
 

INFRAGISTICS WPF 18.1 
サービス リリース ノート - 2018 年 7 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 

 

コンポーネント カテゴリ 説明 

ビジー インジケータ バグ修正 
xamBusyIndicator 表示時に RestAPI を実行し、結果に基づいて isTabStop を変更した場合も isTabStop が

変更できない問題。 

カテゴリー チャート バグ修正 CategoryChart 各サービスが 2 回追加される問題。 

チャート バグ修正 
ビジュアル ツリーにない要素にバインディングがアタッチできる問題。 

 

軸の TitleSettings にバインド コンテキストがない場合にこの問題が発生していました。  この問題は修正されました。 

ComboEditor バグ修正 
null 値を ItemsSource に追加した場合、表示サイズが非常に小さくなり、ドロップダウンが空になる問題。 

ComboEditor バグ修正 インターフェイスの継承によってフィルタリング時に NullException がスローされる問題。 

ComboEditor バグ修正 メニュー項目のテストドロップダウンの幅を超えると水平スクロールバーがなくなる問題。 

ComboEditor バグ修正 バインド コレクションがドロップダウンが開いているときに更新すると SelectedItems が正しく更新されない問題。 

ComboEditor バグ修正 項目が選択解除されたときに SelectionChanged が発生されない問題。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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DataChart バグ修正 

BrushCollection の TypeConverter ローン ブラシがサポートされません。 

 

BrushCollection 型指定されたプロパティに XAML から単一文字列の提供を試行する場合に解決されるブラシがない

問題。 

DataChart バグ修正 TimeXAxis をズームインした場合に XamDataChart CrosshairLayer が誤った位置になる問題。 

DataChart バグ修正 BarSeries ScrollIntoView が正しく動作しない問題。 

DataChart バグ修正 ArgumentException がテーマ変更時に発生する問題。 

DataGrid バグ修正 
XamMultiColumnComboEditor を TemplateField のエディターとして使用する際に自動編集がカーソルをコンボ内

に配置せずに最初のキーストロークが認識されない問題。 

DataGrid バグ修正 
星の幅のあるフィールドに TextWrapping がある場合、グリッドを XPS へエクスポートするとビューが正しく表示されない問

題。  

DataGrid バグ修正 複数の DateTime フィールドがある場合にフィルター オペランドの入力が正しく動作しない問題。 

DataGrid バグ修正 
DataSource を変更して RecordContainerRetentionMode を永久的に保持する設定した場合に特別なレコード

が正しくリサイクルされない問題。 

DataGrid バグ修正 
XamDataGrid データソースの切り替え時に表示されるはずの垂直スクロールバーが表示されない問題。 

DataGrid バグ修正 
Filterpopup の XamDataGrid ListModel でスクロールの使用時に StackOverflowException が発生する問

題。 

DataGrid バグ修正 Coded UI 使用時に UITestControlNotFoundException が発生する問題。 

DataGrid バグ修正 すべてのレコードを縮小表示に設定した際に NullReferenceException が発生する問題。 

DataGrid バグ修正 IME 入力を読み取り専用セルで使用時に NullReferenceException がスローされる問題。 

DataGrid バグ修正 フィールド ラベルが自動サイズ変更時にラップされる問題。 

DataGrid バグ修正 
表示範囲外のグリッドでデータソースをフィルターまたは変更した後にタブの切り替え時にパフォーマンスが低下する問題。 

DataPresenter バグ修正 
Office2013 の適用時に XamDataGrid のフィルター行をクリックする際に BindingExpression パス エラーが発生す

る問題。 
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DataPresenter バグ修正 

エクスポート時にパフォーマンスが低下する問題。 

 

多数のセルをエクスポートおよびシリアル化した場合の DataPresenter Excel エクスポート ロジックとシリアル化ロジックの

両方を最適化しました。 

DataPresenter バグ修正 レコードが正しくグループ化 (先月、先週、今日など) されない問題。 

ダイアグラム バグ修正 XamDiagramToolbox の幅が設定されていない場合にデザイン タイムとランタイムで例外が発生する問題。 

ダイアグラム バグ修正 ダイアグラムの Zindex プロパティが正しく動作しない問題。 

DialogWindow バグ修正 
IsModal = true の場合に  XamDockManager または他のコンテナーに配置された場合、コンテナー外のコントロール

