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 コメント 

Apache Cordova ではプラグインを使用して、ファイル システムへのアクセスなど、Web アプリから簡単には

利用できないデバイス機能にネイティブにアクセスできるようにしています。プラグインとは、Cordova のク

ロスプラットフォーム ライブラリで、JavaScript インターフェイスを利用してネイティブ コードやデバイス機

能にアクセスします。プラグインでは、デバイスの機能を有効にするために、必要に応じてプラットフォーム

のマニフェストを更新することもあります。デバイスのプラットフォームによっては、サポートされないプラ

グインや、必要のないプラグインもあります。 

プラグインを有効にするには、Cordova の config.xml ファイルを使用します。Visual Studio では、このファイル

を更新するのに、構成デザイナーを使用する方法を用意しています。 

メモ: 構成デザイナーで利用できるコア プラグインについては、「構成デザイナーで利用可能なプラグインの

一覧」を参照してください。プラグインの詳細については、Cordova config.xml のドキュメント (英語) を参照

してください。 

コア プラグインの追加 

Cordova のコア プラグインは、Visual Studio を使用して追加します。ソリューションをビルドする際に、コア 

プラグインが Cordova レジストリからインストールされます。 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510632


1. ソリューション エクスプローラーで、config.xml ファイルのショートカット メニューを開き、[開

く] または [ビュー デザイナー] をクリックします。 

2. 構成デザイナーで、[プラグイン] タブをクリックし、[コア] ページを開きます。 

3. プラグインを選択して、[追加] をクリックします。 

 

プラグインを追加すると、Visual Studio によって要素が config.xml ファイルに追加されます。 

特定のプラグインのコードの記述については、「プラグインの API (英語)」を参照してください。 

カスタム プラグインの追加 

1. ソリューション エクスプローラーで、config.xml ファイルのショートカット メニューを開き、[開

く] または [ビュー デザイナー] をクリックします。 

2. 構成デザイナーで、[プラグイン] タブをクリックし、[カスタム] ページを開きます。 

3. ソースとして [ローカル] または [Git] のいずれかを指定した後、ローカル フォルダーを参照するか、

Git リポジトリの URL を入力して、プラグインの場所を指定します。 

http://cordova.apache.org/docs/en/4.0.0/cordova_plugins_pluginapis.md.html#Plugin%20APIs


 

Visual Studio によって、そのカスタム プラグインのプラグイン フォルダーが追加されます。プラグイ

ンの重要なファイルは、plugin.xml、およびプラグインの src フォルダーと www フォルダーにあるフ

ァイルです。 

プラグインの削除 

1. ソリューション エクスプローラーで、config.xml ファイルのショートカット メニューを開き、[開

く] または [ビュー デザイナー] をクリックします。 

2. 構成デザイナーで、[プラグイン] タブをクリックし、[インストール済み] ページを開きます。 

3. プラグインを選択し、[削除] をクリックします。 

 

プラグインの追加時および削除時にエラーが表示される場合は、「ヒントと回避策 (英語)」を確認し

てください。 

最新バージョンを使用するためのプラグインの更新 

http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/tips-and-workarounds-general-readme/


