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XY プロット-散布図（平滑線とシンボル）
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300
300-301
301

バブルチャート

301-302

バブルチャート（線）

302-303
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棒グラフ
縦棒グラフ

303-304

積層型縦棒グラフ

304-305

100% 積層型縦棒グラフ

305

3D 縦棒グラフ

306

積層型 3D 縦棒グラフ

306-307

100% 積層型 3D 縦棒グラフ

307-308

横棒グラフ

308

積層型横棒グラフ

308-309

100% 積層型横棒グラフ

309-310

3D 横棒グラフ

310

積層型 3D 横棒グラフ

310-311

100% 積層型 3D 横棒グラフ

311-312

エリアグラフ

312

エリアグラフ

312-313

積層型エリアグラフ

313-314

100% 積層型エリアグラフ

314-315

3D エリアグラフ

315

積層型 3D エリアグラフ

315-316

100% 積層型 3D エリアグラフ

316-317

円グラフ

317

円グラフ

317-318

分離円グラフ

318-319

3D 円グラフ

319

3D 分離円グラフ

320

株価チャート

320

HiLo チャート

320-321

HiLoOpenClose チャート

321-322

ローソク足チャート

322-323

ポーラ／レーダーチャート
ポーラチャート（シンボル）
ポーラチャート（線）
ポーラチャート（線とシンボル）
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323
323-324
324
324-325
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レーダーチャート（線）
レーダーチャート（線とシンボル）
レーダー面チャート
よくある質問

326
326-327
327

グラフ種別はどのように変更しますか？

327

グラフデータのプロット方法はどのように変更しますか？

327

グラフに表示される色はどのように変更しますか？

327

凡例の配置はどのように変更しますか？
枠線の追加や修正はどのようにしますか？
複数のグラフの X 軸はどのように同期させますか？
C1Chart チュートリアル
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325-326

327-328
328
328-329
330

横棒グラフのチュートリアル

330-333

折れ線グラフのチュートリアル

333-337

円グラフのチュートリアル

337-340

ローソク足チャートのチュートリアル

340-345

複数グラフのチュートリアル

345-348
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はじめに
ComponentOne WebChart for ASP.NET では、高品質の 2D と 3D グラフを Web アプリケーションや Web ページに追加
します。 ２種類のコントロール、C1WebChart と C1WebChart3D が WebChart for ASP.NET に組み込まれており、ダイナ
ミックな 2D と 3D グラフの作成を支援します。
C1WebChart は、C1Chart コントロールの機能を活用してグラフを作成します。 C1Chart は、さまざまな種類のグラフを作成
して複雑なデータを表示できる、人気のある強力な WinForms コントロールです。すでに C1Chart を理解している場合、
C1WebChart にすぐに慣れ親しむことができます。 逆に、C1WebChart を学べば、C1Chart も WinForms アプリケーション
で使用できるようになります。
WebChart for ASP.NET は、包括的で多数のマニュアルを備えており、C1WebChart と C1WebChart3D コントロールのあ
らゆる可能性の理解に役立ちます。使いやすさを考慮して、WebChart for ASP.NET には次の２つの個別ヘルプファイル
が含まれています。
C1WebChart2D ヘルプ ー C1WebChart コントロール関連のマニュアルを含みます。
C1WebChart3D ヘルプ ー C1WebChart3D コントロール関連のマニュアルを含みます。
WebChart for ASP.NET は、さまざまなレンダリング方法、サーバー側ポストバックイベント、複数のブラウザサポートなど、
広範な ASP.NET サポートを提供します。
任意のタイプのグラフ作成アプリケーションで魅力的な最高性能のグラフを作成します。 80 種類以上の 2D と 3D グラフ、
柔軟でカスタマイズ可能なグラフ要素、コーディング不要な開発のための直感的なデザイナ、照明効果や影付きなどの拡張
視覚効果、エンドユーザーのインタラクティブ操作、AJAX 対応コントロール、および高度なマウストラッキング機能を提供して
おり、WebChart for ASP.NET を使用するとこれらの利点を享受できます。

コンポーネントをプロジェクトに組み込む方法
コンポーネントの組み込み
C1WebChart では、ツールボックスにコンポーネントを追加しただけでは、プロジェクトにコンポーネントを追加したことにはな
りません。プロジェクトの参照設定へ追加された時点でコンポーネントが組み込まれます。
以下のいずれかの操作を行うとプロジェクトへコンポーネントが組み込まれます。
1. フォームにコンポーネントを配置する
2. ソリューションエクスプローラ上で参照の追加を行う
プロジェクトに組み込まれているコンポーネントの一覧は、ソリューションエクスプローラで確認できます。また、各コンポーネ
ントが使用している DLL もソリューションエクスプローラに登録される場合があります。詳細については、Visual Studio の製
品ヘルプを参照してください。
本製品で使用しているコンポーネントの一覧を以下に示します。

ファイル

内容

C1.Web.C1WebChart.4.dll

C1WebChart 本体アセンブリ

C1.Web.C1WebChart.3D.dll

C1WebChart3D 本体アセンブリ（※）

C1.Web.C1WebChart.Designer.4.dll

デザイナアセンブリ（※）

※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。

フォームにコンポーネントを配置する方法
以下に、C1WebChart コントロールをツールボックスに追加し、フォームに配置する方法を示します。これにより、コンポーネ
ントがプロジェクトに組み込まれます。
配置手順
1. ［ツール］メニューから［ツールボックス アイテムの選択］を選択します。
2. ［ツールボックス アイテムの選択］ダイアログの「.NET Framework コンポーネント」タブを選択します。
3. 使用するコンポーネントのチェックボックスを ON にして〈OK〉ボタンをクリックしてください。ツールボックスに指定した
コントロールのアイコンが表示されます。
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4. ツールボックスから指定したコントロールのアイコンを選択してフォームに配置します。ソリューションエクスプローラ
の参照設定に指定したコントロールの名前空間が追加されます。

コンポーネントのランタイムファイル
C1WebChartのランタイムファイルは、 C:\Program Files\ComponentOne\Studio for WinForms\bin\ フォルダにインストー
ルされる次のファイルです。

ファイル

内容

C1.Web.C1WebChart.4.dll

C1WebChart 本体アセンブリ

C1.Web.C1WebChart3D.4.dll

C1WebChart3D 本体アセンブリ（※）

※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。
注意
注意： 以下のファイルは開発環境のみに必要なファイルです。配布しないように注意してください。
C1.Web.C1WebChart.Designer.4.dll
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主な特長
TrueChart for ASP.NET は、以下の機能を備えています。
１つのプロパティでグラフ種別が変更可能
１つのプロパティを変更するだけで、折れ線グラフから棒グラフや円グラフまで、任意のグラフ形式を設定できま
す。
AJAX サポート
サポートJAX
C1WebChart の GeneralCallback イベントを使用して、コールバックでグラフを変更できます。
充実したクライアント側オブジェクトモデル
C1WebChart の充実したクライアント側オブジェクトモデルを使用することによって、Web アプリケーションを効率
化します。クライアント側で使用できるクライアント側プロパティ、メソッド、およびイベントが提供されます。
デザイン時の操作を簡素化するスマートデザイナ
スマートデザイナを使用すれば、すばやく効率的にグラフ要素に変更を加えて、デザインフォームを離れることなく
次の要素の編集に移ることができます。各グラフ要素には、ツールバーとエディタが組み込まれています。
高度な表示機能
HTTP Handler を使用してグラフを表示できます。HTTP Handler は、メモリ内またはファイルでグラフの要素を処
理する際に役立ちます。
グラフ全体のプレビューと印刷
PrintChart メソッドを使用して、さまざまな印刷方式からニーズに合ったものを選択します。
イメージマップ
イメージマップを使用し、画像内にインタラクティブ領域を定義して別のページに移動したり、カスタム ToolTip の
作成が可能です。
グラフウィザードにより３つの手順でグラフを作成可能
グラフウィザードは、新しいグラフを作成する手順として、「グラフ種別の選択」「グラフ要素（ヘッダ、フッタ、凡例な
ど）の修正」「グラフデータの編集」を全てガイドします。詳細については、「グラフウィザードの使用」を参照してくだ
さい。
［グラフのプロパティ］ダイアログボックスによる素早い設定が可能
グラフ要素が［グラフのプロパティ］ダイアログボックス上に整理されているため、グラフ種やデータ、軸要素、外観
などの詳細を素早く設定できます。詳細については、「［グラフのプロパティ］ダイアログボックスの使用」を参照し
てください。
視覚エフェクトデザイナによる外観の強化
角度、グラデーション、輝度、スケール、形状を調整して光源の効果を変更することにより、グラフ要素の外観を向
上させます。詳細については、「視覚エフェクトデザイナの使用」および「視覚エフェクトデザイナを使用したグラフ
要素のカスタマイズ」を参照してください。
20 種類以上のテーマ別色を設定可能
Microsoft Office の色テーマに類似した色作成を、簡単にデータセットに適用できます。詳細については、「デー
タセットのテーマ別色の設定」を参照してください。
１つのプロパティで軸を反転可能
１つのプロパティを使用するだけで、 X 軸と Y 軸を反転できます。詳細については、「グラフの軸の方向転換と反
転」を参照してください。
複数のブラウザのサポート
FireFox、Mozilla、Opera などのサポートを提供します。
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製品の概要
C1WebChart コントロールは C1Chart の豊富な機能を使用して、グラフを作成します。C1Chart は複雑なデータをグラフに
表示するために使用されるパワフルな WinForms コントロールです。C1Chart の機能を使用する経験がある場合は、
C1WebChart を問題なく使用できます。逆に、C1WebChart の使用方法を理解している場合は、C1Chartを格納してい
るWinForms アプリケーションを作成できます。

新機能と変更点

5.0J で更新された内容
TrueChart for ASP.NET 5.0J では次の機能が新たに追加されました。
テキストを縦書きで表示する機能の追加
Axis クラスに AnnoVerticalText プロパティと VerticalText プロパティが追加されました。軸タイトルや軸ラベルなどのテ
キストを縦書きで表示できます。

積層型棒グラフの区分線を表示する機能の追加
積層型棒グラフのグラフ間を結ぶ線（区分線）を表示するために、Bar クラスに BarLines プロパティ、 BarLineColor プロ
パティ、BarLineThickness プロパティが追加されました。区分線の色や太さを指定することも可能です。
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円グラフの方向を指定する機能の追加
円グラフの方向を指定するために、Pie クラスに Clockwise プロパティが追加されました。時計回り、反時計回りの円グラフ
を選択して表示できます。

レーダーチャートのグリッド線を指定する機能の追加
Radar クラスに FlatGridLines プロパティが追加されました。レーダーチャートのグリッド線を多角形、円形から選択して表
示できます。

境界線のスタイルを設定する機能の追加
FillStyle クラスに OutlineColor プロパティとOutlineThickness プロパティが追加されました。これにより、棒グラフなどの
枠線の色や太さを任意に変更できます。
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テストデータを適用する機能の追加
設計時ツールにテストデータを適用する機能が追加されました。グラフ種別に適したテストデータを適用するため、簡単にグ
ラフイメージが確認できます。
目盛マークの長さを指定する機能の追加
Axis クラスに TickFactorMajor プロパティと TickFactorMinor プロパティが追加されました。主目盛マークおよび副目盛
マークの長さを指定できます。
補助目盛マークを表示する機能の追加
補助目盛マークを表示するために、Axis クラスに TickGauge プロパティが追加されました。補助目盛マークは、いくつかの
副目盛マークを強調して読みやすくするために使用されます。

プロットエリアの位置とサイズを指定する機能を追加
PlotArea クラスに LocationDefault プロパティと SizeDefault プロパティが追加されました。Y軸のラベルに影響されるこ
となくプロットエリアの位置を固定することができます。複数のグラフをそろえて表示する場合にも有効です。
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円グラフの割合を自動表示する機能を追加
円グラフのデータラベルに指定可能な特殊キーワードとして{%YVAL}が追加されました。{%YVAL}を指定した場合、データの
割合を自動的に算出し、ラベルに表示します。

円グラフを積層表示する機能の追加
円グラフを積層表示する機能が追加されました。複数の円グラフを積み上げることができます。

21

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)

22

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
C1WebChart の使い方
このセクションでは、まず、C1WebChart3D の用法の主な側面をカバーする各手順について説明します。 後半のセクション
では、各手順に含まれる詳細を掘り下げて、コントロールの詳細な知識を提供します。

C1WebChart コントロール
このセクションでは、C1WebChart をすばやく設定して実行する方法についてのトピックを提供します。
注意：
注意：NET 4.0 WebCharts は、GAC にそれらが追加されていない限り、中レベルの信頼で機能しません。サーバー側
ではランタイム DLL のみが必要となります。それらを GAC に配置する場合、aspx フォームと web.config ファイルの
特定のバージョンが使用される必要があります。

Visual Studio ツールボックスへの C1WebChart の追加
C1WebChart を使用する前に、それを Visual Studio のツールボックスに追加する必要があります。
手動で C1WebChart コントロールを Visual Studio のツールボックスに追加するには、以下の手順を実行します。
1. Visual Studio の統合開発環境（IDE）を開きます。ツールボックスが表示されていることを確認（必要な場合、［表示］
メニューの［ツールボックス］を選択）して、そのツールボックスを右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
2. C1WebChart コンポーネントをツールボックス内の独自のタブに表示?させるには、コンテキストメニューから［タブの
タブの
追加
追加］を選択し、タブ名（C1WebChart など）を入力します。
3. コンポーネントを表示するタブを右クリックして、コンテキストメニューから［アイテムの選択
アイテムの選択］を選択します。 ［ツール
ツール
ボックスアイテムの選択
ボックスアイテムの選択］ダイアログボックスが開きます。
4. Iこのダイアログボックスで、「.NET Framework コンポーネント
コンポーネント」タブを選択します。 名前空間でリストをソート（［名前
空間］列ヘッダーをクリック）して、C1.Web.C1WebChart 名前空間に属するすべてのコンポーネントのチェックボック
スを ON にします。 それぞれの名前空間には複数のコンポーネントが存在する場合があることに注意してください。

C1WebChart をフォームに追加する
C1WebChart をフォームに追加するには、以下の手順を実行します。
1. 手動で C1WebChart コントロールを Visual Studio のツールボックスに追加します。
2. コントロールをダブルクリックするか、フォームにドラッグします。

アセンブリへの参照の追加
参照を C1.Web.C1WebChart.4 アセンブリに追加するには、以下の手順を実行します。
1. プロジェクトの［Web サイト
サイト］メニューから［参照の追加
参照の追加］オプションを選択します。
2. 「.NET」タブのリストから、ComponentOne C1WebChart アセンブリを選択するか、参照ボタンで
C1.Web.C1WebChart.2.dll ファイルを検索して、〈OK〉をクリックします。
3. 「Form1.vb」タブを選択するか、［表示
表示］|［コード
コード］に移動して、コードエディタを開きます。 ファイルの先頭に、次の
Imports ステートメント（C# では using）を追加します。
Imports C1.Web.C1WebChartports
Web アプリケーションにグラフを追加する
C1WebChart コントロールを Visual Studio ツールボックスに追加すれば、C1WebChart コントロールを Web フォームにドラッグできます。
C1WebChart コントロールをフォームに追加すると、４つのデータセットとランダムなデータを含むデフォルトグラフが表示されます。HttpHandler を追加するかどうかの[確認
確認]ダイアログが表示されるので、[はい
はい]をクリックして
Web.Config ファイルに HttpHandlerを追加してください。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers> …
この手順では、C1WebChart コントロールは内部 HttpHandler を使用して一時ファイルを使わずにグラフイメージをクライアントに直接転送できます。この手順は、絶対に必要というわけではありません（一時ファイルを使用することもで
きます）が、大部分のアプリケーションでは最も効率的なメソッドとなります。
注意：
注意：詳細については、「C1WebChart におけるイメージの処理方法」 を参照してください。

グラフの設定
グラフをページ上に配置したら、次の手順では、組み込みウィザードを使用してグラフの外観をカスタマイズします。これを実

23

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
行するには、グラフを右クリックして［グラフウィザード
グラフウィザード］を選択します。ウィザードが表示され、使用するグラフの種類、データ
セットの数、外観、軸、タイトルなどを選択できます。
また、プロパティウィンドウを使用して、グラフのBackColor や ChartStyle などの各プロパティを設定することもできます。
ウィザードとプロパティウィンドウは、非常にパワフルで、コードをまったく記述せずにグラフのほとんどの局面をカスタマイズ
できます。さらに、ウィザードを使用してグラフにデータを入力することもできますが、これはデータ点の範囲と数を操作して
データの最終的な外観の感じを把握する場合以外は、あまり実用的ではありません。
設定したグラフは、ファイルに保存できます。保存すると、別のグラフでこのレイアウトを再使用できるため便利です。これを
実行するには、グラフを右クリックして［グラフの保存
グラフの保存］を選択します。後でレイアウトを再利用するには、別のグラフを右クリッ
クして［グラフの読み込み
グラフの読み込み］を選択します。必要な数のグラフレイアウトを定義してテンプレートとして使用し、開発しているア
プリケーション内のすべてのグラフの外観に一貫性を持たせることができます。さらに、実行時に LoadChartFromFile メ
ソッドを使用してグラフレイアウトを読み込みこともできます。
グラフの設定方法とグラフウィザードの使い方
グラフウィザードの使い方の詳細は、「C1Chart 作成用の設計時ツール」を参照してください。
注意：
注意：C1Chart と C1Chart3D は、それぞれ C1WebChart と C1WebChart3D でグラ

