
 

INFRAGISTICS WPF 16.1  

サービス リリース ノート – 6 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 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 

214671 チャート バグ修正 2016/03/24 XamDoughnutChart - TabControl で ItemLegend が空の問題 

214885 コンボ エディター バグ修正 2016/04/26 項目が選択されているときにウィンドウの AllowsTransparency プロパティを True 

に設定した場合、XamComboEditor が Windows Classic テーマで正しく描画

されない問題。 

215770 コンボ エディター バグ修正 2016/04/19 XamComboEditor が XamDataGrid のセルに配置されているときに 

DataSource を変更すると SelectedItem がなくなる問題。 

 

注: 

XamComboEditor をグリッド セルで使用時に DataSource を変更するとグリッド

の SelectedItem が正しく設定されない XamComboEditor の問題を修正しま

した。 

215771 コンボ エディター バグ修正 2016/04/19 SelectedItems が正しく動作しない問題。 

 

注: 

XamComboEditor でコントロールの SelectedItems プロパティに適用されたバイ

ンディングがコントロールで削除される場合がある問題を修正しました。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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213667 コンボ エディター バグ修正 2016/04/22 コンボ エディター ドロップダウンで項目の選択を解除した後に、選択解除した項目では

なく前に選択した項目にフォーカスが設定される問題。 

 

注: フォーカスした項目が選択解除されたときに、フォーカスがドロップダウンの他の項目

にシフトする問題を解決しました。 

220254 コンテキスト メニュー バグ修正 2016/06/06 Enter キーが押されたときに XamContextMenu が関連するコマンドを呼び出さな

い問題。 

216402 コンテキスト メニュー バグ修正 2016/05/19 メニュー項目が他の項目にドラッグされた後にマネージド RuntimeError がスローされ

る問題。 

217061 コントロール パーシステンス フレームワーク バグ修正 2016/04/15 レイアウトが保存されてグリッドを含むドック マネージャーに読み込まれるときに 

NullReferenceException がスローされる問題。 

193686 コントロール パーシステンス フレームワーク バグ修正 2016/04/27 誤ったプロパティ値のオブジェクトを保存すると例外がスローされる問題。 

211845 通貨入力 バグ修正 2016/03/16 すべて選択を行い、ENTER ボタンを押すと Input コントロールと Editor コントロー

ルで一貫性がなくなる問題。 

216457 データ チャート バグ修正 2016/04/04 軸が誤差範囲の場合にエラー バーが誤って描画される問題。 

210724 データ チャート バグ修正 2016/05/03 HDScatter シリーズで使用されていないマウス イベントを削除する問題。 

213973 データ チャート バグ修正 2016/03/15 カテゴリー x 軸を回転して複数行のラベルがある場合にラベルが誤って配置される問

題。 

 

注: 

ラベルの最大の高さではなく個々のラベルの高さを使用するようラベル回転ロジックを調

整しました。 

218296 データ グリッド バグ修正 2016/04/27 より幅の広いフィールドに変更後にフィールドが表示されない問題。 

 

注: 

変更により、幅が広すぎて完全に表示されないフィールドがサイズ変更されるようになり

ました。右端が XamDataGrid でクリップされます。フィールドがクリップされている場合

も右端に数ピクセル表示されたフィールド ラベルにカーソルを移動するとサイズ変更カー

ソルを表示します。 
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218921 データ グリッド バグ修正 2016/05/10 DataRecord の IsActive プロパティをコードで設定した場合に ActiveDataItem 

プロパティが正しく更新されない問題。 

219105 データ グリッド バグ修正 2016/05/11 並べ替えしていない範囲を SelectedItems.Records コレクションに追加するときに 

InvalidOperationException がスローされる問題。 

219447 データ グリッド バグ修正 2016/05/26 キャッシュセル領域を初期化して AllowRecordFiltering プロパティを false に設

定すると NullReferenceException が発生する問題。 

219909 データ グリッド バグ修正 2016/05/30 該当するバインドのある FieldSettings AllowEdit を IsSelected プロパティに切

り替えると InvalidOperationException がスローされる問題。 

220017 データ グリッド バグ修正 2016/06/03 XamDataGrid の CustomFilterDialog ウィンドウ内のボタン テキスト「切り替え」

