
 

INFRAGISTICS WPF 16.2 

サービス リリース ノート - 2017 年 10 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 説明 

243008 バーコード リーダー バグ修正 Web カメラで撮影したピクチャがデコードできない問題。 

242219 ビジー インジケータ バグ修正 ビジーのときに XamBusyIndicator の子要素にタブを移動できない問題。 

241639 カテゴリー チャート バグ修正 カテゴリ チャート XAxisTitleOpacity および YAxisTitleOpacity のデフォルト

値が誤った値である問題。(現在の値 0 ではなく 1 が正しい値)。 

241281 カテゴリー チャート バグ修正 XamCategoryChart Background プロパティに効果がない問題。  
カラー ピッカー バグ修正 SelectedColor プロパティを null に設定したときにバインド エラーが発生する問

題。 

238926 カラー チューナー バグ修正 カラー チューナーが Visual Studio 2017 でインストールされない問題。 

238882 コンボ エディター バグ修正 XamComboEditor と ComboBox で動作が異なる問題 (Focusable を 

false に設定した場合 XamComboEditor を複数回クリックする必要があ

る)。 

230815 コンボ エディター バグ修正 [Metro Theme] xamComboEditor でドロップダウンの最小の高さを優先し

ない問題。 

239963 コンボ エディター バグ修正 XamComboEditor が Tab キーを押下時にフォーカスした項目を選択しない

問題。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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240777 コンボ エディター バグ修正 ComboEditorItemControl 要素が XamComboEditor の DataItem プ

ロパティに基づいてトリガー 

241227 コンボ エディター バグ修正 ドロップダウン メニューを移動中に XamComboEditor のフォーカス項目がスタ

イル設定されない問題。 

241226 コンボ エディター バグ修正 テーマが適用されている場合に XamComboEditor の PopupResizerBar 

スタイルが正しく適用されない問題。 

234718 コンボ エディター バグ修正 [Office2013 Theme] ドロップダウンのスクロールバーが 2 度表示される問

題。 

242773 コンボ エディター バグ修正 XamComboEditor のフォーカス罫線が非表示の問題。 

239138 コンボ エディター バグ修正 DataTemplate で SelectedItems のバインドがビュー モデルにプロパゲート

を戻さない問題。 

237313 コンボ エディター バグ修正 [Office2013 Theme] Office2013 テーマ使用時に EmptyText が表示

されない問題 (Canvas.ZIndex が 0 になっている)。 

 

注: 

ウォーターマーク位置を更新しました。  

227652 コンボ エディター バグ修正 Office2013 テーマ適用時にドロップサイズ リスト サイズ (幅と高さ) が正しく計

算されない問題。 

237798 コンテキスト メニュー バグ修正 OpenContextMenu メソッドで NullReferenceException がスローされる

問題。 

237189 コンテキスト メニュー バグ修正 リストで縮小された項目の場合に XamMenuItems が強調表示/フォーカスで

きない問題。 

237728 コンテキスト メニュー バグ修正 コマンドソースがクリックされた後に ‘Open’ コマンドが MouseEnter イベントで

動作しない問題。  

202011 データ チャート バグ修正 軸間隔が 0 の場合も間隔が列のオフセットである問題。 
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238598 データ チャート バグ修正 GroupBy ItemsSource を使用し、その ValueMemeberPath がインデク

サーを使用している場合、StackedColumnSeries がシリーズを自動生成でき

ない問題。 

 

注: 

GroupBy クラスが ValueMemberPaths をサポートするためにインデクサー プ

ロパティをポイントするよう変更されました。 

238408 データ チャート バグ修正 データ タイプがインデクサーの場合にチャートでバインド データの更新が反映され

ない問題。 

 

注: 

FastItemsSource がインデクサー プロパティを表す "Item[]" のプロパティ変

更通知に応答しない問題。 

241575 データ チャート バグ修正 Different behavior with logarithmic numeric axes when 

targeting 64-bit versus 32-bit when plotting values that are less 

than 1, but greater than 0. 