ユーザーによる ImageAreas のインタラクティブ操作の追加
C1WebChart と C1WebChart3D では、ツールチップとリンクをグラフ要素に関連付けて、グラフをマウスイベントに応答す
るように設定できます。これを行うには、クライアント上で処理される HTML イメージマップを使用します。
イメージマップは、ImageAreas プロパティ、すなわち動的なツールチップと HRef に関連付けられたグラフ要素のコレクショ
ンによって定義されます。ツールチップでは、ユーザーがグラフ要素上にマウスを移動したときに表示するテキストを指定で
きます。HRef では、ユーザーがグラフ要素をクリックしたときに実行するアクションを指定できます。
プロパティウィンドウを使用して、ImageAreas コレクションを編集できます。ボタンをクリックすると、ChartArea、PlotArea、
Axes、ChartData、Legend など 11 個のグラフ要素のリストを含むエディタが表示されます。
たとえば、［グラフデータ
グラフデータ］を選択してその MapArea.Tooltip プロパティを「{#YVAL:c}」に設定した場合、コントロールは、
ユーザーがこのデータ点上にマウスを移動したときにこのデータ点（または棒）の値を表示します。いくつかのキーワードを
使用してグラフのプロパティを参照し、コードを記述せずに動的なツールバーを作成できることに注意してください。また、情
報を表示する際に使用する書式も指定できます（例では、データを通貨値として書式設定します）。
このトピックは、後半で詳しく説明しています（エンドユーザーによる C1WebChart のインタラクティブ操作)を参照）。

データをグラフに追加する
最後の手順では、表示するデータをグラフに追加します。この手順は、コードの記述を必要とします。
大部分のアプリケーションでは、データのソースは ADO.NET DataSet で、多くの場合、フィルタリング、ソート、集計などの変
換が行われています。また、配列構造やカスタムデータ構造などの他のソースからのデータをグラフ化することも可能です。
データのソースに関係なく、ChartDataSeriesクラスによって提供されるメソッドを使用してデータをグラフに追加できます。
たとえば、次の C# コードは DataTable からのデータをグラフに入力します。
C# コードの書き方

C#
private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
// データセットを（データベースまたはキャッシュから）取得します。
DataSet ds = GetDataSet();
// データをフィルタリングします。
DataView dv = new DataView(ds.Tables["Sales"]);
dv.RowFilter = "ProductSales >= 40000";
dv.Sort = "ProductSales";
// データ点の配列を作成します。
PointF[] data = new PointF[dv.Count];
for (int i = 0; i < data.Length; i++)
{
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float y = float.Parse(dv[i]["ProductSales"].ToString());
data[i] = new PointF(i, y);
}
// グラフのデータ点を入力します。
ChartDataSeries series =
_c1webChart.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0];
series.PointData.CopyDataIn(data);
}
データをグラフに追加する方法の詳細は、ChartDataの入力と変更 を参照してください。
注意：
注意：C1Chart と C1Chart3D は、それぞれ C1WebChart と C1WebChart3D でグラフ生成に使用する Windows
フォームコントロールです。

設計時のサポート
C1WebChart は、C1Chart2D コントロールの豊富な機能を使用して、グラフを作成します。C1Chart2D は複雑なデータを
表示するために、使用されるパワフルな WinForms コントロールです。C1WebChart2D のオブジェクトモデルの操作を簡素
化するには、C1Chart2D の視覚的なデザイナを使用してください。
以下の Visual Studio のデザイナ、メニュー、およびコレクションエディタを使用すると、パワフルで機能を強化したグラフを
自由自在に作成できます。
スマートタグ
グラフウィザード
視覚エフェクトデザイナ
C1Chart のコレクションエディタ
以下のセクションでは、C1Chart の設計環境を使用して C1WebChart コントロールを設定する方法について説明します。

C1WebChart のスマートタグ
Visual Studio 2005では、C1WebChart2D コンポーネントにスマートタグが含まれています。スマートタグは、各コンポーネ
ント／コマンドで最もよく使われるプロパティを提供するショートカットのタスクメニューを表します。
C1WebChart コンポーネントでは、スマートタグから、グラフウィザード、グラフのプロパティ、視覚エフェクトの各ダイアログ
に迅速かつ容易にアクセスできます。
［C1WebChart タスク］メニューにアクセスするには、
タスク］メニューにアクセスするには、C1WebChart コントロールの右上隅にあるスマートタグ（ ）をクリック
します。
します。［C1WebChart タスク
タスク］メニューが開きます。

［C1WebChart タスク
タスク］メニューは以下のように操作します。
[データソースの選択
データソースの選択]
[データソースの選択
データソースの選択]ドロップダウンリストから既存のデータソース、またはデータソース構成ウィザードで<新しい
新しい
データソース
データソース…> を選択します。
[グラフの種類
グラフの種類]
[グラフ種類]ドロップダウンリストから作成可能な C1WebChart2D のグラフの種類を選択します。
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[グラフの種類
グラフの種類]
[グラフ種類
グラフ種類]ドロップダウンリストから作成可能な C1WebChart2D のグラフの種類を選択します。
［ウィザード］
［ウィザード
ウィザード］項目をクリックすると、［グラフウィザード］エディタが開きます。グラフウィザードの使用ダイアログボッ
クスの各要素とその使用方法の詳細は、グラフウィザードの使用を参照してください。
［プロパティ］
[プロパティ
プロパティ]項目をクリックすると、[グラフのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。[グラフのプロパティ］
ダイアログボックスの各要素とその使用方法の詳細は,グラフのプロパティ]ダイアログボックスの使用を参照して
ください。
［視覚エフェクト］
［視覚エフェクト
視覚エフェクト］項目をクリックすると、［視覚エフェクト
視覚エフェクト］デザイナが開きます。［視覚エフェクト
視覚エフェクト］デザイナの各要素
とその使用方法の詳細は、視覚エフェクトデザイナの使用を参照してください。
［バージョン情報］
［バージョン情報
バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報
バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1WebChart のバー
ジョン番号などを見ることができます。

C1WebChart のコンテキストメニュー
C1WebChart は、設計時に使用する追加機能のコンテキストメニューを提供します。C1WebChart2D のコンテキストメ
ニューにアクセスするにはC1WebChart コンポーネントを右クリックしてそのコンテキストメニューを開きます。

下表に、C1WebChart に追加されたカスタム項目を簡単に説明します。
［ComponentOne C1WebChart のバージョン情報］
［バージョン情報
バージョン情報］ダイアログボックスを表示します。C1WebChart のバージョン番号とオンラインリソースを見ること
ができます。
［グラフウィザード］
グラフウィザードを開きます。
［グラフの読み込み］
C1WebChart コントロールの保存済みレイアウトを読み込みます。
［グラフの保存］
C1WebChart コントロールのレイアウトを XML ファイルとして保存します。
［グラフのプロパティ］
グラフのプロパティエ
グラフのプロパティエディタを開きます。
[HttpHandlerを
を web.configへ追加
へ追加]
HttpHandlerをweb.configファイルへ追加します。
［グラフのリセット
グラフをリセットします。
［デフォルト設定へリセット］
グラフをデフォルト設定にリセットします。
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［視覚エフェクト］
［視覚エフェクト
視覚エフェクト］デザイナを開きます。
［ChartType サンプルデータの追加］
［視覚効果
視覚効果］デザイナを開きます。

C1WebChart のコレクションエディタ
C1WebChart2D コントロールのプロパティを設計時に設定するために C1Chart コレクションエディタを使用します。C1Chart
コレクションエディタの詳細は、C1Chart のコレクションエディタ を参照してください。

C1WebChart におけるイメージの処理方法
Web ページにグラフを追加する場合、C1WebChart はイメージを HTML のストリームに挿入します。このイメージは<img>
タグによって表され、実際のイメージを供給する２番目の URL への参照を保持します。そして、C1WebChart はこの URL を
作成し、グラフ画像を送信します。下の図はこのプロセスを説明しています：

Tの図では、左側が ASP ページを表示するブラウザを表します。このページを表示するには、ブラウザがサーバー
（myWebPage.aspx）からページの内容をリクエストし、HTML のストリームを受け取ります。この HTML には<img>タグに
よって表されるグラフが含まれます。このタグのソースは、サーバーがブラウザに表示されるイメージストリームへの変換を
行う２番目の URL（c1ChartImage.aspx）です。
このタグのソース属性は、一時的なイメージファイル、HttpHandler、または２番目の .aspx ページとなります。これ
は、ImageRenderMethod プロパティの値によって決定されます。
ソース属性はグラフデータがどこに格納されているかを指定するパラメータも保持しているため、その URL はグラフイメージ
を作成できます。このデータは、一時ファイル、Session 変数、または Cache 変数に格納することができます。これ
は、ImageTransferMethodプロパティの値によって決定されます。
デフォルトでは、C1WebChart はグラフデータを Session 変数に格納します。場合によっては、Session 変数の代わりに
Cache 変数、または一時ファイルを使用したいこともあります。サーバーの構成方法とアプリケーションの性質によって、各
オプションにはそれぞれ利点と欠点があります。Session、Cache 各オブジェクトの操作に関する詳細は、.NET のドキュメント
を参照してください。
ImageRenderMethod プロパティには、完全な自動（HttpHandler、File）から手動（Manual）までの多岐にわたる設定があり
ます。これらの設定については、以下で説明しており、また後に続くチュートリアルでも解説しています。
ImageRenderMethod、ImageTransferMethod 各プロパティの最良の組み合わせは、生成されるグラフの複雑さや種類、
予期されるサイトトラフィック量、およびサーバー構成などに依存します。これはささいな作業ではありませんが、これらの２
つのプロパティを切り替えるだけで異なる構成をテストできるという好材料もあります。

２つのURLの処理
グラフイメージをクライアントのブラウザに表示させるには、C1WebChart コントロール（手動
手動モードの場合は開発者）は少な
くとも２つの URL を処理する必要があります。最初の URL が指定するページ（主ページ）は <IMG> タグを作成する場所で
す。このページは、入力コントロールを介して情報を収集したり、テキスト中のグラフイメージの結果表示をレイアウトしたり、
他のコントロールを含めたりするために使用できます。
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２番目の URL は、オリジナルページ内の <IMG> タグのソース属性として表示される実際のグラフイメージ（JPEG、PNG、
GIF）を取得するために必要となります。
最初の URL が指定する .aspx ページは、次のように記述した HTML になります。
<img src='２番目の URL' />
手動
手動による描画メソッドを除いたメソッドでは、２番目の URL はグラフイメージデータにアクセスします。したがって、概念上の
<IMG> タグは実際には次のようになります。
<img src='イメージデータにアクセスする、２番目の URL のハンドル' />
このハンドルは、イメージファイルへのパス、HTTPHandler、ストリームを完成させる別の .aspx ページへのパスのいずれか
となります。<IMG> タグが取る形式は、ImageRenderMethodプロパティで決定します。

IMG タグの描画に使用する方法
ImageRenderMethod プロパティは C1WebChart コントロールの主要プロパティで、<IMG> タグとその引数の作成方法、
およびグラフイメージをクライアントに描画またはストリーミングするソース（<IMG> タグの source 属性)を決定します。描画メ
ソッドは、自動化の高いメソッド（HTTPHandler、ファイル）から自動化の低いメソッド（手動）まで多種多様です。
グラフのイメージをクライアント側に描画するために、C1WebChart コントロールにて以下のいずれかの方法を使用します：
File
HttpHandler
ASP Page
Manual
Binary Write
デフォルトとして、HttpHandler を使用して、グラフのイメージをクライアント側に描画します。
さらに、各描画メソッド（Binary Write を除く）では、ImageUriプロパティが正しいイメージの作成に必要なパスを指定しま
す。各メソッドのこのプロパティはそれぞれ機能が異なります。以下に各描画メソッドの詳細とそのメソッドの ImageUri プロ
パティの機能を示します。

ImageRenderMethodEnum.File
この描画メソッドでは、サーバー上の一時ディレクトリ内にファイルを作成します。グラフの数が多くないが、グラフへの要求
が高い場合、または、複雑なグラフの場合、ファイル描画メソッドを使用します。
デフォルトとして、C1WebChart はグラフのデータから取得したハッシュコードに基づいたイメージのファイル名を自動的に
生成します。指定したファイルはサーバー上に存在する場合は、グラフは再描画されません。ただし、グラフのデータが何回
も変更する場合は、サーバー上に複数のイメージファイルが作成されます。
ファイルシステムに基づいているので、ファイルを描画・表示するためのユーザー名を制御するセキュリティ設定も使用可能
になります。
この描画メソッドでは、 ImageUriプロパティは生成するイメージのファイル名とパスを指定します。ImageUri プロパティが空
白の場合、グラフは独自のファイル名を作成します。C1WebChart と C1WebChart3D のデフォルト一時ファイルディレクト
リは C1WebChartTemp です。
以下は、この描画メソッドで生成できる <IMG> タグの例です。
<img id=chart2d1 src=C1WebChartTemp/c1c_105_f1_d814d8cf.png>
ソース属性は、サーバー上の一時イメージファイルの保存先を指定します。イメージのファイル名には、グラフデータの一意
に生成されたハッシュコードが含まれています。このメソッドでは、イメージが転送されないので、
ImageTransferMethodImageTransferMethod プロパティを設定する必要はありません。
注意：
注意：この描画メソッドでは、単にファイルセキュリティを使用できるだけでなく、ファイルセキュリティが必須となりま
す。イメージファイルの作成先のディレクトリは、アプリケーションを実行するすべてのユーザーに書き込み許可を付与
する必要があります。
ImageRenderMethodEnum.HTTPHandler
ImageRenderMethod プロパティはデフォルトとして、HTTPHandlerに設定されています。イメージを描画するには、グラフは内部の HTTPHandler を使用してグラフのデータをクライアント側に直接ストリームします。この描画メソッド
は、グラフイメージをすばやく簡単に描画する方法として便利です。このメソッドを使用するには、該当する HTTPHandler エントリを ASP.NET プロジェクトの Web.config ファイルに追加する必要があります。
C1WebChart では、必要なスクリプトをWeb.config ファイルに追加する処理を簡素化するために、コントロールを Web フォームに配置する際に、[確認] ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの「はい」のオプション
をクリックすると、Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers>
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アプリケーションにC1WebChart および C1WebChart3D、両方のコントロールが含まれている場合は、Web.config ファイルに既にHTTPHandler が存在ので、Web.Config ファイルを直接に編集できます。
注意：.xml エントリでは、ImageUri プロパティの値も含まれています。したがって、本プロパティの値を変更した場合は、Web.config ファイルのHTTPHandler での該当したエントリを修正する必要があります。エントリを更新しない場
合は、ASP.NET の例外が発生する可能性があります。
ImageUriプロパティを設定することで、仮想ディレクトリとファイル名を指定できます。ImageTransferMethodは File に設定されている場合は、仮想ディレクトリはグラフのデータを保存します。ファイル名は使用されるHTTPHandlerを
指定し、Web.config の該当したエントリに一致します。ImageUri でファイル名が指定されていない場合は、C1WebChart および C1WebChart3D コントロールはそれぞれc1webchartimage.aspx と c1webchart3dimage.aspx を自
動的に作成します。
以下は、この描画メソッドで生成できる<IMG>タグの例です。
<img id=chart2d1 src='c1WinChartimage.aspx SessionID=
915861db03664ea89596364448d16993&Delete=T' />
ソース属性は、HTTPHandler に該当するファイル名およびグラフを作成するために使用されるデータを示す引数を指定します。この場合は、引数がセッションIDとして設定されていますが、ImageTransferMethodの指定値により、
キャッシュIDまたは一時ファイルにも設定できます。イメージ転送メソッドの詳細については、ImageTransferMethod プロパティ を参照してください。

ImageRenderMethodEnum.ASPPage
この描画メソッドでは、開発者が第２（副） ASP ページを作成し、それに Response.Write を呼び出してグラフデータを第１
（主）ページにストリーミングするコードを記述します。詳細は、ASPページベースの描画チュートリアルを参照してください。
この描画メソッドは、<IMG> タグにグラフイメージを返すバイナリ応答ストリーミングを高度に制御する場合に便利です。この
応答用の別の ASP ページを記述することにより、クライアントキャッシュ、サーバーキャッシュ、IIS のロギングを含む応答の
管理をカスタマイズできます。その他の便利な属性によって、<IMG> タグは自動生成されて正しく配置され、イメージマップ
が使用可能となり、ASP ページへのデータ転送が自動的に管理されます。
ImageUri プロパティは、イメージデータのストリーミングを行う第２ ASP ページへのパスを指定します。
以下は、この描画メソッドで生成できる <IMG> タグの例です。
<img id=chart2d1 src='StreamResponse.aspx CacheID=
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E'?/>
ソース属性は、第2 ASP ページのパスおよびグラフを作成するために使用されるデータを示す引数を指定します。この場合
は、引数がキャッシュIDとして設定されていますがImageTransferMethod の指定値により、セッションIDまたは一時ファイ
ルにも設定できます。

ImageRenderMethodEnum.Manual
C1WebChart 自体は実行時には描画しません。ページ内にグラフイメージを生成して配置するために必要な処理はすべ
て、ページの作成者が行います。
ImageTransferMethod プロパティの設定により、イメージのデータはセッションID、キャッシュIDまたは一時ファイルに保存
されます。この情報は、グラフのイメージをクライアント側に転送するために使用できます。

ImageRenderMethodEnum.BinaryWrite
この描画メソッドでは、開発者が第２ .aspx ページを作成する必要があり、この第２ ASP ページからグラフのローデータ（バ
イト配列）がソース属性に直接ストリーミングされます。
このメソッドは、設計時に .aspx ページのコンテキストにグラフを含める必要がなく、他の手段を使って該当するイメージ描画
に必要な情報をグラフに渡すことができる場合に便利です。この処理は、その他のどのメソッドよりも簡素化されており、ある
ページから別ページへのデータ転送が必要でないため、サーバーのリソース要件が小さくなります。難点としては、イメージ
マップや、エンドユーザーによる結果的なインタラクティブ操作ができない点が挙げられます。
以下は、この描画メソッドで生成できる <IMG> タグの例です。
<img id=“chart1” src=“ChartRender.aspx Color=Red&Type=XYPlot&rdquo;>
ソース属性では、グラフを作成するためのすべて情報は含まれています。セッションID、キャッシュIDまたは一時ファイルに情
報を保存しないので、ImageTransferMethodを設定する必要がありません。

