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Unity による Windows ストアへの移植

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 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 ストア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 ストアと 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) 

の Windows 8.1 ソリューションと Windows Phone 8 ソリューションで特集されています。 

共通のタスク 

ゲームを Windows ストア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 

 ウィンドウのサイズ変更 

 Windows でのテキスト入力 

 パフォーマンス分析 

これらの各タスクを、複雑さ、使用頻度、関心度の高さなどを考慮したうえで、順不同で説

明します。  

http://aka.ms/unityWinStoreStartJp
http://aka.ms/UnityPortingSamples
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Unity でのアプリのコンパイル 

Windows ストア アプリの実行対象は、Mono ではなく、.NET コア プロファイルです。.NET 

コア プロファイルは完全版の .NET Framework のサブセットです。そのため、移植中に、

Mono にはあっても (または完全版の .NET にはあっても)、Windows ストアで使用でき

る .NET コア プロファイルの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。  

レガシ クラスの使用 

サンプル プロジェクトには、.Net の古い名前空間やクラスをいくつか実装するレガシ クラ

スを用意しています。これらのレガシ クラスを参照する際に Unity エディター内で Mono 

や .NET のアセンブリと競合しないように、所属する名前空間を少し変えています。  

つまり、System.IO ではなく LegacySystem.IO を使用します。したがって、ゲーム コードの 

using ディレクティブを変えるだけで、レガシ クラスをサポートできるようになります。 

#if UNITY_METRO && !UNITY_EDITOR 
    using LegacySystem.IO; 

#else 
    using System.IO; 
#endif 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/vstudio/bb383977.aspx
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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。  

本書のサンプル プロジェクトにはこれらを実装するコードを含めています。ソースは 

/UnityPorting/tree/master/PlatformerApps/MyPluginUnity/Legacy/System/Collections にあります。 

ファイル ストレージと入出力 

Windows ストアのファイル IO API のセットは充実していますが、プログラミング モデルが

非同期で、名前空間が異なるため、System.IO 名前空間のクラスがいくつか存在しません。

よく使用されるのに存在しないのは System.IO.File、System.IO.StreamReader、および 

System.IO.Directory です。 

 

これら存在しないクラスの完全なラッパーはありませんが、Unity では UnityEngine.Windows 

名前空間に 2 つのクラス (File と Directory) が用意されています。このクラスを使用すれば、

ゲームに必要な基本入出力機能を実装できます。 

 

本書のサンプル プロジェクトの 

/UnityPorting/tree/master/PlatformerApps/MyPluginUnity/Legacy/System/IO に File クラスと 

Directory クラスの実装例も含めています。 

 

これらのラッパーでは不十分であれば、WinRT の Windows.Storage 名前空間や 

WindowsRuntimeStreamExtensions クラスを参考にしてください。このクラスにより、WinRT 

ストリームから .NET ストリームに簡単に変換できます。  

http://aka.ms/UnityPortingSamples
http://aka.ms/UnityPortingSamples
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/windows.storage.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.windowsruntimestreamextensions.aspx
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ソケットベースのネットワーク API  

System.Net のネットワーク クラスは .NET コアでは使用できません。  

本書のドキュメントのサンプル プロジェクトには、System.Net.Sockets WinRT 名前空間を使

用する System.Net.TCPClient のほぼ完全な実装を含めています。 

ソースは /UnityPorting/tree/master/PlatformerApps/MyPluginUnity/Legacy/System/Net にありま

す。 

WinRT には Windows.Networking 名前空間に新しいソケット API があり、サンプル プロジェ

クトで機能のデモを行っている手法を拡張できます。また、Photon のようなサードパーテ

ィ製ソリューションを参考にすることもできます。 

暗号 

System.Cryptography 名前空間の API の一部が存在しません。暗号を使用する際の最も一般

的なタスクはハッシュの計算です。そのため、Unityでは UnityEngine.Windows に、MD5 ハ

ッシュと SHA1 ハッシュを計算するための小さなラッパーをいくつか用意しています。この

ようなラッパーでは不十分であれば、Windows.Security.Cryptography クラスを使用してくだ

さい。  

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、既存のコードにあまり手を加えずに、存在しない機能を実装する方法を理解

してください。 

参考のために用意したサンプル プロジェクトは 

/UnityPorting/tree/master/PlatformerApps/MyPluginUnity/Legacy です。 

http://aka.ms/UnityPortingSamples
http://aka.ms/UnityPortingSamples
http://aka.ms/UnityPortingSamples
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代替のクラスやメソッドを実装するときは、(Windows ストアでは使用できても .NET コアで

