
 

INFRAGISTICS WPF 16.1  

サービス リリース ノート - 2017 年 3 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 

229081 カラー ピッカー 重大な変更 (その他) 2017/01/11 AdvancedColorShadePicker スタイル キャプションが無視される問題。 

 

注: 

詳細カラー シェード ピッカーの次のプロパティの TemplateBinding が Binding に変更さ

れる問題: RedCaption、GreenCaption、BlueCaption、HueCaption、

SaturationCaption、LightnessCaption、CyanCaption、MagentaCaption、

YellowCaption、BlackCaption、AlphaCaption、OKCaption、CancelCaption。こ

の変更はすべてのテーマに影響し、generic.xaml ファイルで定義されるコントロールの既定

のスタイルにも影響します。 

230748 コンボ エディター バグ修正 2017/03/16 Office2013 テーマを適用すると、XamComboEditor のテキストがドロップダウン ボタンと

重なって表示される問題。 

185237 コンボ エディター バグ修正 2017/02/22 MaxDropDownHeight が 0 に設定されていると、XamComboEditor が開かない場合

がある問題。 

232160 コンボ エディター バグ修正 2017/02/08 ItemsSource にバインドされた ObservableCollection が再作成され、コンボボックスが

開いて閉じられると、メモリ リークが発生する問題。 

232567 コンテキスト メニュー バグ修正 2017/02/16 複数の UI スレッドがある場合、XamContextMenu が例外をスローする問題。 

233850 コンテキスト メニュー バグ修正 2017/03/09 マルチスレッド シナリオで MessageBox を閉じた後、XamContextMenu を 2 回目に開

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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くことができない問題。 

230439 データ チャート バグ修正 2017/03/21 GetSeriesValue が NaN の代わりに最小シリーズ値を返す問題。 

 

注: 

日付/時刻 x 軸の最後のポイントを過ぎた場合、GetSeriesValue が double.NaN を返

す問題が解決されました。 

232631 データ チャート バグ修正 2017/03/21 軸の角度を設定すると、グラフが描画されない問題。 

 

注: 

AxisLabelSettings.Extent プロパティを設定すると、レイアウト サイクルが発生する問題が

ありました。この問題は修正されました。 

230796 データ チャート バグ修正 2017/03/15 Windows Forms アプリケーションでホストされている OlapXAxis を使用している場合、

NullReferenceException がツールチップでスローされる問題。 

 

注: 

WinForms アプリケーションで WPF DataChart を使用している場合に発生した 

NullReferenceException が修正されました。 

231519 データ チャート バグ修正 2017/03/17 CategoryDateTimeXAxis を使用し、角度および範囲を設定する際のパフォーマンスの問

題。 

 

注: 

AxisLabelSettings.Extent プロパティが明示的な値に設定されている場合、レイアウト サ

イクルが発生する問題が報告されました。この問題は修正されました。 

229106 データ グリッド バグ修正 2016/12/13 データソースが更新されると、外部フィルタリングを使用する XamDataGrid で例外がスロー

される問題。 

228776 データ グリッド バグ修正 2016/12/07 Color 列挙体が使用されている場合、FilterEvaluationMode を UseCollectionView 

に設定すると、XamDataGrid がクラッシュする問題。 

229647 データ グリッド バグ修正 2017/01/03 IsTouchSupportEnabled が true で画面が高 dpi の場合に MouseDown イベント
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が発生しない問題。 

229881 データ グリッド バグ修正 2017/01/04 コンボ エディターが存在する場合、AddNewRecord にタブインした後に編集モードを終了す

ると、Cell.IsDataChanged イベントが true を返す問題。 

230983 データ グリッド バグ修正 2017/02/01 OverallCellPosition が Field の移動された位置に基づいて更新されない問題。 

231441 データ グリッド バグ修正 2017/01/28 クロスフィールド フィルターを使用すると、フィルター集計にブール型が正しく表示されない問題。 

 

注: 

'OR' グループの画面の下部に表示される条件集計が正しくないという DataPresenter の 

CrossFieldFilterDialog の問題を解決しました。 

231275 データ グリッド バグ修正 2017/02/01 OverallCellPosition が LoadCustomization で更新されない問題。 

