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本ガイドの内容:  

 Mac へのツールのインストール 

 Mac でのリモート エージェントの起動 

 Visual Studio をリモート エージェントに接続 

 iOS シミュレーターでのアプリの実行 

 プロビジョニング プロファイルの作成 

 デバイスでのアプリの実行 

 Mac でのリモート エージェントの停止 

 トラブルシューティング: 解決策 

 コメント 

iOS 版のアプリをビルドする場合は、Mac が必要です。現状、Mac を使用しないで iOS アプリをビルドする方

法はありません。Mac の実機でも、クラウドでホストされる Mac でもかまいません。Mac OS X Mavericks 以降

を実行していることのみ確認します。 

本ガイドでは、アプリをビルド、実行、デバッグできるよう、すべての準備を適切に整える手順を示します。

すべてが想定どおりに動作しているかどうかのチェックを数回行います。動作しないところでは、他の状況で

有効だった対策をいくつか紹介します。 

セットアップから始めます。 

Mac へのツールのインストール 

1. Node.js (英語) のバージョン 0.12.9 をインストールします。 

このバージョンの node.js には、全バージョンの Cordova との互換性があります。Node.js (英語) の 

Web サイトで node.js が見つからない場合は、「互換性が最も高いバージョンの Node.js (0.12.x) のイ

ンストール (英語)」を参照してください。 

http://nodejs.org/
http://nodejs.org/
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/change-node-version/#install-the-most-compatible-version-of-nodejs-012x
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/change-node-version/#install-the-most-compatible-version-of-nodejs-012x


プロジェクトで Cordova CLI バージョン 5.4.1 以降を使用している場合は、バージョン 4x でも 5x で

も使用できます。 

2. Xcode (英語) をインストールします。 

3. Launchpad で Xcode を起動します。 

 

4. 使用許諾契約に同意して Xcode を終了します。 

この手順は奇妙に思えますが、ツールが Xcode に依存するため、この契約に同意しない限り実行でき

ません。 

5. ターミナル アプリを開き、次のコマンドを入力します。 

 xcode-select -–install 

これにより、Xcode コマンド ライン ツールがインストールされます。 

6. ターミナル アプリで次のコマンドを入力します。 

 sudo npm install -g remotebuild 

これにより、リモート エージェントがインストールされます。リモート エージェントとは、Mac 上

で実行される、セキュリティが確保されたビルド サーバーです。Windows コンピューターからリモー

ト エージェントに接続すれば、Visual Studio で iOS アプリをビルド、実行、およびデバッグできます。 

Mac でのリモート エージェントの起動 

リモート エージェントはセキュア モードでも、非セキュア モードでも起動できます。 

オプション 1: リモート エージェントの起動 (セキュア モード) 

最も安全性が高いモードです。Visual Studio は、SSL 証明書を使用して、リモート エージェントにビルド ペイ

ロードを安全に転送します。 

ビルド ペイロードは暗号化され、知的所有権が侵害から保護されます。エージェントをセキュア モードで起

動すると、セキュリティ PIN が提供されます。リモート エージェントへの接続には、このセキュリティ PIN 

が必要です。これにより、リモート エージェントで開いたポートを利用して、第三者が悪意のあるコードを実

行するのを防ぎます。 

リモート エージェントをセキュア モードで起動するには、次のコマンドを入力します。 

https://developer.apple.com/xcode/download/


 remotebuild 

エージェントは Homebrew (英語) をインストールし、これを起動します。ターミナル アプリにホスト名、ポー

ト番号、セキュリティ PIN が表示されます。 

 

これらの各情報は後ほど使用します。実際にセキュリティ PIN がアクティブな時間ははわずか 10 分間なので、

この手順はかなり急いで実行することが求められます。 

オプション 2: リモート エージェントの起動 (非セキュア モード) 

