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 デスクトップGISソフトウェア製品『SuperMap Deskpro .NET 6R』(以下、Deskpro.NET)は、すべての機能が

「プラグイン」で構成されています。あらかじめ備わっている機能のほか、ユーザー自身によりプラグインを

開発して、GIS機能や業務機能を追加装備することができます。また、既存の機能をニーズに合わせてより

使いやすく改良することができます。 

 本冊子では、初めてDeskpro.NETのプラグインを開発するユーザー向けに、プラグインの概要、開発する

までの手順とプラグインのDeskpro.NETへの設定の方法について紹介します。  

左図のとおり、Deskpro.NETはフレームワーク（書棚）

を提供しており、汎用的なGIS機能のプラグイン（常用

書籍）を備えています。必要に応じて拡張プラグイン

（必要な本、使いやすい本）を追加することができま

す。プラグインはユーザー自ら開発することもできま

す、また他のベンダーが開発したプラグインを追加す

ることができます。プラグインを追加、削除、整理する

ことで、希望のGISアプリを構築することができます。 

プラグイン開発の⼿引き 

Visual Studioのテンプレート(C#)を使⽤してプラグイン開発を⾏う⽅法について。 

テンプレートで作成したプラグインを実⾏するまでの⽅法について。 

プラグイン作成で⽣成されるファイル、実⾏時に必要なファイルについて。 

★必要な環境 
◇ 開発環境のプラットフォーム（OS）：Windows(7/Vista/XPsp2以上/Server2008/Server2003sp1以上) 
◇ SuperMap Deskpro .NET 6R(2012) （及びSuperMap Deskpro .NET 6R (ver6.0)） 

◇ 開発環境：Microsoft Visual Studio （2008推奨） フリー版 Visual C# 2008 Express等 

◇ Microsoft .NET Framework 3.5 （SP1） 

   ※開発言語は.NET言語に対応、Visual C#推奨。 

   当冊子で記載、例示する“Visual Studio”は断りがない限りすべて“Visual Studio 2008”です。 

Deskpro.NETとプラグインの関係のイメージ 

プラグイン作成の大まかな流れは左図のとおりです。 

①機能内容をコーディング 

②ビルドしてdllファイル生成 

③Deskpro.NETのプラグインに設定 

プラグイン開発に必要な環境、プラグインのしくみ、作成の流れについて。 

プラグインをDeskpro.NETに設定するためのConfigファイルの記述内容について。 

テンプレートのプロジェクトで設定されているプロパティ項⽬について。 

プラグイン開発に必要な環境、プラグインのしくみと作成の流れについての概要です。 
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Deskpro.NETプラグイン作成のイメージ 
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P.12 Deskpro.NETのインターフェースでプラグインを設定する⽅法について。 

P.15 アセンブリファイルにビルドする⽅法以外のプラグイン作成⽅法について。 

 概要 

 概要 

 本冊子は以下のコンテンツで構成されています。全体を通して、Deskpro.NETのプラグイン開発に関する基本知識を身に付け

ていただくことができます。特に、黄色で示す3項目までを閲覧、実際に操作することで、Deskpro.NETにおけるプラグインがどの

ようなものかを理解、体感していただくことができるかと思います。 

 

 プラグインの実⾏ 

テンプレートの使⽤ 

 

 プロジェクトのプロパティ 

プラグイン実⾏に必要なファイル 

 

 

configファイルの記述内容 
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Deskpro.NETは、Visual C#でプラグイン作成する際に必要な一連のファイル群や設定