は使用できない) 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。 

代替クラスの優れた例が、サンプル プロジェクトの System.IO.Directory 実装です。 

ソース は

/UnityPorting/tree/master/PlatformerApps/MyPluginUnity/Legacy/System/IO/Directory.cs にあり

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、

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。プラグインに互換性がある

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。その実行結果により、プラグインが Windows ストア API と互換性がある

かどうかを確認できます。 

 

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 に英語でメールを送ってください。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。  

存在しないクラスやメソッドをすべて実装したら、ゲームを Windows ストア アプリにコン

パイルできます。  

http://aka.ms/UnityPortingSamples
http://scan.xamarin.com/
mailto:jaimer@microsoft.com
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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

ーンはアプリのマニフェストを次のように更新することで構成します。 
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スプラッシュ エクスペリエンスの延長 

Windows がアプリ起動時のスプラッシュ 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。  

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。  

    <SwapChainBackgroundPanel x:Name="DXSwapChainBackgroundPanel"> 
        <Grid x:Name="ExtendedSplashGrid"> 
            <Image x:Name="ExtendedSplashImage" Source="Assets/SplashScreen.png"/> 
            <ProgressBar x:Name="SplashProgress" Foreground="#FFFFFFFF" 
Background="#FF333333" Maximum="10000" Width="320" Height="25"/> 
        </Grid> 
    </SwapChainBackgroundPanel> 
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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

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、プライベートの isUnityLoad

変数を 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

Tick イベント ハンドラーで確認し、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() というイベントもありますが、このイベントは早く発生しすぎ

る傾向があります。ほとんどの場合、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 (DXSwapChainBackgroundPanel.Children.Count > 0) 
            { 
                DXSwapChainBackgroundPanel.Children.Remove(ExtendedSplashGrid); 
            } 
        }  
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デバイスの向きのサポート 

新しいデバイスはワイドスクリーンを採用するものが圧倒的に多いことから、Unity エディ

ターがエクスポートするプロジェクトの既定の向きは横向き (横長) です。ゲームで縦向き 

(縦長) をサポートする場合は、Visual Studio でアプリ マニフェストを変更する必要がありま

す。Unity エディターではマニフェストを変更できません。 

マニフェストを変更するには、Visual Studio の Windows ストア プロジェクトのルートにあ

る Package.appxmanifest ファイルをダブルクリックし、マニフェスト エディターでサポー

トする向きのチェック ボックスをオンにするだけです。  

 

 

 

横向きをサポートする際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。  



Unity による Windows ストアへの移植のヒント  13 

 

Unity 4.3 以降では、デバイスや画面の向きを制御する API (Input.deviceOrientation や 

screen.orientation) は Unity 内で適切に機能します。これらの API を使用して、デバイスの向

きを照会したり、特定のシーンの向きを設定することもできます。  

サンプル プロジェクトではサンプル プラグインを用意して、WindowsPlugin.cs クラス内で

向きの例を示しています。これにより、Unity コードでは、OrientationChanged ハンドラー

の呼び出しを使用できるようになります。 

http://aka.ms/UnityPortingSamples
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        public WindowsPlugin() 
        { 
#if NETFX_CORE  
            Dispatcher.InvokeOnUIThread(() => 
            { 
                DisplayInformation.GetForCurrentView().OrientationChanged += 
WindowsPlugin_OrientationChanged; 
            }); 
#endif  
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Will allow Unity to respond to orientation changes 
        /// </summary> 
        public EventHandler OrientationChanged;  
 
        /// <summary> 
        /// Allows Unity to set auto rotation preferences 
        /// </summary> 
        void SetOrientationPreferences ( int value ) 
        { 
#if NETFX_CORE  
            Dispatcher.InvokeOnUIThread(() => 
            { 
                Windows.Graphics.Display.DisplayProperties.AutoRotationPreferences = 
(Windows.Graphics.Display.DisplayOrientations)value;  
            }); 
#endif 
        } 
 
        public void Dispose() 
        { 
#if NETFX_CORE  
            Dispatcher.InvokeOnUIThread(() => 
            { 
                DisplayInformation.GetForCurrentView().OrientationChanged -= 
WindowsPlugin_OrientationChanged; 
            }); 
#endif  
        } 
 