この方法は、リモート エージェントを最も簡単に起動できますが、リスクも非常に高くなります。Visual 

Studio は、単純な HTTP 接続を使用してビルド ペイロードを転送します。 

リモート エージェントへの接続で問題が発生する状況では、非セキュア モードでリモート エージェントを起

動すると、接続の問題が解決することがよくあります。 

リスクと引き換えに利便性を選択しても問題がない場合のみ、リモート エージェントを非セキュア モードで

起動します。 

たとえば、インターネット経由でだれでもアクセスできる Mac から、機密性の高い資料にアクセスできる場合

は、セキュア モードでリモート エージェントを実行すべきです。セキュア モードで実行しないと、リモート 

エージェントに対してだれでもアプリをビルドできる状態になり、そのアプリで悪意のあるコードが実行され

るおそれがあります。とはいえ、自分しか Mac にアクセスできない場合は、非セキュア モードでリモート エ

ージェントを実行する方が簡単で、エラーが発生しにくくなります。 

リモート エージェントを非セキュア モードで起動するには、次のコマンドを入力します。 

 remotebuild --secure false 

エージェントは Homebrew (英語) をインストールし、これを起動します。ターミナル アプリには、ホスト名と

ポート番号が表示されます。 

これらの各情報は後ほど使用します。 

Visual Studio をリモート エージェントに接続 

1. Windows コンピューターで Visual Studio を起動します。 

2. Visual Studio のメニュー バーで、[ツール]、[オプション] を順にクリックします。 

http://brew.sh/
http://brew.sh/


3. [オプション] ダイアログ ボックスで、[Tools for Apache Cordova] を展開して [iOS 構成] をクリック

します。 

 

4. このダイアログ ボックスの該当フィールドにホスト名とポート番号を追加します。 

5. セキュア モードを使用している場合は、[セキュア モード] フィールドを [True] に設定し、セキュ

リティ PIN を入力します。 

 

セキュア モードを使用していない場合は、[セキュア モード] フィールドを [False] に設定し、[セキュ

リティ PIN] フィールドには何も入力しません。 

 

6. [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。 

Visual Studio からリモート エージェントに接続されます。エラーが表示されなければ、接続は正常に

完了です。 

トラブルシューティング: 解決策 



証明書に関連するエラーが表示される 

Mac のホスト名が解決されない 

セキュリティ PIN が無効または有効期限切れであることを示すメッセージが表示される 

この一覧にはない問題が発生する 

iOS シミュレーターでのアプリの実行 

1. 標準ツールバーで、iOS プラットフォームを選択します。 

 

2. iPhone 5 シミュレーターを選択します。 

 

3. F5 キーを押してアプリを起動します。 

アプリのビルド時に、ターミナル アプリにメッセージが表示されます。これは、Visual Studio がリモ

ート エージェントに接続され、アプリをビルドして Mac に展開するのにそのエージェントが使用さ

れることを示しています。 

ビルドが完了すると、Mac の iPhone 5 シミュレーターにアプリが表示されます。 



トラブルシューティング: 解決策 

ツールには Xcode が必要であることを示すエラーが表示される 

証明書に関連するエラーが表示される 

Mac のホスト名が解決されない 

セキュリティ PIN が無効または有効期限切れであることを示すメッセージが表示される 

「Command failed with exit code ENOENT」(終了コード ENOENT でコマンドが失敗しました) のようなエラーが

表示される 

その他の種類のビルド エラーが表示される 

この一覧にはない問題が発生する 

プロビジョニング プロファイルの作成 

デバイスでアプリを実行するには、プロビジョニング プロファイルが必要です。プロビジョニング プロファ

イルは、Apple Developer アカウントを使用して作成します。無料の Apple ID を使用しても作成できますが、

制限事項があります。「サポート対象の機能 (英語)」を参照してください。 

オプション 1: Apple Developer アカウントの使用 

この種類のプロビジョニング プロファイルが、最も高い柔軟性をもたらします。このオプションでは、以下の

操作を行います。 

 Apple Developer Program に登録 

 証明書の要求 

 App ID の作成 

 デバイスの登録 

 プロビジョニング プロファイルの作成 

 Xcode でのプロビジョニング プロファイルのダウンロード 

 プロビジョニング プロファイルのデバイスへのインストール 

このプロセスの各手順を見ていきます。 

Apple Developer Program に登録 

「Apple Developer Program」を参照してください。 

https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/SupportedCapabilities/SupportedCapabilities.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH38-SW1
https://developer.apple.com/programs/enroll/jp/


証明書の要求 

1. デバイスを Mac に接続します。デバイスの電源が入っていることを確認します。 

2. Xcode を起動します。 

3. Xcode で Apple ID を追加します。 

「アカウントへの Apple ID の追加 (英語)」を参照してください。. 

