
意外に簡単!?
QGISプラグイン開発

合同会社 緑ＩＴ事務所

代表 小池 隆

2015年10月12日
FOSS4G 2015 Tokyo コアデイセッション
＠東京大学駒場第Ⅱキャンパス

（Python Plugin）



プラグイン開発の背景

GEO × LOD（Linked Open Data）

「ここペディア」
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http://kokopedia.midoriit.com

地図範囲内の
Wikipedia記事

現在地の
周辺地図

http://kokopedia.midoriit.com/


LOD（Linked Open Data）とは

Web上でデータを公開・共有し、
データ同士をつなげる技術

データを「主語 述語 目的語」で表現

緯度経度の述語

geo:lat

geo:long

ウィキペディアの記事をLOD化して
公開する「DBpedia」が有名
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DBpedia Japanese
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述語

http://ja.dbpedia.org

http://ja.dbpedia.org/


SPARQL Endpoint

APIによるアクセス
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JSON形式での結果取得

クエリ言語（SPARQL）を用いた問合せ



PediaLayerプラグイン

指定した範囲内の事物に関する情報を
DBpediaのSPARQL Endpointから取得
→ ベクタレイヤ作成
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利用例①

横浜市の区毎のウィキペディア記事集計
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http://midoriit.com/2015/09/qgisプラグインの開発1.html

中区 53件

泉区・栄区 2件

http://midoriit.com/2015/09/qgisプラグインの開発1.html


利用例②

大山街道（赤坂～丹沢・大山）沿いの
ウィキペディア記事を抽出してKML作成
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プラグイン開発に必要なもの

QGIS本体

Pythonの開発環境（QGISにバンドル）

QGISのbinフォルダにPATHを通す

またはOSGeo4W Shellを利用
（Windowsの場合）

QtのGUI開発環境「Qt Creator」

「Plugin Builder」プラグイン

「Plugin Reloader」もあると便利

makeコマンド（GnuWin32等）
9

（Python Plugin）



開発者向け情報源
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http://docs.qgis.org/2.8/ja/docs/pyqgis_developer_cookbook/

http://docs.qgis.org/2.8/ja/docs/pyqgis_developer_cookbook/


プラグイン開発～公開の流れ

Plugin Builderプラグインのウィザードで
プラグインのテンプレートを作成

テンプレートに機能を付加

GUIの編集

Pythonプログラミング

makeとインストール

プラグインの公開

zipパッケージ作成

plugins.xmlファイルの作成
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本日はここまで



プラグインのテンプレートの種類
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Tool button with dialog

Processing Provider

Tool button with dock widget



ウィザード① 基本情報
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プラグイン名／クラス名など



ウィザード② プラグインの説明
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ウィザード③ テンプレートの選択
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「Tool button with dialog」を選択

選択

メニュー項目名

選択

あとで日本語化



ウィザード④ 出力の選択
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とりあえず全部



ウィザード⑤ プラグイン公開先
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Gitリポジトリ等を入力

この時点では存在しなくても大丈夫

実験的なプラグインではチェックを付ける

必須



ウィザード⑥ ファイル出力先

プラグインフォルダを指定すると便利

更新をPlugin Reloaderで即反映可
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C:¥Users¥<ユーザ名>¥.qgis2¥python¥plugins

（Windowsの場合）



ウィザード⑦ 確認
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クラス名



Plugin Builderの主な出力
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「Tool button with dialog」の場合

ファイル名 説明

Makefile makeコマンドでビルドに使用

icon.png デフォルトのアイコン
適宜置き換える

resources.qrc このファイルの編集は不要
makeするとpyrcc4コマンドで
resources.pyが作成される

<モジュール名>.py プログラムのテンプレート
編集して機能を実装する

<モジュール名>_dialog.py ダイアログ表示のコード
このファイルの編集は不要

<モジュール名>_dialog_base.ui ダイアログのGUI定義
Qt Creatorで編集する

※選択したテンプレートにより、出力されるファイルは異なる



metadata.txt

ウィザードで入力した、プラグインの
メタ情報を保持（編集不要、修正可）
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[general]

name=PediaLayer

qgisMinimumVersion=2.0

description=Create a layer from DBpedia

version=0.5

author=Midori IT Office, LLC

email=info@midoriit.com

about=Create a layer from DBpedia.