ImageTransferMethod プロパティ
ImageTransferMethod プロパティは、グラフデータを <IMG> タグのソース属性に転送する方法を一覧にしま
す。ImageTransferEnum.Session は、グラフデータ（バイト配列）をセッション変数に入れます。
ImageTransferEnum.Cache は、グラフデータをキャッシュ変数に入れます。ImageTransferEnum.File は、グラフデータを
一時ファイルに書き込みます。
このプロパティを適用するのは、Manual、
、HTTPHandler、
、ASP ページ の各描画メソッドのみです。以下の表は、転送メソッ
ドと描画メソッドの組み合わせで生成される効果の一覧です。
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エンドユーザーによる C1WebChart のインタラクティブ操作
C1WebChart コントロールでは、HTML ImageMap を使ってクライアントのブラウザ内でイベントの処理とインタラクティブ操
作が行えます。グラフの要素に関連するツールチップおよびリンクを設定するために、イメージマップが使用されています。
イメージマップは、ダイナミックなツールチップとHRefタグを格納しているグラフ要素のコレクションを指定する ImageAreas
プロパティで定義されます。ツールチップは、グラフの要素でマウスを移動する時、表示されるテキストを指定します。HRefタ
グはユーザーがグラフの要素をクリックする時のアクションを指定します。
C1WebChart コントロールは必要に応じてイメージマップを生成します。イメージマップが有効な場合、指定したオブジェクト
に対するイメージマップ（<AREA> グコレクションから成る <MAP> タグ）が生成され、IMG の USEMAP 属性を使用して参照が
イメージマップに追加されます。イメージマップは、ページコードに手動で挿入する文字列に生成できます（GetImageMap()
メソッド）。
注意
注意：イメージマップの作成は、バイナリ書き込みの ImageRenderMethodプロパティでは行えません。代替の方法と
して、イメージマップを使用し、結果のイメージを含む Web ページ以外のページに Web チャートを作成します。

イメージマップ領域オブジェクト
イメージマップ領域は、MapAreaCollection のアクセスポイントである ImageAreas プロパティで指定します。
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MapAreaCollection は、C1WebChart コントロールをフォームに最初に描画するときの MapArea オブジェクトの初期セット
を含みます。ASP ページのコンパイル時に MapArea オブジェクトの特定のプロパティが設定されている場合、各 MapArea
オブジェクトが結果のイメージマップ内に <AREA> タグを作成します。
C1WebChart コントロールが提供する MapArea オブジェクトの初期セットは次のとおりです。
ChartArea, PlotArea
AxisX, AxisY, AxisY2
ChartData
ChartLabel
Header, Footer
Legend, LegendItem
他のMapAreaオブジェクトを MapAreaCollection に追加し、結果のイメージマップ内にカスタム <AREA> タグを作成できま
す。新しい MapArea オブジェクトを追加すると、ユーザーはカスタム形状（円、四角形、ポリゴン）を使用してマップ領域を定
義し、作成する領域の座標を指定できます。MapAreaオブジェクトをコードにより以下のように追加できます。
MapArea a = new MapArea();
a.Shape = AreaShapeEnum.Rectangle;
a.Coords = new int[] { 169,225,175,240 };
a.Tooltip = "My Custom Area";
_c1wc.ImageAreas.Add(a);
座標は整数値の配列として指定されています。この配列は<area>タグの coords 属性の値を示します。
配列の要素はMapAreaの形状により以下のように設定されています：

形状

座標

説明

Circle

"x1,y1,r"

x1、y1 は円の中心の座標を指定します。r は半径の値を指定しま
す。

Polygon

"x1,y1,x2,y2...xn,yn"

x1,y1,x2,y2...xn,yn は多角形の各頂点の座標値を指定します。

Rectangle "x1,y1,x2,y2"

x1、y1 は長方形の左上座標の値を指定します。x2、y2 は長方形
の右下座標の値を指定します。

C1WebChartのプロパティとメソッドを使用して、グラフ要素の座標を取得することができます。

イメージマップのプロパティとキーワード
MapArea オブジェクトはそれぞれ、次の各プロパティを使用して、エンドユーザーのインタラクティブ操作に対するイメージ
マップの応答方法を定義します。

プロパティ

説明

Attributes

イメージマップ内の<AREA>タグの追加属性を指定します。

HRef

対応するグラフオブジェクトがクリックされたときにリンクするURLを指定します。

Shape

イメージマップの形状を取得または設定します。

Tooltip

マウスポインタが要素の上に置かれたときに表示するツールチップを指定します。

これらのプロパティが何も設定されていない場合、マップ領域は結果のイメージマップから除外されます。
以下の例では、MapAreaオブジェクト（すべて標準）を使用し、グラフのフッタ、ヘッダ、プロット領域、グラフ領域の各領域の
イメージマップを作成します。さらに、その下にある２つの領域は、領域がクリックされたとき実行する JavaScript 関数を持っ
ています。
その下にあるそれぞれのマップ領域は、MapArea オブジェクトの Tooltip プロパティに対応する TITLE プロパティを持って
います。
map.Tooltip = "Go to C1 home page";
map.HRef = "http://componentone.com";
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以下の２つの MapArea オブジェクトでは、これらの領域の上にマウスを移動したときに「フッタ」と「ヘッダ」を表示するよう
Tooltip プロパティが設定されています。
map.Attributes = "onclick=window.open('url.com')";
以下の MapArea オブジェクトでは、この領域の上にマウスを移動したときに「プロット領域」と表示するよう Tooltip プロパ
ティが設定されています。さらに、この MapArea の Attributes プロパティには、領域がクリックされたときに実行する
JavaScript 関数を含む文字列が設定されています。
以下の MapArea オブジェクトでは、この領域の上にマウスを移動したときに「グラフ領域」と表示するよう Tooltip プロパティ
が設定されています。さらに、この MapArea の HRef プロパティは、クリックされたとき領域が Web サイトにジャンプするよ
う設定されています。
MapArea map = C1WebChart1.ImageAreas.GetByName("Header");
map.Attributes = "onclick=window.open('url.com')";

特殊キーワード
MapArea オブジェクトのプロパティは、グラフキーワードを使用し、クライアントのブラウザ内の特定のキーグラフデータにア
クセスする機能を持っています。キーワードを JavaScript コードまたは Tooltip プロパティ内に記述することによって、グラ
フデータをエンドユーザーに表示できます。以下は、すべてのキーワードとその機能の一覧です。

キーワード

グラフ要素

備考

説明

#TEXT

All

2D, 3D

グラフ要素のテキストプロパティ値を表します。

#XVAL

ChartData, ChartLabel

2D, 3D

X軸のデータ座標を表します。

#YVAL

ChartData, ChartLabel

2D, 3D

Y軸のデータ座標を表します。

#Y1VAL

ChartData

2Dのみ

Y1のデータ座標を表します。

#Y2VAL

ChartData

2Dのみ

Y2のデータ座標を表します。

#Y3VAL

ChartData

2Dのみ

Y3のデータ座標を表します。

#ISERIES

ChartData, ChartLabel

2Dのみ

データ系列のインデックスを表します。

#IPOINT

ChartData, ChartLabel

2Dのみ

データ点のインデックスを表します。

#ZVAL

ChartData, ChartLabel

3Dのみ

Z軸のデータ座標を表します。

#IROW

ChartData, ChartLabel

3Dのみ

データ行のインデックスを表します。

#ICOL

ChartData, ChartLabel

3Dのみ

データ列のインデックスを表します。

キーワードは、オプションの書式設定を使って大カッコ内に記述する必要があります。書式規則は .NET Framework の
String.Format() メソッドの場合と同じです。
map.Tooltip = "X={#XVAL}, Y={#YVAL:c}";
map.Tooltip = “{#X:d} {Y:c}”;
イメージマップの生成時、特殊キーワードは指定した書式設定に対応する値に置き換えられます。

Ajax によって C1WebChart へコールバックを適用する
Ajax を使用して、C1WebChart 2Dを更新できます。Ajax サポートにより、実行時により優れたインタラクティブ操作を行え
ます。C1WebChart 上でユーザーによるクライアント操作が実行されるとき、イメージマップおよび非同期的なコールバック
で管理されます。例えば、ユーザーが軸のスクロールバーでスクロールする場合、軸のスクロールバーのみの情報がサー
バーに送信されます。したがって、Ajax サポートは、パフォーマンスに影響せずに大量のデータを処理し、利用性および機
能性を向上させます。C1WebChartではポストバックの代わりにコールバックを有効にするために、GeneralCallbackイベン
トまたはクライアント側のイベントを使用できます。

コールバック時の視覚的なキュー
視覚的キューを使って、ユーザーが Ajax アクションを引き起こす何かをクリックしたときに、コールバックを実行中であること
を示すことができます。たとえば、C1WebChart にはCallbackWaitImageUrlとCallbackWaitControlIDという２つのプロパ
ティがあり、視覚的なフィードバックを提供してアプリケーションを機能強化できます。
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CallbackWaitImageUrlプロパティは、Ajax アクションが引き起こされたときにデフォルトのスピナー を表示します。これによ
り、Ajax アクションが実行中であることがユーザーに表示され、Web アプリケーションの使いやすさがさらに良くなります。
注意：
注意：CallbackWaitControlID とCallbackWaitImageUrl両方のプロパティが設定された場
合、CallbackWaitControlID プロパティがCallbackWaitControlIDプロパティより優先され、コントロールのみが表示
されます。
CallbackWaitImageUrl プロパティの設定を変更することにより、さまざまな画像を指定できま
す。CallbackWaitControlUrl プロパティも同様に機能しますが、画像でなくコントロールを表示する点が異なります。
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C1WebChart タスク別ヘルプ
タスク別ヘルプでは、ASP.NET のプログラミングに精通し、グラフの基礎知識があり、コントロールの一般的な使い方を理解
していることを前提にしています。ヘルプで概略されている手順に従っていけば、C1WebChart のさまざまな機能をデモンス
トレーションするプロジェクトを作成して、C1WebChart の用途を理解することができます。

C1WebChart のデータソースへの連携
C1WebChart をデータソースと連携するには、以下の手順を実行します。
1. ソリューションエクスプローラで、App_Data フォルダを右クリックして、[既存項目を追加
既存項目を追加]をクリックします。

2. Nwind.mdb ファイルを参照します（Nwind.mdbはデフォルトで<製品ディレクトリ>\Data\Nwind.mdbに保存されて
います）。
3. Nwind.mdbを選択して、[追加
追加]ボタンをクリックします。.
4. Default.aspx ページを開いて、デザインビューを選択します。
5. C1WebChart のスマートタグをクリックして、C1WebChart タスク
タスクメニューを開きます。
6. [データソースの選択
データソースの選択]ドロップダウンから＜新しいデータソース
新しいデータソース＞を選択します。
7. データソース構成ウィザード
データソース構成ウィザードでは、Access データベース
データベースを選択して、OK をクリックします。
8. [参照
参照] をクリックして、Microsoft Access データベース
データベースの選択ダイアログボックスではApp_Dataを選択します。
9. [フォルダの内容
フォルダの内容]ペインからNwind.mdbを選択して、OKをクリックします。
10. [次へ
次へ] をクリックします。 [Select ステートメントの構成
ステートメントの構成] が表示されます。
11. [コンピュータ
コンピュータ] ドロップダウンリストから Products Above Average Price を選択します。列
列リストボックスの
ProductName と UnitPrice項目を選択します。
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12. [次へ
次へ] をクリックします。 [クエリのテスト
クエリのテスト] ページが表示されます。 作成したクエリをテストします。
13. [完了
完了] をクリックします。

連携したWebChartの構成
グラフのプロパティエ
グラフのプロパティエディタを使用して、連携したWebChartを構成するには、以下の手順を実行してください。
1. C1WebChart コントロールをWebForm に追加して、データソースに連携します。
Products Above Average Price テーブルからProductName と UnitPrice を取得します。
2. C1WebChart コントロールを右クリックしてコンテキストメニューからグラフのプロパティ
グラフのプロパティを選択します。 [グラフのプロ
グラフのプロ
パティ
パティ] デザイナが表示されます。
3. ツリービューで [グラフ種
グラフ種] にクリックして、シンプルタブの [棒グラフ
棒グラフ] à 棒グラフの第1のサブタイプ（棒グラフ
棒グラフ）を選択
します。[適用] ボタンをクリックすると、左側にX軸と下側にY軸が設定された棒が表示されます。
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4. ツリービューで [データ
データ] をクリックして、データセットリストボックスから「series 0」 を選択します。[データ連結]でX軸
のドロップダウンからProductName とY軸のドロップダウンからUnitPriceを選択します。

5. [データセット] リストボックス削除ボタンをクリックして、series 1、series 2、series 3を削除します。適用ボタンをクリッ
クして、OKボタンを押します。
6. C1WebChart の幅を500 px と高さを350 px に設定して、F5をクリックします。

C1WebChart スマートデザイナを有効にする
以下の手順に従ってC1WebChart スマートデザイナを有効にします。
36

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
1. WebプロジェクトにC1.Web.C1WebChart.Designer.2.dllアセンブリを追加します。
2. Web フォームにC1WebChartを追加し、C1WebChartタスク
タスクメニューから「スマートデザイナを有効にするかどうかを
スマートデザイナを有効にするかどうかを
指定します
指定します」チェックボックスを選択します。

3. lグラフ上にクリックして、スマートデザイナを実行します。
スマートデザイナを使用して特定のタスクを実行するには、スマートデザイナを使用してグラフ要素の作成や編集を行う を参
照してください。

コールバック時の視覚的フィードバックの提供
Ajax を使うとデータのロード時間が大幅に削減されますが、サーバー上のトラフィックが混雑している場合に待たされることがあ
ります。その場合、画像やコントロールなどの視覚的フィードバックを提供して、データを取得中であることを画面に表示してユー
ザーに知らせることができます。C1WebChart は、デフォルトのCallbackWaitImageUrlとして表示されるスピナー を提供しま
す。
サーバーから情報を取得している間、コントロールを表示する場合CallbackWaitControlID プロパティを使用し、画像を表示す
る場合CallbackWaitImageUrl プロパティを使用します。

CallbackWaitControlID プロパティの使用
C1WebChart にてコールバック中にコントロールを表示するには、以下の手順に従ってCallbackWaitControlID プロパティを
使用します。
1. フォームにC1WebChartコンポーネントを追加します。
2. C1WebChart にてコールバックを行うには、GeneralCallbackイベントを使用します。
3. フォームに Label コントロールを追加し、LabelのTextプロパティを「新規グラフを更新中です…」に設定します。そし
て、ForeColorプロパティを任意の色に設定します。
4. C1WebChart コンポーネントを選択し、プロパティ
プロパティウィンドウでCallbackWaitControlIDプロパティを Label1に設定しま
す。

この例では、GeneralCallbackイベントが有効になっています。ノードが展開されている状態でLabel1のTextプロパティ
に設定されたテキスト（新規グラフを更新中です
新規グラフを更新中です…）が表示されます。また、CallbackWaitImageUrlのデフォルト画像が
削除されています。
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CallbackWaitImageURLプロパティを使用する
プロパティを使用する
コールバック中、画像をコントロールの代わりに表示する場合、CallbackWaitImageUrl プロパティを以下のように使用します。
1.
2.
3.
4.

プロジェクトが保存されているディレクトリに画像を追加します。この例では、タイマーの画像を使用します。
フォームにC1WebChartコンポーネントを追加します。
C1WebChart にてコールバックを行うには、GeneralCallbackイベントを使用します。
C1WebChart のプロパティ
プロパティウィンドウを開き、
、CallbackWaitImageUrl プロパティの<…> ボタンをクリックします。[イメー
イメー
ジの選択
ジの選択] ダイアログボックスが表示されます。

5. [フォルダの内
フォルダの内容] 一覧から画像を選択し、OK ボタンをクリックします。CallbackWaitImageUrl プロパティに画像のURL
が設定されます。
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.
この例では、CallbackWaitImageUrlプロパティにタイマーの画像が設定されているので、選択された項目またはグルー
プが展開されている状態で、横にタイマーが表示されます。

注意：
注意：CallbackWaitControlID とCallbackWaitImageUrl両方のプロパティが設定されている場合
は、CallbackWaitControlID プロパティが優先され、コントロールのみが表示されます。
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C1WebChart チュートリアル
次のセクションでは、<IMG> タグとその引数の作成およびクライアント側にグラフのイメージを転送する<IMG> のソース属性
を示すいくつかのイメージ描画メソッドの使用方法を説明します。このチュートリアルでは、簡単なプロジェクトを通じて、イ
メージ描画メソッドは詳細に説明されています。
このセクションに記載されているC1WebChartチュートリアルについて、次の表を参照してください。

チュートリアル

説明

ファイルベースの描画チュートリアル

このチュートリアルでは、C1WebChartは一時ファイルを使
用して、クライアント側に転送されます。

HTTPHandler ベースの描画チュートリ
アル

このチュートリアルでは、C1WebChartは内部の
HttpHandlerを使用して、クライアント側に転送されます。

ASPページベースの描画チュートリアル

このチュートリアルでは、内部のHttpHandlerの代わりにカス
タムASPページが使用されているので、グラフの描画方法を
高度に制御できます。

ファイルベースの描画チュートリアル
ファイルベースの描画チュートリアルはクライアントへ一時ファイルを使用してグラフを転送します。同じグラフへの複数の要
求がある場合は、ファイルは既に存在すると、既存ファイルが使用されるので、サーバーの負荷が軽減されます。新規要求
の場合は、必要に応じて新しいファイルが作成されます。ファイルは自動的に削除されません。グラフの数が多くないが、グ
ラフへの要求が高い場合、または、複雑なグラフの場合、ファイル描画メソッドを使用します。ファイルベースの描画について
詳細は、ImageRenderMethodEnum.File メソッドを参照してください。

チュートリアル１ － ファイルベースの描画メソッドの使い方
To use a File-based rendering method to transfer C1WebChart to the client using temporary files, complete the
following steps:
1. C1WebChartをフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

2.
3.
4.
5.