4. メニュー バーで、[Xcode]、[Preferences](環境設定) を順にクリックします。 

5. [Account](アカウント) ページで、[View Details](詳細の表示) をクリックします。 

6. アカウントの詳細ページで、[iOS Development](iOS 開発) 署名 ID の横にある [Create](作成) をクリ

ックします。 

 

7. [Done](完了) をクリックして、アカウントの詳細ページを閉じます。 

詳細については、「署名 ID の作成 (英語)」を参照してください。 

App ID の作成 

今回は、最も柔軟性の高いワイルドカード App ID を使用します。ワイルドカード App ID では、1 つの App ID 

を複数のアプリに使用できます。プロビジョニング プロファイルで特定のサービスを有効にする場合は、特定 

App ID (1 つのアプリにのみ使用できる App ID) が必要です。 

1. Mac で Safari を開き、Apple Developer メンバー センター (英語) にログインします。 

2. メンバー センターのページで、[Identifiers](ID) リンクをクリックします。 

場合によっては、Xcode がワイルドカード App ID を自動生成することがあります。App ID の一覧を

確認し、[ID] フィールドに * が表示されている場合は、ワイルドカード App ID が自動生成されてい

ます。* が表示されていない場合は、次の手順に進みます。 

3. ワイルドカード App ID が手元になければ、[+] をクリックしてワイルドカード App ID を作成しま

す。 

https://developer.apple.com/library/ios/recipes/xcode_help-accounts_preferences/articles/add_appleid.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingCertificates/MaintainingCertificates.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH31-SW6
https://developer.apple.com/membercenter/index.action
https://developer.apple.com/membercenter/index.action
https://developer.apple.com/account/ios/identifiers/bundle/bundleList.action


 

[Registering an App ID](App ID の登録) ページが表示されます。 

4. [Wildcard App ID](ワイルドカード App ID) オプションを選択し、[Bundle ID](バンドル ID) フィール

ドに「*」を入力します。 

 

5. このページの残りのフィールドを入力し、[Continue](続行) をクリックします。 

6. [Confirm your App ID](App ID の確認) ページで、[Submit](送信) をクリックします。 

[Registration complete](登録完了) ページが表示されます。 

詳細については、「App ID の登録 (英語)」を参照してください。 

デバイスの登録 

1. [Certificates, Identifiers & Profile](証明書、ID、およびプロファイル) ページで、[Deivices](デバイス) 

の下に表示されている [All](すべて) リンクをクリックします。 

 

2. [+] をクリックします。 

 

3. [Registering a New Device or Multiple Devices](新しいデバイスまたは複数のデバイスの登録) ページ

で、デバイスの名前と UDID を入力し、[Continue](続行) をクリックします。 

https://developer.apple.com/account/ios/identifiers/bundle/bundleCreate.action
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingProfiles/MaintainingProfiles.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH30-SW991
https://developer.apple.com/account/ios/device/deviceCreate.action


UDID とは、「Unique Device Identifier」(一意デバイス ID) の略称です。UUID は 40 文字から成る文字

列でデバイスを一意に識別します。UDID は、Xcode または ITunes を使用して検索できます。「デバ

イス ID の検索 (英語)」を参照してください。 

4. [Review and register](確認と登録) ページで、[Register](登録) をクリックします。 

詳細については、「メンバー センターを使用したデバイスの登録 (英語)」を参照してください。 

プロビジョニング プロファイルの作成 

1. メンバー センター ページで、[Certificates, Identifiers & Profiles](証明書、ID、およびプロファイル) 

リンクをクリックします。 

2. [Certificates, Identifiers & Profiles](証明書、ID、およびプロファイル) ページで、[Provisioning 

Profiles](プロビジョニング プロファイル) リンクをクリックします。 

3. [Provisioning Profiles](プロビジョニング プロファイル) ページで、[+] をクリックします。 

 

4. [What type of provisioning profile do you need?](必要なプロビジョニング プロファイルの種類) ページ

で、[iOS App Development](iOS アプリ開発) オプションを選択し、[Continue](続行) をクリックします。 

 

5. [Select App ID](App ID の選択) ページで、作成したワイルドカード App ID を選択し、[Continue](続

行) をクリックします。 

 