がインタラクティブに動作しなくなる問題。 

エディター バグ修正 AcceptsTab が false の場合、タブキーが次のコントロールに移動しない問題。 

Excel バグ修正 数式で NUM エラーを発生した RATE 関数が Excel で有効なレートになる問題。 

Excel バグ修正 上位/下位のパーセンテージ フィルターを適用すると正しく動作しない問題。 

Excel バグ修正 
テーブルを含むシートにフィルターを適用した際にハンドルされない ArgumentOutOfRangeException が発生する問

題。 

Excel バグ修正 
スプレッドシートにコメントがある場合にすべて削除した後にコピーしようとするとハンドルされない 

NullReferenceException が発生する問題。  

Excel バグ修正 図形にテキストがある場合に Workbook.Load が NullReferenceException をスローする問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart がチャートパネルとツールバー ピッカーのコントロール全体に相対する配置を正しくエクスポートしない問

題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart が複数のインジケーターを異なるブラシで描画しない問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart が異なる表示タイプ/モードで複数のインジケーターを描画しない問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

位置を右側に設定した場合、FinancialChart と DataChart が軸ラベルの隣に軸線を描画しない問題。 
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ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart がズーム チャート ペインの xAxis に主グリッドラインを描画しない問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

プロパティの説明が XamFinancialChart のプロパティ ウィンドウに表示されない問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

FinancialChart が VolumePane で描画される最後の 2 列が互いに近すぎる問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

FinancialChart が OverlayBrushes と OverlayOutlines を 2 つ目のオーバーレイに適用しない問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

FinancialChart が 2 番目の財務シリーズを誤った塗りつぶし/アウトライン/トレンドラインの色で描画する問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart がオーバーレイとボリューム シリーズに財務シリーズとトレンドラインのように同じ色を使用しない問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

データ項目にすべての OHLC データ列がない場合に FinancialChart が ArgumentOutOfRange エラーをスローする

問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

IsWindowSyncedToVisibleRange 範囲を設定すると ArgumentOutOfRangeException をスローする問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart がデフォルト ブラシで VolumePane のシリーズを描画しない問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

FinancialChart がズーム スライダーの一部を描画しない問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

Zoomslider のライン シリーズのマーカーがデフォルトでオンになる問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

ツールボックスに XamFinancialChart がない問題。 



       

 

6 of 11   
 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

IsWindowSyncedToVisibleRange が true の場合、Volume Pane の非表示後に Price Pane が正しくサイズ

設定されない問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

XAxisMode を時間に設定した場合にタイトル、ストローク (色、太さ)、フォント (ウェイト、色、太字) など他の軸を無視

する問題。 

ファイナンシャル 

 チャート 
バグ修正 

YAxisMode を時間に設定した場合にタイトル、ストローク (色、太さ)、フォント (ウェイト、色、太字) など他の軸を無視

する問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

FinancialChart がすべてのインジケーター ペインの y 軸のタイトルを表示する問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

Theme Manager を使用するテーマの設定時チャートがに正しく表示されない問題。 

ファイナンシャル  

チャート 
バグ修正 

最初のインジケーター軸に一貫性がない問題 (timeX 使用時は indicatorXAxis でそれ以外は 

indicatorXAxis_0)。 

一般 バグ修正 ヘルプ フォルダーがない問題。 

一般 バグ修正 バージョン フリーのサンプル exe を実行できない問題。 

グリッド バグ修正 スクロール時にセルがサイズの大きいグリッドと整列しなくなる問題。 

グリッド バグ修正 ColumnWidth を  "*" に設定するとすべての列で ColumnChooser が非表示になる問題。 

グリッド バグ修正 既存のフィルターがある場合 FilterMenu が正しく動作しない場合がある問題。 

グリッド バグ修正 セルを Down キーで移動した場合に空行が下に表示される問題。 

グリッド バグ修正 グループ展開時にグリッドが水平にスクロールされる問題。 

グリッド バグ修正 括弧を使用して列キーで指定したインデクサーが無効である問題。 

グリッド バグ修正 
複数グループで XamGrid を使用時してグリッドを CollectionViewSource とバインドした場合に 

InvalidCastException をスローする問題。 

グリッド バグ修正 ListCollectionView の更新後に XamGrid が InvalidCastException をスローする問題。 

グリッド バグ修正 下矢印キーが押下された際に水平スクロールが移動する問題。Windows 7 のみ。 

グリッド バグ修正 VisibleCells のみを基にした GetChildrenCore。 
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グリッド バグ修正 ウィンドウのサイズ変更後に CellControl のライブ インスタンスが同じままの問題。 

