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まえがき
この本を手にとっている方は、ひょっとしてプログラミングの参考書にウンザリした経験があり

ませんか。“Hello World!”やフォームにボタンを置いただけのサンプルが嫌いではありませんか。
多くのプログラミングの参考書は、プログラム言語の勉強をするためのものです。それではプログ
ラミングが楽しいはずがありません。

本書はVisual Studio 2015と呼ばれるマイクロソフトの統合開発環境を使って「プログラミングを
体験」するための書籍です。プログラミング言語の知識なんて必要ありません。まずは、どうやっ
たらアプリを作ることができるのかを経験してみましょう。

本書ではC#を使って、Windowsのストアアプリを作る方法を体験できます。また、Visual 
Studio 2015の大きなメリットであるAndroidやiOSなどのスマートフォンで動作するプログラミング
も体験できます。「習うより慣れろ」という言葉にもあるように、まずはプログラミングに慣れてみ
ましょう。もし、わからないことがあったら調べてみましょう。慣れることや、調べることを繰り
返せば、プログラミングのスキルも上達するはずです。

Visual Studio 2015のさまざまな機能はアプリの作成を支援するだけではなく、プログラミングの
学習ツールとしても非常にすぐれています。まずは、本書でアプリを作るというのはいったいどう
いうことなのかを経験してみましょう。

最後になりましたが、本書を執筆するにあたり、数多くの方にご協力をいただきました。できる
シリーズ編集部のみなさん、本書の制作にご協力いただいたすべての方々、Visual Studio 2015の
貴重な情報を提供していただいた日本マイクロソフト株式会社のみなさんに心より感謝いたしま
す。

2015年5月
広野忠敏・岩永信之



シリーズの読み方

手  順

左ページのつめでは、
章タイトルで
ページを探せます。

手順見出し
「○○を表示する」など、
1つの手順ごとに内容
の見出しを付けていま
す。番号順に読み進め
てください。

操作説明
「○○をクリック」など、それぞれの
手順での実際の操作です。番号順に
操作してください。

解説
操 作の前提や
意 味、 操 作 結
果に関して解説
しています。

レッスン
見開き完結を基本に、
やりたいことを簡潔に解説

やりたいことが見つけやすい 
レッスンタイトル
各レッスンには、「○○をするには」や「○○って
何？」など、“やりたいこと”や“知りたいこと”
がすぐに見つけられるタイトルが付いています。

機能名で引けるサブタイトル
「あの機能を使うにはどうするんだっけ？」そんな
ときに便利。機能名やサービス名などで調べやす
くなっています。

必要な手順を、すべての画面と
すべての操作を掲載して解説

間違った場合は？
手順の画面と違うときには、まずここを見てください。操作
を間違った場合の対処法を解説してあるので安心です。



※ここに掲載している紙面はイメージです。実際のレッスンページとは異なります。

右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。

HINT!
レッスンに関連したさまざま
な機能や、一歩進んだ使いこ
なしのテクニックなどを解説
しています。

Point
各レッスンの末尾で、レッス
ン内容や操作の要点を丁寧に
解説。レッスンで解説してい
る内容をより深く理解するこ
とで、確実に使いこなせるよ
うになります。

テクニック
レッスンの内容を応用した、ワンランク上の使いこなしワザを
解説しています。身に付ければパソコンがより便利になります。
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アプリを作る
準備をしよう
WindowsやWindows Phone、iPhone、iPad、Android
スマートフォンなどのアプリを作るためにはさまざまな
方法があります。Visual Studio 2015と呼ばれる統合
開発環境を使えば、こうしたアプリをすべて作ることが
できます。この章ではアプリを作るための基礎知識や、
Visual Studio 2015のインストール方法について説明し
ます。

第1章

●この章の内容
❶
❷
❸
❹

Visual Studio ってなに？ ·········································10
Visual Studioで作れるアプリとは ··························12
Visual Studioに必要なものを確認しよう ···············14
Visual Studioをインストールするには ···················16
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Visual Studioは、統合開発環境と呼ばれ
るアプリやプログラム作成のためのツール
です。まずは、Visual Studioで何ができ
るのかを理解しておきましょう。