に誤った訳が使用されている問題。 

215098 データ グリッド バグ修正 2016/03/15 IsSynchronizedWithCurrentItem を設定するとフィールドが描画されないことが

ある問題。 

216126 データ グリッド バグ修正 2016/03/18 XamCalculationManager を使用し、フィールドをグループ化領域にドラッグすると

アプリケーションがハングする問題。 

216439 データ グリッド バグ修正 2016/03/23 XamDataGrid の DataSource が再割り当てされている場合に、

XamCalculationManager で計算されたフィルターしたフィールドが再計算されない

問題。 

216817 データ グリッド バグ修正 2016/03/29 TemplateField 使用時に AddNewRecord のデータ項目が正しく作成されない

問題。 

217141 データ グリッド バグ修正 2016/04/01 データソースが変更されたときに System.Windows.Data Error がスローされる問

題。 

217163 データ グリッド バグ修正 2016/04/05 レコードの高さを変更してもレイアウトが更新されない問題。 

217196 データ グリッド バグ修正 2016/04/06 データソースを変更してコレクション ビューを使用すると定義済みフィルターが正しく動

作しない問題。 

206026 データ グリッド バグ修正 2016/04/21 TemplateField をマウス オーバーして Office2013 を適用するとテキストが正しく

表示されない問題。 

 

注: 

セルをホバーしたときに発生する問題の原因であった余白を変更しました。 

219061 データ プレゼンター バグ修正 2016/05/18 FilterUIType を FilterRecord に設定したときに階層 xamDataGrid で Excel 

スタイル フィルタリングが動作しない問題。 
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219949 データ プレゼンター バグ修正 2016/06/02 FilterOperandUIType="ExcelStyle"のときにオペランド フィールドのドロップダウ

ン ボタンがなくなる問題。 

 

注: 

FieldSettings.FilterOperandUIType を ExcelStyle に設定した場合に、オペ

ランド列が一意なオペランド値のあるコンボボックスを含まない XamDataGrid のカス

タム フィルター ダイアログの問題を解決しました。 

220043 データ プレゼンター バグ修正 2016/06/02 レコードが初めから選択されている場合に複数レコード選択が動作しない問題。 

220173 データ プレゼンター バグ修正 2016/06/06 既存の FilterDropDownItems を削除する後、

CustomFilterSelectionControl に新規条件レコードを追加するとパーフォーマン

スが低下する問題。 

 

注: 

XamDataGrid のカスタム フィルター ダイアログで ExcelStyle に設定された 

FieldSettings.FilterOperandUIType を持つ XamDataGrid でフィルターを変

更する際に、条件の追加に時間がかかる問題を修正しました。 

 

188892 データ プレゼンター バグ修正 2016/04/26 [Metro/Metro Dark/Office2013 テーマ] チェックボックスがウォッシュできない問

題。 

188894 データ プレゼンター バグ修正 2016/05/03 [Metro/Metro Dark テーマ] 行のインジケーターがウォッシュできない問題。 

211224 データ プレゼンター バグ修正 2016/04/25 [Metro Dark テーマ] スクロールバーのツールチップのテキストが読み取れない問題。 

217785 データ プレゼンター  Excel エクスポート バグ修正 2016/04/18 Excel にエクスポートの時、コンボ エディターの ValuePath は 

DisplayMemberPath の代わりに使用されています。 

218823 データ プレゼンター コード フィルター バグ修正 2016/05/04 FilteredInDataItems 変更された通知のコレクションは発生しない問題。 

216674 データ ツリー バグ修正 2016/05/11 IsSelectedMemberPath プロパティへの元のデータ バインディングは

Object.MemberwiseClone() メソッドに作成されたクローンされたインスタンスへコ

ピーされます。 

208972 データ ツリー 重大な変更 (API) 2016/5/17 ItemsSource のツリーからデータが削除された後ノードがメモリから削除されない問

題。 

218928 日時エディター バグ修正 2016/05/25 選択された日付がシステムの地域設定に一致しない場合、選択された日付の値の年

が変換される問題。 
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219222 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2016/05/20 アクティブ ダイアログ ウィンドウが他のウィンドウの下になる問題。 

