
 

INFRAGISTICS WPF 16.2 

サービス リリース ノート - 2016 年 12 月  

Infragistics WPF で実現する高度な BI ときれいなデスクトップ UI 

Infragistics WPF コントロールは、広範な機能を提供し、最小限の開発工数でアプリケーションの作成を可能にします。高速パフォーマンスなジェスチャ

ー/タッチ サポート、動的なテーマなど、便利な機能をすぐにアプリケーションに追加できます。 
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インストール 

ダウンロード WPF のダウンロード 

修正項目 

ID コンポーネント カテゴリ 修正日 説明 

229007 バーコード リーダー バグ修正 2016/11/22 異なるスレッドで multiple Decode() 関数を呼び出すと 

InvalidOperationException がスローされる問題。 

211421 ビジー インジケータ バグ修正 2016/11/29 コントロールのプリミティブのためのアセンブリ マッピングに不一致がある問題。 

 

注: 

この問題を解決するために、Infragistics.Windows dll で定義された 

Infragistics.Controls.Interactions.Primitives 名前スペースの名前空間マ

ッピングを変更しました。ほとんどの変更がビジーインジケーターに関連したものです。

Http://schemas.infragistics.com/xaml から 

http://schemas.infragistics.com/xaml/primitives 名前空間に移動しま

した。これらは重大な変更ですが修正するために必要な変更となります。 

225183 カレンダー バグ修正 2016/11/24 [Office2010Black] フォーカスされていない XamCalendar の 

SelectedDate(s) がほとんど見えない問題。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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221954 カルーセル リスト ボックス バグ修正 2016/10/14 XamCarouselListBox の ItemContainerStyle プロパティが手動で設定また

はキーで参照される場合に例外がスローされる問題。 

 

注: 

タイプ 'CarouselListBoxItem' をターゲットとして ItemContainerStyle を適

用しようとする際に XamCarousel コントロールに影響する 

RecyclingItemContainerGenerator の問題を修正しました。この場合では、

提供した ItemContainerStyle のタイプが正しくありませんという例外が発生する

ことがありました。この例外は発生しなくなりました。 

222512 コンボ エディター バグ修正 2016/10/18 Office2013 を適用している場合、スクロールバーが一回おきに表示される問題。 

224320 コンボ エディター バグ修正 2016/09/29 項目をクリックして同時にキーを押すとエラー "NullReferenceException was 

not handled」 が発生する問題。 

228983 コンボ エディター バグ修正 2016/11/18 XamComboEditor を再テンプレート化する際に NullReferenceException 

がスローされる問題。 

228537 コンボ エディター バグ修正 2016/11/16 エディターに入力する際に XBAP でセキュリティ例外が発生する問題。 

228592 コンボ エディター バグ修正 2016/11/23 XBAP でドロップダウン ボタンをクリックすると SecurityException が発生する問

題。 

227736 コンテキスト メニュー バグ修正 2016/11/03 ContextMenu の最上位レベルがコマンドが発生された後も開いたままになる問

題。 

222404 コントロ

ール パ

ーシステ

ンス フレ

ームワー

ク 

バグ修正 2016/11/10 DiagramNode のレイアウトおよび DiagramConnection の接続が保存および

読み込みの後に保持されない問題。 
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229088 データ チャート バグ修正 2016/12/02 CrosshairVisibility プロパティを Hidden に設定した場合も十字線が表示され

る問題。 

217449 データ グリッド バグ修正 2016/10/06 XamReportPreview でグリッドを表示、および GroupByEvaluationMode を 

UseCollectionView に設定する際にグループ化が優先されない問題。 

225807 データ グリッド バグ修正 2016/10/06 GroupByEvaluationMode を UseCollectionView に設定して Manual フィ

ルタを削除するとハンドルされていない例外が発生する問題。 

225809 データ グリッド バグ修正 2016/10/06 GroubyEvaluationMode を UseCollectionView に設定したデータ レコード

が表示されていない場合、手動フィルターを削除すると無効なキャスト例外が発生

する問題。 

226492 データ グリッド バグ修正 2016/10/07 ToolWindowHostWindow に null チェックがないため、フィールドを移動する際