1 Visual Studio って
なに？

アプリを作るために必要なもの

WindowsやAndroid、iOSなどのオペレーティングシステムやアプ
リ、ゲームなどはすべて「プログラム」と呼ばれるもので動いてい
ます。プログラムとはコンピューターやスマートフォンにさまざま
な指示を与える部品が集まったものだと言えます。プログラムを作
るためには、コンピューターが理解できる言葉で、コンピューター
に命令をするための指示書を作る必要があります。この言葉を「プ
ログラミング言語」といい、指示書を作ることを「プログラミング」
といいます。作った指示書（プログラム）はVisual Studioなどの
開発環境を使えば、プログラミング言語をコンピューターが実行で
きる形式に変換することができます。

アプリを作成するためのすべての機能
がサポートされているツールのことを

「統合開発環境」といいます。アプリ
を作るためには、アプリの画面をデザ
インする作業、テキストエディタでプ
ログラムを書く作業、プログラムをコ
ンピューターが解釈、実行できるよう
に変換する作業、アプリのテストをす
る作業などが必要です。統合開発環境
にはこうした作業を非常にスムーズに
行えるツールが整備されています。そ
のため、作業ごとに個別のツールを使
う必要はなく、統合開発環境だけでプ
ログラミングのすべての作業を行うこ
とができるようになっています。

統合開発環境ってなに？

プログラムとは、コンピューターに指
示をだすための命令の集まりのことで
す。この命令は「プログラミング言語」
と呼ばれる人間が理解できる特殊な言
葉で書かれていて、コンピューターは、
プログラムに書かれている命令に従っ
て動作をします。たとえば、表計算ソ
フトなどのアプリは、画面を表示する、
数式を入力する、計算をする、計算結
果を表示するといったさまざまな命令
が集まったプログラムです。

プログラムはコンピューター
を動かす命令の集まり

Visual Studio 2015
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Visual Studioでは、C++、C#、Visual 
Basic、JavaScript、TypeScript、F#、
Pythonなどさまざまな言語を使ってプ
ログラミングをすることができます。
本書では、C#とTypeScriptを使って
アプリを作っていきます。

Visual Studioで利用できる
プログラミング言語

本書では無料で使える「Visual Studio 
Community 2015」というエディショ
ンを紹介しますが、利用するには個人
や年商1億円未満の企業などの制限が
あります。しかし、マイクロソフトで
は学生向けのDreamSparkや、スター
トアップ企業向けのBizSparkなどの
サービスを用意しています。こうした
サービスに登録すればVisual Studio
を無料で利用することができます。

Visual Studioが
無料で使える条件

さまざまなアプリを作ることができる

通常、対象となるデバイスやオペレーティングシステム用のプログ
ラムやアプリを作るためには、デバイスやオペレーティングシス
テムごとに違う開発環境を用意する必要があります。ところが、
Visual StudioではWindowsやWindows Phoneだけではなく、
iPhoneやiPad、AndroidスマートフォンやAndroidタブレットなど、
さまざまなオペレーティングシステムやデバイスのアプリを作るこ
とができます。このように、１つの開発環境を使って、まったく別
のオペレーティングシステムやデバイスのアプリを作ることを「ク
ロス開発」や「クロスプラットフォーム開発」と呼びます。

アプリを作るには、Visual Studioの操
作方法を覚えるだけではなく、C#など
のプログラミング言語の知識も必要に
なります。しかし、プログラミング言
語のすべての機能を覚えるには膨大な
時間が必要です。はじめは、どんなに
簡単なアプリやプログラムでもいいの
で、実際に自分でプログラミングを体
験してみましょう。「体験」するのは非
常に重要なことで少しでもプログラミ
ングを体験してみると、「これをやりた
いな」とか「ここはこうしたほうがい
いんじゃないか」という欲求が出てき
ます。そうしたときに、はじめていろい
ろ調べることで、プログラミングの知
識がどんどん身につくようになります。