6. [Select certificates](証明書の選択) ページで、作成した証明書の横にあるチェック ボックスをオンに

し、[Continue](続行) をクリックします。 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingProfiles/MaintainingProfiles.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH30-SW11
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingProfiles/MaintainingProfiles.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH30-SW11
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingProfiles/MaintainingProfiles.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH30-SW10
https://developer.apple.com/membercenter/index.action
https://developer.apple.com/account/overview.action
https://developer.apple.com/account/overview.action
https://developer.apple.com/account/ios/profile/profileLanding.action
https://developer.apple.com/account/ios/profile/profileLanding.action
https://developer.apple.com/account/ios/profile/profileLanding.action
https://developer.apple.com/account/ios/profile/profileCreate.action


 

7. [Select devices](デバイスの選択) ページで、登録したデバイスの横にあるチェック ボックスをオン

にし、[Continue](続行)をクリックします。 

8. [Name this profile and generate](このプロファイルに名前を付けて生成) ページで、[Generate](生成) を

クリックします。 

9. [Your provisioning profile is ready](プロビジョニング プロファイルの準備完了) ページで、

[Download](ダウンロード) をクリックします。 

詳細については、「メンバー センターを使用したプロビジョニング ファイルの作成 (英語)」ページを参照し

てください。 

Xcode でのプロビジョニング プロファイルのダウンロード 

1. Xcode を起動します。 

2. メニュー バーで、[Xcode]、[Preferences](環境設定) を順にクリックします。 

3. [Account](アカウント) ページで、[View Details](詳細の表示) をクリックします。 

4. アカウントの詳細ページで、プロビジョニング プロファイルの署名 ID の横にある [Download] (ダ

ウンロード) をクリックします。 

 

5. [Done](完了) をクリックして、アカウントの詳細ページを閉じます。 

プロビジョニング プロファイルのデバイスへのインストール 

1. デバイスを Mac に接続します。デバイスの電源が入っていることを確認します。 

2. メニュー バーで、[Window](ウィンドウ)、[Devices](デバイス) を順にクリックします。 

3. [Devices](デバイス) ウィンドウで、デバイスを選択します。 

 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingProfiles/MaintainingProfiles.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH30-SW24


4. [Devices](デバイス) ウィンドウ下部で、設定アイコンをクリックし、[Show Provisioning Profiles](プ

ロビジョニング プロファイルの表示) をクリックします。 

 

5. [Provisioning profiles installed on ..](.. にインストールされたプロビジョニング プロファイル) ダイア

ログ ボックスで、[+] アイコンをクリックします。 

 

6. プロビジョニング プロファイルをダウンロードした場所に移動し、ファイルを選択して、

[Install](インストール) をクリックします。 

7. [Provisioning profiles installed on ..](.. にインストールされたプロビジョニング プロファイル) ダイア

ログ ボックスで、[Done](完了) をクリックします。 

「デバイスでのアプリの実行」に進みます。 

オプション 2: 無料 Apple ID の使用 

まず、この種類のプロビジョニング プロファイルに伴う制限事項を確認 (英語) します。制限事項を受け入れ

可能であれば、以下の手順を実行します。 

1. Xcode 7 を起動します。 

2. Xcode 7 で Apple ID を追加します。 

https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/SupportedCapabilities/SupportedCapabilities.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH38-SW1


「アカウントへの Apple ID の追加 (英語)」を参照してください。 

3. Xcode 7 で、[File](ファイル) をクリックし、[New](新規作成) をポイントして、[Project](プロジェク

ト) をクリックします。 

4. [Choose a template for your new project](新規プロジェクトのテンプレートを選択) ダイアログ ボック

スで、[iOS] グループの [Application](アプリケーション) カテゴリを選択し、任意のテンプレートを選

択して [Next](次へ) をクリックします。 

 

5. アプリ (Product)、組織 (Organization)、および ID (Identifier) に任意の名前を付け、[Next](次へ) をク

リックします。 

 

6. プロジェクトの保存場所を選択し、[Create](作成) をクリックします。 

プロジェクト プロパティの [General](全般) ページが表示されます。 

7. [Team](チーム) ポップアップ メニューで、Apple ID を選択します。 

 

8. デバイスを Mac に接続します。デバイスの電源が入っていることを確認します。 

https://developer.apple.com/library/ios/recipes/xcode_help-accounts_preferences/articles/add_appleid.html


9. [Scheme](スキーム) ポップアップ メニューで、デバイスを選択します。 

 