状態をテンプレートで提供しています。開発ユーザーは、テンプレートを利用することで、

煩わしい設定をせずに、すぐにプラグインのコーディングに専念することができます。 

新規プロジェクトを作成 

Visual Studioを起動し、［ファイル］-［新規作成］-［プロジェクト］を選択すると、［新しいプロジェクト］ウィンドウが表示されま

す。［プロジェクトの種類］で［Visual C#］を選択、［テンプレート］は［SuperMap Deskpro Plugin］を選択します。右上欄は

［.NET Framework 3.5］を選択します。 

任意の［プロジェクト名］、［場所］、［ソリューション名］を設定します。プロジェクト名、ソリューション名のデフォルト

は“DeskproPlugin1”です。（下図参照） 

 Visual C#では、Deskpro.NETのプラグイン開発向けのテンプレートを選択することができます。テンプレートから新規プロジェクト

を作成して、プラグインのコーディングができる状態を構築することができます。 ※テンプレートはVisual Studio 2008バージョン

のみ付属します（Deskpro.NET ver6.1.1時点）。 

テンプレートのレジスタ 
Deskpro.NETをインストールするときに、PCにVisual Studioが入っている場

合は、自動的にテンプレートが登録（レジスタ）されます。後からVisual Stu-
dioをインストールした場合は、Windowsスタートメニューの「SuperMap 
Desktop Plugin テンプレートのレジスタ」を選択することで可能です。 

プラグイン開発の⼿引き 

新規プロジェクトの作成 

 テンプレートの使⽤ 
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① 

② 

新規プロジェクトの状態 

SuperMap Deskpro Pluginテンプレートで新規プロジェクトを作成すると、Visual Studioの画面は下図のような状態となり、プ

ラグイン作成に必要とする標準的な設定が行われます。 

①参照設定 

Deskpro.NETの常用のアセンブリ“SuperMap.Desktop.Core”、“SuperMap.Desktop.UI.Controls”はデフォルトで追加されてい

ます。他のアセンブリを参照する場合は、手動で参照を追加します（下記参照）。 

②生成ファイル 

“DesktopPlugin.cs”、“CtrlAction.cs”、“DesktopPlugin1.config”の3ファイルが生成されます（CtrlAction.cs以外のファイル名

はプロジェクト名に由来します）。それぞれのファイルの役割は次のとおりです。 

DesktopPlugin.cs：プラグインの定義で、プラグインの初期化作業の処理に用います。 

CtrlAction.cs：実行動作する内容を記述するのに用います。 

DesktopPlugin1.config：プラグインの設定ファイルで、プラグインのUI設定情報や起動情報などを管理するのに用います。 

プラグイン開発の⼿引き 

新規プロジェクトの状態 

参照の追加 

テンプレートで追加された以外のアセンブリを参照するに

は、下記の手順で手動で参照の追加を行います。 

Visual Studioのソリューションエクスプローラで［参照設

定］を右クリックして［参照の追加］を選択すると、［参照の

追加］ダイアログボックスが開きます。 

［参照］タブを選択し、ファイルの場所で、Deskpro.NETの

イ ン ス ト ー ル パ ス の Bin フ ォ ル ダ ( ¥ Program 
Files¥SuperMap¥SuperMap Deskpro .NET 6R¥Bin)を選

択し、追加参照するdllファイルを選択します。 

 

           右図：［参照の追加］ダイアログボックス 
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テンプレートで新規プロジェクトを作成したら、さっそく「最もシンプル」なプラグインを実

行することができます。コードを書き加えて、少し機能を拡張させることができます。 

プラグイン開発の⼿引き 

 テンプレートはプラグインの新規プロジェクトをそのままビルド（デバッグ）できる状態となっています。プラグインは実行ファイル

を持たないクラスライブラリで、それ自身では実行できないため、デバッグ時にはDeskpro.NETが起動するように設定されていま

す。テンプレートで用意されたファイルを開いて、一部のコードを書き換えて、デバッグして、プラグインを実行してみましょう。 

CtrlAction.csを開く 

ソリューションエクスプローラからCtrlAction.csを開きます。 

このファイルには、Deskpro.NET上でボタンを押下した時などコントロールイベントが発生したときに実行する内容を記述しま

す。 

テンプレートの初期状態は、下図のようになっています。 

CtrlAction.csを開いた状態 

コードの書き換え 

この状態ですでに、WindowsのMessageBoxをポップアップして、メッセージを表示するという最もシンプルな機能のプラグイ

ンを作成することができます。 

実際にプラグインを作成してみましょう。ここでは、コード内のメッセージ”MyCtrlAction.Run”を”Hello, SuperMap Plugin!”に
書き換えます。 

