
 

INFRAGISTICS WPF 15.2 

サービス リリース ノート - 2016 年 9 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 タイプ 修正日 説明 

221798 ビジー インジケーター バグ修正 2016/07/19 ビジー インジケーターがビジー コンテンツ内にない場合もフォーカスを受ける

問題。 

224521 チャート バグ修正 2016/09/09 OPD に描画された Stacked100SplineArea シリーズが実際のシリーズ

と異なるブラシを持つ問題。 

224522 チャート バグ修正 2016/08/31 極座標シリーズの OPD 境界線の色が他のシリーズと異なる問題。 

222512 コンボ エディター バグ修正 2016/08/03 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。 

220141 コンボ エディター バグ修正 2016/08/03 ドロップダウンを一度展開するとスクロールバーが表示される問題。 

222490 コンボ エディター バグ修正 2016/08/03 ドロップダウンを数回展開すると正しくサイズ変更されない問題。 

222834 データ カード バグ修正 2016/08/03 フィールド ラベルをホールドしてカードをドラッグできない問題。 

224169 データ カード バグ修正 2016/09/09 ドロップ イベントが Attached プロパティで処理される場合、最初のカードを

除いてドラッグ シャドウが表示されない問題。 

218053 データ チャート バグ修正 2016/07/06 データ チャートを印刷すると正しく描画されないチャートがある問題。 

 

注: 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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チャートをレポート プレビューで表示する場合、UI の遅延更新が無効になり

ます。 

218801 データ チャート バグ修正 2016/09/09 パフォーマンスの問題を修正しました。 

 

注: 

副グリッド線が正しく描画されない、カテゴリ シリーズのパフォーマンスの再発

問題を解決しました。 

221625 データ チャート バグ修正 2016/08/22 [WPF カスタム シリーズ] イミディエイト ウィンドウ応答でマウスがドラッグ パ

ンを保持する問題。 

 

注: 

マウスアップ後にマウス ドラッグ/パンを保持する問題を解決しました。 

224513 データ チャート バグ修正 2016/09/16 カテゴリ強調表示レイアをもつチャートにカテゴリ日付/時刻軸を追加すると、

ArgumentOutOfRangeException が発生する問題。 

 

注: 

データ パスが構成されていない日付/時刻 X 軸を追加すると例外がスロー

される問題を解決しています。 

220711 データ グリッド バグ修正 2016/06/27 レコード リサイクル時のメモリ問題。 

221156 データ グリッド バグ修正 2016/06/29 フィルターされたフィールドのエディターにマスクを追加するとフィルター処理が

正しくない値がある問題。 

221653 データ グリッド バグ修正 2016/07/19 ListCollectionView を動的に作成してレコード フィルターを適用すると、

グループ化が正しく機能しない問題。 
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222053 データ グリッド バグ修正 2016/07/15 DataSource が設定されていない DataGrid を ExportAsync メソッド

で Excel にエクスポートするとアプリケーションが反応しなくなる問題。 

222477 データ グリッド バグ修正 2016/07/28 フィルター条件を最初にクリアすると、FilteredInDataItems プロパティが

誤った数の DataItems をもつコレクションを返す問題。 

220933 データ プレゼンター バグ修正 2016/06/23 既存のレイアウトをクリアしてフィールドを追加すると無限ループが起こる問

題。 

221334 データ プレゼンター バグ修正 2016/06/28 IsReadOnly を True に設定してもフィールドに値を貼り付けできる問題。 

223316 データ プレゼンター バグ修正 2016/09/10 グループ化されたフィールド ヘッダーを並べ替えすると無限ループが起こる問

題。 

223800 データ プレゼンター バグ修正 2016/08/22 CreateItemEnumerator.EnsureNotExhausted メソッドで 

InvalidOperationException がスローされることがある問題。 

223983 データ プレゼンター バグ修正 2016/08/29 Metro、Metro Dark、または Office2013 テーマが適用されている場

合、DateTimeField セルの予定表を表示すると BindingExpression 

パス エラーが発生する問題。 

221035 データ プレゼンター  

Excel エクスポート 

バグ修正 2016/07/13 [Export Async] エクスポートをキャンセルすると UI が反応しなくなる問

題。 

221815 データ ツリー バグ修正 2016/07/12 xamDataTree からノードを削除すると NullReferenceException がス

ローされる問題。 

224181 データ ツリー バグ修正 2016/09/07 MaxDepth プロパティを設定している場合、ノードをドラッグアンドドロップす

ると NullReferenceException がスローされる問題。 

223630 ドック マネージャー バグ修正 2016/08/16 右 Alt + F6 を使用してペイン全体をナビゲートできない問題。 

224717 ドック マネージャー バグ修正 2016/09/02 Metro テーマを適用している場合、ペインをサイズ変更すると例外がスロー

される問題。 
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220693 エディター バグ修正 2016/06/27 DateTimeFormat の予定表設定が日時エディターに適用されない問