220222 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2016/06/10 RestrictInContainer が true の場合にウィンドウ内のボタンの Click イベントが発

生しない問題。 

220223 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2016/06/10 コンテント ペイン内のボタンの Click イベントが最初のクリックで発生しない問題。 

216557 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2016/05/25 フォーカスされたダイアログがキーダウンで取得できない問題。 

 

注: 

xamDialogWindow 領域の左マウスボタン クリックによって xamDialogWindow 

がアクティブになりフォーカスされる問題。 

219682 DialogWindow バグ修正 2016/06/13 XamDialogWindowAutomationPeer.IsTopmost が ZIndex ではなくダイア

ログがアクティブかどうかを考慮する問題。 

218867 ドック マネージャー バグ修正 2016/05/05 SplitPane の Width を LayoutGrid の Width にバインドされる後、

DataSource として DataView を使用する時、 XamDataGrid のレコードは 

ContentPane 内に描画されません。 

219553 ドック マネージャー バグ修正 2016/05/18 コンテント ペイン から開かれたポップアップ上で右クリックした際にコンテキスト メニューが

表示されない問題。 

220068 ドック マネージャー バグ修正 2016/06/01 隣接する WindowsFormsHost のピン解除された Popup 内にコントロールを編

集できない問題。 

217113 ドック マネージャー バグ修正 2016/05/05 保存されたレイアウトを読み込んだ後、コンテント ペインの表示バインディングがなくなる

問題。 

219293 Excel 機能の向上 2016/05/11 Excel Engine で BINOMDIST および CRITBINOM が実装されない問題。 

 

注:  

CRITBINOM, BINOMDIST と OMBINA 関数は Excel および CalcManager 

アセンブリに追加されました。Excel のみに CRITBINOM と BINOMDIST と同様

の BINOM.INV と BINOM.DIST が追加されました。また、Excel に 

BINOM.DIST.RANGE が追加されました。更に COMBIN は多数の項目を処理

できるよう更新されました。 

220584 Excel バグ修正 2016/06/14 名前に ‘（’ または ‘）’ を含むワークシートがセルに参照される場合に、読み込みお

よび保存後に Excel ファイルが破損しいる問題。 

217134 Excel バグ修正 2016/04/12 ワークブックを読み込み再保存した場合、カスタム リボン項目が削除される問題。 



       

 

7 / 11   
 

217549 数式エディター ダイアログ バグ修正 2016/04/18 FormulaEditorDialog を使用し、メモリリークが発生する問題。 

 

注: 