「いいえ
いいえ」をクリックします。ファイルベースの描画メソッドを使用する時に、HttpHandler は使用されません。
必要に応じて、データと外観要素を設定します。
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethodEnum.File に設定します。
ImageUriImageUri プロパティが空白であることを確認します。

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src=C1WebChartTemp/c1c_105_f1_d814d8cf.png>
仮想パスが指定されていない場合は常に、C1WebChartTemp ディレクトリを仮想パスとします。このディレクトリには、ファイ
ルのセキュリティ設定で匿名（anonymous）の Web ユーザーに書き込みを許可する必要があります。
C1WebChartTemp 内に生成されるイメージのファイル名はグラフプロパティのハッシュコードであり、仮想的に各グラフに
対して一意である必要があります。すでにファイルが存在する場合、既存ファイルを使用したほうがサーバーの負荷が軽減
されるので、別のファイルを作成する必要はありません。

HTTPHandler ベースの描画チュートリアル
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HttpHandler ベースの描画チュートリアルでは、クライアントへC1WebChart の内部HttpHandlerを使用してグラフを転送し
ます。このメソッドでは、一時ファイルが使用されていないので、サーバー上のファイルシステムへの負荷が軽減されます。
HttpHandler ベースの描画メソッドは、簡単に生成可能なグラフまたは複数のグラフへ多くの要求を受信する可能性がある
場合に便利です。

チュートリアル２ - セッションベースの転送メソッドと一意のイメージ ID と共に
HTTPHandler を使う
To use HttpHandler with a Session-based transfer method and a unique image ID to transfer C1WebChart to the
client, complete the following steps:
1. C1WebChart をフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「はい
はい」をクリックして web.config ファイルに HttpHandler を追加します。この設定により、アプリケーションで
C1WebChart のビルトイン HttpHandler 機能が利用可能になります。
Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chartimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.2"/>
</httpHandlers>
</system.web>
<configuration>
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethod.HttpHandler に設定します。
ImageTransferMethod プロパティを ImageTransferMethod.Session に設定します。
ImageIDGenerationプロパティを ImageIdGeneration.Unique に設定します。
ImageUri プロパティが ""（空白）であることを確認します。

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='c1WebChartimage.aspx SessionID= 91…93&Delete=T' />
ImageIDGeneration プロパティが Unique に設定されているので、グラフの各描画の SessionID は一意です。それは以下
のようなセッション変数へのアクセスを提供します。
91…93_ImageBytes（実際のイメージを含む）
91…93_Hash（ハッシュコードとイメージの種類を含む）
"Delete=T"属性は、HTTPHandler がデータを受信した後にセッション変数を削除します。この属性は、常に一意の ID に対
して呼び出されます。
web.config エントリは、http 要求を処理する C1WebChart 内の該当クラスに対するページエイリアスを示します。
詳細は System.Web.IHttpHandler のリファレンスを参照してください。
チュートリアル３ - キャッシュベースの転送メソッドと一意のイメージ ID と共に HTTPHandler を使う
To use HttpHandler with a Cache-based transfer method and a unique image ID to transfer C1WebChart to the client, complete the following steps:
1. C1WebChart をフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。
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2. 「はい
はい」をクリックして web.config ファイルに HttpHandler を追加します。この設定により、アプリケーションで C1WebChart のビルトイン HttpHandler 機能が利用可能になります。
Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers> </system.web> <configuration>
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethod.HttpHandler に設定します。
ImageTransferMethod プロパティを ImageTransferMethod.Cache に設定します。
ImageIDGenerationプロパティを ImageIdGeneration.Unique に設定します。
ImageUri プロパティが ""（空白）であることを確認します。

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='c1WebChartimage.aspx CacheID=
81…93&Delete=T' />
ImageIDGeneration プロパティが Unique に設定されているので、グラフの各描画の CacheID は一意です。それは以下のようなキャッシュ変数へのアクセスを提供します。
81…93_ImageBytes（実際のイメージを含む）
81…93_Hash（ハッシュコードとイメージの種類を含む）
"Delete=T"属性は、HTTPHandler がデータを受信した後にキャッシュ変数を削除します。この属性は、常に一意の ID に対して呼び出されます。

チュートリアル４ - ファイルベースの転送メソッドと一意のイメージ ID と共に HTTPHandler を使う
To use HttpHandler with a File-based transfer method and a unique image ID to transfer C1WebChart to the client, complete the following steps:
1. C1WebChart をフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「はい
はい」をクリックして web.config ファイルに HttpHandler を追加します。この設定により、アプリケーションで C1WebChart のビルトイン HttpHandler 機能が利用可能になります。
Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers> </system.web> <configuration>
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethod.HttpHandler に設定します。
ImageTransferMethodプロパティを ImageTransferMethod.File に設定します。
ImageIDGeneration プロパティを ImageIdGeneration.Unique に設定します。
ImageUriプロパティにサーバー上の実行可能フォルダを指定します。
5. C1WebChart のサンプルフォルダをこのプロパティに設定するには、次のように記述します。
/C1WebChartApps/Sample/C1WebChartImage.aspx

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='c1WinChartimage.aspx
FileID=/C1WebChartApps/Sample/71…93.png&Delete=T' />
ImageIDGeneration プロパティが Unique に設定されているので、グラフの各描画の FileID は一意で、転送に使用される一時ファイルへの仮想パスが含まれます。仮想パスは、仮想ディレクトリとファイル名で構成されます。仮想ディレクトリは ImageUri プロパティで指定されます。
ファイルにはイメージの種類と一意の ID 文字列が含まれます。ImageUri:C1WebChart プロパティのファイル部分は、HTTPHandler ページを指定するために使用します。
"Delete=T"属性は、HTTPHandler がデータを受信した後に一時ファイルを削除します。この属性は、常に一意の ID に対して呼び出されます。

チュートリアル５ - セッションベースの転送メソッドとアプリケーションごとのイメージ ID と共に HTTPHandler を使う
To use HttpHandler with a Session-based transfer method and a per application image ID to transfer C1WebChart to the client, complete the following steps:
1. C1WebChartをフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「はい
はい」をクリックして web.config ファイルに HttpHandler を追加します。この設定により、アプリケーションで C1WebChart のビルトイン HttpHandler 機能が利用可能になります
Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers> </system.web> <configuration>
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethodプロパティを ImageRenderMethod.HttpHandler に設定します。
ImageTransferMethod プロパティを ImageTransferMethod.Session に設定します。
ImageIDGeneration プロパティを ImageIdGeneration.Application に設定します。
ImageUriプロパティが ""（空白）であることを確認します。

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='c1WebChartimage.aspx SessionID= WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E' />
"SessionID" 属性は、グラフの各描画において共通です。これによって、変更が発生しないかぎり既存のイメージを再利用できます。各ブラウザセッションのセッションオブジェクトがそれぞれ異なるため、各クライアントのデータは安全となります。"SessionID" 属性は、以下のようなセッ
ション変数へのアクセスを提供します。
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_ImageBytes（実際のイメージを含む）
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_Hash （ハッシュコードとイメージの種類を含む）
この場合、_Hash 変数は次の文字列を含みます。
“c1c_104_f1_c69d1f91.png”
この文字列はグラフプロパティの内容から一意に生成されます。C1WebChart 自体が描画するたびに、現在のハッシュをセッションオブジェクト内の既存のハッシュと照合します。変更がなければ、グラフイメージを作成し直す必要はありません。この動作を C1WebChart の内部
HTTPHandler に組み込むと、サーバー負荷の軽減に役立ちます。
セッション変数名は次に描画するときもそのままで、変数の値だけが変わります。したがって、描画するたびにセッション変数を削除する必要はありません.

チュートリアル６ - キャッシュベースの転送メソッドとアプリケーションごとのイメージ ID と共に HTTPHandler を使う
To use HttpHandler with a Cache-based transfer method and a per application image ID to transfer C1WebChart to the client, complete the following steps:
1. C1WebChart をフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「はい
はい」をクリックして web.config ファイルに HttpHandler を追加します。この設定により、アプリケーションで C1WebChart のビルトイン HttpHandler 機能が利用可能になります。
Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers> </system.web> <configuration>
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3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethod.HttpHandler に設定します。
ImageTransferMethodプロパティを ImageTransferMethod.Cache に設定します。
ImageIDGeneration プロパティを ImageIdGeneration.Application に設定します。
ImageUri プロパティが ""（空白）であることを確認します。
Page.Id が空であることを確認します。

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='c1WebChartimage.aspx CacheID=
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E' />
"CacheID" 属性は、以下のようなキャッシュ変数へのアクセスを提供します。
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_ImageBytes（実際のイメージを含む）
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_Hash （ハッシュコードとイメージの種類を含む）
この場合、_Hash 変数は次の文字列を含みます。
”c1c_104_f1_c69d1f91.png”
この文字列はグラフプロパティの内容から一意に生成されます。C1WebChart 自体が描画するたびに、現在のハッシュをアプリケーションキャッシュ内の既存のハッシュと照合します。変更がなければ、グラフイメージを作成し直す必要はありません。キャッシュは複数のクライアントが
使用できるため、単一のイメージを複数のクライアントで共有することもできます。この動作を C1WebChart の内部 HTTPHandler に組み込むと、サーバー負荷の軽減に役立ちます。
キャッシュ変数名は、描画ごとまたはクライアントごとに変わることはなく、変数の値のみが変わります。したがって、描画するたびにキャッシュ変数を削除する必要はありません。
キャッシュ変数は、C1WebChart の内部 HTTPHandler によって絶対的な有効期限、相対的な有効期限、および優先順位を使って挿入されます。これによってスケジュールに基づいて、またはリソースのニーズに応じて削除できます。

チュートリアル７ - ファイルベースの転送メソッドとアプリケーションごとのイメージ ID と共に HTTPHandler を使う
To use HttpHandler with a File-based transfer method and a per application image ID to transfer C1WebChart to the client, complete the following steps:
1. C1WebChart をフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「はい
はい」をクリックして web.config ファイルに HttpHandler を追加します。この設定により、アプリケーションで C1WebChart のビルトイン HttpHandler 機能が利用可能になります。
Web.config ファイルには以下のエントリが追加されます。
<configuration> <system.web> <httpHandlers> <add verb="*" path="c1chartimage.aspx" type="C1.Web.C1WebChart.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart.4"/> </httpHandlers> </system.web> <configuration>
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethod.HttpHandler に設定します。
ImageTransferMethodプロパティを ImageTransferMethod.File に設定します。
ImageIDGeneration プロパティを ImageIdGeneration.Application に設定します。
ImageUri プロパティにサーバー上の実行可能フォルダを設定します。
5. このプロパティに設定されている C1WebChart のサンプルフォルダをこのプロパティに設定するには、次のように記述します。
/C1WebChartApps/Sample/c1webchartimage.aspx

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=_c1wc
rc='c1webchartimage.aspx?FileID=C1WebChartTemp/WebForm1.aspx_C1WebChart1.png'/>
グラフの各描画の FileID は共通で、転送に使用される一時ファイルへの仮想パスを含みます。仮想パスは、仮想ディレクトリとファイル名で構成されます。仮想ディレクトリは ImageUri プロパティで指定されます。ファイルにはイメージの種類と一意の ID 文字列が含まれます。
ImageUri プロパティのファイル部分は、HTTPHandler ページを指定するために使用します。
このように作成したイメージファイルを設定し、絶対的な有効期限と相対的な有効期限に基づいて期限切れになるようにします。ファイルは、次回の描画時や、同じディレクトリ内の他の C1WebChart がファイルを描画したとき実際に削除されます。

ASPページベースの描画チュートリアル
ASPページベースの描画チュートリアルでは、内部のHttpHandlerの代わりに、カスタムASPページが使用されているので、
グラフの描画方法を高度に制御できます。このメソッドを使用することにより、クライアントキャッシュ、サーバーキャッシュ、
IIS のロギングを含む応答の管理をカスタマイズできます。
以下のコード例は、ASP ページの ImageRenderMethod プロパティを使用します。両方とも HTTPHandler に非常に類似し
ています。ただし、HTTPHandler エントリを web.config に追加する代わりに、指定した ASP ページを作成および追加して
<IMG> タグのソース属性の URL 要求を処理する必要があります。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports System
Imports System.Web
Imports System.Web.SessionState
Namespace AspPageSample
_
Public Class StreamResponse
Inherits System.Web.UI.Page
' イメージをこのページに転送する方法を決定します。
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
Dim ses As String = Request("SessionID") ' セッション転送の場合は非 Null 値。
Dim cac As String = Request("CacheID")
' キャッシュの転送の場合は非 Null 値。
Dim del As String = Request("Delete")
' 削除要求の場合は非 Null 値。
Dim doDelete As Boolean = False
' 削除要求ステータスをチェックします。
If Not (del Is Nothing) Then
del = del.ToLower()
doDelete = del = "t" Or del = "true"
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End If
Dim image As Byte() = Nothing
Dim imgtype As String = String.Empty
Dim img As String = String.Empty
Dim hsh As String = String.Empty
If Not (ses Is Nothing) Then
' セッションオブジェクトからイメージ情報を抽出します。
img = ses + "_ImageBytes"
hsh = ses + "_Hash"
image = CType(Session(img), Byte())
imgtype = CStr(Session(hsh))
If doDelete Then
Session.Remove(img)
Session.Remove(hsh)
End If
Else
If Not (cac Is Nothing) Then
' アプリケーションキャッシュからイメージ情報を抽出します。
img = cac + "_ImageBytes"
hsh = cac + "_Hash"
image = CType(Cache(img), Byte())
imgtype = CStr(Cache(hsh))
If doDelete Then
Cache.Remove(img)
Cache.Remove(hsh)
End If
End If
End If
If Not (image Is Nothing) And Not (imgtype Is Nothing) Then
' バイナリイメージをクライアントに返します。
imgtype = "image/" + imgtype.Substring((imgtype.LastIndexOf("."c) + 1))
Response.Clear()
Response.Cache.SetExpires(DateTime.MinValue)
' クライアントキャッシュを消去します。
Response.ContentType = imgtype
Response.BinaryWrite(image)
Response.Flush()
End If
End Sub 'Page_Load
End Class 'StreamResponse
End Namespace 'AspPageSample
C# コードの書き方

C#
using System;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
namespace AspPageSample
{
public class StreamResponse : System.Web.UI.Page
{
// イメージをこのページに転送する方法を決定します。
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
string ses = Request["SessionID"]; // セッション転送の場合は非 Null 値。
string cac = Request["CacheID"];
// キャッシュの転送の場合は非 Null 値。
string del = Request["Delete"];
// 削除要求の場合は非 Null 値。
bool doDelete = false;
// 削除要求ステータスをチェックします。
if(del != null)
{
del = del.ToLower();
doDelete = (del == "t" |
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}
byte [] image = null;
string imgtype = string.Empty;
string img = string.Empty;
string hsh = string.Empty;
if(ses != null)
{
// セッションオブジェクトからイメージ情報を抽出します。
img = ses + "_ImageBytes";
hsh = ses + "_Hash";
image = (byte[])Session[img];
imgtype = (string)Session[hsh];
if(doDelete)
{
Session.Remove(img);
Session.Remove(hsh);
}
}
else if(cac != null)
{

// アプリケーションキャッシュからイメージ情報を抽出します。
img = cac + "_ImageBytes";
hsh = cac + "_Hash";
image = (byte[])Cache[img];
imgtype = (string)Cache[hsh];
if(doDelete)
{
Cache.Remove(img);
Cache.Remove(hsh);
}
}
if(image != null && imgtype != null)
{
// バイナリイメージをクライアントに返します。
imgtype = "image/" + imgtype.Substring(imgtype.LastIndexOf('.')+1);
Response.Clear();
Response.Cache.SetExpires(DateTime.MinValue); // クライアントキャッシュを消去します。
Response.ContentType = imgtype;
Response.BinaryWrite(image);
Response.Flush();
}

}
}
}

チュートリアル８ － セッションベースの転送メソッドと共にASPページの描画メ
ソッドを使う
To use an ASP Page-based rendering method with a Session-based transfer method, complete the following steps:
1. C1WebChartをフォームに配置します。「確認
確認」 ダイアログボックスが表示されます。

2. 「いいえ
いいえ」をクリックします。ASP ページベースの描画メソッドを使用する時に、HttpHandler は使用されません。
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
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4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します。
ImageRenderMethodプロパティを ImageRenderMethod.ASPPage に設定します。
ImageTransferMethod プロパティを ImageTransferMethod.Session に設定します。
ImageIDGenerationプロパティを ImageIdGeneration.Unique に設定します。
ImageUri プロパティを上記の ASP ページに設定します。
ImageUri = C:\...StreamResponse.aspx）

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='StreamResponse.aspx SessionID=
3b…a5&Delete=T' />
ImageIDGeneration プロパティが Unique に設定されているので、グラフの各描画の SessionID は一意です。それは以下
のようなセッション変数へのアクセスを提供します。
The Session object variables are:
3b…a5_ImageBytes（実際のイメージを含む）
3b…a5_Hash（ハッシュコードとイメージの種類を含む）
"Delete=T"属性は、HTTPHandler がデータを受信した後にセッション変数を削除します。この属性は、常に一意の ID に対
して呼び出されます。
ASP ページを内部 HTTPHandler の代わりに使用すると、クライアントに送信するストリームを完全に制御できます。上述の
コードは、内部 HTTPHandler で使用しているのとまったく同じ機能を提供します。
ImageUri プロパティは、イメージの処理に使用する ASP ページへの完全パスを指定します。HTTPHandler はオーバーライ
ドするため、ImageUri プロパティのファイル名部分は web.config に追加されているどの HTTPHandler とも一致しない必
要があることに注意してください。これは ASP の機能であり、C1WebChart の機能ではありません。
ImageTransferMethod プロパティをキャッシュに変更した場合、生成されるイメージタグの書式は同じです。ただ
し、CacheID が SessionID の代わりに指定され、データはセッションオブジェクトの代わりにアプリケーションキャッシュに追
加されます。

チュートリアル９ － キャッシュベースの転送メソッドと共にASPページの描画メ
ソッドを使う
To use an ASP Page-based rendering method with a Cache-based transfer method, complete the following steps:
1. C1WebChart をフォームに配置します。「確認
確認」ダイアログボックスが表示されます。

<
2. 「いいえ
いいえ」をクリックします。ASP ページベースの描画メソッドを使用する時に、HttpHandler は使用されません。
3. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
4. C1WebChart のプロパティを次のように設定します
ImageRenderMethod プロパティを ImageRenderMethod.ASPPage に設定します。
ImageTransferMethod プロパティを ImageTransferMethod.Cache に設定します。
ImageIdGenerationプロパティを ImageIdGeneration.Application に設定します。
ImageUri プロパティを上記の ASP ページに設定します。
ImageUri = C:\…StreamResponse.aspx）
SlidingExpiration プロパティを「00:00:30」に設定します.