 

注: 

64 ビットで正しく動作するよう対数コードを調整しました。 

237521 データ グリッド バグ修正 Ranorex を使用して実行した際に XamDataGrid で 

ArgumentOutOfRangeException がスローされる問題。 

237382 データ グリッド バグ修正 LoadCustomization メソッドを使用して空の FieldGroup を読み込み時に 

NullReferenceException がスローされる問題。 

238288 データ グリッド バグ修正 フィールド名のみが必要な場合に IsUnbound がカスタマイズの読み込みに影

響する問題。 



       

 

5 of 22   
 

221864 データ グリッド 機能改善 XamDataGrid で FieldGroup を拡大または縮小する際にパフォーマンスが低

くなる問題。 

229065 データ グリッド バグ修正 固定フィールドで Office2013 のテーマを使用した場合に右フィールド ヘッダーの

右境界線が表示されない問題。 

237393 データ グリッド バグ修正 データソースの変更時に XamDataGrid フィルターのテキストが非表示になる問

題。 

236146 データ グリッド バグ修正 RecordSelectorLocation を RightOfCellArea に、AutoFitMode を 

ExtendLastField に設定した場合に RecordSelector が画面の外に出る問

題。 

235383 データ グリッド バグ修正 FieldLayoutSettings の AutoArrangePrimaryFieldReservation プロ

パティを None に設定した場合に Fields Move メソッドが動作しない問題。  

237411 データ グリッド バグ修正 XamDateTimeEditor を含む XamDataGrid でフィルターがミリ秒を表示し

ない問題。  

237652 データ グリッド バグ修正 LabelClickAction を SelectField に設定した際にダブルクリックでフィールド コ

レクションを変更すると IndexOutOfRange 例外がスローされる問題。 

238409 データ グリッド バグ修正 XamDataGrid のカスタム フィルター選択操作が設定できない問題。 

238291 データ グリッド 重大な変更 (API) RecordFilterDropDownPopulating の e.DropDownItems 引数にビル

トインフィルター項目のみが含まれる問題。 

 

注: 

新しいイベント RecordFilterDropDownPopulated が 

XamDataPresenter に追加されました。フィルター ドロップダウンは、データ プ

レゼンターで作成された後に発生することによって、固有の項目でフィルター ドロッ

プダウンを置き換えるか、項目を削除することができます。 



       

 

6 of 22   
 

238413 データ グリッド バグ修正 設定した演算子が 1 つのみの場合に XamDataGrid のフィルター演算子が表

示されない問題。 

240171 データ グリッド バグ修正 BindingPath および AlternateBinding のパスがカスタマイズの読み込みに

影響する問題。 

239761 データ グリッド バグ修正 MultiSelectExcelStyle で空のオペランドが白いスペースのみのスペースを含む

問題。 

 

注: 

空白が (Blanks) として処理されてフィルターオペランドがフィルター イン/アウトし

ます。 

241250 データ グリッド バグ修正 [Royal Dark Theme] DataRecordCellArea の Background プロパティ

のスタイル設定に効果がない問題。 

 

注: 

DataRecordCellArea スタイルを更新しました。 

241479 データ グリッド バグ修正 デザインタイムで IsScrollTipField プロパティの設定時にエラーが発生する問

題。 

241724 データ グリッド バグ修正 [Royal Dark テーマ] CellValuePresenter の前景が特定のエディターのセル

でのみ優先される問題。 

241725 データ グリッド バグ修正 [Royal Dark テーマ] CellValuePresenter スタイルの前景プロパティに効果

がない問題。   

242288 データ グリッド バグ修正 グループ化および並べ替え操作、 

242731 データ グリッド バグ修正 SortEvaluationMode および GroupByEvaluationMode の両方を 

UseCollectionView に設定し、複数のグループがある場合、並べ替え時にが

グループが縮小される問題。 
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242826 データ グリッド バグ修正 Records.ExpandAll(true) の使用時に StackOverflowException がス

ローされる問題。 

239217 データ グリッド バグ修正 XamDataGrid の BeginUpdate メソッドで 

IndexOutOfRangeException が発生する問題。 

242913 データ グリッド バグ修正 ViewSettings Orientation プロパティが設定された場合にメモリ リークがある

問題。 

237173 データ プレゼンター バグ修正 SaveCustomizations メソッドでフィルター演算子が保存されない問題。 

238456 データ プレゼンター 機能改善 多数のフィールドがあり、自動クライアントが実行されている場合に水平スクロール

が遅くなる問題。 

224431 データ プレゼンター バグ修正 [Royal Dark Theme] スプリッター プレビューのサイズ変更時に色が暗くて見え

にくい問題。 

236862 データ プレゼンター バグ修正 [Royal Dark テーマ] フィールド グループが識別できない問題。  

239738 データ プレゼンター 新機能 並べ替えをアプリケーション開始時に保存した場合、カスタマイズの読み込みで列

の並べ替えを復元しない問題。 

 

