリを出力します。同じ名前

にするのは Unity の要件です。このアセンブリは、ビルド後にポスト ビルド スクリプトに

よってあらかじめ定められた Unity のフォルダー構造に自動的にコピーされます。 

https://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/windowsstore-plugins.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/wp8-plugins-guide-csharp.html
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 /Assets/Plugins/MyPlugin.dll は MyPluginUnity から生成され、Unity エディター内で使

用されます。  

 /Assets/Plugins/Metro/MyPlugin.dll は MyPluginWindows から生成され、Visual Studio 

の Windows ストア プロジェクトに参照として追加され、実行時に使用されます。  

 /Assets/Plugins/WP8/MyPlugin.dll は MyPluginWP8 から生成され、Visual Studio の 

Windows Phone プロジェクトに参照として追加され、実行時に使用されます。  

サンプル プラグイン ShowShareUI() は、/Assets/Scripts/ShareManager.cs の Unity スクリプト

内にあります。  

このプラグインは Windows 8 でも Windows Phone 8 でも機能します。 

 
/// <summary> 
/// Handles Share Integration 
/// </summary> 
public class ShareManager : MonoBehaviour  
{ 
    void OnGUI() 
    { 
        if (GUI.Button(new Rect(Screen.width - 120, 20, 100, 20), "Share")) 
        { 
#if UNITY_WINRT 
            MyPlugin.WindowsPlugin.ShowShareUI(); 
#endif 
        } 
    } 
} 

 

それぞれのプラグインのコードを調べるか、サンプルを実行すると、Windows Phone と 

Windows 8 とでは実装が違うのがわかります。ただし、Unity コード内では同じ呼び出しで、

コード パスは 1 つです。 

MyPluginUnity からエディターでの操作用に生成するアセンブリでは、Unity スクリプトによ

って構成されるのと同じバイナリ コントラクト (同じ API) を公開する必要があります。 エ

ディター用 dll に含まれるほとんどの関数はコードが含まれておらず、何も行いませんが、

Unity がスクリプトをコンパイルするために存在している必要があります。後ほど置き換え

ることになりますが、エディター用の dll がなければプロジェクトはコンパイルされません。 
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Windows Phone プラグインでのマーシャリング呼び出し 

プラグイン内からは UnityPlayer にアクセスできないため、UI スレッドや Unity アプリ スレ

ッドにマーシャリングを行うには少し作業が必要になります。そのため、サンプル プロジ

ェクトではこの作業を用意しています。  

MyPluginWP8 Windows ストア プラグイン プロジェクトに Dispatcher というクラスがありま

す。このクラスにはアプリ スレッドと UI スレッドにマーシャリングできる 2 つの静的プロ

パティがあります。 

    /// <summary> 
    /// Handles dispatching to the UI and App Threads 
    /// </summary> 
    public static class Dispatcher 
    { 
        // needs to be set via the app so we can invoke onto App Thread 
        public static Action<Action> InvokeOnAppThread 
        { get; set; } 
 
        // needs to be set via the app so we can invoke onto UI Thread 
        public static Action<Action> InvokeOnUIThread 
        { get; set; } 
    } 

 

プラグイン内部でこれを機能させるには、アプリ内からこれらのプロパティを設定する必要

があります。これを行うのに最適な箇所は、App.xaml.cs の Unity を初期化した直後です。  

以下では、アプリの既存マーシャリング メソッドをラップするメソッドに UIDispatcher と 

AppDispatcher を設定しています。 

// Constructor 
public MainPage() 
{ 

// wire up dispatcher for plugin 
MyPlugin.Dispatcher.InvokeOnAppThread = InvokeOnAppThread; 
MyPlugin.Dispatcher.InvokeOnUIThread = InvokeOnUIThread; 

} 
 
public void InvokeOnAppThread(Action callback) 
{ 

UnityApp.BeginInvoke(() => callback()); 
} 
 
public void InvokeOnUIThread(Action callback) 
{ 

Dispatcher.BeginInvoke(() => callback()); 
}  
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Unity 側を呼び出すときは必ず、アプリ スレッドにマーシャリングして戻すようにします。

以下は、上記の手法を使用してプラグイン内で Unity にコールバックする例です。 

Dispatcher.InvokeOnAppThread(() => 
{ 
        // back to Unity 
}, false); 

 