デバッグの実行 

VisualStudioで［デバッグ開始］を実行します。 

すると、Deskpro.NETが起動して、［スタート］タブの下に［DeskproPlugin1］グループ、［ShowMassege］ボタンが追加されま

す（右図）。 

プラグインの実行 

このボタンを押すと、メッセージのボックスが開き”Hello, SuperMap Plugin!”と表示されます。（次頁図：プラグイン実行結果） 

書き換えたコード 

 プラグインの実⾏ 
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 このように、最もシンプルな機能ともいえるプラグインを作成して、Deskpro.NETで実行することができました。現在のプラグイン

の実行内容はCtrlAction.csファイル内のわずか1行です。この部分に書き加えていけば、より複雑で高度な機能に発展させてい

くことができることができることが分かります。 

 続けて、この部分に少し長いコードを書き込み、Deskpro.NETのAPIを用いた機能を実行してみましょう。 

 Override public  void Run() 以下に上記のコードを記述すると、現在のDeskpro.NETにロードされているすべてのプラグインの

情報（プラグイン名、属するアセンブリ）が解析レポートウィンドウに列挙して表示されます（次頁図：「プラグイン情報」を表示する

プラグイン機能を実行した状態）。 

プラグイン開発の⼿引き 

プラグインの実行結果 

http://supermap.jp/ 
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「プラグイン情報」を表示するプラグイン機能を実行した状態 

プラグイン開発の⼿引き 

 現在使用しているDeskpro.NETで使用しているプラグインの数や名称などの情報は、Deskpro.NETのアセンブリファイルから取

得しています。例えば、コード中の1行では、プラグインの数(pluginCount)を取得するために以下のような記述をしています。 

 ここでは、SuperMap.Desktop.Application…. という名前空間で、現在のプラグインを管理するクラス(PluginManager)から、そ

の数(Count)を示すプロパティを取得しています。 

 SuperMap.Desktop 名前空間は、テンプレートがデフォルトで参照しているSuperMap.Desktop.Core.dll  アセンブリファイルに

対応しています。（Deskpro.NETの骨幹機能を管轄するコアとなるアセンブリ） 

 

    以上ように、Deskpro.NETが動くために必要とするアセンブリファイルのクラスをプラグインのコーディ

ングで利用することができます。類推すると、Deskpro.NETにあらかじめ装備されている機能に対しても、ク

ラスを利用して、既存機能をカスタマイズしたプラグインを開発することが可能であることが分かります。 

    また、Deskpro.NETには装備されていないけど、APIとして提供されている機能に対しても、同じような

方法で追加機能としてプラグインを開発することが可能です。 
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  … 
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されてない機能を
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プ
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イ
ン 

 

Queryメソッド 

デフォルトUI 

カスタムUI 

Deskpro.NET標準実

装機能のAPIを使っ

てUIをカスタマイズ 

⇒業務操作性UP 

例えば、 プ
ラ
グ
イ
ン 

Deskpro.NETのAPI活用の可能性のイメージ 
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 上述のとおり、C#のプラグインテンプレートを使用すれば、すぐに簡単なプラグイン機能を実行することができます。 