注: 

'saveFieldPositionInfoAlways' パラメーターを xamDataPresenter の 

SaveCustomizations に追加しました。  true に設定した場合、この問題を

回避できます。 

241325 データ プレゼンター バグ修正 [Royal Dark テーマ] カスタム フィルターの選択コントロールで 'Toggle' および 

'Ungroup' のコンテンツが切れる問題。  

241407 データ プレゼンター バグ修正 [Royal Dark テーマ] フィルター セルのすべてのテキストをマウスの左ボタンを使

用して選択できない問題。 

241410 データ プレゼンター バグ修正 [Royal Dark テーマ] フィルター セルのカレットの背景が白ではなく黒いため見え

にくい問題。  
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241326 データ プレゼンター バグ修正 [Royal テーマ] FieldChooser または DataGrid のヘッダー領域からドラッグし

たフィールドの右境界線がない問題。  

242582 データ プレゼンター 機能改善 FieldLayout キーを提供している場合もフィールドが削除されたあとにカスタム メ

ソッドの読み込みが失敗する問題。 

 

注: 

新しいブール値パラメーター 'useStrictFieldMatching' を取得するために 

DataPresenterBase の LoadCustomizations メソッドにオーバーロードを

追加しました。何も指定されていない場合、デフォルトは False になります。

'false' が一意の値に設定されている FieldLayout と一致する場合、

SaveCustomizations を呼び出して読み込む際にフィールドがない問題。 

242943 データ プレゼンター バグ修正 範囲例外がスローされる問題。 

242488 データ プレゼンター バグ修正 グループ解除後に TemplateField のレコードを削除できない問題。 

237322 データ プレゼンター  Excel エクスポート バグ修正 トライアル版の dll 使用時に DataPresenterExcelExporter インスタンスを

作成すると ArgumentNullException がスローされる問題。 

241328 データ プレゼンター フィールド チューザー バグ修正 [Royal テーマ] テーマがウォッシュされたときに FieldChooser のフィールドに必

要のない境界線が表示される問題。  

241411 データ プレゼンター フィールド チューザー バグ修正 [Royal テーマ] FieldChooser のすべてのフィールドチェックボックスの不確定ア

イコンがない、または間違っている問題。  

. Data Presenter Fixed Fields バグ修正 FixedFieldSplitter 幅を増加または縮小後にセルが再配置できない問題。 

. Data Presenter Fixed Fields バグ修正 [Royal テーマ] 'Near' または 'Far' に設定されている場合にフィールド固定が

正しく動作しない問題。  

204307 データ プレゼンター コード フィルター バグ修正 ウィンドウが Maximized 状態の場合に ExternalFiltering でカレットの配置

が無効な問題。 
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238357 データ ツリー バグ修正 ノードを削除する際に XamDataTree が InvalidOperationException を