#if NETFX_CORE  
        void WindowsPlugin_OrientationChanged(DisplayInformation sender, object args) 
        { 
            var eh = OrientationChanged; 
            if (eh != null) 
            { 
                Dispatcher.InvokeOnAppThread(() => 
                { 
                    eh(this, null); 
                }); 
            } 
        } 
#endif 

 



Unity による Windows ストアへの移植のヒント  15 

 

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。  

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 プロジェクト内の 

/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。  
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    static WindowsGateway() 
    { 
 
#if UNITY_METRO 
 
        // unity now supports handling size changed in 4.3 
        UnityEngine.WSA.Application.windowSizeChanged += WindowSizeChanged; 
 
#endif 
 
        // 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. */  
} 

 

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_METRO && !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 ストアのコンテキスト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。 
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Windows ストア 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。 

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

 

逆に、InvokeOnUIThread() メソッドを使用して、Windows ストア側を呼び出し、Unity アプ

リ スレッドから Windows 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 ストア 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。 

AppCallbacks.Instance.InvokeOnUIThread(() => 
{ 

// 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。 

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。  
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Windows ストアの 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。 

 /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。  

https://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/windowsstore-plugins.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/wp8-plugins-guide-csharp.html
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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 とでは実装が違うことがわかります。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。  

Windows ストア 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 AppCallbacks 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。 
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MyPluginWindows 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、AppCallbacks 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、Unity エンジンがすべての作業を行えるようにして

います。 

public App() 
{ 

this.InitializeComponent(); 
appCallbacks = new AppCallbacks(false); 
appCallbacks.Initialized += appCallbacks_Initialized; 

} 
 
void appCallbacks_Initialized() 
{ 

MyPlugin.Dispatcher.InvokeOnAppThread = InvokeOnAppThread; 
MyPlugin.Dispatcher.InvokeOnUIThread = InvokeOnUIThread; 

} 
 
public void InvokeOnAppThread(Action callback) 
{ 

appCallbacks.InvokeOnAppThread(() => callback(), false); 
} 
 
public void InvokeOnUIThread(Action callback) 
{ 

appCallbacks.InvokeOnUIThread(() => callback(), false); 
} 

 

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

 

逆に、プラグイン内では InvokeOnUIThread() を使用して Windows 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 

本書執筆 (Unity 4.3 のリリース) 時点での Unity の組み込みシェーダーの一部にはいくつか問

題があります。最も一般的な問題は、固定機能シェーダーが機能レベル 9.1 では機能しない

ことです。 

大多数のシェーダーの問題は、Unity のメイン メニューの [edit]、[Graphics Emulation] を順に

クリックしてグラフィックス エミュレーションのレベルを設定すれば、エディター内で検

出できます。 

ビルド ターゲットを Windows ストア アプリに設定したときのグラフィックス エミュレー

ションのレベルには、以下のいずれかを選択します。 

 DirectX 11 9.3 (シェーダー モデル 3) 

 DirectX 11 9.1 (シェーダー モデル 2)、固定機能なし。この機能レベルは Surface RT 第

一世代デバイスで使用されるため、このレベルまで落としてサポートすることをお

勧めします。  

独自のシェーダーを作成する場合は、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ります。 

以下の例では、エラーが発生します。 

struct vertOut { 
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。 

struct vertOut { 

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。 
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これまでにわかっているシェーダーの問題を以下に示します。  

 固定機能シェーダーはシェーダー モデル 2 向けにはサポートされていません。 

Unity がサポートするシェーダーには、サーフェイス シェーダー、頂点/フラグメン

ト シェーダー、および固定機能シェーダーの 3 種類があります。サーフェイス シェ

ーダーはシェーダー モデル 2 向けにはサポートされていません。 

 フォグは機能レベル 9.3 のデバイスでは機能しません。 

フォグは手動で実装する必要があります。Unity ではサンプルのフォグ シェーダーが

共有されています 

(http://files.unity3d.com/tomas/Metro/Examples/MyCustomFog.shader)。また、本書付属

のサンプルでもいくつかフォグ シェーダーを含めています。フォグ シェーダーは 

/UnityPorting/blob/master/Resources/ShaderIssueExamples.unitypackage にあります。 

ゲームの一時停止と再開 

Windows では、アプリ ウィンドウをいつでも切り替えることができます。ウィンドウが切

り替えられたら、ゲームを適切に一時停止する必要があります。ゲーム ループを一時停止

するには、UnityPause メソッドを呼び出します。  

ゲームがバックグラウンドに移動し、新しいアプリがフォアグラウンドになったことを検出

するには、アプリのメイン ウィンドウの VisibilityChanged イベントを使用します。  

以下は、ゲームがフォアグラウンドに移動したときにゲームを再開する簡単な例です。実際

の状況では、ユーザーがスムーズにゲームに戻れるよう再開メニューを表示するようにしま

す。  

http://files.unity3d.com/tomas/Metro/Examples/MyCustomFog.shader
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Window.Current.VisibilityChanged += OnWindowVisibilityChanged; 
 