230354 データ グリッド バグ修正 2017/02/03 アクティブ セルをキーボードで非表示フィールドから移動すると NullReferenceException 

が発生する問題。 

231448 データ グリッド バグ修正 2017/02/02 元に戻すを実行してからコピーを実行すると、IndexOutOfRangeException がスローされ

る問題。 

231512 データ グリッド バグ修正 2017/02/01 フィールドを削除して再び追加すると、フィールドが重複して生成される問題。 

232353 データ グリッド バグ修正 2017/02/14 [フィールドの選択] でフィールドの表示状態を変更すると、Field プロパティのバインドが削除

される問題。 

232324 データ グリッド バグ修正 2017/02/23 ClearCustomizations() を呼び出すと、フィールド ヘッダーのフィルター アイコンのツールチッ

プが正しくない値を示す問題。 

233168 データ グリッド バグ修正 2017/03/08 FieldLayout.Fields.Clear() メソッドの後に追加されたフィールドが表示されない問題。 

230245 データ グリッド バグ修正 2017/03/13 データの再割り当て中に選択したレコード スタイルがしばらく表示される問題。 

231318 データ グリッド バグ修正 2017/02/21 ClearCustomizations の後に複数の集合形式のヘッダー フィールドが残る問題。 

234085 データ グリッド バグ修正 2017/03/14 新しく作成されたリスト オブジェクトを再割り当てする際に、選択したレコードが短時間点滅す

る問題。 

232379 データ グリッド バグ修正 2017/03/14 Windows 7 では、親レコードが展開されるまで FieldChooser の子 FieldLayouts がそ

の Fields コレクションに値を生成しない問題。 

229899 データ グリッド バグ修正 2017/02/28 FieldLayoutSettings.GroupByEvaluationMode を UseCollectionView に設定す

ると、グループが展開されるまで集計が計算されない問題。 
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233319 データ グリッド バグ修正 2017/03/02 ヘッダーのドラッグ操作が終了し、LabelClickAction が  "Nothing" で 

AllowFieldMoving が "No" の場合も押されたスタイルが維持される問題。 

233615 データ グリッド バグ修正 2017/03/10 フィールドの位置を 2 回目に更新すると、FieldChooser でフィールド順序が更新されない

問題。 

231656 データ グリッド バグ修正 2017/01/30 CrossField フィルターを XAML を使用して追加する場合と、クロス フィールド フィルター ダイ

アログで追加する場合とでは、ツールチップの動作が一致しない問題。 

228483 データ プレゼンター バグ修正 2016/12/07 FilterEvaluationMode が UseCollectionView の場合、ITypedList を使用すると、フ

ィルター ドロップダウン項目が生成されない問題。 

230322 データ プレゼンター バグ修正 2017/01/30 「部分信頼」で「インターネット」ゾーンを持つ XBAP アプリケーションで 

XamDataPresenter を使用すると、例外が発生する問題。 

230378 データ プレゼンター バグ修正 2017/01/30 「完全信頼」、または「部分信頼」で「ローカル イントラネット」ゾーンを持つ XBAP アプリケーシ

ョンで XamDataPresenter を使用すると、ブラウザー ウィンドウが小さい場合、

FilterDialog が見切れる問題。 

231213 データ プレゼンター バグ修正 2017/02/01 複数のフィールドが並べ替え済みであり、LabelClickAction が 

SortByMultipleFieldsTriState に設定されている場合、並べ替えが 3 回目のクリックで

解除されない問題。 

231903 データ プレゼンター バグ修正 2017/02/06 基になるデータがフィルター条件を満たすように変更された場合、選択されたレコードがフィルタ

ーされない問題。 

231513 データ ツリー バグ修正 2017/01/25 ItemsSemplate にバインドされた ObservableCollection の項目を追加、削除、追加

すると、ItemTemplate が消失する問題。 

231314 データ ツリー バグ修正 2017/02/09 ObservableCollection に項目を追加または削除すると、ノードが非表示になる問題。 

227644 データ ツリー バグ修正 2017/02/09 ノードの高さが異なる場合、アクティブ ノードがビューにスクロールされない、または完全にスクロ

ールされない問題。 

206108 データ ツリー バグ修正 2016/11/30 ノードがアクティブ ノードのレイアウトに追加または削除されると、ActiveNode がクリアされる