スローする問題。 

238466 データ ツリー バグ修正 XamDataTree が ArgumentOutOfRangeException をスローする問

題。 

228269 データ ツリー バグ修正 兄弟ノード レイアウトがあり、IsExpandedMemberPath を使用している場合

に無効なノードが表示される問題。 

238470 データ ツリー バグ修正 IsSelectedMemberPath が設定されている場合に XamDataTree の選択

/複数選択が正しく動作しない問題。 

241420 データ ツリー バグ修正 NodesManager の GetDataItem メソッドで NullReferenceException 

がスローされて NodeLayout が null を返す問題。 

242642 データ ツリー バグ修正 Shift を使用して選択/選択解除した際に選択した項目範囲が正しく更新され

ない問題。 

228640 日時エディター バグ修正 XamDatetimeEditor のフィルタリング動作が一貫しない問題。 

241276 日時エディター バグ修正 日付を設定時に地域設定が中国または日本の場合に 

XamDateTimeEditor のマスクに時間が表示されない問題。 

241524 日時エディター バグ修正 [IG Theme] ドロップダウン ボタンのピンが中央揃えにならない問題。 

237980 ダイアグラム バグ修正 xamDiagram のデフォルト スタイル ファイルで名前空間が誤っている問題。 

238578 ダイアグラム バグ修正 接続が削除またはクリアできない問題。 

238913 ダイアグラム バグ修正 コレクションのリセットまたはクリア後に接続が追加できない問題。 

239328 ダイアグラム バグ修正 ItemAdding イベントがキャンセルされた場合も DiagramConnection がノ

ードの OutgoingConnections コレクションに追加される問題。 

237167 ダイアログ ウィンドウ バグ修正 XamDialogWindows が正しくサイズ変更されない問題。 

235411 ドック マネージャー バグ修正 ドック マネージャーでコントロールにフォーカスした際にペインが飛ぶ問題。 
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235572 ドック マネージャー 機能改善 DocumentContentHost が複数タブのグループ ペインを含む場合にドッキング 

インジケーターが正しく表示されない問題。   

 

注: 

ペインがフローティングしてドキュメントとしてみなされないため、説明した動作が起

こる可能性があります。ただし、DocumentContentHost 内でペインを直接ド

ラッグ可能にするために 

'AllowDockingIndicatorsWithinDocumentContentHost' プロパティを 

PaneDragStarting のイベント引数に追加しました。 

234782 ドック マネージャー バグ修正 ウィンドウを移動する際に InvalidOperationException がスローされる問題。 

234610 ドック マネージャー 機能改善 SplitCursor が高解像度で見えなくなる問題 (例 3200x1800) 

 

注: 

新しいプロパティ ScaleCursorWithDpi が Utilities 静的クラスに追加されま

した。  このプロパティはデフォルトで true です。True で  .NET 4.6 以降のシ

ステムで実行した場合、Utilities クラスの LoadCursor メソッド 

(xamDockManager などの Infragistics WPF コントロールを含む) を使用

して読み込まれたカスタム カーソルが 'scaleWithDpi' のブール値を取得する 

Cursor のコンストラクタ―を使用して構成されます。 

235835 ドック マネージャー バグ修正 [Metro テーマ] TabPaneItem のヘッダー テキストがフォーカスを失うと非表示

になる問題。 

 

注: 

Selected 状態が更新されました。 
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240343 ドーナツ チャート バグ修正 [Royal Dark テーマ] 階層リングシリーズを使用したドーナツ型チャートで子バン

ドが 1 バンドのみ表示される問題。 

 

注: 

royal Dark テーマのドーナツ型チャートでスライスが見えにくい問題がありました

が、この問題は修正されました。 

238839 ドーナツ チャート バグ修正 コンポーネントが DataTemplate/ContentConrol 内にある場合に階層子リ

ングが描画されない問題。 

 

注: 

temsSource, ChildrenMemberPath, and ValueMemberPath プロパ

ティが正しい順序で設定されていない場合にドーナツ型チャートが子シリーズを描

画しない問題が修正されました。 

242238 ドーナツ チャート バグ修正 ドーナツ型チャートの使用時に凡例に無効な値が生成される問題。 

239758 Drag and Drop Framework バグ修正 アプリケーションがデバッグモードの場合に DragSource がドロップ ターゲットにド

ロップできない問題。 

241592 Drag and Drop Framework バグ修正 非表示のウィンドウ上に項目を移動した際にドラッグ アイコンが X になる問題。 

242541 Drag and Drop Framework バグ修正 ドラッグアンドドロップ後に凡例がすべての凡例項目を示すために十分な大きさに

ならない問題。 

232899 エディター バグ修正 [テーマ] XamTextEditor が編集モードで異なる高さを使用する問題。 

233330 エディター バグ修正 タッチ環境で値をタップで変更した際にマスク エディターが編集モードに入らない問

題。 

233300 エディター バグ修正 テーマ適用時に編集モードに入る際にテキストの位置が変わる問題。 

234933 Excel バグ修正 領域を含むワークブックの読み込み時に引数例外がスローされる問題。 
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228105 Excel バグ修正 GetResolvedCellFormat によって返される CellFormat が誤った 