にアプリケーションがクラッシュする問題。 

226687 データ グリッド バグ修正 2016/10/06 LoadCustomizations がリサイクル モードを使用したビュー外のレイアウトで正しく

動作しない問題。 

226713 データ グリッド バグ修正 2016/10/26 フィルター演算子 Not equals が正しく動作しない問題。 

227482 データ グリッド バグ修正 2016/11/01 DataTable / DataView を DataSource として使用する場合、セルの値を変

更すると、XamDataGrid の DataValueChanged イベントが 2 回発生する

問題。 

228542 データ グリッド バグ修正 2016/11/22 Null エディタにーより FilterCellValuePresenter.IsCurrentValueValid 例

外が発生する問題。 

222473 データ プレゼンター バグ修正 2016/11/24 Office2k7Blue テーマが適用されると、XamDataPresenter のスクロールバー

のスタイルが正しく設定されない問題。 

228839 データ プレゼンター バグ修正 2016/11/16 XamDataGrid が UnmanagedCode 権限を持たない別の AppDomain に

ある場合、XamDataGrid のフィールドをドラッグすると、SecurityException が

発生する問題。 
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222532 データ プレゼンター  

クロスフィールド  

フィルタリング 

バグ修正 2016/10/21 RecordFilterScope を RunTime に変更し、ネストされたレコードを縮小と、フィ

ルタ- インジケータが次のネストされたレコードに移動される問題。 

228484 データ プレゼンター 

クロスフィールド 

フィルタリング 

バグ修正 2016/11/22 CrossFieldFiltering - オペランドの値が消え、[OK] ボタンが無効になる問題。 

 

注: 

xamDataGrid の CrossFieldFilter ダイアログで、同じ条件でドロップダウンから

新しいフィールドを選択すると、オペランド列の値が削除される、または誤った値に置

き換えられる問題を解決しました。 

228486 データ プレゼンター 

クロスフィールド 

フィルタリング 

バグ修正 2016/11/22 CrossFieldFiltering - [切り替え] ボタンを押すと、オペランドの値が変更される

問題。 

 

注: 

xamDataGrid の CrossFieldFilter ダイアログで、同じ条件でドロップダウンから

新しいフィールドを選択すると、オペランド列の値が削除される、または誤った値に置

き換えられる問題を解決しました。 

212011 データ プレゼンター   

Excel エクスポート 

バグ修正 2016/10/11 親レコードをスキップした際に最初の子行テキストの最初の列が正しくインデントされ

ない問題。 

189127 データ ツリー バグ修正 2016/10/11 選択したノードを削除する際に SelectedDataItems が正しく更新されない問

題。 

189130 データ ツリー バグ修正 2016/10/11 ItemsSource を null に設定する際に SelectedDataItems が更新されない

問題。 

212081 データ ツリー バグ修正 2016/11/17 複数のノードが既に選択されたノードをドラッグすると選択が誤る問題。 

212254 データ ツリー バグ修正 2016/11/08 ItemsSource の変更により各 XamDataTreeNode が作成される問題。 
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227639 データ ツリー バグ修正 2016/11/02 重複した項目がツリーから削除されると、NullReferenceException が発生する

問題。 

227869 データ ツリー バグ修正 2016/11/03 XamDataTreeNode の Manager プロパティが Visual Studio 

Intellisense で検出されない問題。 

223222 ドック マネージャー バグ修正 2016/10/05 キーボード フォーカスがネストされた XamDockManager ContentPane 内にあ