tracker=https://github.com/midoriit/PediaLayer/issues

repository=https://github.com/midoriit/PediaLayer

experimental=True



Qt CreatorによるGUI編集（前）
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Qt CreatorによるGUI編集（後）
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文字列は
あとで日本語化



機能の実装① importの追加

from qgis.core import *

QGISのコアAPIを使用するため

from qgis.gui import *

QGISのGUI操作APIを使用するため

import json, urllib, urllib2

DBpediaからデータを取得するため

from PyQt4.QtCore import *

Qtのさまざまな機能を使用するため
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機能の実装② runメソッド
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初期化処理とイベント処理の追加

def run(self):

ダイアログの初期化処理

# show the dialog

self.dlg.show()

# Run the dialog event loop

result = self.dlg.exec_()

# See if OK was pressed

if result:

イベント処理：ベクタレイヤを追加

黒字のコードは
Plugin Builderが
生成したコード



ダイアログの初期化処理
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self.dlg.comboBox.clear()

layers = self.iface.legendInterface().layers()

layer_list = []

for layer in layers:

if isinstance(layer, QgsVectorLayer) or ¥
isinstance(layer, QgsRasterLayer):

layer_list.append(layer.name())

self.dlg.comboBox.addItems(layer_list)

QGISからすべてのレイヤを取得

ベクタレイヤまたはラスタレイヤのみ



イベント処理の概要

マップキャンバスまたは選択された
レイヤから矩形範囲を取得

DBpediaから情報を取得するための
SPARQLクエリを作成

クエリを発行し、JSON形式で結果取得

ベクタレイヤを新規作成

取得したJSONデータからfeatureを
作成し、レイヤに追加
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http://midoriit.com/2015/09/qgisプラグインの開発2.html

http://midoriit.com/2015/09/qgisプラグインの開発2.html


SPARQLクエリ
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SELECT distinct ?name ?abstract ?lat ?lon ?url

WHERE {

?s rdfs:label ?name ;

dbpedia-owl:abstract ?abstract ;

foaf:isPrimaryTopicOf ?url ;

geo:lat ?lat ;

geo:long ?lon .

FILTER ( ?lon > xMin && ?lon xMax &&

?lat yMin && ?lat < yMax )

FILTER (LANG(?name)='ja' &&

LANG(?abstract)='ja')

} LIMIT n

青字は述語

範囲指定



ベクタレイヤと地物の追加
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newLayer = QgsVectorLayer(...)

newLayer.setProviderEncoding("UTF-8")
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(...)
newLayer.startEditing()

newLayer.addAttribute(QgsField("name", ...))
newLayer.addAttribute(QgsField("url", ...))
newLayer.addAttribute(QgsField("abstract", ...))

for item in list:
feature = QgsFeature(newLayer.pendingFields())
feature.setGeometry(QgsGeometry.fromPoint(...))

feature.setAttribute("name", ...))
feature.setAttribute("url", ...))
feature.setAttribute("abstract", ...))

newLayer.addFeature(feature)
newLayer.commitChanges()
newLayer.updateExtents()

レ
イ
ヤ
追
加

属
性
追
加

地
物
追
加



Qtによる国際化対応

pylupdate4で、ソースファイルから
翻訳すべき文字列を抽出

linguistで日本語訳の文字列を入力

lreleaseで.qmファイルを作成
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http://midoriit.com/2015/09/qgisプラグインの開発3.html

http://midoriit.com/2015/09/qgisプラグインの開発3.html


makeとインストール

make

resources.pyを作成するため、
1度は必ず実行

icon.pngファイルを更新したら、
make cleanしてからmake

「プラグインの管理とインストール」で
プラグインを有効化

Plugin Reloaderを使ってReloadすれば、
プラグイン修正後のQGISの再起動は不要
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まとめ

Plugin BuilderでQGISプラグインの
開発は大幅に省力化

豊富なPythonライブラリの利用

開発者向け情報が充実

プラグインを作って公開しましょう
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プラグインリポジトリ

http://midoriit.com/qgis/plugins.xml

ソースコード

https://github.com/midoriit/PediaLayer

PediaLayerプラグイン

Let's
Try!

http://midoriit.com/qgis/plugins.xml
https://github.com/midoriit/PediaLayer


ご清聴ありがとうございました
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midoriit.com

http://midoriit.com/

