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 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。 

 

 

 

 

ソフトウェア開発のあらゆる場面で利用できる高パフォー

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 は引き続きユーザー エ

クスペリエンスの革新を追求します。 
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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 

AppStylist バグ修正 スタイルがフォーミュラ ビルダーで選択したタブの fx に適用されない問題。 

チャート バグ修正 シリーズ ブラシの変更時にアプリケーションがシャットダウンされる問題。 

チャート バグ修正 データソース変更時に凡例が更新されない問題。 

チャート バグ修正 LegendItemMouse イベントが Windows Forms で動作しない問題。 

コンボ バグ修正 垂直スクロールバーが必要ないときに表示される問題。 

コンボ バグ修正 
UltraDropDown の ShouldDisplayText と AddNewRow セルのドロップダウンから False を返す時に例外がス

ローされる問題。 

DataChart バグ修正 DataChart で間隔値を設定するとアプリケーションがハングする問題。 

DataChart バグ修正 Series を DataChart へ追加時に範囲外の例外がスローされる問題。 

DataChart バグ修正 CategoryTooltipLayer の矢印ポインターが黒でなく赤紫になる問題。 

DataChart バグ修正 LinearGradientBrushes が凡例で描画されない問題。 

Excel バグ修正 Fill Color Sort でワークブックを読み込む際に予期しないエラーがスローされる問題。 

Excel バグ修正 Excel ライブラリが NullReferenceException 例外をスローする問題。 

グリッド バグ修正 20,000 列あるデータソースにグリッドをバインドした際に時間がかかる問題。 

グリッド バグ修正 タブキー押下時に NullReferenceException がスローされる問題。 

https://jp.infragistics.com/products/windows-forms
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グリッド バグ修正 
FormattedTextEditor を使用した列の AutoSizing した場合に DataFilter が表示テキストに基づいて正しく 

AutoSizing されない問題。 

グリッド バグ修正 
無効にした列の順序に基づいて emplateOnTopWithTabRepeat が正しく動作しない場合がある問題。 

グリッド バグ修正 

グリッドが新しいセルの検証後に正しく整列されない問題。 

 

TemplateAddRow に 1 文字入力すると行が TemplateAddRow から標準の AddRow へ変更されていました。

TemplateAddRowAppearance から標準の AddRow 表示へトランジション (行拝啓が緑から灰色へ変更) する

際に発生する問題でした。  

 

行が TempalteAddRow でなくなった場合も TemplateAddRowSpacingBefore  と 

TemplateAddRowSpacingAfter を使用。行は実際にこれらのプロパティを正しく解決しますが、表示が更新されま

せんでした。セルからタブアウトする前に問題が発生しました。  

 

正しい動作は、TemplateAddRow に入力すると直ちにスペースが削除されます。 

グリッド バグ修正 プロパティ グリッドで操作中に例外がスローされる問題。 

グリッド バグ修正 WrapHeaderText プロパティを使用時にアプリケーション バージョン 18.1.20181.177 でハングする問題。 

グリッド バグ修正 UltraGrid 列のエディターで同じインスタンスを使用した際にメモリリークが発生する問題。 

グリッド バグ修正 
同じキーを持つ既存列がある場合に子バンドを追加しようとするとグリッド デザイナーがクラッシュする問題。 

ヘルプ バグ修正 ヘルプ フォルダーがない問題。 

RadialGauge バグ修正 針の配置が無効な問題。 
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スケジュール バグ修正 

日本語カルチャで UltraTimelineView の日付が表示されない部分がある問題。 

 

この問題は日本語カルチャ特有の問題ではありません。日本語カルチャはアンビエント フォント Yu Gothic UI, 9pt. を

使用するため例外です。 

 

このフォントは特定の文字や文字列にあまり使用しませんが、太字のフォントが標準より幅が小さくなります。 

スプレッドシート バグ修正 行固定時に Infragistics.Win アセンブリ で ArgumentOutOfRangeException がスローされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 Type フィールド時に ArgumentOutOfRangeException (セル書式設定ダイアログ) をスローする問題。 

スプレッドシート バグ修正 削除済みの列ごとに並べ替えで並べ替えを変更する際に ArgumentOutOfRangeException がスローされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 
Infragistics.Documents.Excel.Worksheet.GetColumnPosition(Int32 columnIndex) - 切り取り/貼り

付け時に ArgumentOutOfRangeException をスローする問題。 

スプレッドシート バグ修正 左から右へ並べ替えた後にサイズ自動変更が適用されない問題。 

スプレッドシート バグ修正 空 Type でユーザー設定の選択後に書式設定セル ダイアログで NullReferenceException がスローされる問題。 

TabControl バグ修正 
TabLayoutStyle を MultiRows に設定した場合に UltraTabControl で ArgumentOutOfRangeException 

がスローされる問題。 

ツールバー バグ修正 UltraToolbarsManager の空タブで InvalidOperationException 例外をスローする問題。 

ToolbarsManager バグ修正 

ポップアップ メニューのショートカット テキストが整列しない問題。 

 

デフォルトでショートカット テキストが PopupMenuTool の子ツールで右揃えで表示される問題。配置を変更するために 

MenuSetting クラスに新しい RightAlignShortcutText プロパティを追加しました。このプロパティはリリース バージョ

ン 17.2 のデザインタイムで非表示になります。 

 