問題。 

233891 DataPresenter フィールド選択 バグ修正 2017/03/14 AutoGenerateFields を False に設定してボタンの Click イベントで DataGrid をバイン

ドすると、フィールドの選択が空になる問題。 
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230856 日時エディター バグ修正 2017/03/14 Office2013 テーマを使用する場合、SetCustomizedString メソッドでリソース文字列を

カスタマイズできない問題。 

 

注: 

TodayButton バインドを更新しました。 

227340 ダイアグラム バグ修正 2016/12/15 ItemAdding がキャンセルされたときに NullReferenceException がスローされる問題。 

229562 ダイアグラム バグ修正 2017/01/05 接続がデータにバインドされている場合、DiagramConnection の編集で自動選択されな

い問題。 

229545 ダイアグラム バグ修正 2017/02/08 Visual Studio デザイン ビューで xamDiagram テンプレートを編集すると、例外がスローさ

れる問題。 

178917 ダイアグラム バグ修正 2016/12/19 DiagramConnectionPoints の実行時の変更が UI に正しく反映されない問題。 

229546 ダイアグラム バグ修正 2016/12/14 新しい Category コレクションを作成した場合にデフォルトのカテゴリが上書されない問題。 

 

注: 

これまで、カテゴリ コレクションに DiagramToolboxCategory を追加した場合に、デフォル

トの定義済みカテゴリ - 基本図形および接続がヘルプ トピックで記述通りにオーバーライドさ

れませんでした。XAML で カテゴリ コレクションに DiagramToolboxCategory を追加す

ると、定義済みのカテゴリが読み込まれなくなりました。 

229551 ダイアグラム バグ修正 2016/12/05 AdvancedFocusTextBox が False の AcceptsReturn 値を優先しない問題。 

229552 ダイアグラム バグ修正 2017/01/05 NodeStyle および DisplayTemplate が使用されている DiagramNode が垂直方向

のみにサイズ変更される問題。 

234187 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2017/03/16 TextBox が入力テキストを受け入れず、モーダル XamDialogWindow に位置するポップ

アップでイベントが発生しない問題。 

234425 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2017/03/21 コントロールが MinimizedPanel に配置され、StartupPosition が Center である場合

に正しく描画されない問題。 

231871 ドック マネージャー バグ修正 2017/03/01 VS デザイナー ウィンドウで非表示のペインが TabGroupPane のスマート タグで選択できな

い問題。 
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231629 ドック マネージャー バグ修正 2017/03/01 マウスの右ボタンをクリックすると、非表示型派生要素 （Run など） を含む 

XamDockManager フローティング ペインで InvalidOperationException がスローされ

る問題。 

231637 ドック マネージャー バグ修正 2017/03/01 [WinFormsHost] - DockManager およびそのペインにフォーカスを合わせるためにダブル 

キー アクションが必要になる問題。 

230040 DockManager バグ修正 2017/01/27 内部に存在する非表示型要素、または非表示型 3D 型要素を右クリックすると、

ToolWindow が InvalidOperationException をスローする問題。 

230471 Drag and Drop Framework バグ修正 2017/01/03 WinForms アプリケーションでホストされている WPF アプリケーションをドラッグすると、

NullReferenceException が発生する問題。 

233104 エディター バグ修正 2017/03/14 強調表示の色が編集モード時にエディター間で異なる問題。 

 

注: 

選択ブラシの色を更新しました。 

230426 Excel バグ修正 2017/02/06 WorksheetRow を挿入後に CellFormat が変更される問題。 

233723 Excel バグ修正 2017/03/13 メモリ ストリームがワークブックの読み込みに使用された場合、Excel エンジンが例外をスロー

する問題。 

232062 Excel バグ修正 2017/03/17 参照スタイルが "R1C1"に設定されている場合にハイパーリンクのあるワークブックが読み込め

ない問題。 

233665 数式エディター バグ修正 2017/03/06 XamFormulaEditor NuGet パッケージが最新の 16.1 サービス リリースに含まれていない

問題。 

232200 ガント バグ修正 2017/03/20 ListBackedProject を使用する際に Predecessors が INotifyPropertyChanged を

