
 

INFRAGISTICS WPF 18.2 
サービス リリース ノート - 2018 年 12 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 SR のダウンロード 

修正項目 

 

コンポーネント カテゴリ 説明 

アセンブリ バグ修正 
Infragistics NuGet パッケージを PackageReference (VS2017) として使用した際に satellite のない .resource アセン

ブリがビルドで作成される問題。 

ComboEditor バグ修正 

テーマの使用時に XamComboEditor ComboBox の ItemContainerStyle がローカル スタイルを優先しない問題。 

 

 ItemContainerStyle ラインを ComboBox 定義から削除し、ComboEditorComboBox セクションへ移動しました。 

ComboEditor バグ修正 リストのフィルター時にドロップダウン リストの高さが正しくない問題。 

ComboEditor バグ修正 CustomValueEnteredAction Add が複数のセクションで正しく動作しない問題。 

ComboEditor バグ修正 

XamComboEditor が MS Office の動作と異なる問題。 

 

選択した背景を追加してフォーカスした BorderBrush を WPF 固有エディターの XamComboEditor とクロスプラットフォーム 

ComboEditor のフォーカス状態に変更しました。 

DataChart バグ修正 
LineSeries でアニメーション トランジションを有効にした場合、DataChart の CalloutLayer が InvalidCastException を

スローする問題。  

DataChart バグ修正 DataChart の CalloutLayer がランタイムでプロパティの変更時に更新しない問題。 

http://jp.infragistics.com/products/wpf#Downloads
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DataGrid バグ修正 DataRecordCellArea ForegroundHoverStyle は何も実行しない問題。 

DataGrid バグ修正 

XamDataGrid を XamDataTree.SelectedDataItems の空の object[] にバインドした場合 Null Reference 例外を

スローする問題。 

 

XamDataGrid の問題を解決しました。データソースを空 Ienumerable ソースに設定すると NRE になります。 

DataGrid 機能改善 

フィルターを多数の列に適用した際のスクロールが遅い問題。 

 

Asynchronous 値を FieldLayoutSettings.FilterEvaluationMode に追加して UI スレッドでタイム スライス レコード フィ

ルタリングが可能になります。多数のレコードをフィルタリング (特に非バインドまたは代替バインドのフィールドのフィルタリング) で UI 

のブロックを最小化する場合に便利です。 

DataGrid バグ修正 AutoEdit が TemplateField で実行できない問題。 

DataGrid バグ修正 

calcmanager を使用した集計で計算/完了に時間がかかる問題。 

 

計算された集計が集計として正しく識別されないため、集計が評価されている行コレクションで一度のみの代わりに各行に一度計

算されます。注: この修正部分は集計参照の絶対名が変更されて () で終了します。 

DataGrid バグ修正 行が生成された後に集計が追加された場合、CalcManager Summary の結果がグループ行に表示されない問題。 

DataGrid バグ修正 
DeferredCalculationsEnabled が有効で数式が兄弟のみ参照する場合も表示範囲外の新規に追加されたレコードがビュー

に入る前に計算される問題。 

DataTree バグ修正 多数のノードを一度に確認するとパフォーマンスが低下する問題。 

DataTree バグ修正 水平スクロールバーをテンプレートから削除するとキーボード ナビゲーションで null 参照例外をスローする問題。 

ドラッグ アンド ド

ロップ フレームワ

ーク 

バグ修正 

DragSnapshotElement がドラッグ操作で表示されない問題。 

エディター バグ修正 IsEditable=false の場合にフィルタリングがアルファベット キーストロークのみで使用できる問題。 
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コンボが編集可能でユーザーが数値キーを押した際に 'first character match' のリストを検索するサポートを追加して 

XamComboEditor の問題を解決しました (数値キー以外では既に動作していました)。 

Excel バグ修正 削除した凡例エントリがシリアル化したチャートに表示される問題。 

Excel バグ修正 ErrorBars WidthInPoints が正しくない問題。 

Excel バグ修正 false であるべき MajorUnitIsAuto/MinorUnitIsAuto が true になる問題。 

Excel バグ修正 MajorUnit/MinorUnit が TimeScale カテゴリ軸で正しくない問題。 

Excel バグ修正 デシリアライゼーションでチャートが整列しない問題。 

Excel バグ修正 CategoryType を設定できない問題。 

Excel バグ修正 MajorUnitScale が正しくシリアル化されない問題。 

Excel 機能改善 コレクションから軸を削除した後にワークブックの保存すると破損する問題の改善。 

Excel 新機能 チャート変更後にタイムラインがなくなる問題。 

MultiColumn

Combo 
バグ修正 

System スケールを 125% スクロールに設定した場合に列がなくなる問題。 

NumericEdito

r 
バグ修正 

SpinWrapBehavior を WrapAcrossSections に設定した場合、SpinButton のクリック時に XamNumericEditor がク