プログラムを実行し、次のことに注意してください：
作成されたイメージタグは、次のようになるはずです。
<img id=chart2d1 src='StreamResponse.aspx CacheID= WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E' />
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ImageIDGeneration プロパティが Unique に設定されているので、グラフの各描画の SessionID は一意です。それは以下のよ
うなセッション変数へのアクセスを提供します。
The Cache object variables are:
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_ImageBytes（実際のイメージを含む）
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_Hash （ハッシュコードとイメージの種類を含む）
SlidingExpiration プロパティを 30 秒に設定すると、最後のアクセスからのキャッシュ変数の有効期間が 30 秒間となります。
ASP ページを内部 HTTPHandler の代わりに使用すると、クライアントに送信するストリームを完全に制御できます。上述のコー
ドは、内部 HTTPHandler で使用しているのとまったく同じ機能を提供します。
ImageUri プロパティは、イメージ処理に使用する ASP ページへの完全パスを指定します。HTTPHandler はオーバーライドする
ため、ImageUri プロパティのファイル名部分は web.config に追加されているどの HTTPHandler とも同じでない必要があるこ
とに注意してください。これは ASP の機能であり、C1WebChart の機能ではありません。
ImageTransferMethod プロパティをセッションに変更した場合、生成されるイメージタグの書式は同じです。ただし、SessionID
が CacheID の代わりに指定され、データはアプリケーションキャッシュの代わりにセッションオブジェクトに追加されます。
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クイックスタート
このセクションでは、製品の単価、在庫ユニット数、再注文レベルをカテゴリ別に表示したレポートを作成する手順を説明しま
す。このレポートは、その情報を単純な横棒グラフで示します。y 軸は製品の名前を表し、x 軸は製品の単価、在庫ユニット
数、および再注文レベルの数値を表します。この横棒グラフでは、３つの系列を使用して、単価、在庫ユニット数、および再
注文レベルを表示します。各系列の色を示すため、凡例を使用します。
このグラフは、サンプルの Access データベース Nwind.mdb のデータを使用します。このクイックスタートでは、データベー
スファイル Nwind.mdb が <インストールフォルダー>\Common Files\C1Studio\Data ディレクトリに置かれているものと
し、このデータベースに言及する際は、簡潔にするため、フルパスではなくファイル名を使用します。
このクイックスタートを完了すると、次の図のようなグラフが得られます。

手順 1：グラフのデータソースの作成
この手順では、［グラフのプロパティ］ダイアログボックスを使用して、グラフを後でバインドできるデータソースを作成します。.NET プロジェクトを作成して、以下の
手順を実行します。

新しいデータソースの追加
1. プロジェクトツールバーで、［データ
データ］メニューから［新しいデータソースの追加
新しいデータソースの追加］を選択します。［データソース構成ウィザード
データソース構成ウィザード］ダイアログボックスが表示され
ます。
2. データベース
データベースを選択して〈次へ
次へ〉をクリックします。
3. 〈新しい接続
新しい接続〉をクリックします。
4. ［接続の追加
接続の追加］ダイアログボックスで、〈参照
参照〉をクリックします。
5. ［Microsoft Access データベースファイルの選択
データベースファイルの選択］ダイアログボックスで、Nwind.mdb（場所はデフォルトで C:\Program Files\Common
Files\C1Studio\Data）を指定して〈開く
開く〉をクリックし、〈OK〉をクリックします。
6. 〈次へ
次へ〉をクリックして操作を続行します。データファイルをプロジェクトに追加して接続文字列を修正するかどうかを確認するダイアログボックスが表示さ
れます。データベースをプロジェクトにコピーする必要はないため、〈いいえ
いいえ〉をクリックします。
7. ［名前を指定して接続を保存する
名前を指定して接続を保存する］チェックボックスが ON になっていることを確認し、〈次へ
次へ〉をクリックして操作を続行します。
接続文字列は NwindConnectionString として保存されます。
8. ［テーブル
テーブル］ノードを拡張して、Categories オブジェクトと Products オブジェクトを選択します。
9. 〈完了
完了〉をクリックします。

OleDbDataAdapter の追加
11. ツールボックスを右クリックして〈アイテムの選択〉をクリックし、ダイアログボックスの「.NET Framework コンポーネント
コンポーネント」タブで、OleDbDataAdapter を
選択します。
ツールボックスでOleDbDataAdapter コンポーネントをダブルクリックすると、OleDbDataAdapter がコンポーネントトレイに表示され、データアダプタ構
成ウィザードが表示されます。
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12. データアダプタ構成ウィザードで、データアダプタに使用する接続（この場合は、
、C:\Program Files\Common Files\C1Studio\Data\Nwind.mdb））をド
ロップダウンリストボックスから選択して、〈次へ
次へ〉をクリックします。
13. デフォルトでは、［SQL 文を使用する
文を使用する］が選択されています。〈次へ
次へ〉をクリックします。
14. 次の SQL 文をデータアダプタ構成ウィザードのテキストボックスにコピー＆ペーストします。
SELECT CategoryID, ProductName, UnitPrice, UnitsInStock, ReorderLevel FROM Products ORDER BY UnitPrice DESC
15. 〈次へ
次へ〉をクリックしてから〈はい
はい〉をクリックし、クエリーに主キー列を追加します。
16. 〈完了
完了〉をクリックします。
OleDbConnection1 コンポーネントが自動的にコンポーネントトレイに挿入されることを確認してください。

データセットの作成
以下の手順を実行して、OleDbDataAdapter1 に関連したデータセットを作成します。
17. OleDbDataAdapter1 を選択し、そのスマートタグをクリックして、〈DataSet の作成
の作成〉をクリックします。［データセットの作成
データセットの作成］ダイアログボックスが表示さ
れます。
18. 〈既存〉ラジオボタンが選択されていること、［Products］テーブルが選択されていること、およびオプション［このデータセットをデザイナに追加する］が選択
されていることを確認して、〈OK〉をクリックします。
NWindDataSet1 がコンポーネントトレイに追加されます。

２つめの OleDbDataAdapter の追加
19. ツールボックスから、OleDbDataAdapter コンポーネントをダブルクリックして、OleDbDataAdapter コンポーネントをもう１つコンポーネントトレイに追加
します。
20. ディレクトリを表示するデータ接続 ACCESS. C:\Program Files\Common Files\C1Studio\Data\Nwind.mdb を、ドロップダウンリストボックスから選択
します。
21. 〈次へ
次へ〉をクリックして操作を続行します。
22. ［SQL 文を使用する
文を使用する］が選択されていることを確認して、〈次へ
次へ〉をクリックします。
23. 次の SQL 文をデータアダプタ構成ウィザードのテキストボックスにコピー＆ペーストします。
SELECT CategoryName, CategoryID FROM Categories
24. 〈次へ
次へ〉をクリックして、〈完了
完了〉をクリックします。

OleDbDataAdapter2 用のデータセットの作成
以下の手順を実行して、OleDbDataAdapter2 に関連したデータセットを作成します。
25. OleDbDataAdapter2 を選択し、そのスマートタグをクリックして、〈DataSetの作成
の作成〉をクリックします。
26. ［データセットの作成
データセットの作成］ダイアログボックスで〈新規作成〉をクリックして、名前を categoriesDataSet とします。
27. ［Categories］テーブルが選択されていること、およびオプション［このデータセットをデザイナ
このデータセットをデザイナに追加する］が選択されていることを確認して、〈OK〉をクリッ
クします。
CategoriesDataSet1 がコンポーネントトレイに追加されます。

データセットへの入力
データセットに入力するには、次のコードを Form1_Load イベントに追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
oleDbDataAdapter1.Fill(nwindDataSet1)
oleDbDataAdapter2.Fill(categoriesDataSet1)
C# コードの書き方

C#
oleDbDataAdapter1.Fill(nwindDataSet1);
oleDbDataAdapter2.Fill(categoriesDataSet1);

DataView コンポーネントの追加
デザインビューに戻って、以下の手順を実行します。
28. ツールボックスを右クリックして〈アイテムの選択〉をクリックし、ダイアログボックスの「.NET Framework コンポーネント」タブで、DataView を選択します。
29. DataView のプロパティウィンドウで、各プロパティを次のように設定します。
AllowDelete = False
AllowEdit = False
AllowNew = False
Table = nwindDataSet1.Products
これで、データソースの作成は正常に完了しました。次の手順では、グラフを追加して既存のデータソースにバインドする方法、および［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイ
アログボックスを使用してグラフを手軽にカスタマイズする方法を示します。

手順 2：データソースへの C1Chart のバインド
前の手順で作成したデータソースにグラフをバインドするには、以下の手順を実行します。
1. ツールボックスから、C1Chart コントロールをダブルクリックしてフォームに追加します。C1Chart コントロールのサイ
ズを 400 × 400 程度に変更します。
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2. グラフを右クリックして、メニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスが
表示されます。
3. ［グラフ種
グラフ種］をクリックして「シンプル
シンプル」タブを選択します。種別として「Bar」を選択します。右ペインで、左上の横棒画像
を選択して、〈適用
適用〉をクリックします。
4. 〈データ
データ〉をクリックして、「series 3」を選択します。〈削除
削除〉をクリックして、「series 3」を横棒グラフから削除します。
5. 「series 0」、「series 1」、「series 2」のラベルを、それぞれ「Unit Price」、「Units in Stock」、「Reorder Level」として設
定します。〈適用
適用〉をクリックします。
6. ツリービューで、［データ
データ］-［接続
接続］を選択して、［データソース
データソース］ドロップダウンリストボックスから DataView1 を選択し
ます。.
7. 〈データ
データ〉をクリックして、［データセット］リストボックスから「単価」を選択します。「データ連結
データ連結」で、X 軸のデータフィー
ルドを ProductName に、Y 軸のデータフィールドを UnitPrice に設定します。.
8. 「在庫ユニット数」のデータセットを選択して、その X 軸のデータフィールドを ProductName に、Y 軸のデータフィー
ルドを UnitsInStock に設定します。
9. 「再注文レベル」のデータセットを選択して、その X 軸のデータフィールドを ProductName に、Y 軸のデータフィール
ドを ReorderLevel に設定します。
10. ツリービューで、［外観
外観］-［ヘッダ
ヘッダ］を選択します。
11. 「外観
外観［ヘッダ
ヘッダ］」タブで、［表示
表示］チェックボックスをクリックして、グラフのヘッダを有効にします。
12. 〈OK〉を選択して［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。
13. アプリケーションを実行します。
データソースへのグラフの接続とグラフの設定値の設定は正常に完了しました。グラフ上のデータをより理解しやすくするた
め、次の手順では、リストボックスを追加して、カテゴリをデータからフィルタリングします。

手順 3：データセットへのリストボックスのバインド
カテゴリをデータからフィルタリングするには、以下の手順を実行します。
1. ツールボックスから、ListBox コントロールをダブルクリックしてフォームに追加します。ListBox コントロールを、次の
ように C1Chart コントロールの左にドッキングします。

2. ListBox コントロールを選択し、そのスマートタグをクリックしてメニューを開きます。［データバインド項目を使用する
データバインド項目を使用する］
を選択し、［データソース］ドロップダウンリストボックスで、［他のデータソース
他のデータソース］-［プロジェクトデータソース］
プロジェクトデータソース］-
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［categoriesDataSet］-［Categories］を選択します。

3. ［メンバの表示
メンバの表示］を CategoryName に設定します。
4. ListBox をダブルクリックして、Listbox1_SelectedIndexChanged イベントを作成します。
5. 次のコードを Listbox1_SelectedIndexChanged イベントに追加して、ユーザーがカテゴリ項目を選択したときに
CategoryID をリストボックスに抽出します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub listBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As
System.EventArgs) Handles listBox1.SelectedIndexChanged
If listBox1.SelectedIndex >= 0 Then
Dim categoryID As String =
Me.categoriesDataSet1.Categories(listBox1.SelectedIndex).CategoryID.ToString()
Me.dataView1.RowFilter = "CategoryID = " + categoryID
Me.c1Chart1.Header.Text = listBox1.Text
End If
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
if (listBox1.SelectedIndex >= 0)
{
string categoryID =
this.categoriesDataSet1.Categories[listBox1.SelectedIndex].CategoryID.ToString();
this.dataView1.RowFilter = "CategoryID = " + categoryID;
this.c1Chart1.Header.Text = listBox1.Text;
}
}
6. アプリケーションを実行してリストボックスからカテゴリを選択し、グラフでデータがフィルタリングされることを確認しま
す。
グラフへのデータのバインドは正常に完了しました。次の手順では、グラフの外観に変更を加えます。
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手順 4：グラフのカスタマイズ
このセクションでは、組み込みの書式設定効果を使用して、グラフの外観をより魅力的で実用的なものにする方法を学びま
す。
このチュートリアルを完了したら、データバインドされたグラフの外観は次のようになります。
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C1Chart では、グラフの背景色をコントロールの色として設定し、プロット領域を白色に設定しますが、別の色を選択したり、
まったく色を使用しなかったり、独自に２つの色を使用してグラデーション効果を生み出したりできます。

データ系列の色の変更
1. C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［データ］を選択します。
3. [グラフデータ
グラフデータ]タブで、[データセット
データセット]グループボックスから各データセットを選択して、［塗りつぶし
塗りつぶし］ドロップダウン
チェックボックスをクリックし、特定の塗りつぶし色を選択します。
塗りつぶし種別として ［シンプル］を選択して、「単価」の色を PaleTurquoise に、「在庫ユニット数」の色を
BlueViolet に、「再注文レベル」の色を DeepPink に設定します。
4. 〈OK〉をクリックします。
このように明るい色と暗い色の間でコントラストを付けることで、データセットの区別が容易になります。

凡例の位置の変更
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［外観
外観］-［凡例
凡例］を選択します。
［表示
表示］チェックボックスをクリックして、〈適用
適用〉をクリックします。
凡例が右側に表示されます。
［位置
位置］ドロップダウンチェックボックスをクリックして、［South ］を選択します。
〈OK〉をクリックします。
こうすれば水平方向のスペースが広がるため、グラフが見やすくなります。

軸タイトルの削除
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1.
2.
3.
4.

C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［軸
軸X］を選択し、［タイトル
タイトル］のテキストを削除します。
同様に［軸
軸Y］を選択し、［タイトル
タイトル］のテキストを削除します。
〈OK〉をクリックします。

水平グリッド線の削除
1.
2.
3.
4.