 プラグインはデバッグを行ったときに即時作成され実行できる状態になりますが、その時、どこにどのようなファイルが作られて

いるのかを確認し、それらのファイルがプラグインを実行する際にどのような役割を果たすのかを理解しましょう。 

プラグインを作成するとどのようなファイルが作られ、プラグインを実行するとき

に、どのようなファイルが作用しているのかを確認しましょう。 

プラグイン開発の⼿引き 

dllファイルの保存場所 

①dllファイルの保存場所 
Deskpro.NETのインストールパス： 

¥SuperMap Deskpro .NET 6R¥Bin¥Plugins 以下のプロジェクト名のフォルダ。 

テンプレートを例とすると、“DeskproPlugin1”フォルダ内に“DeskproPlugin1.dll”が保存されます。フォルダ内にはdllファイル以外

のファイル、フォルダがありますが、プラグインの実行には直接関係ありません。まずは、dllファイルがこの場所に保存されること

を知っておきましょう。 

テンプレートを使用せずにプラグインを作成した場合、dllファイルを任意位置に保存してもプラグインを実行できますが、同様の

場所に保存して一元管理することを推奨します。 

②configファイルの保存場所 
Deskpro.NETのインストールパス： 

¥SuperMap Deskpro .NET 6R¥WorkEnvironment¥Default 以下。テンプレートを例とすると、DeskproPlugin1.config ファイル

が保存されます。別名保存した作業環境（UIの設定）にプラグインを追加した場合は、作業環境名のフォルダ以下に保存されま

す。例：作業環境名“Custom”の場合、同名のフォルダ以下。 

テンプレートを使用せずにプラグインを作成した場合、同じ場所にconfigファイルを保存する必要があります。 

configファイルの保存場所 

    プラグイン実行に必要となるファイルは次の2つ。 

① *.dllファイル プラグイン本体となるアセンブリファイル。プラグインのVisual Studioのプ

ロジェクトをビルド（デバッグ）すると生成されます。 

② *.configファイル プラグイン設定ファイル。プラグインをDeskpro.NETのインターフェス上

に配置するための設定情報が記述されています。 
ファイル名の*は、プラグインのプロジェクト名と同じです（上述のテンプレートのサンプルではそれぞれ、DeskproPlugin1.dll/
DeskproPlugin1.config）。 

 プラグイン実⾏に必要なファイル 
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 Visual Studioではビルドに成功した後に一連のスクリプトを実行することができます。Deskpro.NETプラグインのテンプレートで

は、自動で必要なファイルを所定のフォルダにコピーするように記述してあります。テンプレートのプロジェクトのプロパティの内

容を開いて確認することができます。 

 ［ビルド後に実行するコマンドライン］ウィンドウが開き、プラグインのconfigファイルを指定フォルダにコピーするコマンドが記述

さ れ て い ま す。プ ロ ジ ェ ク ト 名（つ ま り プ ラ グ イ ン 名）と 同 名 の config フ ァ イ ル を、Deskpro.NET イ ン ス ト ー ル 先 の

WorkEnvironment¥Defaultフォルダ以下にコピーすることを示します。 

 実際のDeskpro.NETインストール先のフォルダが異なる場合は、ここで書き換えることができます。 

 ［マクロ］ボタンを押すとビルド後に生成されるプラグインのdllファイルの出力先を確認することができます。“OutDir”の値が、

Deskpro.NETのインストールフォルダの¥Bin¥Plugins¥以下となっています。 

次頁図：ビルド後に実行するコマンドライン 

プラグイン開発の⼿引き 

テンプレートのプロジェクトではビルド、デバッグ時の動作を「プロパティ」で設定

しています。その設定内容を確認しましょう。 

ビルドイベントを開く 

ソリューションエクスプローラでプロ

ジェクトのプロパティを右クリックして、

［プロパティ］を選択して、各プロパティ

を表示、設定できるダイアログボック

スを開きます。 

左側から［ビルド イベント］を選択し

て、開かれたウィンドウで［ビルド後の

編集］ボタンをクリックします。（右図） 

ビルド イベントのプロパティ 

Deskpro.NETプラグインにおけるdllファイルとconfigファイルの関係 

 dllファイルだけではDeskpro.NETのプラグインとして追加することができません。configファイルが仲介者の役割をしてファイル

とDeskpro.NETを「ひも付け」することで、はじめてDeskpro.NETのプラグインとして作用します。下図では、Deskpro.NET上でのdll
ファイルとconfigファイルの関係を模式的に表現しています。 