デバイスに「version lower than deployment target」(開発ターゲット以下のバージョンです) というメッ

セージが表示される場合は、デバイスのオペレーティング システムを更新するか、[Deployment 

Target](開発ターゲット) ポップアップ メニューから、デバイスのオペレーティング システムのバー

ジョンと同じバージョンの iOS を選択します。 

10. [Team](チーム) ポップアップ メニューの下に [Fix Issue](問題の解決) ボタンが表示されている場合

は、そのボタンクリックします。 

Xcode によってプロビジョニング プロファイルが作成され、[Fix Issue](問題の解決) ボタンが非表示に

なります。 

11. [Run](実行) ボタンをクリックしてプロジェクトを実行します。 

 

プロジェクトの実行中に、プロビジョニング プロファイルが機能することを確認します。Xcode によ

って空のアプリがデバイスにインストールされ、アプリが起動します。 

詳細については、Apple Developer Web サイトで以下の資料を参照してください。 

 Xcode 7 でのプロジェクトの作成 (英語) 

 チーム プロビジョニング プロファイルの作成 (英語) 

 デバイスでのアプリの起動 (英語) 

デバイスでのアプリの実行 

デバイスを Mac に接続 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppStoreDistributionTutorial/Setup/Setup.html#//apple_ref/doc/uid/TP40013839-CH41-SW1
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppStoreDistributionTutorial/CreatingYourTeamProvisioningProfile/CreatingYourTeamProvisioningProfile.html#//apple_ref/doc/uid/TP40013839-CH33-SW4
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppStoreDistributionTutorial/LaunchingYourApponDevices/LaunchingYourApponDevices.html#//apple_ref/doc/uid/TP40013839-CH34-SW1


MAC での操作 

1. デバイスを接続します。 

2. デバイスの電源が入っていることを確認します。 

3. リモート エージェントが実行されていることを確認します。 

「MAC でのリモートエージェントの起動」を参照してください。 

WINDOWS コンピューターでの操作 

1. Visual Studio で、アプリのプロジェクトを開きます。 

2. 標準ツールバーで、iOS プラットフォームを選択します。 

 

3. [リモート デバイス] をクリックします。 

 

4. F5 キーを押してアプリを起動します。 

Visual Studio により、Mac 上のリモート エージェントに接続され、アプリがビルドされます。ビルド

が完了すると、Mac に接続されているデバイス上にアプリが表示されます。 

トラブルシューティング: 解決策 

デバッグ対象のアプリが見つからないことを示すメッセージが表示される 

プロビジョニング ファイルが見つからなかったことを示すメッセージが表示される 

証明書に関連するエラーが表示される 

Mac のホスト名が解決されない 

セキュリティ PIN が無効または有効期限切れであることを示すメッセージが表示される 



その他の種類のビルド エラーが表示される 

この一覧にはない問題が発生する 

デバイスを Windows コンピューターに接続 

iOS デバイスを Windows コンピューターにアタッチすると、アプリにブレークポイントを設定して、デバッグ

することができます。Mac に接続さえできれば、Mac は手元になくてもかまいません。このようにすると、

iOS アプリを Windows コンピューターでビルドしてデバッグし、チームの他の開発者と Mac を共有できます。 

そのためには、Apple Developer アカウントを使用して作成したプロビジョニング プロファイルが必要です。

まだプロビジョニング プロファイルを用意していない場合は、「オプション 1: Apple Developer アカウントの

使用」を参照してください。そこでは、プロビジョニング プロファイルをデバイスにインストールする方法に

ついても説明しています。こちらも非常に重要です。 

MAC での操作 

1. リモート エージェントが実行されていることを確認します。 

「Mac でのリモート エージェントの起動」を参照してください。 

2. アプリをデバッグする場合は、デバイスのサポート フォルダーを共有します。サポート フォルダ

ーは、Macintosh 

HD/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/DeviceSupport にあり

ます。 

ガイダンスについては、「Windows ユーザとファイルを共有するように Mac を設定する」を参照し

てください。 

WINDOWS コンピューターでの操作 

1. Apple iTunes をインストールします。 

2. デバイスを接続します。 

3. デバイスの電源が入っていることを確認します。 

Apple iTunes は自動的に起動します。 

4. Visual Studio のメニュー バーで、[ツール]、[オプション] を順にクリックします。 

5. [オプション] ダイアログ ボックスで、[Tools for Apache Cordova] を展開して [iOS 構成] をクリック

します。 

https://support.apple.com/kb/PH18707
http://www.apple.com/ja/itunes/


 