逆に、プラグイン内では InvokeOnUIThread() を使用して UI スレッドに切り替えます。たと

えば、サンプル プロジェクトでは Facebook ログイン ウィンドウを表示するときは、例外

を避けるために UI スレッドに切り替える必要があります。 

Dispatcher.InvokeOnUIThread(() => 
{ 

// UI Thread 
}, false); 

 

プラグインと直接依存関係 

どちらも有効な手法で、常に一方が優れているわけではありません。おそらく、作成する必

要のあるアプリの種類やプラットフォーム固有コードのよってどちらを使用するかを決める

ことになります。 

プラグイン 

 再利用可能なプラットフォーム固有のコードをバイナリにカプセル化するのに適し

ている  

 一般に、より抽象化できるシナリオに適している 

 セットアップやメンテナンスにやや時間がかかる 

 Unity でプラットフォーム固有のコードを扱う方法として推奨される 

直接依存関係 

 わかりやすく、実装が簡単 

 単純に Unity スクリプトやアプリのクラスに直接追加できる 

 アプリと Unity 間での双方向コミュニケーションがサポートされる 

 再利用には適しておらず、プロジェクト間でのコピー アンド ペーストが必要になる 
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グラフィックスの問題 

すべての Windows Phone 8 デバイスには、Microsoft Direct3D 11 の機能レベル 9_3 をサポー

トする GPU が搭載されています。 

ここでは、独自のシェーダーを使用する場合に発生する可能性がある問題を示します。 

シェーダーの各段階で受け渡すすべての変数にセマンティクスが必要になる 

以下の例では、エラーが発生します。 

structvertOut { 
float4 pos:SV_POSITION; 
float4 scrPos;   //ERROR! no semantic 
}; 

これは、以下のように簡単に解決できます。 

structvertOut { 
float4 pos:SV_POSITION; 
float4 scrPos: TEXCOORD0; // <-- FIX! add semantic. 
}; 

 

汎用セマンティクスの表記には TEXCOORD[n] を使用するため、何も代入していない場合は

このセマンティクスがお勧めです。 

フォグが実装されていない 

手動でのフォグの実装が必要になることがあります。Unity ではフォグのサンプル シェーダ

ーが共有されています(http://files.unity3d.com/tomas/Metro/Examples/MyCustomFog.shader)。 

サンプル Unity プロジェクト コード ベースにもサンプル Unity パッケージがあります。 

/UnityPorting/blob/master/Resources/ShaderIssueExamples.unitypackage では、Windows および 

Windows Phone で発生する可能性がある問題をいくつか再現しています。このパッケージ

の内容は以下のとおりです。 

 MissingSemanticShader.shader はセマンティクスを指定していない問題をデモします。

この問題を確認するには、Visual Studio でプロジェクトをビルドして実行します。こ

のシェーダー コードでは、問題を解決するためのコードをコメントにしています。 

http://files.unity3d.com/tomas/Metro/Examples/MyCustomFog.shader
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 MyCustomFogLinear.shader と MyCustomFogExp2.shader はシェーダー コードでのフ

ォグの 2 つの実装をデモします。コードでは Linear と Exp2 のフォグをそれぞれハー

ドコーディングしています。 

ゲームの一時停止と再開 

Windows Phone のアプリ モデルでは、ほとんどの OS リソース (メモリ、CPU、ネットワー

ク) にアクセスできるフォアグラウンド アプリ (画面に表示されているアプリ) が 1 つ存在し

ます。すばやくアプリを切り替えるられるよう、OS は、最近使用され、ユーザーが明示的

に終了していないアプリをメモリ内に保持しています。アプリ モデルの詳細については、

「Windows Phone のアプリのアクティブ化および非アクティブ化」を参照してください。 

移植性を最大限に高めるために、Unity では Windows Phone イベントを既知の Unity イベン

トにマップします。以下は、Windows Phone で発生するイベントのサンプル シーケンスを、

対応する Unity イベントと共にまとめたものです。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windowsphone/develop/ff817008(v=vs.105).aspx
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操作 Windows Phone  

イベント 

Unity  

イベント/オーバーライ

ド 

コードでの対処  

ユーザーがタイルを

タップして、ゲーム

を起動 

Launching  

 

  

Activated 

(e.IsApplication 

InstancePreserved が 

false に設定された状

態) 

Awake ()  

OnApplicationPause(true)  

OnApplicationFocus() 

Start ()  