BorderStyle 値を保持する問題。 

239806 Excel バグ修正 Excel ファイル読み込み時に FormulaParseException をスローする問題。 

239691 Excel バグ修正 行と列を 97-2003 ワークブックに挿入した場合、セルの境界線がコピーされない

問題。 

241532 Excel バグ修正 分数桁数がセルがコミットされると少なくなる問題。 

239579 Excel バグ修正 Visibility が Hidden に変更されるとワークシートが選択されたままになる問

題。 

240989 Excel バグ修正 ワークブックを読み込んで保存した後に結合セルの垂直揃えが中央揃えになる問

題。 

238403 ガント バグ修正 MS Project で読み込む際にタスク期間の値に誤りがある問題。 

238885 ガント バグ修正 XamGantt 行セルの IsEnabled プロパティを設定し、更に Office 2013 ま

たは Royal Dark テーマを設定した場合、 InvalidOperationException が

スローされる問題。 

238740 ガント バグ修正 ProjectTask プレゼンターがドラッグできないポイントを示すには小さすぎる問

題。 

240843 ガント バグ修正 ProjectCalendarException が 1 つ以上ある場合に 

ProjectCalendar.ToExceptionsXml が InvalidOperationException 

をスローする問題。 

240765 ガント バグ修正 子タスクの PercentComplete が 100% の場合に親タスクの Start および 

Finish プロパティに誤った値がある問題。 

242070 ガント バグ修正 ProjectCalendar ToExceptionsXml メソッドが定期的な予定に関連する

条件を保存しない問題。 

221516 ゲージ バグ修正 アプリケーションにゲージが 20 以上ある場合に正しく描画されない問題。 
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235563 地理マップ バグ修正 XamDockManager に配置されたときに小さな白い線がマップのタイトル間に現

れる問題。 

 

注: 

XamGeographicMap の背景画像タイルが正しく整列されない問題が修正さ

れました。 

239701 地理マップ バグ修正 ObservableCollection にポイントを追加する際に InvalidCastException 

が発生される問題。 

 

注: 

データ項目が IEnumerable<Point> タイプの場合にランタイムで 

ShapeSeries のデータを更新する際に発生した問題が修正されました。  

. 地理マップ バグ修正 マーカー 

 

注: 

ランタイムでマーカー テンプレートを変更したあとにマーカーが中央揃えにならない

問題を修正しました。 

237439 グリッド バグ修正 SortComparer を ItemsSource.として使用した場合にカスタム 

SortComparer が動作しない問題。 

 

注: 

この修正は、基になるコレクションが List<T> や 

ObservableCollection<T>.などの IList 実装である場合のみ適用されま

す。 

237803 グリッド バグ修正 フィルター メニュー フィルタリングで発生するパフォーマンスの問題。 
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238639 グリッド バグ修正 グループ列で列サイズ変更後に水平方向で不整合が発生する問題。 

237377 グリッド バグ修正 [Horizontal Scrolling] グリッドにグループ列があるときに水平方向にスクロー

ルするとヘッダーと行が整列しない問題。 

237378 グリッド バグ修正 グリッドがスプリット ペイン内にあり、ペイン サイズが縮小した場合に最後の列が表

示されない問題。 

237617 グリッド バグ修正 列をグループ化またはグループ化解除するとフィルター条件が削除または変更され

る問題。 

238348 グリッド バグ修正 フィルターが適用されたにフィルター メニューを開く際に 

FilterMenuItemConverter が発生しない問題。 

210337 グリッド 機能改善 ドラッグ選択時のスクロール機能の改善。 

236727 グリッド バグ修正 マウス ポインターが列の境界線から離れている場合にもマウス カーソルがサイズ変

更カーソルになる問題。 

 

注: 

ResizingThreshold 値を変更しました。 

237262 グリッド バグ修正 [水平スクロール] スクロール実行時に子バンドの列配置が壊れる問題。  

238536 グリッド バグ修正 垂直にスクロールした場合にセルが大きなグリッドと整列しなくなる問題。 

238535 グリッド バグ修正 セルの生成または仮想化でグリッドでメモリ使用量が約 3 倍に増加する問題。 

 

注: 

異なる幅を持つ列がある場合に列 (50) をあらかじめレンダリングすることによって

メモリの増加を引き起こしていました。列の幅が異なる場合もメモリ使用量を以前

のレベルに保ちながら正しく動作させるために XamGrid に新しいプロパティ 

MinimumNumberOfColumnsRendered を追加しました。このプロパティは
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描画する最小限の列数を決定します。デフォルト値は 0 です。ビューにある列の