C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［軸
軸X］-［グリッド線
グリッド線］を選択します。
主グリッドグループで、［表示
表示］チェックボックスの選択を解除します。
〈OK〉をクリックします。
X 軸のグリッド線がグラフから削除されます。

グラフヘッダのフォントスタイルの変更
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［外観
外観］-［ヘッダ
ヘッダ］を選択します。
［表示
表示］チェックボックスをクリックします。
［テキスト
テキスト］に任意の文字列を入力し、〈適用
適用〉をクリックします。
ヘッダが表示されます。
〈フォント
フォント〉ボタンをクリックして［フォント
フォント］ダイアログボックスを開きます。フォント名をＭＳ明朝に、スタイルを太字に、
サイズを 10 に変更し、〈OK〉をクリックします。
7. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで〈OK〉をクリックします。

グラフの枠線の色の変更
1. C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［外観
外観］-［グラフ領域
グラフ領域］を選択します。
3. 「外観［グラフ領域］
外観［グラフ領域］」タブで、［境界線
境界線］ドロップダウンチェックボックスをクリックして、スタイルをSolid、色を Black、太
さを２に設定します。
4. 〈OK〉をクリックします。

グラフへのグラデーション塗りつぶし効果の追加
1. C1Chart コントロールを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで、［外観
外観］-［グラフ領域
グラフ領域］を選択します。
3. 「外観［グラフ領域
外観［グラフ領域］」タブで、［塗りつぶし
塗りつぶし］ドロップダウンチェックボックスをクリックして、［グラデーショ
グラデーション］オプションを
選択します。グループボックスにいくつかのグラデーションオプションが表示されます。「色１
色１」 に LightYellow、「色
色
２」 に White を選択し、１つめのグラデーションを選択して、〈OK〉をクリックします。
アプリケーションを実行して、グラフの外観を確認してください。
クイックスタートは完了しました。このクイックスタートでは、以下の方法を学びました。
C1Chart を静的にデータテーブルにバインドする。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを使用して C1Chart のプロパティをカスタマイズする。
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C1Chart の使い方
設計時のサポート
C1Chart は、豊富な設計時サポートを提供してオブジェクトモデルの操作を簡素化する視覚的なデザイナを備えています。
以下の Visual Studio のデザイナ、メニュー、およびコレクションエディタを使用すると、パワフルで機能を強化したグラフを
自由自在に作成できます。
スマートタグ
グラフウィザード
グラフプロパティエディタ
視覚エフェクトデザイナ
C1Chart のコレクションエディタ
以下のセクションでは、C1Chart の設計環境を使用して C1Chart コントロールを設定する方法について説明します。
C1Chartでは、Visual Studio 設計時サポート以外にも、短時間で単一グラフまたは複合グラフを作成するための設計時
ツールを提供しています。特殊な設計時ツールの詳細については、C1Chart 作成用の設計時ツールを参照してください。

C1Chart スマートタグ
Visual Studio では、C1Chart コンポーネントにスマートタグが含まれています。スマートタグは、各コンポーネント／コマンド
で最もよく使われるプロパティを提供するショートカットのタスクメニューを表します。
C1Chart コンポーネントでは、スマートタグから、グラフウィザード、グラフのプロパティ、視覚エフェクトの各ダイアログに迅
速かつ容易にアクセスできます。
［C1Chart タスク
タスク］メニューにアクセスするには、C1Chart コントロールの右上隅にあるスマートタグ（ ）をクリックします。
［C1Chart タスク
タスク］メニューが開きます。

［C1Chart タスク］メニューは以下のように操作します。
［グラフの種類
グラフの種類］
［グラフの種類
グラフの種類］ドロップダウンリストボックスをクリックすると選択できる2DのC1Chartの種別が表示されます。
［サンプルデータの適用
サンプルデータの適用］
［サンプルデータの適用
サンプルデータの適用］項目をクリックすると、現在のデータが失われてしまうというメッセージを表示する警告ダ
イアログボックスが開きます。そこで「はい
はい」を選択したら、現在データやデフォルトデータが選択されたグラフ種類
のサンプルデータに変わります。
［ウィザード
ウィザード］
［ウィザード
ウィザード］項目をクリックすると、［グラフウィザード
グラフウィザード］エディタが開きます。［グラフウィザード
グラフウィザード］ダイアログボックス
の各要素とその使用方法の詳細は、グラフウィザードの使用を参照してください。
［プロパティ
プロパティ］
［プロパティ
プロパティ］項目をクリックすると、［グラフのプロパティ
、［グラフのプロパティ］エディタが開きます。［グラフのプロパティ］ダイアログボッ
クスの各要素とその使用方法の詳細は [グラフのプロパティ]ダイアログボックスの使用を参照してください。
［スマートデザイナを有効にする
スマートデザイナを有効にする］
［スマートデザイナを有効にする
スマートデザイナを有効にする］チェックボックスを選択すると、Enabled プロパティが True に設定さ
れ、C1Chart コントロールのスマートデザイナが有効になります。デフォルト値は True（チェックマークを付ける）
です。スマートデザイナの各要素の詳細は、スマートデザイナを参照してください。
［視覚エフェクト
視覚エフェクト］
［視覚エフェクト
視覚エフェクト］目をクリックすると、［視覚エフェクト
視覚エフェクト］デザイナが開きます。［視覚エフェクト
視覚エフェクト］デザイナの各要素と
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その使用方法の詳細は、視覚エフェクトデザイナの使用を参照してください。
［バージョン情報
バージョン情報］
［バージョン情報
バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報
バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Chart のバージョン
番号などを見ることができます。
［親コンテナでドッキングを解除する
親コンテナでドッキングを解除する］
［親コンテナでドッキングを解除する
親コンテナでドッキングを解除する］をクリックすると、C1Chart コントロールはその親コンテナ内に入ります。

C1Chart コンテキストメニュー
C1Chart は、設計時に使用する追加機能のコンテキストメニューを提供します
C1Chart2D のコンテキストメニューにアクセスするには
C1Chart コンポーネントを右クリックしてそのコンテキストメニューを開きます。

下表に、C1Chart に追加されたカスタム項目を簡単に説明します。
［バージョン情報
バージョン情報］
［バージョン情報
バージョン情報］ダイアログボックスを表示します。C1Chart のバージョン番号とオンラインリソースを見ることが
できます。.
［グラフウィザード］
グラフウィザード
グラフウィザードを開きます。.
［グラフの読み込み］
C1Chart コントロールの保存済みレイアウトを読み込みます。
［グラフの保存］
C1Chart コントロールのレイアウトを XML ファイルとして保存します。
［グラフのプロパティ］
グラフのプロパティエディタを開きます。
［グラフのリセット］
グラフをリセットします。
［デフォルト設定へリセット］
グラフをデフォルト設定にリセットします。
［データ連結の編集］
［C1Chart データ連結
データ連結］ エディタを開きます。
［視覚エフェクト］
［視覚エフェクト
視覚エフェクト］デザイナを開きます。

C1Chart のコレクションエディタ
C1Chart は、設計時にグラフ要素にプロパティを適用できる以下のコレクションエディタを提供します。
Action コレクションエディタ
AlarmZone コレクションエディタ
Axis コレクションエディタ
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ChartDataSeries コレクションエディタ
ChartGroup コレクションエディタ
FunctionBase コレクションエディタ
Labels コレクションエディタ
PointStyle コレクションエディタ
ScaleMenuItem コレクションエディタ
TrendLine コレクションエディタ
ValueLabel コレクションエディタ
VisualEffectsStyle コレクションエディタ
各エディタのアプリケーションの主要部分は、ユーザーによる C1Chart の各要素の編集に便利な Windows フォームで構
成されます。.

Action コレクションエディタ
Action コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、設計時にグラフの回転、スケール、移動、ズームの各インタラクティブ操作を設定しま
す。回転、スケール、移行、ズームの各インタラクティブ操作の詳細は、回転、拡大/縮小、移動、ズームを参照してください。

Action コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティ］ウィンドウで、Interaction ノードを展開し、Actionsロパティの横の 〈…〉ボタンをクリックします。Action
コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。

Action コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に、Action コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に Interaction クラ
スでこれらのプロパティを使用できます。

メンバ

説明

Axis

変換アクションに使
用する軸（複数可）
を取得または設定し
ます。

Modifier

キー修飾子を取得
または設定します。

MouseButton このアクションを開
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始するマウスボタン
を取得または設定し
ます。
Name

アクションの名前を
取得します。

AlarmZone コレクションエディタ
設計時に、AlarmZones コレクションエディタ
コレクションエディタを使用して、プロット領域にアラームゾーンを追加、またはアラームゾーンを変
更します。アラームゾーンの詳細は、 アラームゾーンの概要を参照してください。

AlarmZones コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ］で、ChartArea ノード、PlotArea ノードの順に展開し、AlarmZones プロパティの横の〈…〉ボ
タンをクリックして、AlarmZones コレクションエディタ
コレクションエディタを表示します。

AlarmZones コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に AlarmZone コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に AlarmZone
クラスでこれらのプロパティを使用できます。

プロパティ名 説明
BackColor

アラームゾーンの背景色を取得または設定します。PlotArea クラスから継承します。

FarExtent

アラームゾーンの X 軸のデータ座標の上限を取得または設定します。

ForeColor

アラームゾーンの前景色を取得または設定します。PlotArea クラスから継承します。

GroupIndex

アラームゾーンのデータグループのインデックスを取得または設定します。

LowerExtent

アラームゾーンの Y 軸のデータ座標の下限を取得または設定します、

MinHeight

アラームゾーンの最小の高さをピクセル単位で取得または設定します。

MinWidth

アラームゾーンの最小の幅をピクセル単位で取得または設定します。

Name

アラームゾーンの名前を取得または設定します。インデックスとして、あるいは簡単に識別するために、
この名前を使用します。

NearExtent

アラームゾーンの X 軸のデータ座標の下限を取得または設定します。

PatternStyle

PatternVisible プロパティが True の場合に使用するパターンのスタイルを取得または設定します。
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PatternStyle プロパティは AlarmZone の ForeColor プロパティで指定した色で描画されます。
PatternVisible アラームゾーンの背景にブラシをかけるために、PatternStyle プロパティで指定したパターンを使用す
るかどうかを取得または設定します。
Shape

アラームゾーンの形状を取得または設定します。

UpperExtent

アラームゾーンの Y 軸のデータ座標の上限を取得または設定します。

Visible

アラームゾーンの表示／非表示を取得または設定します。

Axis コレクションエディタ
Axis コレクションエディタ
コレクションエディタを使用して、C1Chart のX、Y、Y2 の各軸のプロパティを変更します。Axes プロパティの詳細
は、軸を参照してください。

Axis コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ
プロパティウィンドウ］で、ChartArea ノードを展開し、Axes プロパティの横の〈...〉省略ボタンをクリックします。Axis
コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます

Axis コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に、Axis コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に Axis クラスでこれら
のプロパティを使用できます。
Axis コレクションエディタのその他のプロパティ

プロパティ名

説明

Alignment

軸の表示内のテキストの配置を取得または設定します。ChartArea から継承します。

AnnoFormat

軸ラベルの書式を取得または設定します。

AnnoFormatString

手動による書式設定で使用して、軸ラベルの書式文字列を取得または設定します。

AnnoMethod

軸ラベルの添付方法を取得または設定します。

AnnotationRotation

軸ラベルの右回りの回転角度を取得または設定します。

AutoMajor

主目盛マークの値を自動計算するかどうかを取得または設定します。

AutoMax

軸の最大値を自動的に計算するかどうかを取得または設定します。

AutoMin

軸の最小値を自動計算するかどうかを取得または設定します。
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AutoMinor

副目盛マークの値を自動計算するかどうかを取得または設定します。

AutoOrigin

軸の起点を自動的に計算するかどうかを取得または設定します。

Compass

軸の一般的な位置を取得または設定します。X 軸は北／南（上下）に、Y 軸と Y2 軸は東
／西（左右）に設定されます。

Font

フォントオブジェクトを取得または設定します。ChartArea から継承します。

ForeColor

前景色を取得または設定します。ChartArea から継承します。

GridMajor.AutoSpace

グリッド線の間隔を自動的に計算するかどうかを取得または設定します。

GridMajor.Color

線の色を取得または設定します。

GridMajor.Pattern

線のパターンを取得または設定します。

GridMajor.Spacing

グリッド線の間隔を、データの座標単位で取得または設定します。

GridMajor.Thickness

線の太さを取得または設定します。

GridMinor.AutoSpace

グリッド線の間隔を自動的に計算するかどうかを取得または設定します。

GridMinor.Color

線の色を取得または設定します。

GridMinor.Pattern

線のパターンを取得または設定します。

GridMinor.Spacing

グリッド線の間隔を、データの座標単位で取得または設定します。

GridMinor.Thickness

線の太さを取得または設定します。

GridMinor.Visible

グリッド線の表示／非表示を取得または設定します。

IsLogarithmic

軸を対数表示にするかどうかを取得または設定します。

LogarithmicBase

使用する対数目盛の底を取得または設定します。１以下の場合、自然対数を指定します。

Max

軸の最大値を取得または設定します。

Min

軸の最小値を取得または設定します。

Name

軸名（X、Y、Y2）を取得します。

NoAnnoOverlap

軸の注釈で重なりを許可するかどうかを取得または設定します。

OnTop

軸とグリッド線をグラフ画像上に表示するかどうかを取得または設定します。

Origin

軸の起点を取得または設定します。

Reversed

軸の表示を反転（昇順または降順）するかどうかを取得または設定します。

Rotation

軸のテキストキャプションの回転角度を取得または設定します。

ScrollBar

軸のスクロールバーを取得します。

ScrollBar.Alignment

プロット領域に相対してスクロールバーの配置を取得または設定します。

ScrollBar.Anchored

軸スクロールバーがプロット領域境界に固定されるか、あるいは軸の起点と一緒に動くか
を指定します。

ScrollBar.Appearance

スクロールバーの外観を取得または設定します。

ScrollBar.Buttons

スクロールバーのボタンを取得または設定します。

ScrollBar.Max

スクロールバーの位置の最大値を取得または設定します。

ScrollBar.Min

スクロールバーの位置の最小値を取得または設定します。

ScrollBar.Scale

スクロールバーのスケールを取得または設定します。

ScrollBar.ScaleMenu

ユーザーがスケールボタンをクリックしたときに表示するカスタムのコンテキストメニューを
取得または設定します。

ScrollBar.ScaleMenuItems

スケールメニューのコレクションを取得します。

ScrollBar.ScrollKeys

スクロールバーが反応するキーを取得または設定します。

ScrollBar.Size

スクロールバーのサイズを取得または設定します。

ScrollBar.Step

スクロールバーの位置の変更のステップを取得または設定します。
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ScrollBar.Value

スクロールバー上のスクロールボックスの現在の相対位置を表す値を取得または設定し
ます。

ScrollBar.Visible

スクロールバーの表示／非表示を取得または設定します。

Text

軸のテキストキャプションを取得または設定します。

Thickness

軸の太さをピクセル単位で取得または設定します。

TickFactorMajor

主目盛マークの長さを指定する係数を取得または設定します。

TickFactorMinor

副目盛マークの長さを指定する係数を取得または設定します。

TickGauge

補助目盛マークで区切られる区画数を指定する整数を取得または設定します。

TickLabels

軸に相対する軸ラベルの位置を取得または設定します（現在実装されていません）。

TickMajor

主目盛のタイプを取得または設定します。

TickMinor

副目盛のタイプを取得または設定します。

TooltipText

ツールチップテキストを取得または設定します。

UnitMajor

主目盛の単位を取得または設定します。この値を設定すると AutoMajor プロパティは
False になります。

UnitMinor

副目盛の単位を取得または設定します。この値を設定すると AutoMinor プロパティは
False になります。

ValueLabels

この軸の ValueLabels コレクションを取得します。

VerticalText

ラベルのテキストを垂直に表示するかどうかを取得または設定します。

Visible

軸の表示／非表示を取得または設定します。

ChartDataSeries コレクションエディタ
ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、ユーザーはデータセットの追加と削除やそのプロパティの変更ができます。
ChartDataSeries の詳細は、 ChartDataSeries オブジェクトの定義を参照してください。

ChartDataSeries コレクションエディタは以下の手順でアクセスできます。
1. C1Chart コントロールを右クリックして、コンテキストメニューから［グラフのプロパティ］を選択します。
コントロールを右クリックして、コンテキストメニューから［グラフのプロパティ］を選択します。.
2. プロパティ
プロパティウィンドウ］で、ChartGroups ノードを展開した後、Group0 または Group1 ノードを展開します。
3. ChartData ノードを展開し、SeriesList プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。

61

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
ChartDataSeries コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタで使用できるプロパティの名前と説明は下表のとおりです。これらのプロパ
ティは実行時に ChartDataSeries クラスで使用できます。

プロパティ名

説明

ChartDataSeries.Length

データセットのデータ点の数を取得します。

ChartDataSeries.MaxX

データセットのデータの X 軸の最大値を返します。

ChartDataSeries.MaxY

データセットのデータの Y 軸の最大値を返します。

ChartDataSeries.MinX

データセットのデータ点配列の X 軸の最小値を返します。

ChartDataSeries.MinY

データセットのデータ点配列の Y 軸の最小値を返します。

ChartDataSeries.PointData

データ点（X 軸と Y 軸のデータの組み合わせ）を管理する ChartDataArray オ
ブジェクトを取得します。

StatisticalData.PropertyGridEnabled 統計計算をプロパティグリッドでかつリフレクションによってレポートするかどう
かを取得または設定します。
StatisticalData.DataStatus

データを統計計算に使用できるかどうかを示す文字列を取得します。

ChartDataSeries.Tag

データセットのユーザーデータを取得または設定します。

ChartDataArray.DataField

バインドするデータフィールド。

ChartDataArray.DataType

外部データ型を取得または設定します。

ChartData.Hole

欠損値を取得します。

ChartDataSeries.Length

ChartDataArray の要素数を取得または設定します。

ChartGroup コレクションエディタ
ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタでは、ユーザーは Group1 と Group2 のプロパティを設定または変更できます。
ChartGroup の詳細は、ChartGroup オブジェクトの定義 を参照してください。

ChartGroup コレクションエディタは以下の手順でアクセスできます。
1. C1Chart コントロールを右クリックして、コンテキストメニューから［プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティ］ウィンドウで、ChartGroups ノードを展開し、ChartGroupsCollection プロパティの横の〈...〉ボタンをク
リックします。ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
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ChartGroup コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタで使用できるプロパティの名前と説明は下表のとおりです。これらのプロパティ
は実行時に ChartGroup クスで使用できます。

プロパティ名

説明

ChartData

データセットのデータ点の数を取得します。

ChartData.FunctionsList

データセットのデータの X 軸の最大値を返します。

ChartData.HighLight

データセットのデータの Y 軸の最大値を返します。

DataHighlight.Activation

データセットのデータ点配列の X 軸の最小値を返します。

DataHighlight.Appearance

データセットのデータ点配列の Y 軸の最小値を返します。

ChartDataSeries.PointData

データ点（X 軸と Y 軸のデータの組み合わせ）を管理する ChartDataArray オ
ブジェクトを取得します。

StatisticalData.PropertyGridEnabled 統計計算をプロパティグリッドでかつリフレクションによってレポートするかどう
かを取得または設定します。
StatisticalData.DataStatus

データを統計計算に使用できるかどうかを示す文字列を取得します。

ChartDataSeries.Tag

データセットのユーザーデータを取得または設定します。

ChartDataArray.DataField

バインドするデータフィールド。

ChartDataArray.DataType

外部データ型を取得または設定します。

ChartData.Hole

欠損値を取得します。

ChartDataSeries.Length

ChartDataArray の要素数を取得または設定します。

FunctionBase コレクションエディタ
FunctionBase コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、設計時にデータのプロット関数を追加または変更します。データのプロット関
数の詳細は 関数のプロットを参照してください。

FunctionBase コレクションエディタにアクセスするには
1.
2.
3.
4.