実装しない場合、InvalidOperationException がスローされます。 

230789 ガント バグ修正 2017/03/01 クリップボードに期間、開始、終了の列をコピーおよび貼り付けした際に、値ではなく列の文字

列書式が貼り付けられる問題。 



       

 

8 / 16   
 

229455 地理マップ バグ修正 2017/01/19 ウィンドウのサイズ変更後に GetGeographicPoint メソッドを使用する経度の計算に誤りが

発生する問題。 

 

注: 

ウィンドウのサイズ変更後に GeographicMap で GetGeographicPoint などのスケーリン

グ機能を使用する際に問題がありました。この問題は修正されました。 

233150 地理マップ バグ修正 2017/03/16 マップのウィンドウ サイズをすばやく変更すると、ポイントが消えることがある問題。 

 

注: 

SymbolSeries がサイズ変更後にマーカーを不適切に呼び出す問題が報告されました。この

問題は修正されました。 

234133 グリッド バグ修正 2017/03/19 カスタム フィルターが繰り返し適用されてクリアされるときにハンドルされない例外がスローされる

問題。 

232833 グリッド バグ修正 2017/02/22 列値コンバーターがタッチ キーボードがオンの場合に動作を停止する問題。 

229884 グリッド バグ修正 2016/12/09 フィルター テキストのエディターが他のアプリケーションにフォーカスがある場合にテキスト入力を

受け付けない問題。 

213930 グリッド バグ修正 2016/12/14 GroupColumn 列のヘッダーが ItemsSource が Null に設定されると非表示になる問

題。 

230638 グリッド バグ修正 2017/01/05 子バンドを表示するために親行を展開する際に NullReferenceException がスローされる

問題。 

174667 グリッド バグ修正 2016/11/29 xamGrid ItemsSource をクリアした際にメモリリークが発生する問題。 

215852 グリッド バグ修正 2016/12/07 Windows 10 で DoDragDrop を使用して項目を XamGrid からデスクトップへドラッグ 

ドロップした場合、アプリケーションがビジー状態になり応答しなくなる問題。 

230746 グリッド バグ修正 2017/01/06 XamGrid 集計ポップアップがその他の各ビジュアル要素上に表示され続ける問題。 

230449 グリッド バグ修正 2017/01/05 Office2013 テーマを使用した際に SortAndPinIndicators 要素の右側に大きなマージ

ンがある問題。 

 

注: 
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要素のマージンが小さくなる問題。 

230981 グリッド バグ修正 2017/01/16 IG テーマを適用した際に FilterGrid の FilterValue 列が縮小される問題。 

230980 グリッド バグ修正 2017/01/23 CompoundFilterDialogControl で条件式が更新されない問題。 

231727 グリッド バグ修正 2017/01/30 グリッドのヘッダー行がグリッドの ItemsSource が空のときに考慮されない問題。 

230649 グリッド バグ修正 2017/02/01 列ヘッダーの境界線がダブルクリックされると予期しない垂直スクロールが発生する問題。 

229092 グリッド バグ修正 2017/02/01 垂直スクロールが行の位置と同期されない問題。 

221940 グリッド バグ修正 2017/02/08 [水平スクロール] GroupBy 列を設定時に行が展開された場合に複数の子バンド列が一緒

に水平スクロールされない問題。 

233764 グリッド バグ修正 2017/03/08 GroupBy テーマを適用した場合に日本語の文字がフィルター セルに入力できない問題。 

234262 グリッド バグ修正 2017/03/17 フィルター適用後に項目をチェックまたはチェック解除せずに再び適用した場合に誤った結果と

なる問題。 

229389 グリッド バグ修正 2017/03/17 Office 2013 または Royal Dark テーマの適用時にカスタム ダイアログを開いた際にオーバ

ーレイによって xamGrid がを非表示になる問題。 

229245 グリッド バグ修正 2016/11/29 IME 候補リストで特定の文字を変換した際にフィルター ダイアログが早いタイミングで閉じられ

る問題。 

229247 グリッド バグ修正 2016/11/30 フィルター ダイアログのレイアウトで長いテキストの動作に統一性がない問題。 

186242 グリッド バグ修正 2016/12/15 XamGrid が TabControl 内に配置されいて、さらに TemplateColumnLayout 内にも