ゲームを起動す

る。初期状態から

始める (ユーザーが

中止した場所から

ではなく、最初か

ら)。  

ユーザーが別のアプ

リに切り替えるため

に Windows ボタン

をタップする 

Deactivated OnApplicationPause(true)  セッション間で保

持すべき状態をす

べて保存する。 

アプリを非アクテ

ィブにすると、OS 

によって強制終了

され、アプリのプ

ロセスが呼び出さ

れなくなる。すべ

てのネットワーク

呼び出しをキャン

セルする。ゲーム

は CPU サイクルを

利用できなくな

る。  

ユーザーが (タスク 

マネージャーまたは

戻るボタンを使用し

て) ゲームに戻る  

Activated 

(e.IsApplication 

InstancePreserved が 

true に設定された状

態)  

OnApplicationPause(false) ゲームを再開す

る。すべてのリソ

ースが使用可能な

状態に戻る。  
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ユーザーの携帯電話

に着信するか、画面

の一部を占有するプ

ッシュ通知を受け取

る (ただしユーザー

は別のアプリに切り

替えない)  

Obscured OnApplicationPause(true) ゲームを一時停止

する。ネットワー

クはキャンセルし

ない。ゲームでは

まだ CPU サイクル

を使用できる。ア

プリはメモリ内に

存在し、アクティ

ブな状態。  

ユーザーが通知 UI 

を閉じる 

Unobscured OnApplicationPause(false)  ゲームを再開す

る。  

ユーザーがゲームの

ルートで戻るボタン

をクリックして、ア

プリを終了する 

Closing  OnApplicationQuit 状態を保存してゲ

ームを終了する。

ゲームの次回起動

時は、クリーン起

動としてメインペ

ージから始める。  

 

可能な限り早い段階で状態を保存しているゲームの場合、Unity イベントへの既定のマッピ

ングはうまく機能します。これらのイベントはすべて App.xaml.cs で処理し、Unity が生成す

る既定のコードでそれらのイベントをサブスクライブしています。このコードを最適化する

場合は、C# 側のイベント ハンドラーに新たなロジックを追加し、ゲームのコードとコミュ

ニケーションするプラグインを使用します。 

また、ゲームでは「高速アプリ再開」という Windows Phone 機能をサポートするようにし

ます。ユーザーがアプリをスタート画面のタイルまたはメインのアプリ一覧アイコンから起

動する場合でも、この機能を使用して開発者が実装した一時停止画面から自動的にゲームを

再開できます。 

この機能をサポートするには、単純にコード ビューで /Properties/WMAppManifest.xml ファ

イルを開き、以下の太字の属性を追加します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windowsphone/develop/jj735579(v=vs.105).aspx
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    <Tasks> 
      <DefaultTask Name="_default" NavigationPage="MainPage.xaml" 
ActivationPolicy="Resume" /> 
    </Tasks> 

 

メモリの少ないデバイスのサポート 

WVGA デバイスの 512 MB RAM、720p デバイスの 1 GB RAM のように、メモリには複数の構

成があります。Nokia 1020 などの最新端末は最大 2 GB です。 

1 つのアプリが使用できるメモリ量は OS により制限されます。この制限値は、メモリの少

ない Windows Phone 端末では 1 つのアプリにつき約 150 MB ですが、メモリの多い端末では

最大約 380 MB になります。マニフェストには、特定のメモリ動作を選択し、ローエンドの

デバイスでの実行を制限することを宣言する機能があります。 

既定の Unity プロジェクトは Windows Phone プロジェクトの /Properties/WMAppManifest.xml 

ファイルで ID_FUNC_EXTENDED_MEM 機能を選択しています。これはメモリの少ないデバイ

スでも 180 MB のメモリを搭載していればゲームを実行することを宣言しています。

ID_REQ_MEMORY_300 機能を宣言して、メモリの少ないデバイスではゲームの実行

を制限することもできます。メモリの制限と宣言できる機能の詳細については、

「Windows Phone 8 用のアプリのメモリ制限」を参照してください。 

  <!--<Requirements> 
      <Requirement Name="ID_REQ_MEMORY_300" /> 
    </Requirements>--> 
    <FunctionalCapabilities> 
      <FunctionalCapability Name="ID_FUNCCAP_EXTEND_MEM" /> 
    </FunctionalCapabilities> 

 

戻るボタンの処理 

すべての Windows Phone には専用の戻るボタンがあり、戻るボタンが押されたときにアプ

リで行う動作がガイドラインで規定されています。 

 

 ナビゲーションを実装しているアプリで戻るボタンを押すと、ナビゲーションの 1 つ前

の手順に戻ります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windowsphone/develop/jj681682(v=vs.105).aspx/html
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 モーダル ダイアログ ([設定]、[実績] など) を操作しているときに戻るボタンを押すと、

