
 

INFRAGISTICS WINDOWS FORMS 17.2  
サービス リリース ノート – 2018年 7月 

 

 

 

 Infragistics Windows Forms 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/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。 

 

 

 

 

ソフトウェア開発を強力にサポートする               

高パフォーマンス コントロール  

高機能・高パフォーマンスなグリッドや豊富な種類のチャート

を始めとして、 各種エディターやメニュー、ツリー、エクセル出

力といった業務アプリケーション開発に不可欠な 70 種類

以上の Windows Forms コントロールが含まれます。

Infragistics Windows Forms は優れたユーザー エク

スペリエンスを提供します。 
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インストール 

ダウンロード 
Windows Forms ダウンロード 

修正項目 

コンポーネント カテゴリ 説明 

チャート バグ修正 StackedColumnSeries のデフォルト ツールチップの取得時に NullReferenceException をスローする問題。 

チャート バグ修正 WinForms ScatterAreaSeries は 3 つのデータ項目のリストを描画しない問題。 

チャート バグ修正 データを RingSeries にバインドした際に NullReferenceException をスローする問題。 

https://jp.infragistics.com/products/windows-forms
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ComboEditor バグ修正 

UltraCombo ではコンテンツの幅がドロップダウンより広い場合、AutoFitStyle が無視される問題。 

 

以前のバージョンでは、UltraCombo の AutoFitStyle を ExtendLastColumn または ResizeAllColumn に設定

した場合にドロップダウンの幅が UltraCombo の幅にサイズ調整されていたバグでした。これはバグでした。AutoFitStyle 

は列をドロップダウンにサイズ調整される必要があり、ドロップダウン自体の幅に影響を与えるべきではありません。 

 

この問題は修正されました。AutoFitStyle プロパティはドロップダウンの幅に影響を与えることはなくなりました。 

 

以前の動作に戻したい場合、DropDownWidth プロパティに値 -2 の新しいオプションがあります。以前は負の値も同じ

動作でしたが、ドロップダウンを列幅にサイズ調整します。-2 の値も同じ動作でした (列の幅に合わせてドロップダウンを調

整します) が、追加として、コントロール (またはエディター) の幅に基づいてドロップダウンに最小のサイズを強制します。 

ComboEditor バグ修正 スクリーン リーダーがドロップダウンのチェックした状態を読み込まない問題。 

ComboEditor バグ修正 
MDI フォームで複数選択を有効にしたコンボで Alt+F4 を押してもアプリケーションが閉じない問題。 

DataChart バグ修正 ツールチップが表示されるときに NullReferenceException がスローされる問題。 

DataChart バグ修正 背景色が適切な色にリセットされない問題。 

DataChart バグ修正 いずれのシリーズにツールチップを表示されて、UltraDataChart は NullReferenceException をスローします。 



 
INFRAGISTICS  

 
17.2 ボリューム リリース ノート 

  

  

 

4 of 7   

DateTimeEditor バグ修正 

MonthDropDownWithUIPermissions がメモリを解放しない問題。 

 

以下のコントロールは破棄される際に正常に内部エディター (グリッドとして IProvidesEmbeddableEditor インターフェ

イスで他のコントロールに提供されます) を破棄しません。  

 

- UltraDateTimeEditor 

- UltraTextEditor 

- UltraNumericEditor 

- UltraCalculatorDropDown 

- UltraColorPicker 

- UltraFontNameEditor 

- UltraTimeZoneEditor 

- UltraTimeSpanEditor 

- UltraCurrencyEditor 

 

すべてのコントロールがコントロールが破棄時に、提供されたエディターを破棄するようになりました。  

 

そのため既存のアプリケーションがコントロールの 1 つをグリッドの EditorComponent プロパティまたはセルに割り当てた

後、コントロールを破棄して以前のバージョンで動作していましたが、今後動作しなくなります。  エディターのライフサイクルが

作成したエディターコントロールのライフサイクルに正しく関連付けされます。 

DesktopAlert バグ修正 UltraDesktopAlert の警告キャプションが途中で切れて右揃えにもならない問題。 

ドーナツチャート バグ修正 RingSeriesBase の UltraDoughnutChart でフォントを設定するオプションがない問題。 

エディター バグ修正 ultraNumericEditor で FormatProvider を直接割り当てると検証が失敗する問題。 

Excel バグ修正 改ページを含む Excel ファイルを読み込めない問題。 

Excel バグ修正 Excel ファイル読み込み時に ArgumentNullException をスローする問題。 
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Excel バグ修正 
Infragistics.Documents.Excel.FormulaParseException: Excel ファイルを開く際にワークシート範囲は 2 つ目

のワークシート名を指定しません。 

エクスプローラー バー バグ修正 RightToLeft オプション設定時に UltraExplorerBar ItemClick イベントが発生しない問題。 

エクスプローラー バー バグ修正 
UltraExplorerBar RTL - 垂直スクロールバーのスペースが右にある際に垂直スクロールバーがグループ化領域で非表示