C1Chart コントロールを右クリックして、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
「プロパティウィンドウ
プロパティウィンドウ」で ChartGroups ノードを展開します。
Group0 ノードを展開し、 ChartData ノードを展開します。
FunctionsList プロパティを選択し、横の〈…〉ボタンをクリックします。FunctionBase コレクションエディタ
コレクションエディタが表示され
ます。

FunctionBase コレクションエディタの概要
このトピックでは、FunctionBase コレクションエディタ
コレクションエディタの概要を説明します。
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開発時に、FunctionBase コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下の各プロパティを使用できます。または、実行時に the
FunctionBaseクラスでこれらのプロパティを使用できます
FunctionBase コレクションエディタで使用可能なプロパティ
コードの各プロパティは、関数コードのタイプと言語、およびコードのマルチライン表示を指定します。コードのプロパティとそ
の説明は、以下のとおりです。

プロパティ名 説明
CodeErrors

コンパイラエラーの文字列記述を取得します。

CodeLanguage VB または C# のコンパイルに使用するプログラミ
ング言語を取得または設定します。ユーザーが言
語を指定するには、ドロップダウンボタンをクリック
して該当する言語を選択します。
CodeLines

関数コードのマルチライン表示を取得または設定
します。〈…〉ボタンをクリックすると、コードをコレク
ション文字列エディタのリストボックスに入力できま
す。

CodeType

コードのコンパイル方法（数式、メソッド、完全なコ
ンパイル単位のいずれか）を取得または設定しま
す。

CodeValid

関数が正常にコンパイルするかどうかを取得しま
す。

FunctionBase コレクションエディタのその他のプロパティ
その他のプロパティとその関数は、以下のとおりです。

プロパティ
名

説明

Label

関数のラベルを取得または設定しま
す。

LegendEntry 凡例に関数を表示するかどうかを取得
または設定します。
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FunctionBase コレクションエディタの描画プロパティ
描画プロパティを使用し、関数で使用するグラフデータセットの描画スタイルまたは機能を変更します。描画プロパティと説明
は以下のとおりです。

プロパティ名

説明

AutoMax

X 軸の最大値を自動的に計算する
かどうかを取得または設定します。

AutoMin

X 軸の最小値を自動的に計算する
かどうかを取得または設定します。

LineStyle

関数のプロットに使用する線スタイ
ルを取得または設定します。

MaxX

プロットした関数の X 軸の最大値
を取得または設定します。

MinX

プロットした関数の X 軸の最小値
を取得または設定します。

PlotLinesMethod 関数のプロットに使用するメソッドを
取得または設定します。
PlotNumPoints

関数のプロットに使用するデータ点
の数を取得または設定します。

PlotOverData

関数をデータセットのプロットの前
面と背面のいずれにプロットするか
を取得または設定します。

Visible

関数プロットを表示するかどうかを
取得または設定します。

Label コレクションエディタ
Label コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、グラフラベルをデータセットに追加したり、グラフラベルを変更したりできます。
ChartLabels は、データセット上の重要なデータ点にラベルを付けるために使用します。グラフラベルの詳細は、 グラフラベ
ルを使用するを参照してください。

Label コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ］で、ChartLabels ノードを展開し、LabelsCollection プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックし
ます。Label コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
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Label コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に Label コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時にChartLabels クラス
でこれらのプロパティを使用できます。

プロパティ名

説明

AttachMethod

ラベルの添付形式を取得または設定します。

AttachMethodData

塗りつぶし色を取得または設定します。

GroupIndex

Label の AttachMethod プロパティを DataIndex に設定した場合、ラベルを添付するデータ点
のグループインデックスを取得または設定します。

PointIndex

Label の AttachMethod プロパティを DataIndex に設定した場合、ラベルを添付するデータ点
のデータ点インデックスを取得または設定します。

SeriesIndex

Label の AttachMethod プロパティを Coordinate または DataCoordinate に設定した場合、
ラベルを添付するデータ点のデータセットのインデックスを取得または設定します。

X

ラベルの AttachMethod プロパティが Coordinate または DataCoordinate の場合、X 座標
（データまたはクライアント）を取得または設定します。

Y

Label の AttachMethod プロパティを Coordinate または DataCoordinate に設定した場合、
データまたはクライアントの Y 座標を取得または設定します。

Compass

指定した位置を基準にラベルの位置を取得または設定します。

Connected

関連するデータ点を結んだ線を描画するかどうかを取得または設定します。

Image

画像を取得または設定します。

Location

グラフコントロールのクライアント座標で、ラベルの位置を取得または設定します。

Name

ラベル名を取得または設定します。

Offset

関連するデータ点からのオフセットの距離をピクセル単位で取得または設定します。

RotationOverride

このプロパティでラベルの接続ポイントの周りの回転角度を指定することができます。 このプロ
パティがラベルスタイルオブジェクトのRotationEnumをオーバーライドし、RadialやRadialText
のコンパス値には適用しません。

Size

グラフコントロールのクライアント座標で、ラベルのサイズを取得または設定します。

SizeDefault

ラベルのデフォルトのサイズを取得または設定します。

Style

ラベルの Style オブジェクトを取得します。
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AutoWrap

テキストの自動折り返しを取得または設定します。

BackColor

背景色を取得または設定します。

BackColor2

グラデーションパターンまたはハッチパターンで使用する背景色を取得または設定します。

Border

Border オブジェクトを取得します。

BorderStyle

枠線のスタイルを取得または設定します。

Border.Color

枠線の色を取得または設定します。

Rounding

角の丸みを制御する Rounding オブジェクトを取得します。

Thickness

枠線の太さを取得または設定します。

Font

Font オブジェクトを取得または設定します。

ForeColor

前景色を取得または設定します。

GradientStyle

背景のグラデーション塗りつぶしスタイルを定義します。

HatchStyle

背景のハッチパターンによる塗りつぶしスタイルを定義します。

HorizontalAlignment テキストの水平方向の配置を取得または設定します。
ImageAlignment

画像の配置を取得または設定します。

Opaque

背景の不透明度を取得または設定します。

Rotation

テキストの回転方向を取得または設定します。

VerticalAlignment

テキストの垂直方向の配置を取得または設定します。

Text

ラベルのテキストを取得または設定します。

TooltipText

ツールチップテキストを取得または設定します。

Visible

ラベルの表示／非表示を取得または設定します。

PointStyle コレクションエディタ
PointStyle コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、設計時にグラフ上の特定のデータ点の点スタイルを追加または変更します。点ス
タイルの使用の詳細は、点スタイルを使用するを参照してください。

PointStyle コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ］で、ChartGroups ノードを展開した後、Group0 または Group1 ノードを展開します。
3. ChartData ノードを展開し、PointStylesList プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。PointStyle コレクション
エディタ
エディタが開きます。
4. 〈追加
追加〉ボタンをクリックして、PointStyle をコレクションエディタ
をコレクションエディタに追加します。そのプロパティがプロパティグリッドに
表示されます。
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PointStyle コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に PointStyle コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に PointStyleク
ラスでこれらのプロパティを使用できます。
PointStyle コレクションエディタの
コレクションエディタの[表示
表示]プロパティ
プロパティ

プロパティ
名

説明

FillType

塗りつぶしの種類を取得または設定します。

Color1

塗りつぶし色を取得または設定します。

Alpha

塗りつぶしのアルファ値（透過性）を取得または設定
します。

Label

PointStyle のラベルを取得または設定します。

LegendEntry

ポイントスタイルを凡例に表示するかどうかを取得ま
たは設定します。

Color

線の色を取得または設定します。

Pattern

線のパターンを取得または設定します。

Thickness

線の太さを取得または設定します。

Offset

グラフの種類に応じて、オフセットを取得または設定
します。

Color

データ点のシンボルの色を取得または設定します。

OutlineColor

データ点のシンボルの輪郭の色を取得または設定
します。

OutlineWidth データ点のシンボルの輪郭の幅を取得または設定
します。
Shape

データ点のシンボルの形状を取得または設定しま
す。

Size

データ点のシンボルのサイズを取得または設定しま
す。

PointStyle コレクションエディタの
コレクションエディタの[その他
その他]プロパティ
プロパティ
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プロパティ 説明
名
PointIndex

ポイントスタイルに関連付けられたデータ点のインデッ
クスを取得または設定します。

Selection

PointStyle の Selection メソッドを取得または設定し
ます。

SeriesIndex ポイントスタイルに関連付けられたデータセットのイン
デックスを取得または設定します。

ScaleMenuItem コレクションエディタ
ScaleMenuItem コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、ScaleMenuItem コレクションのプロパティを変更します。

ScaleMenuItem コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ］で、ChartArea ノードを展開した後、AxisX、AxisY、または AxisY2 ノードを展開し
て、ScrollBar ノードを展開します。
3. ScaleMenuItems プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。ScaleMenuItem コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。.

ScaleMenuItem コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に、ScaleMenuItem コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に
ScaleMenuItem クラスでこれらのプロパティを使用できます。

プロパティ 説明
名
Scale

メニュー項目に対応するスケールを取得または設定
します。

Text

メニュー項目のテキストを取得または設定します。

Value

メニュー項目に対応する値を取得または設定しま
す。

TrendLine コレクションエディタ
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TrendLine コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、設計時に関数の一定の傾向を示すデータの近似を求める TrendLines を追加ま
たは変更します。TrendLines の詳細は、 近似曲線を使用するを参照してください。

TrendLine コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ
プロパティウィンドウ］で、ChartGroups ノードを展開した後、Group0 または Group1 ノードを展開します。
3. ChartData ノードを展開し、TrendsList プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。TrendLine コレクションエ

ディタ
ディタが開きます。
TrendLine コレクションエディタで使用可能なプロパティ
設計時に、TrendLine コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下の各プロパティを使用できます。または、実行時に
TrendLine クラスでこれらのプロパティを使用できます。
TrendLine コレクションエディタの
コレクションエディタの[その他
その他]プロパティ
プロパティ

プロパティ名

説明

DataArray

近似曲線に使用する Y 値の配列を取得または設定します。

LegendEntry

近似曲線を凡例に表示するかどうかを取得または設定します。

Period

移動平均の近似曲線の区間を取得または設定します。

RegressionOptions 回帰計算のオプションを取得します。
NumTerms

回帰式の項の数を取得または設定します。多項式とフーリエ近似曲線のみ。

UseYIntercept

近似曲線が YIntercept プロパティを使用するかどうかを取得または設定します。多項式近似曲
線のみ。

YIntercept

X = 0 のとき近似曲線の Y 値を取得または設定します。多項式近似曲線のみ。

Coeffs

回帰式の係数を取得します。

DF

自由度を取得します。

F

F 観測（F 統計）値を取得します。

Rsq

決定係数（R２乗値）を取得します。

Sey

Y 推定値の標準誤差を取得します。

Sse

誤差に基づく２乗の合計を取得します。

Ssr

回帰に基づく２乗の合計を取得します。
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SeriesIndex

近似曲線のプロットに使用するデータセットのインデックスを取得または設定します。

SeriesLabel

近似曲線のプロットに使用するデータセットのラベルを取得します。

Text

凡例内に表示する近似曲線を取得または設定します。

TrendLineType

近似曲線のタイプを取得または設定します。

TrendLine コレクションエディタの
コレクションエディタの[プロット
プロット]プロパティ
プロパティ

プロパティ名

説明

ForecastBackward

データセットの最小値を基準にして近似曲線が延びる長さを取得または設定します。

ForecastForward

データセットの最大値を基準にして近似曲線が延びる長さを取得または設定します。

LineStyle

近似曲線のプロットに使用する線を取得または設定します。

Color

線の色を取得または設定します。

Pattern

線のパターンを取得または設定します。

Thickness

線の太さを取得または設定します。

PlotLinesMethod

近似曲線の添付方法を取得または設定します。

PlotNumPoints

近似曲線のプロット点の数を取得または設定します。

PlotOverData

近似曲線をデータの前面と背面のいずれにプロットするかを取得または設定します。

Visible

近似曲線の表示／非表示を取得または設定します。

ValueLabel コレクションエディタ
ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、ValueLabels クラスのプロパティを追加または変更します。ValueLabels は、特
定の軸座標に定義されたテキストを表示します。ValueLabels の詳細は、 テキスト目盛形式の軸ラベル. を参照してくださ
い。

ValueLabel コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ
プロパティウィンドウ］で、ChartArea ノードを展開した後、AxisX、
、AxisY、または AxisY2 ノードを展開
し、ValueLabels プロパティ
プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。

ValueLabel コレクションエディタのプロパティ
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設計時に、ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に ValueLabel
クラスでこれらのプロパティを使用できます。

プロパティ名

説明

Text

ValueLabel に表示するテキスト値を取得または設定します。

Appearance

ValueLabel の外観を取得または設定します。

BackColor

ValueLabel の背景色を取得または設定します。

Color

ValueLabel の色を取得または設定します。

Gridline

グリッド線を ValueLabel に描画するかどうかを示す値を取得または設定します。

MarkerSize

ValueLabel のマーカーサイズを取得または設定します。

Moveable

ValueLabel がユーザーによってドラッグできるかどうかを示す値を取得または設定します。

DateTimeValue

DateTime 値を使用する ValueLabel に置き換えられる軸の値を取得または設定します。

NumericValue

Double 値を使用する ValueLabel に置き換えられる軸の値を取得または設定します。

VisualEffectsStyle コレクションエディタ
VisualEffectsStyle コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、VisualEffects プロパティを編集します。VisualEffects プロパティを編集
するもう１つの方法は、視覚エフェクトデザイナの使用です。VisualEffects の詳細は、 視覚エフェクトデザイナの使用を参照
してください。
ValueLabel コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ］を選択します。
2. ［プロパティウィンドウ］で、VisualEffects ノードを展開し、Styles プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックしま
す。VisualEffectsStyle コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。

VisualEffectsStyle コレクションエディタのプロパティ
設計時に VisualEffectsStyle コレクションエディタ
コレクションエディタでユーザーは以下のプロパティを使用できます。または、実行時に
VisualEffectsStyle, ColorOptions, EdgeStyle, LightStyle の各クラスでこれらのプロパティを使用できます。

プロパティ名

説明

Angle

描画時に使用する角度を取得または設定します。

Enabled

エフェクトを有効にします。
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GroupElements 描画時にグラフィック要素をグループ化できるかどうかを示す値を取得または設定します。
Scalable

要素のサイズがコントロールのサイズによって異なるかどうかを示す値を取得または設定します。

ScaleEffect

Scalable プロパティが True のとき要素をスケールするために使用するスケール係数を取得または設
定します。

Colors

スタイルの色オプションを取得します。

Brightness

輝度補正値を取得または設定します。

HueShift

色相シフトを取得または設定します。このプロパティを変更すると、視覚エフェクト で描画するすべて
の要素の色が変化します。

Saturation

彩度補正値を取得または設定します。

Edge

スタイルのエッジ設定を取得します。

Rounding

矩形要素の半径の丸みを取得または設定します。Scalable プロパティが True の場合は相対的単位
で測定します。それ以外の場合はピクセル単位。

Width

色相シフトを取得または設定します。このプロパティを変更すると、視覚エフェクト で描画するすべて
の要素の色が変化します。

Light

スタイルのライト設定を取得します。

Focus

ライトの焦点位置を取得または設定します。

Gradient

ライトグラデーションのタイプを取得または設定します。

Intensity

ライトの強度を取得または設定します。

Scale

ライトのスケールを取得または設定します。スケールが１より小さい場合、ライトパターンを要素全体に
繰り返します。

Shape

ライト形状を取得または設定します。

Shift

ライトシフトを取得または設定します。

Size

ライトスポットのサイズを取得または設定します。

C1Chartの基礎
C1Chart コントロールは、多種多様なグラフを作成してそれらの外観や動作を制御できるリッチなオブジェクトモデルを持っ
ています。
このセクションでは、グラフの主要要素、および各要素に関連した主要プロパティを説明して、C1Chart オブジェクトモデルを
紹介します。セクションの終わりまでに、C1Chart を使用してすべての基本的な種類のグラフを作成し、それらの外観をカス
タマイズできるようになります。このセクションでは、大部分のグラフに必要な情報のほとんどをカバーしています。後続のセ
クションでは、個々のトピックを掘り下げ、プログラミングモデルの残りの部分をカバーします。

グラフの基本用語
下図は、グラフの各要素を表す用語を示したものです。
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注意：
注意：円グラフでは、軸に関するものを除き、上図と同じ要素が使用されます。
次のセクションでは、各グラフ要素についてさらに詳しく説明します。

ヘッダ要素とフッタ要素の定義
C1Chart のヘッダ要素とフッタ要素の表示形式は次のようになります。

ヘッダ要素とフッタ要素を使用し、グラフの記述情報を表示します。これらの要素は、Header プロパティと Footer プロパティ
によって制御します。どちらのプロパティも、以下の主要プロパティを含む Title オブジェクトを返します。