なり、メイングリッドで GroupBy を設定した場合、列移動が動作しない問題。 

188396 グリッド バグ修正 2016/12/15 グループ列が正しく描画されない場合がある問題。 

186403 グリッド バグ修正 2017/01/12 AddNewRow が編集モードで XamGrid が CellEditingValidationFailed イベントにサ

ブスクライブされている場合、列が移動できない問題。 

209977 グリッド バグ修正 2017/01/11 グリッドを IEnumerable コレクションへバインドし、新しい行を追加した場合、例外がスローさ

れない問題。 

231274 グリッド バグ修正 2017/01/30 [水平スクロール] 列幅が変更された場合にヘッダー列とデータ列の整列がくずれる問題。 

230396 グリッド バグ修正 2017/02/13 アプリケーションを PartialTrust 環境で実行した場合 XamGrid で行を削除した際に例外
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がスローされる問題。 

232866 グリッド バグ修正 2017/03/20 グリッドを階層データにバインドした場合に CellControlAttached イベントが正しく発生され

ない問題。 

233142 グリッド バグ修正 2017/03/06 チェックボックスがチェックまたはチェック解除された後に OK ボタンで FilterMenu が閉じられ

ない問題。 

234493 グリッド バグ修正 2017/03/22 CollectionView and ObservableCollection オブジェクトの読み込み前に空グリッドを

並べ替えた場合に StackOverflow 例外がスローされる問題。 

228057 インストーラー バグ修正 2016/11/03 XamScatterSurface3D チャートの Nuget パッケージがない問題。 

 

注: 

XamSurfaceChart3D dll の Nuget パッケージが作成されています。 

233410 メニュー バグ修正 2017/03/01 Enter キーで click イベントが呼び出されて、メニュー項目がクリック イベント ハンドラーでクリ

アされたときに NullReferenceException が発生する問題。 

229829 複数列コンボ バグ修正 2016/12/21 複数列コンボ ドロップダウンが開かない問題。 

229833 複数列コンボ バグ修正 2016/12/20 コントロールを XamDataGrid に配置し値をコミットするために Enter/Return を押すと 

InvalidOperationException がスローされる問題。 

233253 複数列コンボ バグ修正 2017/03/20 最後の項目の選択が解除されてコンボが Tab キーでフォーカスを失った場合に 

SelectedItems が前の状態に戻る問題。 

226312 NetAdvantage\XAML バグ修正 2016/10/31 NuGet パッケージに de, es, fr のリソース dll が含まれていない問題。 

231242 NetAdvantage\XAML バグ修正 2017/03/15 WPF ComboBox にテーマを適用し、IsTabStop を false に設定した場合、コンボがタブ 

ナビゲーションでフォーカスされたままになる問題。 

 

注: 

必要に応じて IsTabStop="False" を追加してください。 

211449 数値入力 バグ修正 2016/09/23 XamNumericInput で Google PinYin 入力ツールを使用した場合に数字が正しい順

序で入力されない問題。 

205460 ピボット グリッド バグ修正 2016/09/19 18,484 項目を選択または非選択時に PivotDataSlicer で発生するパフォーマンスの問

題。 
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229149 ピボット グリッド バグ修正 2016/11/28 子が表示範囲外になり親列が縮小されたときにスクロール位置が失われる問題。 

229535 ピボット グリッド バグ修正 2016/12/13 値フィルターを適用して展開した際に誤った結果が表示される問題。 

231528 ピボット グリッド バグ修正 2017/01/26 カスタム設定を保存した後にデータ スライサーを削除した場合に 

NullReferenceException がスローされる問題。 

229371 ピボット グリッド バグ修正 2016/11/30 別のスレッドで LoadedHierarchies が列挙時に変更された場合に例外が発生する問題。 

230941 ピボット グリッド バグ修正 2017/01/24 レポート プレビューが生成されているときに NullReferenceException がスローされる問

題。 

223719 ピボット グリッド バグ修正 2017/02/13 フィルター メジャーのフィルター値が編集後に基になるデータソースを優先しない問題。 

232412 ピボット グリッド バグ修正 2017/02/14 FlatDataSource の使用時にアウトプット ウィンドウでバインド エラーがスローされる問題。 