6. リモート Mac 上にあるデバイスのサポート ファイルへのパスを追加します。 

メモ: この手順はアプリをデバッグする場合のみ実行します。デバッグを行わず、デバイスでアプリ

を実行するだけであれば、この手順は省略します。 

 

7. [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。 

8. Visual Studio で、アプリのプロジェクトを開きます。 

9. 標準ツールバーで、iOS プラットフォームを選択します。 

 

10. [ローカル デバイス] をクリックします。 



 

11. F5 キーを押してアプリを起動します。 

Visual Studio により、Mac 上のリモート エージェントに接続され、アプリがビルドされます。ビルド

が完了すると、デバイスにアプリが表示されます。 

Mac でのリモート エージェントの停止 

Mac 上のターミナル アプリで、Ctrl キーを押しながら C キーを押します。 

トラブルシューティング: 解決策 

デバッグ対象のアプリが見つからないことを示すメッセージが表示される 

証明書に関連するエラーが表示される 

Mac のホスト名が解決されない 

セキュリティ PIN が無効または有効期限切れであることを示すメッセージが表示される 

ツールには Xcode が必要であることを示すエラーが表示される 

プロビジョニング ファイルが見つからなかったことを示すメッセージが表示される 

その他の種類のビルド エラーが表示される 

「Command failed with exit code ENOENT」(終了コード ENOENT でコマンドが失敗しました) のようなエラーが

表示される 

この一覧にはない問題が発生する 

Windows コンピューターに接続されているデバイスでアプリの実行を試みても、プロジェクトが見つからない 

証明書に関連するエラーが表示される 

Visual Studio がネットワーク上に Mac を見つけられない場合、または Mac のホスト名や IP アドレスが変更さ

れた場合に発生します。 

Windows コンピューターでコマンド プロンプトを開き、Mac の IP アドレスに ping を実行します。たとえば、

Mac の IP アドレスが 10.83.51.174 の場合、「ping 10.83.51.174」と入力します。 



コマンド プロンプト ウィンドウにメッセージが何も返されない場合、Mac と Windows コンピューターが異な

るネットワークに接続されている可能性があります。 

この状況は、社内で複数の Wi-Fi ネットワークを使用している場合に発生することがあります。Mac は、スリ

ープ状態から復帰するときに、最初に見つけた Wi-Fi ネットワークに接続します。このネットワークが、

Windows コンピューターのネットワークと異なっている可能性があります。 

次の画像は、Wi-Fi ネットワークの推奨順序を示しています。 

 

先頭に表示されているのは、MSFTCORP Wi-Fi ネットワークです。この Mac がスリープ状態から復帰すると、

このネットワークを使用することになります。 

Windows コンピューターが使用するネットワークも、この一覧の先頭に表示されている必要があります。先頭

に表示されていないと、このような問題が頻繁に発生します。 

この方法で問題が解決しない場合は、Mac のホスト名または IP アドレスが変更されている可能性があります。

リモート エージェントの初回起動時に、証明書が生成されます。この証明書により、Visual Studio が Mac の 

IP アドレスまたはホスト名とペアリングされます。IP アドレスまたはホスト名が変更されると、証明書は無効

になります。 

Mac 上でリモート エージェントを停止し、ターミナル アプリで次のコマンドを実行します。 

remotebuild certificates reset 

続いて、次のコマンドを実行します。 

remotebuild certificates generate 

リモート エージェントを起動して、Visual Studio から再度リモート エージェントへの接続を試みます。 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova


別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

エラーの一覧に戻る 

Mac のホスト名が解決されない 

まず、Visual Studio でのホスト名と、Mac の [共有] 設定に含まれるコンピューター名が一致することを確認し

ます。 

または、Visual Studio でのホスト名を、Mac の [ネットワーク] 設定に表示される IP アドレスに設定します。 

 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

エラーの一覧に戻る 

セキュリティ PIN が無効または有効期限切れであることを示すメ

ッセージが表示される 

初めてのセットアップ時に発生することがあります。リモート エージェントを初めて起動するときに、セキュ

リティ PIN が 10 分間だけ有効になり、それ以降は期限切れになります。この場合は、単純に新しいセキュリ

ティ PIN を生成します。 

1. まず、リモート エージェントを停止します。Mac でターミナル アプリを起動し、Ctrl キーを押し

ながら C キーを押してリモート エージェントを停止します。 

2. ターミナル アプリで、「remotebuild certificates generate」と入力します。 

新しいセキュリティ PIN がターミナル アプリのウィンドウに表示されます。この PIN を Visual Studio 

の [セキュリティ PIN] フィールドに入力します。 

問題が解決しない場合は、Mac に戻り、ターミナル アプリで「remotebuild certificates reset」と

入力してから、「remotebuild certificates generate」と入力して別の PIN 番号を生成します。 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova
http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova


エラーの一覧に戻る 

デバッグ対象のアプリが見つからないことを示すメッセージが表

示される 

デバイスで Safari の設定を開き、[Web インスペクタ] 設定を有効にします。 

「iOS の Safari (英語)」を参照してください。 

問題が解決しない場合は、iOS デバイスの設定をリセットします。 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

エラーの一覧に戻る 

ツールには Xcode が必要であることを示すエラーが表示される 

Mac に Xcode がインストールされていることを確認します。次に、Xcode を起動し、使用許諾契約に同意しま

す。この操作は重要です。使用許諾契約に同意しないと、ビルド エラーが継続的に発生します。 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

エラーの一覧に戻る 

「Command failed with exit code ENOENT」(終了コード ENOENT 

でコマンドが失敗しました) のようなエラーが表示される 

4.3 よりも前のバージョンの Cordova コマンド ライン インターフェイス (CLI) を使用している場合に発生する

ことがあります。 

この問題を解決するには、プロジェクトの CLI バージョン (英語)を更新します。 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

エラーの一覧に戻る 

https://developer.apple.com/library/mac/documentation/AppleApplications/Conceptual/Safari_Developer_Guide/GettingStarted/GettingStarted.html#//apple_ref/doc/uid/TP40007874-CH2-SW8
http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova
https://developer.apple.com/jp/xcode/downloads/
http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/change-cli-version/#how-to-update-the-cli-version-of-your-project
http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova


プロビジョニング ファイルが見つからなかったことを示すメッセ

ージが表示される 

最も可能性が高い原因は、Xcode によってデバイスがまだ登録されていないか、開発証明書が要求されていま

せん。Xcode でプロジェクトを作成し、新しいプロジェクトの全般設定ページで [Fix Issue](問題の解決) をクリ

ックすると、これらの操作を行うことができます。 

手順については、本ガイドの「オプション 2: 無料 Apple ID の使用」を参照してください。 

重要: 手順 7. の [Team](チーム) ポップアップ メニューでは、プロビジョニング プロファイルに関連付けられ

ているチーム名または個人名を選択してください。プロビジョニング プロファイルの作成に無料 Apple ID を

使用する場合のみ、Apple ID を選択します。 

その他の種類のビルド エラーが表示される 

ここには、関連するトピックへのリンクを含めて CLI の互換性に関する説明を記載します。 

それでも問題が解決しない場合は、こちら (英語) にアクセスしてみてください。 

別の方法でこの問題を解決できた場合は、コメントでお知らせください。 

エラーの一覧に戻る 

この一覧にはない問題が発生する 

次のことを試してください。 

 「iOS および OSX に関するヒントと回避策 (英語)」を確認する。 

 「既知の問題 – iOS (英語)」を確認する。 

 こちら (英語) にアクセスするか、このページの一番下でご意見をお寄せください。 

エラーの一覧に戻る 

Windows コンピューターに接続されているデバイスでアプリの実

行を試みても、プロジェクトが見つからない 

以前このプロジェクトの実行を試みたときに、ios-webkit-debug-proxy.exe プロセスと 

idevicedebugserverproxy.exe プロセスが開始されている可能性があります。 

Windows コンピューターでタスク マネージャーを起動し、[プロセス] タブをクリックします。2 つのプロセス

が一覧に表示される場合は、プロセスを右クリックして [プロセスの終了] をクリックします。 

http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/tips-and-workarounds-ios-readme/
http://taco.visualstudio.com/en-us/docs/known-issues-ios/
http://stackoverflow.com/questions/tagged/visual-studio-cordova


エラーの一覧に戻る 

執筆者: Norm Estabrook。 

https://github.com/normesta