みが描画されます。 

237434 グリッド バグ修正 [水平スクロール] 水平スクロール実行時にビューポイントに入らない列がある問

題。 

239469 グリッド バグ修正 XamGrid が GridSplitter および TextWrapping/Sized フィールドでフリー

ズする問題。 

240355 グリッド バグ修正 Keyboard DefaultRestoreFocusMode プロパティを None に設定した場

合、カスタム フィルター ダイアログの FilterValue テキスト ボックスが IME コンポ

ジション文字列を受け付けない問題。 

240354 グリッド バグ修正 Keyboard DefaultRestoreFocusMode プロパティを None に設定した場

合、フィルター メニューのテキスト ボックスが IME コンポジション文字列を受け付

けない問題。 

241520 グリッド バグ修正 垂直スクロールバーを移動すると水平スクロール バーがなくなる問題。 

237864 グリッド バグ修正 XamGrid の ItemsSource を DataTable の DataView にバインドした場

合に新しい列をテーブルに追加すると UI を更新しない問題。 

242756 グリッド バグ修正 グループ列のデータ列が移動後に正しく配置されない問題。 

125925 入力 バグ修正 スピン ボタンが初期時に無効になっている問題。 

240888 インストーラー バグ修正 サイン済みのリソース dll が WPF_20171_Bin_Signed.zip に含まれていな

い問題。 
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240782 マスク インプット バグ修正 [Royal テーマ] XamMaskedEditor の SpinButtonsDisplayMode が 

Focus or Hover に設定した際に異なる色を表示する問題。  

223773 マスク テキスト バグ修正 [Royal Dark テーマ] XamMaskedEditor の赤いエラー境界線が正しく表示

されない問題。 

231201 Math バグ修正 12X12 マトリックスを処理中に Compute.Determinant がアプリケーションを

ハングさせる問題。 

237999 複数列コンボ エディター バグ修正 行を選択した際に線が現れる問題。 

234252 複数列コンボ エディター バグ修正 コントロールが開始時に無効または後から有効化、あるいは編集モードに入った

場合に IDataErrorInfo インターフェイス実装の赤い境界線がなくなる問題。 

236977 複数列コンボ エディター バグ修正 [Royal Dark テーマ] ドロップダウン トグル ボタンがクリックされて Royal Dark 

テーマが適用されるとコンボ エディターと複数コンボ エディターのスタイルが異なる

問題。  

236756 複数列コンボ エディター バグ修正 [Royal Dark テーマ]  Royal Dark テーマ適用時に 

XamMultiColumnComboEditor の強調表示されたテキストがほとんど読み

取れない問題。 

236974 複数列コンボ エディター バグ修正 [Royal Dark テーマ] Royal Dark テーマで垂直テキスト配置した場合に他の

テーマと異なる問題。  

240120 ネットワーク ノード バグ修正 [Royal テーマ] XamNetworkNode でノードがフォーカスされたときにアウトライ

ンの境界線に展開インジケーターを含まれない問題。  

227629 数値エディター バグ修正 マスクが n に設定されているときに BackSpace キーを数回押すとにカレットが

数字の上に表示される問題。 

238656 円チャート バグ修正 あらかじめ選択されたスライスが正しくスタイル設定されていない問題 (スライス塗

りつぶしの問題)。 

238657 円チャート バグ修正 プログラムによって複数選択を使用して選択したスライスを選択解除できない問

題。 
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239140 円チャート バグ修正 円チャート選択を複数から単一に変更すると複数項目が選択される問題。 

239143 円チャート バグ修正 円チャート選択を単一から複数に変更すると変更後に値を選択した際に初期選

択が失われる問題。 

239145 円チャート バグ修正 他のしきい値を変更 

227757 ピボット グリッド バグ修正 並べ替えを適用しているカスタム設定を読み込むと ArgumentException が

スローされる問題。 

239818 ピボット グリッド バグ修正 System.Windows.Markup.XamlWriter.Save メソッドでコントロールを保

存するときに StackOverflowException がスローされる問題。 

231037 プロパティ グリッド バグ修正 IDataErrorInfo で IDataErrorInfo 検証が動作しない問題。 

 

注: 

SelectedObject の IDataErrorInfo 実装が認識されずに検証エラーを発

生していた XamPropertyGrid の問題を修正しました。 

239846 プロパティ グリッド バグ修正 PropertyGridPropertyItemView の Visibility がバインドされているときに

すばやくスクロールした場合に NullReferenceException がスローされる問

題。 

242739 プロパティ グリッド バグ修正 FilterAreaVisibility property is not respected in the MetroDark 

theme. 