題。 

 

注: 

使用されるカルチャに設定される、DateFormatCultureOverride という

静的プロパティを XamMonthCalendar に新たに追加しました。 

220753 Excel バグ修正 2016/08/04 Excel ファイルを読み込み保存すると、Excel チェック ボックスの背景色およ

びチェック状態が失われる問題。 

221784 Excel バグ修正 2016/07/27 Excel ファイルを読み込み保存すると、最初のワークシート行の高さが変更

される問題。 

188212 グリッド バグ修正 2016/08/29 列のサイズ変更インジケーターが表示されない問題。 

214072 グリッド バグ修正 2016/07/08 [水平方向のスクロール] アクティブ セルを方向キーで移動すると 

ArgumentException がスローされる問題。 

217783 グリッド バグ修正 2016/09/19 [水平方向のスクロール] スクロール バーのコンテキスト メニューでグリッドをス

クロールすると、水平方向のスクロールがなめらかでない問題。 

219876 グリッド バグ修正 2016/09/16 [水平方向のスクロール] 水平方向のスクロール バーを右クリックしてコンテキ

スト メニューで [右端] を選択すると、水平方向のスクロールに右の列が表

示されない問題。 

220120 グリッド バグ修正 2016/07/22 [水平方向のスクロール] 右端の列幅を拡大するときの水平方向のスクロー

ルの動作が、v15.2 RTM と v15.2 2100 SR ビルドで異なる問題。 

220228 グリッド バグ修正 2016/08/08 セル パネルの下のマージンが負の数に設定されている場合、group-by 行

を縮小し展開すると列ヘッダーが非表示になる問題。 

221811 グリッド バグ修正 2016/07/21 Groupby 列がある場合に Home キーを数回押すと 

NullReferenceException がスローされる問題。 
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222574 グリッド バグ修正 2016/08/11 列がビューポートで完全に表示されないときに列をサイズ変更すると列レイア

ウトがずれる問題。 

223061 グリッド 機能の向上 2016/08/05 テーマを適用するとツールチップがデフォルトのスタイルを保持する問題。 

 

注: 

Office2013 テーマが適用されると、xamGrid のスタイルが変更されます。 

223227 グリッド バグ修正 2016/08/15 AddNewRow から編集モードを出ると EndEdit および CancelEdit イ

ベントが発生しません。 

223299 グリッド バグ修正 2016/09/14 [水平方向のスクロール] 列が完全に表示されていないときに列をコンテンツ

にサイズ変更すると列のレイアウトがずれる (ヘッダーおよびデータ セルがずれ

る) 問題。 

222472 メニュー バグ修正 2016/09/01 MenuItem が自動的に縮小されると動作しなくなる問題。 

221590 複数列コンボ バグ修正 2016/07/08 XamMultiColumComboEditor が XamPropertyGrid に追加された 

SelectedItem を保持しない問題。 

 

注: 

ItemsSource をリセットすると選択が喪失される XamComboEditor 

の問題を解決しました。 

222299 ネットワーク ノード バグ修正 2016/07/19 XamNetworkNode を最初に描画すると ExpanderButton の表示状

態が反映されないため、ノードがサイズ変更されパフォーマンスが低下しノード

が並べ替えられます。 

223117 円チャート バグ修正 2016/09/09 円チャート ラベルのイベントを処理できない問題。 

207983 ピボット グリッド バグ修正 2016/07/02 コンパクト レイアウトおよび Metro テーマが適用されているピボット グリッドが

行セルを重複する問題。 
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221443 プロパティ グリッド 機能の向上 2016/06/30 ReadOnlyTemplate のルート要素の IsEnabled プロパティが false に

設定され、Visual Studio のプロパティ ウィンドウと同様のツールチップの表

示とセル値のコピーが不可能になる問題。 

 

注: 