232158 ピボット グリッド バグ修正 2017/02/06 現在のピボット データソースに存在しない項目を含む入力ファイルを読み込む際に 

LoadCustomizations() がコールバック アクションを発生せずにサイレントに失敗する問

題。 

230944 プロパティ グリッド バグ修正 2017/02/02 SelectedObjects の使用時にプロパティを設定するたびにオブジェクトのプロパティ セッターが 

2 度呼び出される問題。 

 

注: 

複数オブジェクトのインスタンスをコントロールの SelectedObjects プロパティに設定した場合

の XamPropertyGrid の問題を解決しました。このシナリオでは、XamPropertyGrid で

プロパティが変更されるたびにオブジェクト インスタンスのプレーン CLR プロパティが 1度ではな

く 2 度設定されます。この問題は、プロパティ変更コールバックが設定されている値が現在の

値と異なる場合のみ呼び出されるため、DependencyProperty タイプ プロパティでは再現

されません。 
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231830 プロパティ グリッド バグ修正 2017/02/03 幅が小さすぎる場合に展開インジケーターがクリップされる問題。 

 

注: 

XamPropertyGrid ですべてのコンテンツを表示する際にコントロールの幅サイズを小さくする

とリストタイプ プロパティの ListEntryDescription が AddListEntry ボタンをオーバーレイ

する問題を解決しました。このシナリオで AddListEntry ボタンが ListEntryDescription 

をオーバーレイするようになりました。 

228349 プロパティ グリッド バグ修正 2016/11/28 ブラシ リソース ツリー ビューにテーマ スタイルが設定されない問題。 
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230427 プロパティ グリッド バグ修正 2017/02/03 カスタム EditTemplate が設定されているときに内部プロパティが表示されない問題。 

 

注: 

expandable プロパティで EditorDefinition を指定した場合にプロパティの展開/縮小で

きなくなる XamPropertyGrid の問題を解決しました。EditorDefinition が適用された 

Expandable プロパティで展開/縮小の動作を保持するためには、以下の例で示すように、

関連する PropertyGridPropertyItem で新しい 

AllowExpansionWhenUsingCustomEditor プロパティを true に設定する必要があり

ます。 

 

   xamPropertyGrid1.PropertiesGenerated += (s,e) => 

   { 

    Infragistics.Controls.Editors.PropertyGridPropertyItem 

myExpandableProperty = 

xamPropertyGrid1.FindPropertyItem(xamPropertyGrid1.SelectedObject, 

"MyExpandableProperty"); 

    if (null != myExpandableProperty) 

     myExpandableProperty.AllowExpansionWhenUsingCustomEditor = 

true; 

   }; 

234411 プロパティ グリッド バグ修正 2017/03/23 項目の削除後にコレクションを編集して INotifyCollectionChanged を実装しない場合に 

IndexOutOfRange 例外がスローされる問題。 

 

注: 

以前同じリストのより低いインデックスで削除したリスト エントリの後にリスト エントリを表すプロ

パティ値を変更した場合、'インデックスが範囲外' という例外を発生する 

xamPropertyGrid の問題を解決しました。 

231872 プロパティ グリッド バグ修正 2017/03/23 ブラシ リソース ツリー ビュー スクロールバーが切れるテーマがある問題。 
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232382 プロパティ グリッド 機能改善 2017/02/15 XamPropertyGrid ブラシ エディターが表示されたときに、ユーザーによって基になるプロパテ

ィ グリッド列のサイズ変更が可能となる問題。 

231341 Reporting バグ修正 2017/01/20 PageImageableAreaExtent が指定された PageMediaSize と関係なく同じ値を返し

ます。 

231954 リボン バグ修正 2017/02/01 ReleaseExternalResizeWindows で NullReferenceException がスローされる問

題。 

230226 リボン バグ修正 2017/03/14 ComboBoxItem スタイルに現在ハードコードされた Height 22 があり、MinHeight は 

Office2013 テーマに設定する必要があります。 

 

注: 

