
 

INFRAGISTICS WPF 16.2 
サービス リリース ノート - 2017 年 5 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 Product Impact 修正日 説明 

233382 データチャート バグ修正 2017/05/09 他の項目が追加されるまで凡例が表示されない問題。 

 

注: 

バブル シリーズ プロパティを特定の順序で設定する場合に項目の凡例が空にな

る問題が修正されました。 

235601 カテゴリチャート バグ修正 2017/04/13 YAxisMajorStrokeThickness を負数に設定した場合にグリッド線が非表示

にならない問題。 

234422 コンボ エディター バグ修正 2017/03/27 ItemsSource および SelectedItems プロパティを変更すると 

ArgumentNullException をスローする問題。 

225864 コンボ エディター バグ修正 2017/03/30 Royal Dark テーマが適用されたときに ResourceWasher が Royal Dark 

のつまみをウォッシュしない問題。 

186130 コンボ エディター バグ修正 2017/04/27 ポップアップを画面の右上の角へサイズ変更して WPF ウィンドウが最大状態の

場合に誤った動作が発生する問題。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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コンボ エディター バグ修正 2017/04/04 チェックボックスとコンテンツ プレゼンターの後に FocusVisualElement が 

ControlTemplate に作成される問題。 

169673 コンテキスト メニュー バグ修正 2017/04/06 右の垂直境界線に沿って XamContextMenu に黒い線、および黒いドットが

左上下の角に表示される問題。 

235740 コンテキスト メニュー バグ修正 2017/04/18 メニューのネスト ドロップダウン コントロールが開くときにメニューが閉じられる問題。 

235560 データ チャート バグ修正 2017/04/12 軸タイトルを null に設定してもテキストを削除しない問題。 

224517 データ チャート バグ修正 2017/04/05 表示される十字線の色がランタイムで変更される問題。 

235239 データ グリッド バグ修正 2017/04/06 バインド データ コレクションで Clear() を呼び出して新しいデータが提供された

後に、選択した行が短時間点滅する問題。 

234622 データ グリッド バグ修正 2017/03/31 集計列を含むカスタム フィルターを読み込んだ後にスクロールするとグリッド セルに

無効なテキストが表示される問題。 

234619 データ グリッド バグ修正 2017/03/31 カスタム フィルターを読み込んだ際に集計フィールドがあり、

ReevaluateFiltersOnDataChange が False に設定されていると、フィルタ

ーがが正しく動作しない問題。 

234517 データ グリッド バグ修正 2017/04/11 非表示フィールドがある場合に固定フィールドを移動した際に他の固定フィールド

と整列しない問題。 

230238 データ グリッド バグ修正 2017/04/24 GroupByEvaluationMode が UseCollectionView に設定されている場

合、データで IndexOutOfRangeException が連続的に発生する問題。 

235909 データ グリッド バグ修正 2017/04/24 RecordContainerRetentionMode が 

RetainDeactivatedContainersPermanently に設定されている場合に階

層グリッドをスクロールするとレコード コンテナ―が無視される問題。 

234475 データ グリッド バグ修正 2017/04/25 フィールドを FieldLayout.Fields へ追加または FieldLayout.Fields から削

除すると IndexOutOfRange 例外が発生する問題。 
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236481 データ グリッド バグ修正 2017/05/03 DataPresenterCalculationAdapter がある場合にレコードをクリアおよび再

生成するとメモリリークが発生する問題。 

236155 データ グリッド バグ修正 2017/05/03 グリッドが初期時に空の場合、コードによって集計フィールドと最初のレコード結果

を追加すると計算が評価されない問題。 

234815 データ プレゼンター バグ修正 2017/04/03 Print Basic テーマで FieldGroups 間のマージンが大きすぎる問題。 

224189 データ プレゼンター バグ修正 2017/04/03 Royal Dark テーマの xamDataGrid で多くの要素がウォッシュされない問

題。 

235155 データ プレゼンター バグ修正 2017/04/05 Royal Dark テーマを適用した XamDateTimeEditor ドロップダウンを開くと

きに BindingExpression パス エラーがグリッドに表示される問題。 

234768 データ プレゼンター バグ修正 2017/04/10 カスタマイズを読み込むときに CalculationSettings が正しくマージされない問

題。 

 

注: 

特定のカスタマイズを除外するために CustomizationType (flagged 

enum) タイプの新しいパラメーターが DataPresenter の 

LoadCustomizations メソッドに追加されました。デフォルト値は None で

す。 

224503 データ プレゼンター バグ修正 2017/04/19 FieldGroupLabelPresenters が Royal Dark テーマでクリアに表示されな

い問題。 

224508 データ プレゼンター バグ修正 2017/04/19 GridViewSettings の向きが Onyx テーマで Horizontal の場合に 