private async void OnWindowVisibilityChanged(object sender, VisibilityChangedEventArgs 
e) 
        { 
            if (e.Visible) 
            { 
                if (AppCallbacks.Instance.IsInitialized()) 
                    AppCallbacks.Instance.UnityPause(0); 
                return; 
            } 
            else 
            { 
                if (AppCallbacks.Instance.IsInitialized()) 
                { 
                    AppCallbacks.Instance.UnityPause(1); 
                } 
            } 
 
        } 

 

ウィンドウのサイズ変更 

Windows 8 のアプリは、スナップ (画面の端に 320 ピクセルで表示される)、フィル (スナッ

プしたアプリの隣に表示される)、またはフル スクリーン (画面全体に表示される) の 3 つの

ウィンドウ モードのいずれかで実行されます。  

Windows 8.1 ではさらに柔軟性が高まり、ゲームは任意の幅のウィンドウで実行される可能

性があります。ただし、最小サイズは 320 ピクセルまたは 500 ピクセルに決められており、

アプリのマニフェストで定義できます。ウィンドウのサイズ変更については、こちらを参考

にしてください。 

ほとんどのゲームではおそらく最小値として幅 500 ピクセルを選択することになります。

この設定の方がプレイの可能性を最大限に引き出すことができます。Windows 8.1 では最小

幅 500 ピクセルは必須です (320 ピクセルはオプション)。  

ユーザーがウィンドウの幅を変更したときは、ユーザーが次の行動を決められるようにゲー

ムを一時停止することをお勧めします。  

前のセクションで Unity API を使用してゲームの一時停止と再開のガイダンスを示している

ため、そのコードを使用すれば後はウィンドウ サイズの変化を検出するだけです。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/bg182890.aspx#one
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Unity 4.3 では、UnityEngine.WSA 名前空間を通じて、ランタイム内でウィンドウの変化を直

接処理できるようになりました。以下の WindowsGateway クラスではこの処理をデモします。 

  static WindowsGateway() 
    { 
 
#if UNITY_METRO 
 
        // unity now supports handling size changed in 4.3 
        UnityEngine.WSA.Application.windowSizeChanged += WindowSizeChanged; 
#endif 
 
    } 

#if UNITY_METRO 
 
    /// <summary> 
    /// Deal with windows resizing 
    /// </summary> 
    public static void WindowSizeChanged(int width, int height)  
    { 
     // TODO deal with window resizing. e.g. if <= 500 implement pause screen 
        if (width <= 500) 
        { 
            SnapModeManager.Instance.Show(); 
        } 
        else 
        { 
            SnapModeManager.Instance.Hide(); 
        } 
 }  
   
#endif 

 

Windows でのテキスト入力 

Windows では 2 つの異なる方法でテキストを入力できます。1 つは物理キーボードを使用す

る方法で、もう 1 つは (タッチを使用している場合に) ソフト キーボード (ソフト入力パネル、

SIP) を使用する方法です。iOS や Android のようなモバイル プラットフォームを対象にゲー

ムを開発してきた開発者はあまりキーボードを使う機会がなく、あったとしても独自のソフ

ト キーボードを用意していたのではないでしょうか。  

マイクロソフトは、タッチだけでなく、キーボードやマウスでもゲームが適切に機能するこ

とを推奨しています。そのため、キーボードからの入力を受け取る必要があります。そのた

めには、キーボードのサポートを検討するときに直面する可能性のある課題を理解してくだ

さい。 
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カスタム ソフト キーボードはキーを入力するという考え方ではないので、そのままではユ

