
 

INFRAGISTICS WPF 17.1 
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。 

 

     

 



       

 

2 of 5   
 

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。  

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。 

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。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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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 
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 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。 

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。 

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 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 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。 

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 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。 

MaskedEditor 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。 

NumericEditor 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。 

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。 

SurfaceChart3D バグ修正 間隔が 1 より大きい場合に SurfaceChart3D 軸ラベルが小数値を表示しない問題。 

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 
MS コントロール テーマの ResourceWasher の使用時に ComboBox が以前」選択したスタイルを保持する問題。 

 

問題の原因であった ItemContainerStyle を削除しました。  
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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。 

 

 

 

 