セッターを更新しました。 

233153 リボン バグ修正 2017/03/03 XamDockManager で ContentPane がフォーカスされていて、リボンを最小化したとき

に、メニューツールの keytip を有効にすると System.ArgumentNullException がスロ

ーされる問題。 

233308 リボン バグ修正 2017/03/02 コマンドの CanExecute が false を返したときに、コードで追加された ButtonTools で画

像パス強制型変換が例外をスローする問題。 

224848 リボン バグ修正 2017/03/17 RibbonWindowContentHost で XamRibbonWindow を使用し、Metro Dark テ

ーマを適用した場合に XamRibbon の KeyTips のスタイルが誤って設定される問題。 

232352 リボン バグ修正 2017/03/17 Office2013 テーマ使用時にウィンドウが無効な場合に  Minimize と Maximize ボタンが

非表示になる問題。 

 

注: 

ボタンの親テンプレートが有効かどうかをチェックする追加の条件を加えました。 

232113 リボン バグ修正 2017/03/17 Windows テーマが Hight Contrast Black の場合に ApplicationMenu2010 が正し

く機能しない問題。 

231166 リッチ テキスト エディター バグ修正 2017/03/22 スパン タグがある場合に HTML の強調表示設定が正しく復元されない問題。 
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224537 リッチ テキスト エディター 機能改善 2017/01/10 XAML で ParagraphSpacingSettings を設定できない問題。 

 

注: 

RichTextDocument の複数の不変構造のために WPF に TypeConverters 

(Extent、Indentation  FirstLineIndentation、LineSpacing、

ParagraphVerticalSpacing, Shading、TableExtent、TableRowHeight、

TextFrameHeight) を追加したことにより、XAML の文字列で指定できるようになりまし

た。 

171081 スケジュール バグ修正 2017/01/05 カルチャが en-US 以外の場合に繰り返しテキストが表示されない、またはローカライズされな

い問題。 

233349 スケジュール (日ビュー) バグ修正 2017/03/14 Office2013 テーマが適用されるときに XamSchedule DayView の UP スクロール ボタ

ンがチェックできない問題。 

 

注: 

ScheduleResizerBar マージンを更新しました。 

210097 スライダー バグ修正 2016/12/15 つまみがメモリにスナップしない場合がある問題。 

229196 スライダー バグ修正 2016/12/02 このプロパティが double.NaN に初期設定されていて SnapToTickEnabled が true の

場合に Value プロパティが 0 になる問題。 

233483 タブ コントロール バグ修正 2017/03/15 Metro テーマを適用した場合にコンテンツが透明になる問題。 

 

注: 

TabItem テキスト塗りつぶしを更新しました。 

228718 テーマ バグ修正 2017/03/14 Metro と Metro Dark テーマでラベルの FontSize が小さすぎる問題。 

 

注: 

ラベル サイズを 14.667 に更新しました。 
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230485 テーマ バグ修正 2017/03/14 Metro Dark テーマ適用時に切り替えボタンのチェックを解除したときにコンテンツが縮小され

る問題。 

 

注: 

ToggleButtonStyle レイアウトと VisualStates を更新しました。 

231163 テーマ バグ修正 2017/03/14 IG 関連のテーマを適用した際に MS ボタン内の ContentControl のタブが正しく動作しな

い問題。 

 

注: 

Focusable="False" を追加しました。 

230813 タイル マネージャー バグ修正 2017/02/09 タイルの高さが変更されたあとにタイルが非表示になる問題。 

230849 タイル マネージャー バグ修正 2017/02/16 NormalModeSettings TileLayoutOrder が VerticalVariable の場合にタイルのタイ

トル バーが表示されない問題。 

230726 タイル マネージャー バグ修正 2017/03/02 タイルが水平スクロールでタイルが無限に回転する問題。 

231935 タイムライン バグ修正 2017/03/14 XamDockManager を追加した際に親ペインのフローティングで 

NullReferenceException を発生する問題。 

 

注: 

タイムラインの null 参照例外が修正されました。 

230613 ツリー グリッド バグ修正 2017/01/24 ApplicationTheme または SetTheme を使用してテーマを変更できない問題。 

234335 Windows バグ修正 2017/03/19 画面 DPI が 100 % の場合にサイズ変更操作を開始したときにポップアップが配置から外れ

る問題。 

 