プラグインを新しいバージョンに更新する場合は構成デザイナーを使用します。構成デザイナーは、プラグイ

ンのインストール時に、常に最新バージョンのプラグインをプロジェクトに追加します。 

更新するには、単純プラグインを削除してから、再度追加します。 

Cordova プラグイン レジストリ (英語) では、プラグインのさまざまなバージョンに関する情報を確認できます。 

旧バージョンを使用するためのプラグインの更新 

プラグインを削除してから、プロジェクトの Config.xml ファイルを直接編集することによって、適切なバージ

ョンのプラグインを追加します。プラグインを追加する方法については、次のセクションで説明します。 

Cordova プラグイン レジストリ (英語) では、プラグインのさまざまなバージョンに関する情報を確認できます。 

構成デザイナーに表示されないプラグインの追加 

場合によっては、構成デザイナーに表示されない特定のバージョンの Cordova プラグインのインストールが必

要になることがあります。このようなプラグインを plugins.cordova.io で利用できる場合 (任意のバージョンの 

Cordova)、または npm で利用できる場合 (Cordova 5.0.0 以上) は、以下の要素を config.xml に追加すれば、プロ

ジェクトを次回ビルドするときに、そのプラグインがインストールされます。 

1. インストールを予定しているプラグインが既にプロジェクトに追加されている場合 (特に、古い Ｉ

Ｄ を使用している場合) は、削除します。 

2. ソリューション エクスプローラーで、config.xml のショートカット メニューを開き、[コードの表

示] をクリックします。 

3. 以下の要素を、config.xml のルート widget 要素の下に追加します。 

<vs:plugin name="org-apache-cordova-pluginname" version="0.1.1" /> 

4. org-apache-cordova-pluginname を正しい ID に置き換え、0.1.1 を正しいバージョンに置き換えま

す。プラグインは、アプリを次回ビルドするときにインストールされます。 

config.xml デザイナーでは、[プラグイン] セクションの [カスタム] タブで、Git URI またはローカル ファイル 

システムを使用してプラグインを追加できます。Git URI を使用すると、プラグインの "dev" バージョンを取得

することになります。GitHub でソースを管理するプラグインの特定のバージョンを使用する場合は、こちら 

(英語) を参照してください。 

プラグイン パラメーターの構成 

http://plugins.cordova.io/
http://plugins.cordova.io/
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/tips-and-workarounds-general-readme/
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/tips-and-workarounds-general-readme/


パラメーターは、プロジェクトの Config.xml ファイルに新たに XML 要素を追加することによって指定します。

たとえば、Facebook プラグインを構成する場合、config.xml で以下のパラメーターを編集します。 

<vs:plugin name="com-phonegap-plugins-facebookconnect" version="0.8.1"> 

      <param name="APP_ID" value="12345678" /> 

      <param name="APP_NAME" value="My Facebook App" /> 

</vs:plugin> 

これは、(Visual Studio を使用しないで) コマンド ラインから以下のコマンドを実行したのと同じ結果になりま

す。 

cordova plugin add https://github/com/Wizcorp/phonegap-facebook-plugin.git 

   --variable APP_ID="12345678" –variable APP_NAME="My Facebook App" 

重要: Cordova 4.3.1 およびそれ以前のバージョンには、パラメーターを持つプラグインが正しく動作しなくな

るという既知の問題があります。パラメーターを必要とするプラグインを使用する場合は、Cordova 5.1.1 以降

の使用をお勧めします。 

カスタム プラグインの拡張 

Cordova レジストリにあるカスタム プラグインではアプリのすべての要件を満たすことができず、プラグイン

の拡張や独自のプラグインの作成が必要になることもあります。たとえば、計算を集中的に実行する関数をネ

イティブ コードにオフロードする必要がある場合、新しいデバイス機能をアプリに公開する場合、パブリック

にリリースしていない既存のプラグインに修正プログラムを適用する場合などは、プラグインの拡張や作成が

必要になります。独自のプラグインの作成については、Cordova ドキュメントの「プラグイン開発ガイド (英

語)」を参照してください。 

カスタム プラグインを使用してアプリを拡張する必要がある場合、まず、プラグイン レジストリをチェック

して、他の開発者が既に作成済みのコードを探します。必要なプラグインによく似た既存のプラグインがある

場合は、そのプラグインをダウンロードして改良を加えた後、変更点をプラグインのオリジナルの作成者に送

信します。これは優れた方法で、変更を加えたプラグインを Cordova コミュニティに戻して、他の開発者が同

様の問題を簡単に解決できるようにします。構成デザイナーを使用して、カスタム プラグインをインストール

します。plugin.xml ファイルをプロジェクトのフォルダー ツリーの www フォルダーの隣に配置すると、実行

時にプラグインの www フォルダーから必要な JavaScript ファイルが自動的に読み込まれます。これらのファイ

ルを、HTML ファイルから参照する必要はありません。必要に応じて、これらのコード ファイル内にブレーク

ポイントを設定することもできます。ビルド プロセスでは、src フォルダーにあるプラットフォーム固有のフ

ァイルもコンパイルされます。 

構成デザイナーで利用可能なプラグインの一覧 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510633
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510633


構成デザイナーでは、以下のプラグインを使用できます。 

 Accelerometer / Device Motion (org.apache.cordova.device-motion): デバイスの向きに対する動きの変