る場合、タブを再選択すると、フォーカスが別の ContentPane に移る問題。 

225501 Drag and Drop  

Framework 

バグ修正 2016/10/19 ウィンドが重複する際に、一番上のウィンドウのドラッグアンドドロップ操作によって最

後のウィンドウがビューでちらつく問題。 

217081 エディター バグ修正 2016/10/11 XamComboEditor ドロップダウンが、Metro テーマが適用されていて 

SelectedValue が TwoWay にバインドされている場合に、最初に画面の一番

左の位置に表示される問題。 

221996 Excel バグ修正 2016/10/31 WorksheetCell 値が設定されている場合にセルに誤ったフォントが割り当てられる

問題。 

225552 Excel バグ修正 2016/10/25 Excel ファイルを読み込み保存すると最初の列の幅が拡張される問題。 

225718 Excel バグ修正 2016/10/20 Excel ファイルを読み込み保存すると両面 PrinterSetting が保持されない問

題。 

226246 Excel バグ修正 2016/10/11 ブックにメタ情報が含まれる場合、Excel ファイルを読み込み保存するとファイルが破

損する問題。 

226874 Excel バグ修正 2016/10/21 ファイルを読み込む際に UI がハングする問題。 

219910 ガント バグ修正 2016/09/29 2 つめのタスクがアウトデントの場合に最初のタスクの期間がその前の値に設定され

ない問題。 

221872 ガント バグ修正 2016/09/30 TimescaleBand DisplayFormat を {m：n} に設定すると誤った月が表示さ

れる問題。 

213477 グリッド バグ修正 2016/11/24 キーボード右方向キーを使用してアクティブ セルを変更すると、右端の列の位置が

ずれる問題。 
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213569 グリッド バグ修正 2016/11/14 XamDockManager の DocumentContentHost 内の ViewBox の中に配

置した場合、列ヘッダーのドラッグが動作しない問題。 

217694 グリッド バグ修正 2016/11/11 子コレクション インスタンスを置き換えた後にヘッダーおよびグループ行がなくなる問

題。 

219205 グリッド バグ修正 2016/11/15 WinForms ElementHost で Excel スタイル フィルターのポップアップ検索テキス

トボックスが編集できない問題。 

219936 グリッド バグ修正 2016/10/06 グリッドの高さを変更した後にセルがクリックされると予期しないスクロールが発生する

問題。 

223872 グリッド バグ修正 2016/11/15 カスタム フィルター ダイアログのエディターに日本語の文字を直接入力できない問

題。 

223874 グリッド バグ修正 2016/11/23 [水平方向のスクロール] グループ ヘッダーの境界線をダブルクリックして自動サイズ

変更すると、ヘッダーとセルの位置がずれる問題。 

223976 グリッド バグ修正 2016/11/08 FilterMenu の値リストにない値を選択すると、グリッドがフリーズし、FilterMenu 

が再度開いて [OK] ボタンがクリックされる問題。 

225309 グリッド バグ修正 2016/11/07 ContainsOperand Icon プロパティを設定すると、メモリ リークが発生する問題。 

227585 グリッド バグ修正 2016/11/16 グリッドに Metro Dark テーマを適用し最後の列を表示すると、グリッドが応答しな

い問題。 

228123 グリッド バグ修正 2016/11/04 タッチ キーボードがアクティブの場合、メモリ リークが発生する問題。 

229064 グリッド バグ修正 2016/11/23 [水平方向のスクロール] 幅のサイズを変更すると、グループ列のセル テキストが部

分的に切り捨てられる問題。 

211289 マスク インプット  バグ修正 2016/09/23 中国語入力を使用して PromptChar が空文字列でマスクが 'nnnnn' に設定さ

れている場合に数字が正しい順序で入力されない問題。 

218772 マスク テキストエ

ディター 

バグ修正 2016/09/28 FlowDirection が RightToLeft および FontStyle が斜体の場合に 

XamMaskedEditor がすべてのテキストを表示しない問題。 
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225209 マスク テキストエディタ バグ修正 2016/09/29 XamComboEditor で現在のセクションの最大制限以上の値を入力するとカレッ

トが次のセクションに移動する問題。 

229436 複数列コンボ バグ修正 2016/12/01 ウィンドウ サイズを変更した後に幅を設定せずに 

XamMultiColumnComboEditor を再度開いたときにアプリケーションがフリーズ

する問題。 

208165 数値エディター バグ修正 2016/09/22 中国語 IME で XamMaskedEditor に入力された値が正しくない問題。 

213191 数値エディター バグ修正 2016/09/28 Insert キーを押して最大/最小値の制限を超える数値を入力できる問題。 

224213 プロパティ グリッド バグ修正 2016/09/27 リニア ゲージの Range Brushes コレクションを選択すると、WPF プロパティ グリッ