グリッド バグ修正 17.2 で読み込み時間が 40 パーセント遅くなる問題。 

グリッド バグ修正 
FilterMenu を使用して単一のエントリを選択したときにフィルタリング時に NullReferenceException がスローされる問

題。 

グリッド バグ修正 XamGrid が正しく表示されない問題。 

グリッド バグ修正 
一部の列のみがビュー内の複数のネスト グループの展開時に、スクロール情報を更新せずにビューに列がスクロールされる問

題。 

グリッド バグ修正 
ICustomTypeDescriptor 使用時に並べ替えした場合 ItemsSource の更新時に Null 参照例外をスローする問

題。 

グリッド バグ修正 

DateFilterObjectType の "Second" の日本語が  "秒" ではなく  "2 番目" になっている問題。 

グリッド バグ修正 セルを Down キーで移動した場合に空行が GroupBy の下に表示される問題。 

グリッド バグ修正 上矢印キーが押下された際に水平スクロールが移動する問題。 

インストーラー バグ修正 パッチできない問題。 

MaskedText バグ修正 XamMaskedEditor マスク h が動作しない問題。 

メニュー バグ修正 メニュー項目ホバー時に数秒点滅してからなくなる問題。 

Numeric バグ修正 
マスクで "{double:-8.2}" に設定時、DecrementSpinButton クリック時に XamNumericEditor 値が 0 から -

1.99 まで飛ばされる問題。 

RadialGauge バグ修正 
値が継続的に更新されていて多くのゲージが同時に実行されている場合に目盛りがちらつく問題。 

 

WPF 描画制限が WPF ラジアル ゲージに影響する問題。 

Ribbon バグ修正 ResizeMode を NoResize に設定した際に XamRibbonWindow タイトルが右側に移動する問題。 

Ribbon バグ修正 
RibbonWindowContentHost.Ribbon の表示時と Windows 7 以外でクラシック テーマ使用時でウィンドウの閉じ

るボタンが異なる問題。 
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Ribbon 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。 

スケジュール バグ修正 チェックボックスのチェック済み状態が lost フォーカスで適用される問題。 

スケジュール バグ修正 AppointmentDialog の Groupboxes のヘッダーが正しくスタイル設定されない問題。 

スプレッドシート バグ修正 Windows の DPI スケールが 100% でない場合に列幅がテンプレート Excel と異なる問題。 

スプレッドシート  ツールボックスの XamSpreadsheet が必要なエディター アセンブリを追加しない問題。 

スプレッドシート バグ修正 ThemeManager を使用したテーマの読み込みで XamSpreadSheet がクラッシュする問題。 

スプレッドシート バグ修正 書式設定セル メニューの読み込み時にスプレッドシートがクラッシュする問題。 

スプレッドシート バグ修正 
貼り付け操作で作成された数式を含む条件付き書式の評価時に例外が発生する問題。 

スプレッドシート バグ修正 無効なフィルターを元に戻した際にハンドルされない InvalidOperationException がスローされる問題。  

スプレッドシート バグ修正 [すべて選択 + 削除] で書式設定セルでハンドルされない IndexOutOfRangeException スローされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 
グループ化された図形でスプレッドシート削除して元に戻した場合にハンドルされない NullReferenceException をスロ

ーする問題。 

スプレッドシート バグ修正 
フィルター適用試行後に行を削除するとハンドルされない ArgumentException をスローする問題。 

スプレッドシート バグ修正 図形の長いテキストが図形外に表示される問題。 

スプレッドシート バグ修正 コピー/貼り付けでテーブル書式が失われる問題。 

スプレッドシート バグ修正 特定の空セルでフィルター適用時に行が非表示になる問題。 

スプレッドシート バグ修正 テーブルを削除できない問題。 

スプレッドシート バグ修正 ハンドルされない InvalidOperationException がスローされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 テキスト配置が両端ぞろえの場合にチェックボックスの縮小が無効になる問題。 

スプレッドシート バグ修正 他の書式設定と組み合わせた場合に色が適用されない問題。 
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スプレッドシート バグ修正 

標準フォントがチェック解除されない問題。 

 

IsNormalFont チェックボックスがダイアログで正しく保持されない場合のあるスプレッドシート FormatCellsDialog フォン

ト タブの問題を解決しました。 

スプレッドシート バグ修正 

Calibri 選択時に標準フォントをトリガーする問題。 

 