Visual Studioを使ってアプリ
を作ってみよう

▼DreaISpark
https://www.microsoft.com/ja-jp/
education/dreamspark.aspx

▼BizSpark
https://www.microsoft.com/ja-jp/mic/
bizspark/

https://www.microsoft.com/ja-jp/education/dreamspark.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/mic/bizspark/
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Visual Studioでは、Windowsアプリだけ
ではなく、スマートフォンのアプリも作る
ことができます。ここでは、どんなアプリ
が作れるのかを見てみましょう。

2 Visual Studioで
作れるアプリとは

Windowsアプリが開発できる

Visual Studioを利用するとWindowsのアプリを開発することがで
きます。Windowsのアプリにはデスクトップで動作するデスクトッ
プアプリと、ストアアプリの2つがあります。そのどちらもVisual
Studioで作成することができるようになっています。また、タブレッ
トとWindows Phoneの両方で動作するユニバーサルアプリを作る
ことができるのも大きな特徴の一つだと言えます。

Windowsストアアプリは、Windows 
8で新しくサポートされたアプリケー
ションです。Windowsストアアプリは
フルスクリーンでの表示（Windows 
10ではウィンドウで起動することも可
能）、タッチに対応したユーザーイン
ターフェースを持っているのが特徴で
す。また、Windowsストアアプリは、
簡単な手続きをすればWindowsスト
アで販売することもできるようになっ
ています。

Windowsストアアプリって
なに？

Visual Studioを利用すると、Windows
のデスクトップアプリやストアアプリ、
サーバー上で動作するプログラム、
IoT（Internet of the Things）のプロ
グラム、モバイルに対応したアプリな
ど、さまざまなアプリを作ることがで
きます。

ほかにもさまざまなアプリが
作れる

アプリの種類

Visual Studioでデスクトップアプリとストアアプリの
両方が作れる

WindowsタブレットとWindows Phoneの両方で動作する
ユニバーサルアプリはストアでこのように表示される



Visual Studioの最大の特徴は、１つ
の開発環境でさまざまなプログラミン
グ言語をサポートしていることと、さ
まざまなプラットフォームのアプリや
プログラムを作成できることだと言え
ます。通常、Windows以外を対象に
したアプリやプログラムを作るために
は、アプリやプログラムに対応したプ
ログラミング言語や開発環境の操作方
法を覚えなければなりません。しかし、
Visual Studioを使えば、他の開発環
境やプログラミング言語を覚えなくて
も、いつも使っている開発環境やプロ
グラミング言語を使って、Windows
以外で動作するアプリやプログラムを
作ることができます。

1つの開発環境でさまざまなデ
バイスのアプリを作れる

13
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スマートフォンアプリも開発できる

Windows Phoneだけではなく、iPhone/iPadなどのiOSデバイス
やAndroidスマートフォンやタブレットで動作するアプリを作るこ
とができるのもVisual Studioの特徴の一つです。Visual Studio
と同時にインストールされるXamarinと呼ばれる環境では、C#
を使ってiOSやAndroidデバイスのアプリを作ることができます。
そのため、すでにC#の知識があれば、必要最低限の知識のみでス
マートフォンのアプリを作ることができるのです。また、同様に
Visual Studioと同時にインストールされるApache Cordova
環境を利用すると、HTML/CSSとJavaScriptやTypeScriptを
使って、Windows PhoneやiOS、Androidデバイスに対応したア
プリを作ることもできます。

Visual Studioでは、さまざまなプログラミング言語を
使ってアプリを作ることができます。ここではVisual 
Studioで利用できるプログラミング言語のうち、よく使
われているプログラミング言語の特徴について説明しま
す。これから自分が作ろうとするアプリにあったプログラ
ミング言語を使いましょう。

●C++
C言語をベースに拡張されたオブジェクト指向言語。ネイ
ティブなWin32/64アプリケーションを作成するために利
用されることが多い。C++でWindowsストアアプリを作
ることもできるが、C#やVisual Basicに比べると難易度
はやや高めなのが特徴。