FormulaEditorDialog でメモリリークの問題を修正しました。 

217516 ガント バグ修正 2016/04/07 TaskItemsSource が割り当てられたあとにタスク プロパティ マッピングを設定すると

使用されない場合がある問題。 

217357 ゲージ バグ修正 2016/04/25 LinearGauge - min と max は近い場合、メモリ例外が発生する問題。 

217862 グリッド バグ修正 2016/04/14 ItemsSource および ActiveItem プロパティは設定されている時、

ArgumentNullException が発生するの問題。 

217977 グリッド バグ修正 2016/06/10 矢印キーが押されている時、フォーカスがグリッドを離れる問題。 

219302 グリッド バグ修正 2016/06/07 一致しない項目がリストされてもフィルターメニューポップアップの OK ボタンが有効のま

まになる問題。 

219628 グリッド バグ修正 2016/05/20 スクロール直後にセルがクリックされると NullReferenceException が発生する問

題。 

217140 グリッド バグ修正 2016/06/09 つまみを移動した後も [shift] + マウス クリックした場合、XamGrid がスクロールで

きない問題。 

201072 グリッド バグ修正 2016/04/08 IG/Metro Dark テーマを適用し、新しい行を追加してタブ移動するとカーソルが表

示されなくなる問題。 

207784 グリッド バグ修正 2016/04/19 Dispatcher.BeginInvoke を使用すると XamGrid は 非同期に 

InvalidColumnKeyException をスローする問題。 

212415 グリッド バグ修正 2016/04/08 子バンドでのセルの境界線は誤って配置される問題。 

213512 グリッド バグ修正 2016/06/07 XamGrid はグループ ヘッダー、多数の列を持ち、拡大され、日本語で入力する時、

カレットは文字の挿入ポイントにない問題。 

220754 グリッド バグ修正 2016/06/20 表示範囲外の列がないグリッドで水平スクロールバーが表示される問題。 

220045 メニュー バグ修正 2016/05/31 xamMenu コントロールでアクセス キーが動作しない問題。 

220224 メニュー バグ修正 2016/06/10 メニュー項目が初めてクリックされたときに子メニューが表示されない問題。 
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217458 複数列コンボ バグ修正 2016/05/04 フィルタリングの後、ドロップダウンの位置と高さが変更される問題。 

 

注: 

XamComboEditor がすべての項目を表示するのに必要な高さ以上のドロップダウ

ン リストを上向きに開く問題を修正しました。 

219243 複数列コンボ バグ修正 2016/05/12 XamMultiColumnComboEditor 項目の IsEnabled プロパティを False に設

定すると動作しない問題。 

 

注: 

XamMultiColumnComboEditor で 'IsEnabled = false' としてマークされたコ

ンボの項目がクリックされても選択可能で、無効として描画されない（グレーアウト）

問題を修正しました。 

162913 複数列コンボ バグ修正 2016/05/19 AutoGeneratedColumns を使用するとフィルタリングが正しく動作しない問題。 

 

注: 

CheckboxComboColumn と ImageComboColumn はフィルタリング中に無

視されます。By design, only string columns should be filtered. 

211096 複数列コンボ バグ修正 2016/04/27 列キーがない場合に例外メッセージの理由をクリアしない問題。 

214005 複数列コンボ バグ修正 2016/04/26 SelectedItem に ItemFilters を持ち、コンボが DataTemplate 内にあるときに

正しく動作しない問題。 

 

注: 

XamComboEditor で選択項目と関連するテキストが XamDataGrid セルでホス

トされているときに編集部分に表示されない問題を解決しました。 

214926 ピボット グリッド バグ修正 2016/05/25 XamPivotGrid が最大タイルを含む場合にコントロールがフリーズする問題。 

189498 ピボット グリッド バグ修正 2016/06/09 DataSource.ExpandToLevelAsync が複数の大きなディメンションの使用時に

動作しない問題。 

212766 ピボット グリッド バグ修正 2016/04/08 カスタム設定を読み込んだ際に ArgumentException がスローされる問題。 
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217814 プロパティ グリッド バグ修正 2016/04/18 PropertyItemValueChanging イベントが発生する前にプロパティ値 

(EditorValue) が更新される問題。 

 

注: 

underlying プロパティ セッターが呼び出された後に 

PropertyItemValueChanging イベントが発生される XamPropertyGrid のリ

グレッションを修正しました。 

220024 プロパティ グリッド バグ修正 2016/05/31 コレクションに項目を追加すると正しく動作しない問題。 

 

注: 

エンドユーザーがリスト プロパティ エントリの + ボタンをクリックした後に複数項目が リ

スト タイプ プロパティに追加される XamPropertyGrid の問題を解決しました。 

220181 プロパティ グリッド バグ修正 2016/06/08 XamPropertyGrid プロパティに Enum 型の値の説明属性が表示されない問題。 

 

注: 

DescriptionAttributes が優先されず、プロパティ エディター ドロップダウン リストに

表示される説明として使用される XamPropertyGrid の問題が解決されました。 

218408 リボン バグ修正 2016/04/22 XamRibbon テーマで TabItem をダブルクリックしてリボンの最小化したあとに再度

ダブルクリックするとタブのコンテンツが非表示になる問題。 

219308 リボン バグ修正 2016/05/16 リボン ウィンドウが使用するとウィンドウ全体がフォーカスされる問題。 

214858 リボン バグ修正 2016/04/21 XamRibbon のいくつかのテーマで XamRibbon を最小化したときに TabItems 

が切り取られて見えなくなることがある問題。 

 

注: 

スタイル セッターによってタブの高さが適切にできない問題。 
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214873 リボン 機能の向上 2016/05/06 ウィンドウをタブ ヘッダー領域の空部分からドラッグできない問題。 