HeaderPrefixArea のメニュー ボタンがクリアに表示されない問題。 

236859 データ プレゼンター バグ修正 2017/05/10 FieldLayouts の利用まで以前より時間がかかる問題。 

234807 ダイアグラム バグ修正 2017/03/28 ツールボックス項目をすばやくホバーしてクリックすると例外を発生する問題。 
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206677 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2017/04/24 XamDialogWindow を読み込み後に移動できない問題。 

235842 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 2017/04/19 Office2013 テーマ適用時にフォーカスを再取得するとモーダル 

xamDialogWindow が不透明な長方形でオーバーレイされる問題。 

112010 Excel 新機能 2012/11/19 Excel Engine が DPI を認識しないため、DPI の設定によって 

Workbook.PixelsToCharacterWidth256ths() が異なる値になる問題。 

 

注: 

Excel ライブラリにワークブックで ScreenDpi を呼び出すプロパティを追加しまし

た。ワークブックでサイズ計算に使用する Dpi を設定できます。設定しない場

合、Silverlight は 96 を使用し、他のすべてプラットフォームはシステムから 

Dpi を決定しようとします (権限がある場合) 。 

230871 Excel バグ修正 2017/03/31 Workbook.SetCurrentFormat を使用してワークブックの書式を変更すると

例外がスローされる問題。 

235673 Excel バグ修正 2017/04/17 ワークシートの行を挿入、削除した後に InvalidOperationException (結合

セル領域は重複できません) が MergedCellsRegions.Add() でスローされる

問題。 

235672 Excel バグ修正 2017/04/17 わーk シート行が挿入、削除された場合、保存した Excel ファイルが破損する

問題。 

235738 Excel バグ修正 2017/04/17 シート名が R1C1書式に置き換えられて NameReference が設定できない

問題。 

235739 Excel バグ修正 2017/04/17 シート名が R1C1書式に置き換えられて PrintArea が設定できない問題。 

234819 ガント バグ修正 2017/03/31 タスク期間のリソース文字列 ("day" および "days") が訳されていない問題。 
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233149 地理マップ バグ修正 2017/04/29 DefaultInteraction プロパティが None に設定されているときに 

SeriesMouseLeftButtonUp イベントの e.Item が null を返す問題。 

 

注: 

マウス キャプチャがマウス アップの項目検出と干渉する問題。この問題が解決済

みです。 

226397 地理マップ バグ修正 2017/04/07 Bing Imagery でサブ ドメインをクリアにしてもサブドメイン/画像を null にしな

い問題。 

235562 地理マップ バグ修正 2017/05/08 コードで WindowRect を設定後にマップをサイズ変更すると利用可能な左上

領域へズームされる問題。 

 

注: 

この問題は、ズームが新しい値ではなく以前のウィンドウ rect 値を使用する処理

順序の問題によるものでした。  この問題は最新のウィンドウ rect を使用するこ

とで解決しました。 

229469 地理マップ 機能改善 2017/05/08 新しいタイルを読み込んだ際にメモリ使用を抑えるためにタイル キャッシュをクリア

する必要がある問題。 

 

注: 

GeographicMapImagery CacheSize プロパティが追加されました。このプ

ロパティは、複数スケール画像のタイル キャッシュの画像数を制限するために使用

できます。 
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236394 地理マップ バグ修正 2017/04/28 XamGeographicMap でデータベースとシェープ ファイル数値解析が不変でな

いため、カンマで小数点区切るカルチャで問題が発生する問題。 

234970 グリッド バグ修正 2017/04/03 グループ化を削除して復元するとフィルター条件が UI から削除される問題。 

235630 グリッド バグ修正 2017/04/13 FilteringScope を ColumnLayout に設定した際に ExcelStyle に設定し

た FilterMenuSelectionListGeneration が動作しない問題。 

235569 グリッド バグ修正 2017/04/11 グループ行が展開されたときに AugumentOutOfRangeException がスロー

される問題。 

235570 グリッド バグ修正 2017/04/11 列がグループ化された際に InvalidCastException がスローされる問題。 

235627 グリッド バグ修正 2017/04/19 グリッドが ContentPane 内にある場合にカスタム フィルター ダイアログのエディタ

ーに日本語の文字を入力できない問題。 

235624 グリッド バグ修正 2017/04/19 グリッドが ContentPane 内にある場合に FilterMenu ポップアップのフィルター 

エディターに日本語の文字を入力できない問題。 

235970 グリッド 機能改善 2017/04/21 並べ替えインジケーターが列 IsSortable プロパティが false の場合も表示され

る問題。 

 