ダイアログ ボックスを閉じます。 

 ダイアログ ボックスの操作中ではなく、ゲームのナビゲーションのルート (またはナビ

ゲーションを実装していないゲーム) で戻るボタンを押すと、ゲームを終了します。  

戻るボタンの処理には、Android と同じメカニズムを使用します(Esc キーのリッスン)。 

Unity では、Windows Phone の戻るボタンのタップを Esc キーに変換する処理がホスト レベ

ルで行われます。更新ループ内でキーが押された場合の処理を行い、適切な処理 (モーダル 

UI を閉じたり、アプリを終了する処理) を行います。 

if (Input.GetKey(KeyCode.Escape)) 
{ 

if (isInMenu) // when in a modal menu, dismiss it  
        ToggleMenu(); 

else 
Application.Quit(); 

} 
 

戻るボタンを正しく処理することは、認定要件の 1 つです。戻るボタンを正しく処理しない

と認定を受けられません。詳細については、「Technical certification requirements for 

Windows Phone (英語)」を参照してください。Unity がエクスポートする既定のコードでは、

戻るボタンを処理していません。押しても機能しません。Esc キーの処理は開発者に委ねら

れています。画面が 1 つしかなく、モーダル ダイアログを表示することがないゲームで、

戻るボタンが押されたら必ずゲームを終了するため、毎回の更新サイクルで Esc キーをリッ

スンする無駄を省くときは、MainPage.xaml.cs の BackKeyPress イベント ハンドラーから 

e.Cancel への代入をコメントにします。 

private void PhoneApplicationPage_BackKeyPress(object sender, CancelEventArgs e) 
{ 

   //e.Cancel = UnityApp.BackButtonPressed(); 
} 

 

デバッグとパフォーマンス分析 

もう少し複雑なゲームでは、ビルド時に問題が発生することがあります。  

ここでは、アプリのデバッグと Unity ログ ファイル全体へのアクセスについて説明し、最後

に Unity プロファイラーを使用したアプリ パフォーマンスのリアルタイム分析を紹介します。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/hh184840(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/hh184840(v=vs.105).aspx
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アプリのデバッグ 

Visual Studio を使用して、アプリと Unity C# スクリプトの両方をデバッグできます。これに

より、問題の範囲を限定できます。  

 Windows Phone デバイスを PC に接続し、ロックを解除します。 

 [ファイル]、[追加]、[既存のプロジェクト] の順にクリックし、Unity プロジェクト フ

ォルダーを開いて Assembly-CSharp.csproj ファイルを選択し、Unity の Assembly-

CSharp プロジェクトを Visual Studio ソリューションに追加します。 

 Assembly-CSharp は Unity によって既にビルドされているため、ビルド フラグのチェ

ック ボックスをオフにします。 

 [プロジェクト]、[プロパティ]、[デバッグ] の順にクリックして、[デバッガーの種類] 

を [マネージのみ (既定)] に設定します。 

これで、自身のプロジェクトまたは Unity スクリプト ファイルにブレークポイントを設定し、

F5 キーを押してアプリをビルド、配置、実行、およびデバッグできるようになります。 

Unity ログ ファイル 

デバッグしても問題を解決できない場合、UnityPlayer.log ファイルを調べると参考になるこ

とがあります。UnityPlayer.log ファイルは Windows Phone デバイスに保存され、Windows 

Phone Power Tools というユーティリティで取得できます。Unity にバグを報告する場合はこ

のファイルが必要になります。 

パフォーマンス分析 

パフォーマンスに問題が生じた場合は、現象を確認するために Unity プロファイラーをアタ

ッチすることをお勧めします。 

これを行うには、[File]、[Build Settings] の順にクリックし、[Development Build] チェック ボ

ックスをオンにしてビルドします。これにより Unity から分析対象のデバイスに接続できま

す。 

http://wptools.codeplex.com/
http://wptools.codeplex.com/
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 デバイスにアプリを配置して実行します。 

 分析対象のデバイスと分析を実行するコンピューターが相互に認識されるように、

同じネットワークに接続します。 

 Unity の [Open Profiler] ウィンドウを使用して、[Active Profiler] メニューの 

[WP8Player] を選択します。  

この状態でアプリを使用するとリアルタイムにプロファイラー データが表示されます。 

 

注: Windows Phone 8 プラットフォームの GPU プロファイリングはまだサポートされていま

せん。 
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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。  
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