になる問題。 

GanttView 重大な変更 破棄時に IndexOutOfRangeException がスローされる問題。 

GanttView バグ修正 サブタスク追加オプションの使用時に ParentTaskCollection が誤ったコレクションを参照する問題。 

グリッド バグ修正 
グループ化時に ExpansionIndicator を使用してコネクター線をオーバーライドする場合、線が正しく描画されない問

題。 

グリッド バグ修正 ヘッダーをクリックした並べ替えで継続してサイズ変更される問題。 

グリッド バグ修正 

ダイアログのローカライズでサポート ダイアログのボタンがリソース文字列に合わせてサイズ変更されない問題。 

 

WinGrid カスタム フィルター ダイアログ: 

- 追加、削除、OK とキャンセルのボタンがテキストに合わせて自動サイズ調整されます。  

- すべての各コンボはローカライズされたテキストを表示するために拡張されました。  

 

UltraGridFilterUIProvider: 

- このドロップダウンの OK とキャンセル ボタンのサイズが拡張されました。 

 

UltraToolbars カスタマイズ ダイアログ: 

- [キーボード...] と [閉じる] ボタンはテキストに自動的にサイズを調整します。  

水平方法のスペースを増やすためにフローティング ツールバー 遅延間隔コントロールを下端に移動し、テキストがダイアログ

の幅に拡張するためにすべてのラベルを調整しました。 

グリッド バグ修正 編集された列のヘッダーを更新するために ColumnChooser を更新する必要があります。 
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グリッド バグ修正 正規表現はカスタム フィルター テキストとして渡される際にアプリケーションがクラッシュする問題。 

グリッド バグ修正 MultiSelection DropDownList のエラー。 

グリッド バグ修正 
DataType は Null 許容 の 10 進数 のグリッド 列で CalcManager 数式を使用した場合のパフォーマンスの問題。 

グリッド バグ修正 コード化された UI テストからの UI オートメーションを使用した場合にレイアウトのアップデートが受信されない問題。 

グリッド バグ修正 ColumnChooser は PopupControlContainer として正常に動作しない問題。 

グリッド バグ修正 特定の状況でドロップダウンが表示されない問題。 

グリッド バグ修正 UltraGridColumn の EditorCompoment で自動サイズ変更が正常に動作しない問題。 

グリッド バグ修正 DPI が 100% 以上の場合 CustomFilterDialog が正常にスケールされない問題。 

グリッド バグ修正 有効にするアイコンと複数行テキストを使用して、セルの高さが正常に計算されない問題。 

グリッド バグ修正 Right to Left (右から左) モードで列の移動が正常に動作しない問題。 

PrintPreviewDialog バグ修正 カレンダーがある印刷プレビュー ダイアログで 0 除算時にエラーが発生する問題。 

PrintPreviewDialog バグ修正 
制約のある DataTable にタスクをバインドして印刷した際に InvalidConstraintException をスローする問題。 

ProgressBar バグ修正 最大化するとプログレス バーが非表示になる問題。 

スケジュール 重大な変更 予定ダイアログ ドロップダウンが現在の値に一番近い日時を選択しない問題。 

スパークライン バグ修正 
DataSource を設定して、Sparkline コントロールを描画しようとすると以前のデータソースが使用される問題。 

スプレッドシート バグ修正 スプレッドシートで AutoSizing が最後の列で正しく動作しない問題。 

スプレッドシート バグ修正 テキストの前部が切れる問題。 

TabbedMdiManager バグ修正 ultratabmanager でツールを切り替えて、MDI 子タブは  Inspect util に表示されない問題。 

TabControl バグ修正 タブの位置を変更すると非表示のタブにエラーが発生する問題。 

TextEditor バグ修正 
グリッドのデータソース変更後、UltraGrid の UltraControlContainerEditor 内の TextEditor が正しいテキストを表

示しない問題。 
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ツールバー バグ修正 
最大化した Office 2013 スタイルのドックされたフォームに UltraToolbarsDockAreaResizeUIElement の線が表

示される問題。 

WinForms バグ修正 

UltraMonthViewSingle の現在の Week が無効な数値 53 を表示する問題。 

 

UltraCalendarInfo の  WeekRule プロパティがデフォルト値である FirstDay に設定されるため、コントロールが正しく

動作するようになりました。ただし、プロパティは FirstFourDayWeek に設定し、週の番号を決定するに週の 4 番目の

日を使用する必要があります。WeekRule は FirstFourDayWeek の動作はこの修正に解決されました。 

ZoomPanel バグ修正 ZoomFactor が 1 にリセットされる際に UltraGrid はスクロールバーが非表示になる問題。 

 

 