240203 プロパティ グリッド バグ修正 XamDockManager にピン固定していないペインを配置した場合、プロパティ 

グリッドを使用中にペインが閉じられる問題。 

239928 ラジアル ゲージ バグ修正 コンポーネントが 3 列目に配置された場合のみサイズ変更時に視覚要素がなく

なる問題。 

 

注: 

ラジアル ゲージが正しくメジャーされない、あるいはゲージ コンテンツの整列で古い
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サイズ情報が使用される問題。  サイズ変更が検知されると直ちにゲージが配置

されるようメジャーを更新しました。 

229644 リボン バグ修正 [Office2013 テーマ] XamDockManager のドッキング機能を使用したとにヘ

ッダー背景が淡い青色になる問題。 

237783 リボン バグ修正 OS が Windows 7 でテーマがクラシック、アプリケーションのテーマが Office 

2013 の場合に Classic minimum/maximum/close ボタンと下線がタイ

トルバーに表示される問題。 

229643 リボン バグ修正 バインドした RibbonTabItem を切り替えるときにウィンドウの高さが低くなる問

題。 

229806 リボン バグ修正 最大化された XamRibbonWindow のクライアント以外の領域に不整列なア

イコンが表示される問題。 

238768 リボン バグ修正 RibbonTab に収まるサイズ以上のツールを配置すると開始時に 

NullReferenceException が発生する問題。 

210829 リボン バグ修正 Metro または Metro Dark テーマ適用時に VS 出力にエラーが発生する問

題。 

240615 リボン バグ修正 [Royal テーマ] CheckBoxTool が XamRibbon の ApplicationMenu 内

にある場合、ツールの状態に関係なくチェック アイコンが常に非表示である問題。 

241004 リボン バグ修正 [Royal テーマ] RibbonTabItem の KeyTips が重複する問題。 

241491 リボン バグ修正 アクティブ項目ナビゲーション モードでツール以外の要素間でタブ移動すると 

RibbonTabItem が ActiveItem に設定される問題。 

213541 リボン バグ修正 ウィンドウのサイズ変更後にリボン グループのスタイル設定が正しく表示されない問

題。 
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224853 リボン バグ修正 異なるテーマを使用した際に XamRibbon の KeyTips のスタイル設定を変更

できない問題。 

227432 リボン バグ修正 RibbonGroup の DialogBoxLauncher を XAML で設定した場合に QAT 

ドロップダウン領域の長方形部分がなくなる問題。 

212001 リッチ テキスト エディター バグ修正 XamRichTextEditor の TableNode のセルに空白を入力し続けた場合に

隣のセルの左の境界線がシフトされる問題。 

233740 リッチ テキスト エディター バグ修正 ハイパーリンクを含む RTF ファイルが開けない問題。 

238485 リッチ テキスト エディター バグ修正 セルとテーブルの幅の小数点に  "," を使用したテーブルを含む HTML をインポ

ートする際に OverflowException がスローされる問題。 

155588 リッチ テキスト エディター バグ修正 セル境界線をカレットの左へドラッグしたときにカレットが表示されたままになる問

題。 

190998 リッチ テキスト エディター バグ修正 リッチ テキスト エディタ―で MakeHyperlink がハイパーリンクのスタイルを適用

しないテキストがある問題。 

216013 リッチ テキスト エディター バグ修正 XamRichTextEditor のドキュメントの LoadFromHtml メソッドを使用して 

HTML ファイルを読み込むときに境界線の幅が異なる値に設定される問題。 

238062 リッチ テキスト エディター バグ修正 段落記号の前で End キーを押すと前の段落に移動する問題。 

 

注: 

キーが押されたときにアクティブな選択がない場合の End キー処理の問題を修

正しました。 

  同じ行の最後に配置されるように修正しました。 

239890 リッチ テキスト エディター 機能改善 200 行以上挿入する場合に InsertTableRow で時間がかかる問題。 

239571 リッチ テキスト エディター バグ修正 TableExtentBehavior を FitColumnsToContent に設定した場合にテー

ブル セルがオーバーラップされる問題。 
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202841 スケジュール日付ナビゲーター ビュー バグ修正 週を切り替えるショートカット (Alt + minus) が数値パッドのマイナスのみの問