ーザーがキーボードを使用して入力しても機能しません。キー ストロークをリッスンする

ことはできますが、ロケールや特殊キーなどを処理する必要があり、対処可能だとしても手

間がかかります。  

1 つの解決策は、キー入力の対応を Windows に任せる方法です。Unity の GUI.TextField API 

と GUI.TextArea API により、物理ハードウェア キーボードが存在するときのキーボード入力

がサポートされます。ユーザーが GUI.Text* 要素をタップすると、フォーカスがその要素に

セットされ、物理キーボードからの入力を適切に受け取ります。ユーザーが物理キーボード

を使用していないときに期待する動作は、ユーザーがタッチまたはマウスを使用して要素を

タップすると、ソフト キーボードが表示されることですが、これは Unity ゲームの既定の動

作ではありません。Windows API の制限により、Unity にはソフト キーボードを表示する手

段がありません。では、どのようにすればこの問題に対処できるのでしょう。  

1 つの選択肢は、XAML の UI は Unity の UI にシームレスに合成されることから、XAML の 

TextBox を Unity の UI の上に “重ねる” 方法です。XAML の TextBox は、SIP でもハードウェア 

キーボードでも適切に動作し、Unity の UI にシームレスに統合するためのスタイルを設定で

きます。たとえば、背景色の変更や枠線の有無の制御が可能で、フォント (色、サイズ、フ

ァミリ) を制御することもできます。  

Unity の UI の上に XAML の UI を重ねるときは、デバイスの DPI を考慮します。高 DPI デバ

イスの場合、タッチ ターゲットを快適にタッチできるように、Windows によって自動的に

スケール変換が行われます。たとえば、Surface 2 のネイティブ解像度は 1920 x 1080 でが、

この解像度は自動的にスケールが変換され、最終的には XAML が 1/1.4 スケールの 1371.4 x 

771.4 で表示されます。 

実行時に Windows.Graphics.Display.DisplayProperties.ResolutionScale プロパティを調べれば、

システムが使用しているスケールを確認できます。このプロパティの値が Scale100Percent 

の場合は比率 1:1、Scale140Percent の場合は XAML の単位が Unity のスケールの 1/1.4 に、

Scale180Percent の場合は 1/1.8 になります。  

サンプル プロジェクトでは、TextBox を重ねる例を示すサンプル プラグインを提供してい

ます。サンプルの TextBoxOverlayPlugin.cs クラスを参照してください。  

http://aka.ms/UnityPortingSamples
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テキストを大量に表示する Unity ゲームや絶えず入力が必要なゲーム、または TextBox を重

ねることが実用的でない場合には、他にも入力を受け取る方法があります。PeerAutomation 

要素を作成して、スワップ チェーン パネルにアタッチする方法です。Unity ではこのパネル

がシーンを描画するために使用されています。Unity が対象ではありませんが、この技法の

サンプルが Windows SDK サンプルにあります。  

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。 

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。  

 [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 [混合 (マネージとネイティブ)] 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。 

注: ソース管理を使用している場合、必ず Unity プロジェクトを削除してからコミットしま

す。 
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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。このファイルは <ユーザー>\AppData\Local\Packages\<製品名

>\TempState\UnityPlayer.log にあり、エクスプローラーを使用して直接確認できます。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 

パフォーマンスを分析する場合は、2 台目のデバイス (PC、Surface RT、Surface Pro など) を

用意してアプリを配置する必要があります。Windows ストア アプリが機能する方法により、

ローカルの開発コンピューターで実行されているアプリのプロファイリングはできません。 

この 2 台のコンピューターを操作するための簡単なガイドを以下に示します。  

 どちらのデバイスも Windows ファイアウォールを適切に構成します。特に、ファイ

アウォールの [送信の規則] でポート 54998 ～ 55511 を開きます。Unity はこれらのポ

ートを使用してリモート プロファイリングを行います。 

 Windows ストア アプリのマニフェストで、プライベート ネットワーク機能 (クライ

アントおよびサーバー) とインターネット機能 (クライアントおよびサーバー) を有効

にします。 
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 Windows ストア アプリをビルドするときに ([File]、[Build Settings]、[Windows Store 

Apps] の順にクリックして) [Autoconnect Profiler] チェック ボックスをオンにします。 

 

 ターゲット コンピューターでリモート デバッガーが実行されていることを確認しま

す (Surface RT ではリモート デバッガーを実行できます)。 

 リモート デバッガーを使用するには、([プロジェクトのプロパティ]、[デバッグ] の

順にクリックして) Windows ストア プロジェクトを構成します。 

 Visual Studio で Windows ストア プロジェクトから F5 キーを押します (デバッグまた

はリリースのどちらでも機能しますが、矛盾が生じないようにします)。 

 Wi-Fi 経由で大きなパッケージを配置する場合、初回の初期配置には時間がかかる可

能性があり、その後変更を加えた場合はさらに時間がかかります。 

 

配置が済んだら [Window]、[Profiler] の順にクリックして、アプリのパフォーマンス情報を

表示します。 
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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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