IsNormalFont チェックボックスがダイアログで正しく管理できない場合のあるスプレッドシート FormatCellsDialog フォン

ト タブの問題を解決しました。 

スプレッドシート バグ修正 小数位の操作時に現在の通貨書式が保持されない問題。 

スプレッドシート バグ修正 カテゴリ下に会計書式はなく説明のみの場合。 

スプレッドシート バグ修正 ワークシート列の最初のグループの削除後にハンドルされない ArgumentOutOfRangeException をスローする問題。  

スプレッドシート バグ修正 テーブルを他のテーブルの隣りに貼り付けたときに無効なメッセージが表示される問題。 

スプレッドシート バグ修正 テーブルのシフト後に無効なフィルターが適用できる問題。 

スプレッドシート バグ修正 フィルター テーブル セルを削除後に元に戻すとハンドルされない ArgumentException がスローされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 名前付きセルでフォーカス時に新しいシートを追加できない問題。 

スプレッドシート バグ修正 
垂直スクロールバーが使用されるまで条件付き書式データでドラッグ ダウンと削除ができない/表示できない問題。 

スプレッドシート バグ修正 
テーブルに Totals 行がある場合に元に戻す/やり直しの後にハンドルされない InvalidOperationException がスロー

される問題。 

スプレッドシート バグ修正 スプレッドシートがカット、すべて選択、貼り付けで反応しなくなる問題。 

スプレッドシート バグ修正 多数の連続した行が非表示の場合マウス ホイールがヘッダーを表示しない問題。 

スプレッドシート バグ修正 
コメント付きのテーブルを含むスプレッドシートを削除後に元に戻すと InfragisticsWPF4.Documents.Excel でハンド

ルされない 'System.ArgumentNullException’がスローされる問題。  

スプレッドシート バグ修正 非表示テーブル行を含むスプレッドシート行をコピーするとスプレッドシートが壊れる問題。 

スプレッドシート バグ修正 アプリケーションがテーブルを含むスプレッドシートのカット/貼り付けの後にフリーズする問題。 
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スプレッドシート バグ修正 図形を非表示にした後に行が表示される問題。 

スプレッドシート バグ修正 ダブルクリック時に XamSpreadsheet パフォーマンスが低下する問題。 

スプレッドシート バグ修正 セルを結合できない問題。 

スプレッドシート バグ修正 異なる塗りつぶしのあるセルがマージされたときに塗りつぶしが失われる問題。 

スプレッドシート バグ修正 右と左以外の配置でインデントが有効になる問題。 

スプレッドシート バグ修正 貼り付けで標準フォントが失われる問題。 

スプレッドシート バグ修正 コンテンツのあるセルにフォントを貼り付けた際に直ちに適用されない問題。 

スプレッドシート バグ修正 
テーブルとテキストボックスを削除した後に InfragisticsWPF4.Undo.v18.1.dll でハンドルされない 

InvalidOperationException がスローされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 列が削除された後にハイパーリンクのあるテーブルを貼り付けできない問題。 

スプレッドシート バグ修正 ハイパーリンクを含むテーブルをコピーおよび削除後にスプレッドシートが反応しなくなる問題。 

スプレッドシート バグ修正 shift キーを使用したセルの結合時に XamSpreadsheet が ArgumentException をスローする問題。 

スプレッドシート バグ修正 範囲に変換して合計行を削除した後に数式バーが更新されない問題。 

スプレッドシート バグ修正 テーブルの最初の列以外で切り取り/貼り付け後にデータが失われる問題。 

スプレッドシート バグ修正 ContextMenuProvider が優先されない問題。 

テーマ バグ修正 

ツールチップ スタイルが内部 ContentPresenter の ContentTemplate に設定されない問題。 

 

Tooltip スタイルを Thumb Slider に明示的に追加し、コンテンツ プレゼンターを修正し、カスタム コンテンツがツールチッ

プに適用できるようになりました。 

テーマ バグ修正 WPF テーマ アセンブリが FinancialChart と ZoomSlider のリソース ディクショナリを含まない問題。 

タイムライン バグ修正 
スペースがある場合も最大 7 つのイベント エントリがタイムラインのシングル ポイントに表示される問題。 

 

1 か所の XamTimeline イベント タイトル数の制限が削除される問題。 

バージョン  バグ修正 バージョン ユーティリティ製品のバージョンが更新されない問題。 
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ユーティリティ 

ZoomSlider バグ修正 FinancialChart の ZoomSlider 要素上に誤ったマウス カーソルが表示される問題。 

 

 

 