 プロジェクトのプロパティ 

http://supermap.jp/ 
日本スーパーマップ株式会社 



9 

デバッグを開く 

テンプレートでデバッグを実行すると、Deskpro.NETが起動してプラグインを動作させることができます。デバッグ時に実行す

るプログラムの設定を確認します。 

［デバッグ］を開きます。［外部プログラムの開始］ラジオボタンが選択された状態で、Deskpro.NETのインストール先のフォル

ダから実行ファイルの”SuperMap Deskpro .NET.exe”が指定されています。当実行ファイルの位置が変更されている場合

は、［…］ボタンから再指定することができます。 

プラグイン単独では実行することができないため、このように、外部プログラムとしてDeskpro.NETを指定します。 

プラグイン開発の⼿引き 

ビルド後に実行するコマンドライン 

デバッグのプロパティ 

    テンプレートプロジェクトのプロパティ設定のポイント 

     ・dllファイルと対応するconfigファイルが所定のフォルダにコピーされる。 

     ・デバッグ時にDeskpro.NETを起動してプラグインを実行できる。 

http://supermap.jp/ 
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Deskpro.NETのリボンの構成 

 configファイルの内容はDeskpro.NETの主にインターフェースのリボン部分の構成と密接に関連しています。 

 まず、リボンの構成、各部位の名称を確認しましょう。 

 configファイルは、XML形式で記述されており、Visual Studioや他のテキストエディタで開いて内容を確認、編集することができ

ます。ここでは、configファイルで記述されている内容と各項目の設定方法を紹介します。 

 configファイルを直接編集してプラグインの設定を行うことができるほか、Deskpro.NETの［作業環境設定］からもGUI操作により

プラグインの設定を行い、その結果関連のconfigファイル内容が編集することもできます。［作業環境設定］の使用方法は、当冊

子の「Deskpro.NET作業環境設定」のコンテンツで紹介しています。 

プラグイン開発の⼿引き 

プラグインのDeskpro.NET本体での設定情報はconfigファイルに記述してあり

ます。記述内容を確認しましょう。 

Visual Studioでテンプレートのconfigファイルを開いた状態 

デスクトップ画面とconfigファイルの対応関係 

 リボンと各コントロールは入れ子状に構成されており、この関係はそのままconfigファイルのタグ構成で表現されています。そ

のため、configファイルの構成を見れば、デスクトップのUIの構成も分かるようになっています。 

下図は、デスクトップ画面とconfigファイルのタグ構成の対応関係を模式的に表現したものです。 

 configファイルの記述内容 

http://supermap.jp/ 
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 configファイルでは、リボン内にタブ、グループ、ボタン等のコントロールを設定する情報と、ボタンのクリック等のイベント発生時

に実行されるプラグイン情報を記述します。以下では、タブ、グループ、ボタンについて、それぞれの項目の作用と設定方法を説

明します。（追加できるコントロールはその他、プルダウンボタン、チェックボックス、テキストボックス、コンボボックス等もあります。） 

 

◆タブ(tab) 
<tab>...</tab>ラベル内の各プロパティの作用は次のとおりです。 

index: リボン上で当タブを配置する順序を設定します。リボンに複数のタブが存在するとき、当タブの配置順序をこの値により

確定します。数値を設定し、小さい値からリボン左に配置されます。 

id: 複数の設定ファイル（*.config）の内容を1つのタブに合併するのに用います。同じid値を持つ場合に合併します。id値は

テキストでも数値でも可能です。 

label: 当タブの表示名称。 

formClass: 当タブがバインディングするフォームを指定します。デフォルトはメインウィンドウとバインディングします。例えば、レイ

ア ウ ト の［オ ブ ジ ェ ク ト 追 加］タ ブ を レ イ ア ウ ト ウ ィ ン ド ウ と バ イ ン デ ィ ン グ さ せ る 場 合 は、こ の 値