題。 

230395 スケジュール ビュー 機能改善 メモリ リーク: 予定を更新し続ける問題。 

242498 スライダー バグ修正 DataContext が変更されているときに MinValue が正しく更新されない問

題。 

235995 スプレッドシート バグ修正 ウィンドウ サイズの変更時に IndexOutOfRangeException が 

XamSpreadSheet からスローされる問題。 

201931 スプレッドシート バグ修正 最初のインデックスに列を挿入した場合にテーブル範囲外の左のセルのスタイルを

使用する問題。 

217762 スプレッドシート バグ修正 16384 列以上を非表示にしようとする際に無効なエラー メッセージがスローされ

る問題。 

223789 スプレッドシート バグ修正 セルに構造が同じ条件を設定した場合 IsEquivalentTo メソッドが false を返

す問題。 

238986 スプレッドシート バグ修正 分母が int で許容される数字より大きい場合、セルの編集モードを出たときに 

OverflowException がスローされる問題。 

241481 スプレッドシート バグ修正 [Royal テーマ] スプレッドシートの要素に押下状態がない問題。  

241566 スプレッドシート バグ修正 MergeCellsAndCenter で結合を解除した後にセルの水平配列がリセットでき

ない問題。 

241567 スプレッドシート バグ修正 ShrinkToFit を True に設定したセルが Alt + Enter で行を折り返さない問

題。 

241568 スプレッドシート バグ修正 小数値の前に '+[integer]' を入力すると無効な式とみなされる問題。 

240813 スプレッドシート バグ修正 Workbook が日本語特有の表示書式を使用するセルを含む場合 

InvalidOperationException がスローされる問題。 

240116 スプレッドシート バグ修正 結合セルをコピーして貼り付けるときにセル書式が正しくコピーされない問題。 

240186 スプレッドシート バグ修正 カスタム図形が正しく表示されない問題。 
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243200 スプレッドシート バグ修正 CellFormat が正しくコピーおよび貼り付けできない問題。 

217773 スプレッドシート バグ修正 最後の列をドラッグして列を非表示にしようとすると例外がスローされる問題。 

217772 スプレッドシート バグ修正 1 列のみ表示されている場合に前の列を選択できない問題。 

240534 SurfaceChart3D バグ修正 リニア/対数スケーリングまたはテーマを切り替えるときに軸タイトルの表示が切り替

わる問題。 

227882 Syntax Editor バグ修正 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: 

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。 

241614 Syntax Editor バグ修正 [Royal Dark テーマ] XamSyntaxEditor の現在の行のテキストがデフォルト

のブラシで強調表示した際に読めなくなる問題。  

241150 Syntax Editor バグ修正 サンプル ブラウザーのカスタム XAML 言語で行の間にコメントを入力すると 

IndexOutOfRangeException がスローされる問題。 

234202 テーマ バグ修正 VSM 状態のクロス プラットフォーム XamComboEditor の問題。  

240709 テーマ バグ修正 [Royal/Office2013 テーマ] DataChart CategoryHighlightLayer が白

い背景に対して明るすぎるため見えにくい問題。 

240708 テーマ バグ修正 [Royal テーマ] ウォーターフォール シリーズの DataChart 凡例バッジが他のテ

ーマと異なる問題。 

232676 テーマ 機能改善 Metro テーマを適用した際に XamComboEditor と WPF ComboBox が

異なる問題。 

 

注: 
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IG コンボ エディターと WPF ComboBox (インボックス コントロール) が異なる

問題を修正しました。 

212275 タイル マネージャー バグ修正 WindowsFormsHost を使用した場合にタイルのコンテンツが表示範囲外にな

る問題。 

225236 タイル マネージャー バグ修正 TileLayoutOrder = Horizontal、Horizontal と Vertical の 

TileAreaAlignment を Stretch に設定した場合にタイルを最大化するとちら

つく問題。 

242764 タイル マネージャー バグ修正 閉じるボタンで xamTile を閉じる/縮小した場合に Visibility の設定が適用さ

れない問題。 

239541 ツリー グリッド バグ修正 DataSource を再生成して以前使用した FieldLayout を使用すると 

FieldLayouts が reassigned になる問題。 

240070 ツリー グリッド バグ修正 異なるタイプの階層を使用する際に DataSource を null に設定すると 

InvalidOperationException をスローする問題。 

236997 WPF バグ修正 ウェブサイトからダウンロードした WPF 記号がソースコードと一致しない問題。 

 

 