ラッシュする問題。 

PivotGrid: バグ修正 Pivotgrid の再バインドで Handled Key が見つかりませんという例外とデータセクレターが更新されない問題。 

PropertyGrid 機能改善 

タブ ナビゲーション 

 

 XamPropertyGrid のタブ ロジックを変更し、カスタム プロパティ エディター内で使用される XamDataGrid のセル間でタブ移

動できるようになりました。 

PropertyGrid バグ修正 

複数オブジェクトが表示される時に Custom EditTemplates が正しく更新されない問題。 

 

intersecting プロパティのある 2 つ以上のオブジェクトを選択したときに発生する XamPropertyGrid の問題を解決しました。  

この場合、intersecting プロパティが PropertyGridEditorDefinition でカスタム エディターに割り当てられ、選択オブジェクト
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の対応するプロパティが異なる値を持つ場合、XamPropertyGrid が何も表示しない代わりに最初に選択したオブジェクトのプロ

パティ値を表示していた問題。 

リボン バグ修正 OS が表示言語が日本語の場合に XamRibbon で日本円の文字がバックスラッシュとして表示される問題。 

リボン バグ修正 ResizeMode がサイズ変更時に XamRibbonWindow の Maximize ボタンと Close ボタンが非表示になる問題。 

RichTextEdit

or 
バグ修正 

連続したライン フィードのある LoadFromRtf が rtf ファイルを読み込む際に単一の LineFeed のみが保持される問題。 

RichTextEdit

or 
バグ修正 

マシンの現在のユーザー名に分音記号が使用されている場合に RFT にエクスポートして WordPad で開くと誤った動作になる問

題。 

RichTextEdit

or 
バグ修正 

改行してタブを使用するとフォントがリセットされる問題。 

 

 TAB キーを押した後に文字を入力すると現在のフォント設定が失われる場合がある XamRichTextEditor の問題を解決しま

した。  

RichTextEdit

or 
バグ修正 

.bmp の RTF 画像シリアル化が WordPad と互換性がない問題。 

RichTextEdit

or 
バグ修正 

RTF で特別な文字の読み込み後と再保存した後の結果が異なる問題。 

RichTextEdit

or 
バグ修正 

入力時のテキスト エディターで生成される URL と HTML ファイルで保存された URL が異なる問題。 

スプレッドシート バグ修正 マイデータのヘッダーが無効時にチェックされる問題。 

スプレッドシート バグ修正 マイデータにヘッダーがあるときに並べ替え条件がなくなる問題。 

SpreadSheet バグ修正 マイデータのヘッダーが並べ替え時にチェック解除される問題。 

スプレッドシート バグ修正 
InfragisticsWPF4.Documents.Excel.v18.2.dll でテーブルをカット/貼り付け、やり直し、カットで 

NullReferenceException をスローする問題。 

 バグ修正 SingleAccounting の UnderlineStyle がセル全体に下線を表示しない問題。 
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SyntaxEditor バグ修正 

TextUpdateMode を 'Overwrite’に設定した際にハンドルされない例外がスローされる問題。 

 

XAML で TextUpdateMode プロパティを設定した際に発生する StackOverflow 例外 XamSyntaxEditor の問題を解

決しました。 

TextEditor バグ修正 IsAlwaysInEditMode が true の場合、IsTabStop="False" が無視される問題。 

テーマ バグ修正 

マーカーレスのライン シリーズの MetroDark LegendItemBadgeTemplate が見えにくくなる問題。 

 

すべてのテーマ (Royal Light&Dark テーマを除く) で MarkerStrokeThickness の値を 1 (以前は 0.5) に変更し、コント

ロールのデフォルトスタイルとマッチさせたため LegendItem の表示が改善されました。  

XamGrid バグ修正 ColumnWidth を Auto 設定した場合に列描画が遅くなる問題。 

XamGrid バグ修正 フィルターした列の並べ替えでフィルターがクリアされる問題。 

 