を"SuperMap.Desktop._FormLayout"とします。その結果、当タブはレイアウトウィンドウが開かれた時のみ表示されます。この値

が空の場合、当タブは常時表示されます。 

visible: 当タブの表示/非表示を設定します。trueは表示、falseは非表示を表します。 

 

◆グループ(group) 
<group>...</group>ラベル内の各プロパティの作用は次のとおりです。 

index: 所属するタブ内で当グループを配置する順序を設定します。所属タブに複数のグループが存在するとき、当グループの

配置順序をこの値により確定します。数値を設定し、小さい値からタブ内の左に配置されます。 

id: 複数のグループを1つのグループに合併するのに用います。同じid値を持つ場合に合併します。id値はテキストでも数値

でも可能です。異なるconfigファイル間でもタブid、グループidが同じであれば合併します。 

label: 当グループの表示名称。 

image: 当グループ縮小表示時にプルダウンボタン化したグループに対応するボタンの画像を設定します。画像ファイルのパス

で、Deskpro.NETのexe実行ファイルの相対パス、または絶対パスが可能です。 

visible: 当グループの表示/非表示を設定します。trueは表示、falseは非表示を表します。 

 

◆ボタン(button) 
<button>...</button>ラベル内の各プロパティの作用は次のとおりです。 

index: 所属するグループ内で当ボタンを配置する順序を設定します。所属グループに複数のボタンが存在するとき、当ボタン

の配置順序をこの値により確定します。数値を設定し、小さい値からタブ内の左に配置されます。 

label: 当ボタンの表示名称。 

visible: 当ボタンの表示/非表示を設定します。trueは表示、falseは非表示を表します。 

checkState: デフォルトのボタンコントロールの状態を設定します。trueは選択状態、falseは非選択状態を表します。 

assemblyName: プラグインのアセンブリファイル(*.dll)を設定します。ファイルパスは、Deskpro.NETのexe実行ファイルの相対パ

ス、または絶対パスが可能です。 

onAction: ボタンコントロールのクリックイベントでレスポンスして実行する内容を指定します。ボタンコントロールとバインディング

したCtrlAction継承クラスまたはICtrlActionインターフェースを実装したクラスで、名前空間を指定します。 

style: ボタンコントロールのスタイルタイプを設定します。次の3種類の値を設定できます。text=テキストのみ表示します。

image=アイコン画像のみ表示します。textandimage=テキストとアイコン画像の両方を表示します。値が空の場合のデフォルト

は、テキストとアイコン画像の両方を表示します。テキストの内容はlabelプロパティ、アイコン画像の内容はimageプロパティで設

定したものです。 

image: ボタンコントロールに表示するアイコン画像ファイルを設定します。画像ファイルのパスで、Deskpro.NETのexe実行ファイ

ルの相対パス、または絶対パスが可能です。 

size: アイコン画像のサイズを設定します。2種類の値を設定できます。normal=通常のサイズ。large=大型サイズ。値が空の

場合のデフォルトは、通常のサイズです。 

screenTip: マウスカーソルをボタン部分にかざした時にポップアップ表示するテキストを設定します。ボタンの機能等の情報を記

述します。 

helpURL: マウスカーソルをボタン部分にかざしてF1キーを押したときに開くヘルプトピックのファイル（通常html形式ファイル）を

設定します。htmlファイルのパスで、Deskpro.NETのexe実行ファイルの相対パス、または絶対パスが可能です。 
screenTipImage: マウスカーソルをボタン部分にかざした時にポップアップ表示する画像を設定します。画像ファイルのパスで、

Deskpro.NETのexe実行ファイルの相対パス、または絶対パスが可能です。 
shortcutKey: ボタンコントロールに対応するショートカットキーを設定します。[Ctrl]+[KeyName]の形式で、例えば[Ctrl]+[C]。 