化を検出するモーション センサーにアクセスできるようにします。 

 Azure Mobile Services Client (com.msopentech.azure-mobile-services) 各プラットフォームに合わせて

適切な Azure Mobile Services クライアント ライブラリを追加し、アプリから Azure Mobile Services の

インスタンスとコンテンツの同期を取れるようにします。 

 Battery Status (Android、iOS、Windows Phone 8) (org.apache.cordova.battery-status): バッテリーの充電

時に残量が 1% 以上増減した場合に発生するイベントや、デバイスの電源がコンセントに差し込まれ

た (引き抜かれた) 場合に発生するイベントをアプリで処理できるようにします。 

 Camera (org.apache.cordova.camera): デバイス既定のカメラ アプリを使用して、アプリから写真を撮

影できるようにします。 

 Compass (org.apache.cordova.device-orientation): デバイスが指す方角を基準に、デバイスの方向や向

きを検出するセンサーにアクセスできるようにします。 

 Connection (org.apache.cordova.network-information): デバイスのネットワーク接続状態や接続先のネ

ットワークの種類をアプリから判断できるようにします。 

 Console (org.apache.cordova.console): (console.log の問題点を回避するために) console.log の異なる実

装を提供します。 

 Contacts (org.apache.cordova.contacts): デバイスの連絡先データベースにアクセスできるようにしま

す。アプリから連絡先を検索、追加、または削除できます。 

 Device (org.apache.cordova.device): デバイスのハードウェアとソフトウェアに関する情報にアクセス

できるようにします。デバイスのモデル番号やプラットフォームなどの情報にアクセスできます。 

 Dialogs / Notifications (org.apache.cordova.dialogs): アプリからダイアログ ボックスを表示できるよう

にします。 

 File System (org.apache.cordova.file): デバイスのファイル システムの読み取り、書き込み、および移

動をアプリから実行できるようにします。 

 File Transfer (org.apache.cordova.file-transfer): サーバーとの間のファイルのアップロードやダウンロ

ードをアプリから実行できるようにします。 

 Geolocation (org.apache.cordova.geolocation): 緯度と経度など、デバイスの位置情報に関する情報を

利用できるようにします。 

 Globalization (org.apache.cordova.globalization): アプリからユーザーのロケールやタイム ゾーンに関

する情報を取得して、そのロケールやタイム ゾーンに固有の処理を実行できるようにします。 

http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.device-motion
http://plugins.cordova.io/#/package/com.msopentech.azure-mobile-services
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.battery-status
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.camera
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.device-orientation
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.network-information
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/doc/
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.contacts
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.device
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.dialogs
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file-transfer
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.geolocation
http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.globalization


 InAppBrowser (org.apache.cordova.inappbrowser): アプリで Web ブラウザーをホストして、ブラウザ

ー関連のイベントに応答する操作 (ページ読み込み時にブラウザー ウィンドウに CSS を挿入するな

ど) を実行できるようにします。 

メモ: 現状、InAppBrowser プラグインを使用する iOS アプリへのデバッガーのアタッチはサポートさ

れていません。InAppBrowser プラグインを使用する Azure Mobile Services プラグインには、この制限

事項が影響します。 

 Media (org.apache.cordova.media): デバイス既定のアプリを使用して、アプリからオーディオ ファイ

ルを再生および録音できるようにします。 

 Media Capture (org.apache.cordova.media-capture): デバイスのオーディオ、画像、およびビデオのキ

ャプチャ機能にアクセスできるようにします。 

 Splashscreen (org.apache.cordova.splashscreen): アプリからスプラッシュ スクリーンの表示/非表示を

切り替えられるようにします。 

 Vibration (org.apache.cordova.vibration): アプリからデバイスのバイブレーション機能を有効にする

ことができるようにします。 

 WebSQL Polyfill (Windows、Windows Phone 8) (com.msopentech.websql): Windows と Windows Phone 

8 で実行されるアプリに WebSQL の機能を追加して、すべてのプラットフォームで WebSQL を有効に

することができるようにします。 

Visual Studio Tools for Apache Cordova の入手または詳細の確認 

参考資料 

概念 

Visual Studio Tools for Apache Cordova のインストール (英語) 

その他の資料 

Cordova config.xml のドキュメント (英語) 

Cordova プラグイン レジストリ (英語) 

FAQ (英語)  
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