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TD Mobile は、Android、iOS、Windows 用ネイティブアプリケーションを作成する Cordova プロジェクトを IDE か
ら直接作成、構築する機能をサポートしています。この機能を使用するには、Apache Cordova をあらかじめイ
ンストールしておく必要があります。また、Android 用アプリケーションを作成するには、Android SDK および
Java Development Kit (JDK) もインストールする必要があります。 ここでは、Cordova を使用して Android 用ネイ
ティブアプリを作成するために必要な PC のセットアップ方法について説明します。
なお、Windows 上では iOS 用のネイティブアプリを作成することはできません。iOS 用の開発環境は OS X の
Mac でのみ利用可能です。このため、作成した Cordova プロジェクトを OS X の環境にコピーし、ビルドする必要
があります。詳細については、iOS Platform Guide を参照してください。

Cordova のインストール
Cordova コマンドラインツールは Node Package Manager (npm) パッケージとして利用可能です。以下のステッ
プに従って、Cordova コマンドラインツールをインストールしてください。
1. Node.js をダウンロードし、デフォルトの設定でインストールしてください。
2. インストール後、新しいコマンドプロンプトを開始し、以下のように run および npm コマンドを実行
してください。
C:\>node -–version
C:\>npm --version

Node.js が正しくインストールされていれば、それぞれバージョン番号が表示されます。
3. npm コマンドを使用して Cordova インストールします。以下のコマンドで最新版の Cordova をダウ
ンロードおよびインストールすることができます。
C:\>npm install -g cordova

Cordova のインストール後、以下のコマンドを実行してください。
C:\>cordova --version

Cordova が正しくインストールされていれば、バージョン番号が表示されます。

Java のインストール
Android SDK には、Java Development Kit (JDK) 1.8 以降のバージョンが必要になります。必要なバージョンの
JDK がインストールされているかどうか確認してください。[コントロールパネル]－[プログラムと機能]からイン
ストールされている JDK のバージョンを確認出来ます。必要なバージョンの JDK がインストールされていない場
合、以下の手順で JDK をインストールしてください。
1. Java SE JDK をダウンロードします。 JDK ダウンロードをクリックすると、ダウンロード可能なファイル
のリストが表示されますので、32 bit Windows 用の "Windows x86”、または 64 bit Windows 用の
"Windows x64" をダウンロードします。
2. ダウンロードしたインストーラをデフォルト設定で実行し、JDK をインストールします。
3. JDK をインストールしたフォルダを指す JAVA_HOME 環境変数を追加します。Cordova および
Android SDK は JDK のインストール場所をレジストリから見つけますが、JAVA_HOME 環境変数を
追加し、使用する JDK のバージョンを明示的に指定することをお勧めします。 環境変数を追加す
るには、[コントロールパネル]－[システム]を実行後、システムの詳細設定をクリックし、[システ
ムのプロパティ] ダイアログを表示します。詳細設定タブの環境変数ボタンをクリックすると表示さ
れる環境変数ダイアログを使用して環境変数を追加してください。環境変数の管理方法について
のさらに詳細な情報については、 このページ を参照してください。

Android SDK コマンドラインツールのインストール
Android プラットフォーム上で動作するネイティブアプリを作成するには、Android SDK コマンドラインツールをイ
ンストールする必要があります。以下の手順に従って Android SDK コマンドラインツールをインストールしてくだ
さい。
1. developer.android.com/studio を移動し、ページの一番下までスクロールダウンしてください。「コ
マンドラインツールのみ入手する」以降にある Windows インストーラ exe ファイルをクリックし、ダ
ウンロードしてください。(ファイルには installer_r24.4.1-windows.exe のような名称がついていま
す)
2. ダウンロードしたインストーラをデフォルトの設定で実行します。この時、SDK のインストール先の
フォルダを覚えておいてください。後で ANDROID_HOME 環境変数に、このインストール先を設定
する必要があります。
3. SDK が正しくインストールされると、パッケージをダウンロードするために SDK マネージャが開始さ
れます。SDK マネージャは、スタートメニューから [Android SDK Tools] －[SDK Manager]を選んで
も実行することができます。
4. 最初に SDK マネージャを実行すると、あらかじめいくつかのパッケージが選択されています。デフ
ォルトで Android 7.0 (API 24) が選択されていますので、これはこのまま選択しておきます。

Android エミュレータを実行しないのであれば、Intel x86 Atom System Image などのシステムイメ
ージの選択を解除することもできます。また、Extra の下にある、"Android Support Repository",
“Google Play services” および “Google Repository” を選択することを推奨します。なお、パッケージ
のダウンロードおよびインストールには、長い時間がかかりますので注意してください。
5. Cordova に Android SDK のインストール場所を知らせるために、ANDROID_HOME 環境変数にイ
ンストール先を設定する必要があります。
C:\Users\tom\AppData\Local\Android\android-sdk

Windows SDK のインストール
Windows 8.1, Windows Phone 8.1 および Windows 10 ユニバーサルアプリ用の Windows ネイティブアプリを開
発するには、Visual Studio 2015 をインストールする必要があります。詳細については Windows Platform Guide
を参照してください。

** 注意: Cordova は頻繁にアップデートされます。上記の SDK バージョンは Cordova 6.4 に対して有効ですが、
最新版の Cordova では、より新しいバージョンの Java、NodeJS または Android/Windows SDK が必要になる可
能性があります。 最新の必要とされるソフトウェアおよびバージョンについては、Cordova のドキュメントを参照
してください。