●C#
マイクロソフトが開発したオブジェクト指向プログラミン
グ言語で、JavaやC/C++言語に似ているのが特徴。
Windows FormsやWPF（Windows Presentation 
Foundation）を利用して簡単にデスクトップアプリケー
ションを作ることができる。また、Visual Studio 2015
ではiOSデバイス、Androidデバイスのアプリを作成で
きる。

●Visual Basic
BASICを元にマイクロソフトが開発したオブジェクト指
向言語。元々は、比較的取得が楽なBASICを元に作られ
たプログラミング言語だが、現在ではC#と同様の機能を
使えるのが特徴。なお、Officeで利用されているVBA

（Visual Basic for Application）とはやや異なる。

●JavaScript
Webブラウザ上で動作するスクリプト言語で、HTMLや
CSSと組み合わせてプログラムを作成する。Windowsス
トアアプリを作成できるほか、Apache Cordova環境を
利用するとWindows Phone、iOSデバイス、Androidデ
バイスのアプリを作成できる。

●TypeScript
JavaScriptをベースにマイクロソフトによって拡張され
たプログラミング言語。JavaScriptと同様にApache 
Cordova環境を利用してWindows Phone、iOSデバイス、
Androidデバイスのアプリを作成できる。

テクニック Visual Studioで使えるプログラミング言語の特徴
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Visual Studioでアプリを開発するために
は、Windowsパ ソ コ ン が 必 要 で す。
Visual Studioを動作させるために必要な
パソコンの性能について説明します。

3 Visual Studioに必要
なものを確認しよう

アプリを作るのに必要なPCの性能

Visual StudioでストアアプリやWindows Phoneアプリを作るた
めには、Windows 8.1/10が動作するパソコンが必要です。
Windows 7でもVisual Studioを動作させることができますが、作
成したストアアプリやWindows Phoneアプリを動作させることは
できないので注意しましょう。

Hyper-Vは、Windows上で別のOSを
動作させる仕組みのことで、Windows 
8.1 Pro以上で利用できます。Visual 
Studioに含まれているWindows Phone
エミュレーターやAndroidエミュレー
ターはHyper-Vの機能を使って動作
しています。そのため、Windowsの
デスクトップ上でWindows Phone
やAndroidデバイスのアプリを実行
するためには、Hyper-Vが動作する
ハードウェアを準備しておく必要があ
ります。

Hyper-V ってなに？

●クロスプラットフォーム開発に必要なハードウェア要件
OS ………………… 64bit版のWindows 8.1 Pro Update以上
CPU ……………… 1.6GHz以上のIntel VT（インテル・バーチャ

ライゼーション・テクノロジー）または
AMD-V（AMDバーチャライゼーション）テ
クノロジーを備えたプロセッサー

メモリ……………… 8GB以上
ハードディスク…… 24GB以上の空き容量
グラフィックス…… 1024×768以上を表示できるDirectX 9

対応のビデオカード

エミュレーターとは、現在実行してい
るOSとは別のOSやアプリを実行する
た め の 仕 組 み のことで す。Visual 
Studioに付属のWindows Phoneエ
ミュレーターを使うと、Windowsのデ
スクトップ上でWindows Phoneのア
プリを動かすことができます。また、
Windowsのデスクトップ上でAndroid
エミュレーターを使うと、Android
のアプリをWindowsで動作させるこ
とができます。そのため、Windows 
PhoneやAndroidスマートフォンなど
の実機がなくても、アプリをテストで
きるようになっています。

エミュレーターってなに？

CPUに仮想化技術が必要

Hyper-Vには「Intel VT（インテル・バーチャライゼーション・テク
ノロジー）」もしくは「AMD-V（AMDバーチャライセーション）テ
クノロジー」などの仮想化技術をサポートしているCPUが必要です。
ただし、仮想化技術がサポートされているCPUが搭載されているPC
を使っていても、機能が無効になっていることがあるので注意しま
しょう。仮想化の機能を有効にするには、BIOSやUEFIの設定が必要
です。チャームから［設定］-［PC設定の変更］-［保守と管理］-［回
復］-［PCの起動をカスタマイズする］にある［今すぐ再起動する］
ボタンをクリックし、PCが再起動したら［トラブルシューティング］
-［詳細オプション］-［UEFIファームウェアの設定］をクリックして、
機能を有効化してください。