ReadOnlyTemplateIsEnabled というパブリック ブール プロパティを 

XamPropertyGrid の PropertyGridEditorDefinition クラスに追加

しました。以前の動作を保持するためにデフォルトが false になっているこの

プロパティでは、ReadOnlyTemplate のルート要素がハイドレートされてか

ら、その IsEnabled 状態を制御します。以前は、ルート要素の 

IsEnabled プロパティが常に false に設定されたため、その子要素が無効

化されていました。 

224830 プロパティ グリッド バグ修正 2016/09/08 テーマを適用している場合にプロパティ値が表示されない問題。 

 

注: 

必要なテキストボックスを追加しました。 

221709 リボン バグ修正 2016/09/06 [IG テーマ] MenuTool の ButtonType が 

Segmented/SegmentedState の場合、XamRibbon のテーマの一

部では画像とそのヘッダーのキャプションの間にスペースがない問題。 

221715 リボン バグ修正 2016/09/01 [Office2013 テーマ] XamRibbon の Segmented MenuTool のド

ロップダウン矢印がホバー時、中央揃えになっていない問題。 

 

注: 

矢印のアイコンを中央揃えにしました。 
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221728 リボン バグ修正 2016/08/23 ウィンドウを拡大しているとき、ContextualTab の上の境界線が非表示に

なる問題。 

 

注: 

ContextualTabGroup の上に小さいマージンを追加しました。 

221736 リボン バグ修正 2016/08/31 [Office2013 テーマ] RibbonGroup キャプションのマージンが小さい問

題。 

 

注: 

キャプションにマージンを追加しています。 

221870 リボン バグ修正 2016/08/31 [Office2013 テーマ] XamRibbon の MenuTool の角がホバー時に丸

くなる問題。 

 

注: 

必要なスタイルを追加しました。 

222878 リボン バグ修正 2016/08/02 Backstage をもつ XamRibbon で ContextualTabGroup の 

RibonTabItem が選択されている場合、ApplicationMenu を開いて

閉じるとタブの選択が解除される問題。 

222996 リボン バグ修正 2016/08/31 [Office2013 テーマ] Office2013 テーマのキー ヒント スタイルが Office 

2013 アプリケーションのキー ヒントに合わない問題。 

 

注: 

キー ヒント スタイルを更新しました。 
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223379 リボン バグ修正 2016/09/16 [Office2013] Backstage の右側にある 

ApplicationMenu2010Item のヘッダーが文字列の場合、項目が表示

されない問題。 

 

注: 

ApplicationMenu2010Item スタイルの ContentPresenter から、そ

して他のメニュー項目のホバー状態に合わないため IsMouseOverTab の

トリガーから、 Foreground プロパティを削除しました。 

221309 リッチ テキスト エディター バグ修正 2016/06/27 ファイルが破損している場合にスローされる WordDocumentAdapter の

例外をハンドルしない問題。 

223002 スプレッドシート バグ修正 2016/08/05 削除操作の後に自動的に選択された行を削除すると例がスローされる問

題。 

223038 テーマ バグ修正 2016/08/31 XamSchedule をアプリケーションにドラッグすると、GroupBox 

MetroDark テーマが変更される問題。 

 

注: 

GroupBox の暗黙スタイルを削除しました。 

223809 テーマ バグ修正 2016/08/31 Office2013 テーマが適用された場合、GroupBox のヘッダー テキストが

正しく表示されない問題。 

 

注: 

グループ ボックスのスタイルを並べ替えました。 

224606 テーマ バグ修正 2016/09/01 IsEnabled が false に設定され Office2013 テーマが適用された場

合、ToggleButton のキャプションが表示されない問題。 
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注: 

無効化された状態スタイルを更新しました。 

224607 テーマ バグ修正 2016/09/02 Office2013 テーマが適用された場合、ドロップダウン カレンダーの現在の

月ラベルが表示されない問題。 

 

注: 

必要なスタイルを追加しました。 

213040 タイル マネージャー バグ修正 2016/08/23 ShowAllTiles + MinWidth/MinHeight を設定するとタッチ パンとフリッ

クが機能しない問題。 

224534 タイムライン バグ修正 2016/09/07 Office2013 テーマが適用された場合、期間が値より長く表示される問

題。 

 

注: 

XamTimeline の EventSpans の MinWidth が正しく設定されないテ

ーマがあったため、タイムラインのイベント期間がより長く表示されていました。 

225059 タイムライン バグ修正 2016/09/13 タイムラインで EventSpan 要素が期間を正しく反映しないことがある問

題。 

 

注: 

Timeline 要素が誤った期間で表示される問題を修正しました。この問題

は修正されました。 

220650 ツリー グリッド バグ修正 2016/07/25 AutoSize コマンドが正しく動作しない問題。 

 