ドが InvalidOperationException をスローする問題。 

226692 プロパティ グリッド バグ修正 2016/10/25 カスタム エディタを持つ XamPropertyGrid がプロパティのセッターを 2 回呼び出

す問題。 

 

注: 

コントロールの UI を介してプロパティ値を変更すると、SelectedObject のプロパ

ティ セッターが数回呼び出され、xamPropertyGrid の 

PropertyIItemValueChanging および PropertyItemValueChanged イ

ベントが数回呼び出される問題を解決しました。 

227525 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/21 SelectedObject を変更すると、スクロールバーの最大値が正しくない問題。 

 

注: 

SelectedObject を変更すると、スクロールバーの指標が正しく更新されない問題

を解決しました。 

228281 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/08 他のブラシ エディターを選択して戻ると Brush リソースでの選択が強調表示される

問題。 

228288 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/08 Brush リソース グループにホバー表示がない問題。 
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228290 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/08 BrushResourceSelected の e.Cancel プロパティが必要ない問題。 

228291 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/08 Brush リソースを選択したときに左と右にパディングがない問題。 

228474 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/07 PropertyItemChanging / Changed が複数回発生する問題。 

 

注: 

xamPropertyGrid で、PropertyItemChanging / Changed イベントが 1 

回のみ発生する必要がある場合に複数回発生する問題を解決しました。また、プロ

パティに無効な値を入力するとイベントが発生しないように変更を加えました。 

228485 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/10 XamPropertyGrid の SelectedObject を設定した後にバインディングを設定し

た場合にプロパティ UI 表示が更新されない問題。 

228623 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/10 バインディングがリセットされると、プロパティ エディターが有効にならない問題。 

229153 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/29 PreventEditingOfBoundProperties が true でプロパティがバインドされてい

る場合、IEnumerable タイプのプロパティがその展開インジケータを表示する問

題。 

229857 プロパティ グリッド バグ修正 2016/12/09 依存関係プロパティがバインドされ、PreventEditingOfBoundProperties が 

false の場合、IsBoundDependencyProperty が false を返す問題。 

226560 ラジアル メニュー バグ修正 2016/11/07 ビジュアル ツリーからコントロールを削除したときに 

System.InvalidOperationException がスローされる問題。 

219299 リボン バグ修正 2016/10/19 リボン ツールが Border 要素内に配置されると見つからなくなる問題。 

222290 リボン バグ修正 2016/10/06 Office2013 の ContextualTab のフォント サイズが RibbonTab ヘッダーテキ

ストフォントよりわずかに小さい問題。 

223122 リボン バグ修正 2016/10/06 暗黙の RibbonTabItem の HeaderTemplate プロパティの 

DataTemplate (keyless) が適用されない問題。 

225298 リボン バグ修正 2016/10/06 XamRibbon が ContentHost のリボンに動的に数回定されると、リボン ウィンド

ウのキャプション領域のスタイルが変更される問題。 
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226401 リボン バグ修正 2016/10/05 サイズ変更ウィンドウが明示的に閉じられている場合、Office2013 テーマを適用

すると InvalidOperationException がスローされる問題。 

227753 リボン バグ修正 2016/11/07 DispatcherFrame.PushFrame () が呼び出され、

ThemeManager.ThemeNameOffice2013 のグループ化がアプリケーション 

リソースに追加されると、InvalidOperationException がスローされる問題。 

217290 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/10/27 コントロールが StackPanel に配置されていて MaxHeight が高さなしで指定さ

れている場合に常に点滅する問題。 

220022 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/10/07 行頭文字が rtf 文書から読み込まれると星として描画される問題。 

225299 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/09/29 VerticalAlignment が Top に設定されている場合、エディターがすべてのテキス

ト行を表示しない問題。 

 

注: 