注: 

xamGrid 列が並べ替えできない場合、並べ替えインジケーターは表示されませ

ん。xamGrid が並べ替えできない列でグループ化されている場合も同様にイン

ジケーターは表示されません。 

235286 グリッド バグ修正 2017/04/21 グループ化された列の下の列ヘッダーをサイズ変更すると垂直配置のヘッダーとセ

ルがずれる問題。 

186377 グリッド バグ修正 2017/04/25 選択セルがメイン レイアウトからの場合にインナー レイアウト グリッドの一部が描

画されない問題。 
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186380 グリッド バグ修正 2017/04/25 初期時に表示範囲外のインナー レイアウト グリッド セルへ移動した後にキーボー

ドを使用した XamGrid セル ナビゲーションができない問題。 

220403 グリッド バグ修正 2017/04/28 FilterSelectionControl の SelectAll チェックボックスが正しく更新されない問

題。 

236162 グリッド バグ修正 2017/04/27 フィルター メニュー ポップアップで項目がフィルターされるときに 

StackOverflowException がスローされる問題。 

166944 グリッド バグ修正 2017/04/28 グループ列が移動時に非表示になる問題。 

232345 グリッド バグ修正 2017/03/23 多数の列を生成する際にパフォーマンスが急激に遅くなる問題。 

 

注: 

ColumnBaseCollection に新しいパブリック メソッド AddRange が追加され

ました。多数の列を追加する場合のパフォーマンスを向上します。列の自動生成

にも新しいメソッドのパフォーマンス改善が適用されます。 

186270 グリッド バグ修正 2017/04/24 GroupColumn 内の列が移動できません。 

236606 グリッド バグ修正 2017/05/10 選択行で水平スクロールする際の XamGrid のパフォーマンスが低い問題。 

236891 グリッド バグ修正 2017/05/10 Group 列がある場合に CellControlAttached イベントが行の最初のセルで

発生しない問題。 

235823 Month Calendar バグ修正 2017/04/20 Office2013 テーマで今日ボタンに日付が含まれる問題。 

235972 Outlook バー バグ修正 2017/04/21 Office 2013 やその他のテーマを適用した際にマウス カーソルが選択したグルー

プ コンテンツ領域でハンドになる問題。 

 

注: 

問題の原因であったセッターを削除しました。 
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234901 ピボット グリッド バグ修正 2017/03/31 レイアウト ファイルが複数回更新されて読み込まれるときに 

ArgumentOutOfRangeException がスローされる問題。 

 

注: 

DeferredLayout 機能が有効な場合、編集したグリッドを保存する際のクラッ

シュを防止します。この機能が有効な場合、SaveCustomizations メソッドは

グリッドを更新します。データソースの RefreshGrid メソッドの呼び出し、または 

XamPivotDataSelector でレイアウトの更新ボタンを押すのと同じ効果があり

ます。 

216724 ピボット グリッド バグ修正 2017/04/03 XmlaDataSource 使用時にスライサー項目が生成されない問題。  

229990 ラジアル ゲージ バグ修正 2017/04/14 XamRadialGauge PixelScalingRatio が公開されない問題。 

224710 リボン バグ修正 2017/04/20 特定のテーマでツール ホバー時に XamRibbon の Segmented MenuTool 

のドロップダウン矢印が中央揃えになっていない問題。 

235231 スライダー バグ修正 2017/04/06 スライダーの TickMarks へバインドする際にバインドした値が優先されない問

題。 

235166 スパークライン バグ修正 2017/04/12 最大データ項目より大きい最大値が設定されている場合に標準範囲がコントロ

ールの外へ拡張する問題。 

236873 テーマ マネージャー バグ修正 2017/05/10 ThemeManager で Metro Dark テーマを上部のみに BorderThickness 

が設定された WPF GroupBox に適用するとヘッダー文字に横線が入る問題。 

 

注: 

GroupBox スタイルが更新されました。 
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231743 タイムライン バグ修正 2017/04/11 TimeLine のデータがズームバーの範囲外に表示される問題。 

 

注: 

タイムラインのズームバーのつまみがプレビュー コンテンツで正しく整列しない問

題。この問題は修正されました。 

228079 タイムライン バグ修正 2017/03/24 NumericTimeEntry が親タイムラインのデータコンテキストを継承しない問題。 

236285 タイムライン バグ修正 2017/05/09 コントロールがフローティング ペインにある場合にバインド データが削除されると 

NullReferenceException がスローされる問題。 

 

注: 

XamTimeline がアンロードされた後に null 参照例外がスローされる問題。こ

の問題は修正されました。 

236111 タイムライン バグ修正 2017/05/09 Series プロパティが null に設定されると NullReferenceException がスロ

ーされる問題。 

 

注: 

Series プロパティが null の場合に XamTimeLine で null 参照例外が発

生する問題。  この問題は修正されました。 

 