 

注: 

Microsoft Office 2010 および 2013 でエンドユーザーが空タブ領域からリボン タ

ブの右へドラッグしてウィンドウを再配置できます。xamRibbon が 

xamRibbonWindow の RibbonWindowContentHost 内でホストされている

場合、この機能がデフォルトで有効になりました。この機能を無効にするには、新しい 

AllowDragRibbonWindowFromTabArea プロパティを False に設定します。 

203073 リボン バグ修正 2016/05/16 xamRibbonWindow が最小化されて explorer.exe が実行されていない場合に

デフォルト アイコン (Close, Minimize, and Maximize) が QAT 項目で描画さ

れる問題。 

217379 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/04/21 エクスポートした docx ファイルを MS Word 2007 で開いたときにエラーが発生する

問題。 

218887 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/05/05 HTML を読み込もうとすると例外がスローされる問題。 

214812 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/03/30 rtf ドキュメントをインポートした際に記号付きリストのスタイルが正しく表示されない問

題。 

215957 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/03/18 html に保存した後に Span 要素の背景がなくなる問題。 

216586 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/03/23 ドキュメントをリセットしないと背景がシリアル化されない問題。 

 

注: 

XamRichTextEditor で現在のドキュメント インスタンスのコンテンツが置き換えられ

たときにドキュメントの背景が適用されていない場合がある問題を修正しました。 

218811 スケジュール バグ修正 2016/05/04 カスタム予定クラスが使用される場合に、繰り返しの予定が削除または移動されたとき

にエラー ウィンドウがポップアップ 

217131 Spark Line バグ修正 2016/04/01 最大/最小の表示がユーザー設定値を表示しない問題。 

 

注: 

データ形式に関係なく、ユーザーが最大と最小を指定したかどうかのチェックを追加しま

した。 

217399 スプレッド シート バグ修正 2016/04/05 コピー/切り取り/貼り付けのショートカットが xamSpreadsheet に追加されました。 
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218483 スプレッド シート バグ修正 2016/04/23 固定列と固定行を使用する際にマウス ホイールでスクロールすると計測問題を発生す

る問題。 

220084 スプレッド シート バグ修正 2016/06/08 列を削除すると関係のない行のコンテンツがなくなる問題。 

179939 スプレッド シート バグ修正 2016/04/27 [Metro and Metro Dark テーマ] 展開した数式バーの高さがスクロールバーの下

矢印を含むのに十分でない問題。 

207558 スプレッド シート バグ修正 2016/05/13 ListDataValidationRule が取得値の大文字と小文字を区別しない問題。 

218812 テーマ マネージャー バグ修正 2016/05/04 Office 2010 Blue テーマを .NET コントロールに適用する際にアクセスキーが有効

にならない問題。 

 

注: 

Access Key Recognition プロパティを CheckBox と RadioButton に追加し

ました。 

 

219376 テーマ マネージャー バグ修正 2016/05/13 セキュリティ透過性アセンブリのテーマ クラスのインスタンスを作成できない問題。 

217054 テーマ マネージャー バグ修正 2016/04/20 AccessText が CheckBox または RadioButton で Office2013 テーマを使用

している際に動作しない問題。 

204043 テーマ マネージャー バグ修正 2016/05/18 Office2010BlueTheme をアプリケーションに適用すると ScrollViewer で描画で

きない問題。 

218813 テーマ バグ修正 2016/05/03 Office 2013 テーマを適用したときにタブがボタン ラベルで停止する問題。 

 

注: 

Focusable="False" をボタン コンテンツに追加しました。 

219460 タイル マネージャー バグ修正 2016/06/03 タイル マネージャーが TabControl にあり、タイルに ScrollViewer を含み、更に内

部コントロールの幅が設定されている場合、アニメーションが停止して 

StackOverflowException が発生する問題。 

219625 タイル マネージャー バグ修正 2016/05/25 ShouldAnimate が false の場合にタイルの順序が変わる問題。 

219688 ツリー グリッド バグ修正 2016/06/08 グリッドがデータソースのプロパティ変更を正しく更新しない問題。 

 