XamRichTextEditor の VerticalAlignment プロパティが Top に設定され、

すべてのコンテンツを表示するために十分な垂直のスペースがある場合、コントロール

がすべてのコンテンツを表示するようにしました。以前はコントロールは利用可能なス

ペースをすべて使用せず、テキスト領域の高さを数ピクセル減らし、垂直スクロールバ

ーを表示していました。今後ントロールは使用可能なすべての領域を使用し、垂直

スクロールバーを表示しません。 

227830 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/11/01 DocumentSpan の /// コメントでの誤字 

218350 スケジュール バグ修正 2016/10/13 Utilities.RefreshLocalizedResources() が現在のカルチャ設定に基づいた日

付文字列で言語を更新しない問題。 

228665 スケジュール バグ修正 2016/11/23 [Metro テーマ] 終日イベントの件名がイベント境界の外に出る問題。 

228988 スケジュール日付ナビゲー

ター ビュー 

バグ修正 2016/11/19 [Royal Dark/Office2013 テーマ] DateNavigator のツールチップがテーマに

大きすぎる問題 (サイズは Metro Dark と Metro テーマと同じ)。 
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228989 スケジュール日付ナビゲー

ター ビュー 

バグ修正 2016/11/19 [Royal Dark/Office2013 テーマ] DateNavigator のツールチップのフォント 

サイズがテーマに大きすぎる問題 (サイズは Metro Dark と Metro テーマと同

じ)。 

228661 スライダー バグ修正 2016/11/10 Value プロパティが double.NaN に設定され、TrackClickAction が 

LargeChange に設定されている場合、トラックをクリックしても動作が起こらない

問題。 

228669 スライダー バグ修正 2016/11/11 Value プロパティが double.NaN に、SnapToTickEnabled が true に設定さ

れている場合、不正な動作が発生する問題。 

228968 スライダー バグ修正 2016/11/18 XamNumericRangeSlider でつまみの Value プロパティが double.NaN に

設定されている場合、範囲選択が機能しない問題。 

223524 スプレッドシート バグ修正 2016/10/07 数式を含むセルのコピー & 貼り付けでエラー ダイアログが表示される問題。 

215800 等高線グラフ 機能の向上 2016/10/25 等高線グラフでは、ラベルの衝突を解決する際に適切な/同一の間隔のラベルが選

択されない問題。 

 

注: 

軸ラベルの衝突解決アルゴリズムが更新され、削除するラベルを適切に選択するよ

うになりました。 

215808 等高線グラフ バグ修正 2016/10/20 等高線グラフのデータポイントが負の座標と正の座標を持つ場合、等高線の一部が

描画されない問題。 

222980 等高線グラフ バグ修正 2016/10/19 回転が特定の軸角度回転に初期化された場合、初期マウス回転が急変する問

題。 

227882 構文エディター バグ修正 2016/11/01 外部ファイルに含まれる日本語の文字がエディターに読み込まれると文字化けする

問題。 

 

注: 



       

 

12 / 12   
 

xamSyntaxEditor と TextDocument で 「日本語 (Shift-JIS)」 としてエン

コードされたファイルの初期読み込み時に書式が正しく設定されない問題を解決し

ました。 

214426 テキスト エディター バグ修正 2016/09/26 XamTextEditor で InputMethod.PreferredImeConversionMode が適

用されない問題。 

226822 テーマ バグ修正 2016/11/21 IG および Office2010Blue のテーマで XamDockManager 

PaneToolWindow がスタイル設定されない問題。 

221087 タイル マネージャー バグ修正 2016/11/21 水平スクロールバーが右端に配置されているときに最小化された最後のタイルが 

XamTileManager で見切れる問題。 

226338 タイル マネージャー バグ修正 2016/11/01 マウスドラッグでブラウザーの高さをすばやく変更した際にスクリプト エラー 

LayoutCycleException が発生する問題。 

229244 タイル マネージャー バグ修正 2016/12/05 タイル サイズ変更操作の後に水平スクロールでタイルに到達しない問題。 

227397 タイムライン バグ修正 2016/11/30 コントロールが非表示になった後もメモリが解放されない問題。 

 