プラグイン開発の⼿引き 
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プラグイン開発の⼿引き 

 Deskpro.NETのプラグインを実行するためには、デスクトップのリボン上にボタンコントロール等を追加して、このボタンにプラグ

インとして作成した機能を関連付ける必要があります。テンプレートで用意されたデフォルトのconfigファイルを編集、修正する以

外に、Deskpro.NETの［作業環境設定］機能のGUI通じて、追加するタブやボタンを視覚的に確認しながら設定することができま

す。ここでは、リボンにタブ、グループ、ボタンを追加して、最後にプラグインの機能を設定する手順を紹介します。 

 作業環境で設定した内容は、configファイルに保存されます。configファイルをVisual Studioや他のテキストエディタで開いて内

容を確認または修正することができます。configファイルとその項目については、当冊子の「configファイルの記述内容」のコンテ

ンツで紹介しています。 

プラグインをDeskpro.NETのUIに設定する方法として、Deskpro.NETの［作業

環境設定］の機能を使用できます。その設定方法について紹介します。 

作業環境設定を開く 

リボンの［ビュー］-［作業環境］-［作業環境

設定］ボタンをクリックして作業環境設定

の ウ ィ ン ド ウ を 開 き ま す。現 在 の

Deskpro.NETのUIとそれに関連付けられ

た機能の一覧が表示されます。ここで

は、ユーザーが自由にボタン等のコント

ロールを追加、削除したり、既存のコント

ロール名やアイコン画像を変更するなど

カスタマイズを実行することができます

（右図）。 

新規タブを作成 

左側の窓で［リボン］ツリーを展開して右

クリックし［新規タブ］をクリックします。す

ると、「RibbonTab」という名称のタブが追

加されます（右図）。 

タブ名称と位置を変更 

右側のプロパティ設定の窓で［ラベル］を

編集します。デフォルトの「RibbonTab」を

「ユーザーツール」に書き換えます。次

に、左 側 の 窓 で［リ ボ ン］ツ リ ー に あ る

「ユーザーツール」項目をマウスでドラッ

グして、［リボン］のすぐ下の位置まで移

動させます（右図）。 

 Deskpro.NET作業環境設定 

http://supermap.jp/ 
日本スーパーマップ株式会社 
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プラグイン開発の⼿引き 

新規グループを作成 

左側の窓で「ユーザーツール」を右クリッ

クし［新規コントロールグループ］をクリッ

クします。すると、「RibbonGroup」という

名称のグループが追加されます（右図）。 

グループ名称を変更 

右側のプロパティ設定の窓で［ラベル］を

編集します。デフォルトの「RibbonGroup」

を「ユーザーグループ」に書き換えます。

（右図）。 

新規ボタンを作成 

左側の窓で「ユーザーグループ」を右ク

リックし［新規ボタン］をクリックします。す

ると、「Button」という名称のボタンが追加

されます（右図）。 

ボタンのプロパティを設定（１） 

右側のプロパティ設定の窓で各種プロパ

ティを設定します。 

 

コントロール状態：False 
画像：Plugin.png（製品付属のサンプル） 

ラベル：プラグイン情報 

チップ内容：プラグイン情報を解析ウィン

ドウに表示します。 

サイズ：Large 
スタイル：ImageAndText 
表示可能：True 

http://supermap.jp/ 
日本スーパーマップ株式会社 
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プラグイン開発の⼿引き 

ボタンのプロパティを設定（２） 

右側のプロパティ設定の窓で各種プロパティを設定します。 

 

ダイナミックリンクライブラリ：プラグインとして作成したアセンブリ

ファイル(dll)を指定します。欄の右側［…］ボタンを押してエクスプ

ローラからファイルを指定できます。 

 

※アセンブリファイルの保存場所は、Deskpro.NETのインストール

パスの \SuperMap Deskpro .NET 6R¥Bin¥Plugins以下のプロ

ジェクト名のフォルダ内が標準（推奨）ですが、任意の位置にある

ファイルも指定できます。（保存位置については、当冊子「プラグイ

ン実行に必要なファイル」項目参照） 

 