インストール環境
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Visual Studio 2015にはCommunity、
Professional、Enterpriseなどのエ
ディションがあります。Enterprise
エディションでは、チーム開発を円
滑にする機能やテストのための機能
が含まれていますが、Professional
ではそうした機能は含まれません。
Communityエディションは一部の機
能を除いてProfessional相当の機能
を使うことができるようになってい
ます。

Visual Studioにはさまざまな
エディションがある

スマートフォンのアプリを作るには、
アプリの動作を確認するための実機
が必要です。また、Xamarinを利用
するときはXamarinのアカウントが、
iOSデバイスのアプリを作りたいと
きは、Macが必要です。

スマートフォンのアプリを
作るために必要なものは

スマートフォンアプリの開発に必要なもの

Visual StudioでiOSやAndroidデバイスのアプリを開発するのに
必要なものは、Visual Studioをインストールするときに自動的に
インストールされます。なお、XamarinでiOSデバイスやAndroid
デバイスのアプリを作るためには、別途Xamarinのアカウント
（Business EditionまたはBusiness Edition評価版）が必要にな
ります。Apache Cordovaでスマートフォンのアプリを作るとき
は、ライセンスは必要ありません。また、iOSデバイスのアプリを
テストするためにはWindows PC以外にMacも必要になるので注
意しましょう。

Visual Studio 2015に必要なハード
ウェア要件は、あくまでもそのハード
ウェア要件ならば動作するという最
低限のものです。本書で紹介する
Visual Studio Community 2015でク
ロスプラットフォーム開発をするには
ハードディスクに24GB以上の空きが
必要です。さらに、アプリを作成する
ための容量も必要になります。ハード
ディスクの空き容量については、これ
から自分がインストールしようとする
エディションで必要な空き容量に
10GB程度の容量を加えた空き容量が
必要になると考えておきましょう。ま
た、メモリについてはHyper-Vでエミュ
レーターを動作させることを考えると
最低でも8GB程度が必要です。

Visual Studioを
快適に使うためには

Xamarinを利用する場合は、アカウントを
登録してBusiness Editionのアクティベー
ションをする必要がある
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このレッスンの手順で紹介しているイ
ンターネット経由のインストールは非
常に時間がかかります。あらかじめ
ISOファイルをダウンロードしておけ
ば、より短い時間でインストールする
ことができるので試してみましょう。

ISOファイルから
インストールをするには

4 Visual Studioを使うには、ハードディスク
にVisual Studioをインストールする必要
があります。ここではVisual Studioをイン
ストールする方法を説明します。インストール

Visual Studioを
インストールするには

Visual Studio 2015 RCのインストーラーを
実行する1

Visual Studio 2015 のダウンロードページを表示する

インストーラーを起動する2
ダウンロードが完了したらエクスプロ
ーラーからインストーラーを起動する

手順３以降を参考にインストール
する

❶［Community 2015 RCを
ダウンロード］をクリック

❶手順1の画面下の［Visual Studio
2015］-［Visual Studio Community
2015 RC］をクリック

❶エクスプローラー
を起動

❷［保存］をクリック

❷［日本語］
を選択

❸［ISO］
を選択

❹［をダウンロード］をクリック

❺エクスプローラーを起動する

❻［ダウンロード］フォルダーを開
き、［vs2015.rc_com_jpn］をダ
ブルクリック

❼表示されたISOファイル
の中の［vs_community］
をダブルクリック

❷［ダウンロード］フォルダーを開き、
［vs_community］をダブルクリック

▼Visual Studio 2015 RCダウンロード
https://www.visualstudio.com/downloads/visual-studio-2015-
downloads-vs

手順1でダウンロードに失敗してし
まったときは、インターネットの接続
環境を確認した上でダウンロードし直
してください。

間違った場合は？

https://www.visualstudio.com/downloads/visual-studio-2015-downloads-vs