バインディングクラス：アセンブリファイルを設定してから、当アセン

ブリに含まれるクラスを指定します。ダイアログボックスの［指定可

能クラス］欄に、含まれているクラスがリストされます。つまり実行

する機能内容を指定します。 

 以上のようにボタンプロパティを設定すると、「ユーザーツール」タブ―「ユーザーグループ」グループ―「プラグイン情報」ボタン

が追加されます（下図）。ボタンをクリックすると、ボタンコントロールのクリックイベントが発生し、指定したクラスの機能が実行さ

れます。（実行される機能内容は、当冊子の「プラグインの実行」項目-6ページ参照。） 

CtrlAction設定ダイアログボックス 

作業環境設定でボタンを追加し関連プロパティ設定 

http://supermap.jp/ 
日本スーパーマップ株式会社 
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プラグイン開発の⼿引き 

プラグインの作成は、コードをビルドしてアセンブリファイル(dll)を作成して実行するほか

に、２つの方法があります。 

 これまでに紹介してきたdllのアセンブリファイルにビルドしてプラグインを作成する（CtrlAction方式）ほかに、CodeFile方式と

ScriptCode方式を選択してプラグインを作成、実行することができます。 

CodeFile方式 

機能モードでCodeFileを選択 

ボ タ ン の プ ロ パ テ ィ 設 定 の 窓 で［機 能 モ ー ド］を

［CodeFile］に設定します。 

CodeFileを選択すると［開く］ダイアログボックスが開

かれ、プラグインの機能をコーディングしたコードファ

イルを選択します。 

コードタイプは、C#（*.cs）またはVB.NET（*.vb）のタイ

プから設定することができます。 

ScriptCode方式 

機能モードでScriptCodeを選択 

ボタンのプロパティ設定の窓で［機能モード］を［ScriptCode］に設定します。 

ScriptCodeを選択すると［スクリプトのコンパイル］ダイアログボックスが開かれます。プラグインの機能をコーディングしたテ

キストを［コード編集ウィンドウ］に貼り付けます。コードは、C#またはVB.NETから選択できます。スクリプト保存ボタンを押して 

ウィンドウを閉じます。 

 dll以外の⽅式 

http://supermap.jp/ 
日本スーパーマップ株式会社 
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  〒105-0014  
東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館9F 
TEL 03-5419-7912  E-Mail sales@supermap.jp   

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp 

*内容は、201２年７月現在のものです。  *記載された内容は予告なく変更することがあります。 

■SuperMap Deskpro .NET 6R(2012) 標準価格 
基本フレームワーク・基本機能：346,500円(本体330,000円)  

 

各種プラグインはSuperMap APP Centerにて告知。または弊社

営業、代理店にお問い合わせください。 

 

■「5年プラン」 
 ソフトウェア本体を無料化し、当該ソフトウェアの年間サ

ポート料（標準価格の15％に相当する金額）を年間利用料

（通常サポートを含む）とし、5年間継続利用を契約条件とし

ます。 

■サポート 
 SuperMap GIS製品は、無償提供ソフトウェア、トライアル版、 

期間ライセンスを除き、ライセンス購入日から1年間のE-mail＆
FAXによる無償サポートが付属しています。 

サポートFAQサイト： 
http://supermap.jp/products/support/faq/index.html 
■トライアル版 
 当社では、皆様にご自身のニーズに見合ったSuperMap GIS
製品をお選び頂くために、SuperMap GIS 6Rファミリー各製品

（製品版と同等機能）を3ヶ月間の期間限定で無償提供します。

当社のホームページにてお申し込みいただけます。 

■SuperMap Deskpro .NET 6R(2012)の推奨動作環境 

CPU：2GHz以上（3D表示実行の場合シングルコア3GHz/
デュアルコア2GHz以上）推奨 

メモリ：1GB以上（3D表示実行の場合2GB以上）推奨 

ハードディスク：40GB以上推奨 

ビデオメモリ：3D表示実行の場合、独立したビデオカード 

256MB以上 

OS：Microsoft Windows XP、Windows Server 2003、 

Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 

プラグイン開発の⼿引き 