プロパティ

説明

Text

タイトル（ヘッダまたはフッタ）に表示するテキストを含みま
す。

Style

タイトルのフォント、向き、色、および枠線を設定する各プロ
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パティを含みます。
Compass

タイトルの位置を決定します。

Visible

タイトルの表示／非表示を決定します。

C1Chart は、タイトルの内容と Compass プロパティの設定に基づいて、タイトルのサイズを自動的に変更して配置します。
Title オブジェクトの位置をカスタマイズするには、 SizeDefault と LocationDefault の各プロパティを使用します（負数値
の場合に、自動的なサイズ変更と配置がアクティブになります）。

ヘッダ要素とフッタ要素の作成
実行時にグラフのヘッダとフッタ要素を作成するには、Title オブジェクトを使用します。設計時には、グラフのプロパティウィ
ンドウ、プロパティ
プロパティデザイナまたはスマートデザイナを使用してヘッダとフッタ要素を作成できます。
スマートデザイナを使用して、ヘッダとフッタを作成するのが一番簡単な方法です。スマートデザイナを使用してヘッダとフッ
タを追加する方法の詳細は、 グラフのヘッダを追加 または グラフのフッタを追加する を参照してください。

ヘッダおよびフッタ要素のカスタマイズ
ヘッダとフッタ要素のテキスト、配置、位置、境界線、色およびフォントは、Title クラスのプロパティで設定できます。さらに、
ライトパターン、影、カスタム色は視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを使用して追加できます。
2D グラフの要素を強調するプロパティおよびツールの詳細については、「グラフ要素のカスタマイズ 」を参照してください。
ヘッダ要素の位置付けの詳細については、「グラフ凡例とグラフヘッダの表示方法」を参照してください。

凡例要素の定義
C1Chart の凡例要素の表示形式は次のようになります。

凡例要素は、グラフの各データセットに関する情報を表示します。凡例は、Legend プロパティで制御します。Legend プロパ
ティは、以下の主なプロパティを含む Legend オブジェクトを返します。

プロパティ 説明
Text

凡例タイトルに表示するテキストを含みます。

Style

凡例のフォント、向き、色、および枠線を設定する各プロパ
ティを含みます。

Compass

凡例の位置を決定します。

75

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
Visible

凡例の表示／非表示を決定します。

Orientation 凡例の項目を水平と垂直方向のどちらで表示するかを決定
します。
Reversed

凡例内での ChartGroups の表示順序を制御します。凡例
内での ChartGroup の項目の表示順序は、各 ChartGroup
の LegendReversed プロパティによって制御されます。

C1Chart は、凡例の内容と Compass とOrientationプロパティに基づいて、サイズを自動的に変更して配置します。凡例
の位置をカスタマイズするには、 SizeDefault と LocationDefault の各プロパティを変更します（負数値の場合に、自動
的なサイズ変更と配置がアクティブになります）。
Legend プロパティは凡例の各項目のテキストを制御しないことに注意してください。テキストは、各データセットに添付され
たラベルによって指定されます。たとえば、Label はテキストを含み、 LegendEntry はデータセットのラベルを凡例に表示
するかどうかを決定します。

凡例要素の作成
実行時に凡例要素を作成するには、Legend オブジェクトを使用します。設計時には、グラフのプロパティウィンドウ、プロパ
ティデザイナ、スマートデザイナを使用して凡例要素を作成できます。
スマートデザイナを使用して、凡例要素を作成するのが一番簡単な方法です。スマートデザイナを使用して 凡例を追加す
る 方法の詳細は、グラフの凡例を追加するを参照してください。グラフ凡例をプログラムで位置付けする方法の詳細につい
て、「グラフ凡例とグラフヘッダの表示方法」を参照してください。

ChartArea 要素の定義
C1Chart の ChartArea 要素の表示形式は次のようになります。

ChartArea 要素は、データを含むグラフの領域を表します（データにはタイトルと凡例は除外されますが、軸は含まれま
す）。ChartArea プロパティは、以下の主要プロパティを含む Area オブジェクトを返します。

プロパティ

説明

AxisX, AxisY,AxisY2

各プロパティは、グラフの軸の外観をカスタマイズできる Axes
オブジェクトを返します。Axis オブジェクトは後述を参照してくだ
さい。

Inverted

グラフを 90 度回転できます（これは特に、横棒グラフを作成す
る場合に便利です）。
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Margins

グラフ領域とプロット領域の間の距離を指定できる Margin オブ
ジェクトを返します。軸ラベルはこのスペースに表示されます。

PlotArea

軸内の領域の外観を指定する Plot Area オブジェクトを返しま
す.

Style

グラフ領域の色と枠線を設定するプロパティを含みます。

軸の概要
C1Chart の軸の表示形式は次のようになります。

大部分のグラフは、X と Y の２つの軸を持ちます。例外は、円グラフ（軸なし）、および２本目の Y 軸（Y2。合計３つの軸）を持
つグラフです。
各軸は、ChartArea プロパティの AxisX, AxisY, AxisY2.の各サブプロパティによって表されます。これらのプロパティはそ
れぞれ、以下の主要プロパティを持つ Axis オブジェクトを返します。
Layout プロパティと Style プロパティ
C1Chart の軸のレイアウトとスタイルを指定するプロパティは以下のとおりです。

プロパティ

説明

Compass

軸の位置を設定できます。たとえば、X 軸をデータの下側で
なく上側に表示できます。

Font

軸に沿って値を表示するときに使用するフォントを設定しま
す。

ForeColor

軸、目盛マーク、および値を表示するときに使用する前景色
を設定します。

Reversed

軸の向きを逆に設定できます。たとえば、上方向でなく、下方
向に伸びる Y 値を表示できます。

Text

軸の横に表示する文字列を設定します（通常、これを使用し
て、軸が表す変数と単位を記述します）。

Rotation

文字列の向きを設定します。
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Annotation のプロパティ
C1Chart の軸ラベルの書式を表すプロパティは以下のとおりです。

プロパティ

説明

AnnoFormat

軸の横に表示する値の書式設定に使用する定義済み書式
セット。

AnnoFormatString

AnnoFormat が NumericManual または DateManual に設
定されたときに軸の横に表示する値の書式設定に使用する
.NET の書式文字列。AnnoFormat を NumericManual また
は DateManual のいずれかに設定し、AnnoFormatString
が空の場合、グラフは利用可能な最適の書式を見つけま
す。

AnnoMethod

軸の横に表示する値を決定します。オプションは Values と
ValueLabels です。Values は実際のデータセット値を表示
し、ValueLabels は ValueLabels コレクション内の要素を表
示します。

ValueLabels

AnnoMethod をValue Labels に設定したときに軸の横に
表示するテキスト／値ペアのコレクション。このプロパティ
は、数値の代わりに軸に沿って文字列を表示するときに便
利です（たとえば、製品価格をグラフ化して X 軸に製品名を
表示できます）。

AnnotationRotation

値を回転して、軸に沿った占有スペースを小さくできます。

目盛間隔とグリッド線のプロパティ
C1Chart の軸のスケール、目盛、およびグリッド線のスタイルと機能を指定するプロパティは以下のとおりです。

プロパティ

説明

AutoMin, AutoMax

軸の最小値と最大値を自動的に計算するかどうかを決定し
ます。

Min, Max.

軸の最小値と最大値を設定します（AutoMin と AutoMax が
False に設定されている場合）。

AutoMajor, AutoMinor

主目盛の間隔と副目盛の間隔を自動計算するかどうかを決
定します。

UnitMajor, UnitMinor

主目盛の間隔と副目盛の間隔を設定します（AutoMajor と
AutoMinor プロパティが False に設定されている場合）。

GridMajor, GridMinor

主目盛と副目盛に対して直角に描画されるグリッド線の外
観を制御するプロパティを持つ ChartGridStyle オブジェクト
を返します。

AutoOrigin

Y 軸を基準にして X 軸を自動的に配置するかどうかを決定
します。

Origin

Y 軸を基準にして X 軸の位置を設定します。X 軸は通常、
グラフ下部に配置されます。このプロパティでは、X 軸を特
定の座標で Y 軸と交差するように配置できます。

TickFactorMajor

主目盛マークの長さを指定する係数を取得または設定しま
す。

TickFactorMinor

副目盛マークの長さを指定する係数を取得または設定しま
す。

TickGauge

補助目盛マークで区切られる区画数を指定する整数を取得
または設定します。
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PlotArea 要素の概要
C1Chart の PlotArea 要素の表示形式は次のようになります。

PlotArea 要素は、データセットの表示に使用するグラフ領域の構成部分です。PlotArea プロパティは、以下の主要プロパ
ティを含む PlotArea オブジェクトを返します。

プロパティ

説明

BackColor

PlotArea の背景色を設定します。

Boxed

PlotArea が領域の周囲に実線の枠線を持つかどうかを決
定します。

ForeColor

PlotArea の周囲の枠線の色を設定します（Boxed を True
に設定した場合）。

View3D

C1Chart に 3D 効果を追加する View3D オブジェクトを返
します。

グラフグループ要素の定義
C1Chart のグラフグループの表示形式は次のようになります。

79

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)

このプロパティは、２つの ChartGroup オブジェクトから成るコレクション（通常、Group0 と Group1。このコレクションに対し
て要素を追加したり削除したりできません）を返します。これらのオブジェクトは、グラフの種類を決定し、グラフ化するデータ
を含みます。
最初のグループ（Group0）は、１本目の Y 軸にグラフ化するデータセットを含みます。２番目のグループ（Group1）は、空に
することも、２本目の Y 軸にグラフ化するデータセットを含むこともできます。
２つの ChartGroup オブジェクトがあり、グラフの種類が ChartGroup に関連付けられているため、同一グラフ内で最大２つ
のグラフの種類を組み合わせることができます。たとえば、一部のデータセットを棒グラフで示し、一部のデータセットを折れ
線グラフとして示すグラフを作成できます。
ChartGroup オブジェクトの主要プロパティは以下のとおりです。

プロパティ

説明

ChartData

グループ内の全データセットのデータを保持する
SeriesList プロパティを含む ChartData オブジェクトを
返します。このプロパティは後述します。

ChartType

このグループの描画に使用するグラフの種類を決定し
ます（10種類のグラフが利用でき、各 ChartGroup に
異なる種類を選択できます）。

ShowOutline

ForeColor プロパティによって指定した色を使用し、
データの表示に使用するグラフ要素（棒、エリア、円セ
グメント）の輪郭線を描画するかどうかを決定します。

Stacked

データセットを描画するときに Y 値を追加してデータを
積層型にするかどうかを決定します。

ChartData オブジェクトの概要
ChartData オブジェクトは、以下の主要プロパティを持っています。

プロパティ

説明

FunctionsList

現在の ChartData オブジェクトに関連付けられた
FunctionsCollection オブジェクトを取得します。
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Hole

データ欠損値を取得または設定します。

PointStylesList

現在の ChartData オブジェクトに関連付けられた
PointStylesCollection オブジェクトを取得します。

SeriesList

在の ChartData オブジェクトに関連付けられた
ChartDataSeriesCollection オブジェクトを取得します。

TrendsList

現在の ChartData オブジェクトに関連付けられた
TrendLinesCollection オブジェクトを取得します。 .

ChartDataSeries オブジェクトの概要
C1Chart では、５つのデータセットを次のように表示します。

開発者にとって、このプロパティは C1Chart で最も重要なプロパティです。その他のすべてのプロパティは、設計時に「グラ
グラ
フウィザード
フウィザード」を使用して設定するか、定義済みのグラフレイアウトファイルから読み込むことができます。しかし、ほとんどの
場合、プロットするデータはコードを使用して追加され、その際に SeriesList プロパティを使用する必要があります。
SeriesList プロパティは、 ChartDataSeriesCollection オブジェクトを返します。このオブジェクトを使用して、グラフに対して
データセットを追加と削除したり、個々のデータセットを取得したりできます。たとえば、以下のコードはグループ内のすべて
のデータをクリアし、３つの新しいデータセットをグループに追加します。
ChartDataSeries オブジェクトの主要プロパティは以下のとおりです。

Property

Description

Display

データセットの表示／非表示、および不明の値（「データ
欠損」）を表示する方法を決定します。

Label

凡例に表示するテキストを含みます（LegendEntry が
True に設定されている場合）。
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LegendEntry

データセットのラベルを凡例に表示するかどうかを決定
します。

LineStyle

データセットの表示に使用する色、太さ、およびパター
ンを決定するプロパティを含みます（色は線、エリア、
棒、および円セグメントに対して使用されます）。

SymbolStyle

データセット内のデータ点をマークするために使用する
シンボルの形状、サイズ、および色を決定するプロパ
ティを含みます。

PointData

データセットの各データ点の X と Y 座標を取得または
設定するために使用する ChartDataArray オブジェクト
を返します。

X, Y

データセットの各データ点の個々の座標を取得または
設定するために使用する ChartDataArray オブジェクト
を返します。一部のグラフの種類は追加のデータ配列
を持っています（たとえば、HiLoOpenClose チャートは
Y1、Y2、および Y3 も持っています）。

PointData、 X、 および Y プロパティでは、個々のデータセットを表示するために使用するデータを取得または設定します。
ほとんどの種類のグラフでは、各点の X と Y 値を提供する必要があります。例外は、円グラフ（X 値が不要）と、追加の Y
値を必要とするバブル
バブルチャート、HiLo チャート、および HiLoClose チャートなどの特殊なグラフです。

C1Chart の標準的なグラフの概要
このセクションでは、棒グラフ、円グラフ、
棒グラフ、円グラフ、XY プロットグラフ
プロットグラフなど、いくつかの最も一般的なグラフを作成する方法をサンプル
で示します。サンプルは、単純で簡潔なもので、それぞれの一般的なグラフの種類の主要な局面に焦点を合わせています。
配布パッケージには、このセクションで説明されていない詳細や高度な機能を示す上級のサンプルが多く含まれています。

単純な棒グラフ
一般に、グラフを使用して、製品価格のような一連の単純な値を表示します。この種のグラフでは、各値の相対的な大きさを
すばやく効果的に表示できるため便利です。
このようなグラフの主要な特長は、各点が１個の情報のみを保持していることです。これらのグラフを作成するとき、表示され
る値はデータセットの Y 値に割り当てられます。X 値は、点同士の一定間隔を提供するだけで、通常、各データ点に添付さ
れたラベルを表示します。
このタイプの情報に推奨されるグラフの種類は、棒グラフと円グラフです。
下図は、製品価格（NorthWind の製品リストの飲料）の単純な棒グラフを示します。
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垂直軸に製品名を表示するスペースを提供するため、各棒は水平方向に表示されることに注意してください。これを行うに
は、 Inverted プロパティを使用します。
棒グラフを作成するために使用するコードは以下のとおりです。実際のアプリケーションでは、一部のプロパティは設計時に
設定されるためコードはさらに単純になります。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' グラフデータを取得します。
Dim data As DataView = _dataSet.Tables("Products").DefaultView
data.Sort = "UnitPrice"
data.RowFilter = "CategoryID = 1" ' beverages
' グラフを設定します。
C1Chart1.Reset()
C1Chart1.ChartArea.Inverted = true
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = Chart2DTypeEnum.Bar
' 「製品価格」データセットを作成します。
Dim dscoll As ChartDataSeriesCollection =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
dscoll.Clear()
Dim series As ChartDataSeries = dscoll.AddNewSeries()
series.Label = "Product Prices"
' データセットにデータを入力します。
series.PointData.Length = data.Count
Dim i As Integer
For i = 0 To data.Count – 1
series.X(i) = I
series.Y(i) = data(i)("UnitPrice")
Next I
' 製品名をX 軸に添付します。
Dim ax As Axis = C1Chart1.ChartArea.AxisX
ax.AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.ValueLabels
For i = 0 To data.Count – 1
ax.ValueLabels.Add(i, CType(data(i)("ProductName"), String))
Next I
' Y 軸を設定します。
Dim ay As Axis = C1Chart1.ChartArea.AxisY
ay.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency
C# コードの書き方

C#
// グラフデータを取得します。
DataView data = _dataSet.Tables["Products"].DefaultView;
data.Sort = "UnitPrice";
data.RowFilter = "CategoryID = 1"; // beverages
// グラフを設定します。
c1Chart1.Reset();
c1Chart1.ChartArea.Inverted = true;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType = Chart2DTypeEnum.Bar;
// 「製品価格」データセットを作成します。
ChartDataSeriesCollection dscoll = c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
dscoll.Clear();
ChartDataSeries series = dscoll.AddNewSeries();
series.Label = "Product Prices";
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// データセットにデータを入力します。
series.PointData.Length = data.Count;
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
{
series.X[i] = i;
series.Y[i] = data[i]["UnitPrice"];
}
// 製品名をX 軸に添付します。
Axis ax = c1Chart1.ChartArea.AxisX;
ax.AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.ValueLabels;
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
ax.ValueLabels.Add(i, (string)data[i]["ProductName"]);
// Y 軸を設定します。
Axis ay = c1Chart1.ChartArea.AxisY;
ay.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency;
通常、グラフ上に複数のデータセットを表示しますが、C1Chart ではこれを簡単に行うことができま
す。ChartDataSeriesCollection に追加リストを追加し、その他は上記と同様のコードになります。

２本の Y 軸を持つ棒グラフ
一般的ではありませんが、単一のグラフを使用し、異なるスケールと単位を使用して計測した複数のデータセットを表示する
ことも可能です。たとえば、単一のグラフに製品価格と在庫レベルを表示できます。この場合、２本目の Y 軸を使用する必要
があります。１本目の Y 軸は価格（通貨単位で）を表示し、２本目の Y 軸は数量を表示します。
２本目の Y 軸にデータをプロットするには、新しいデータセットを２番目のグラフグループに追加します（すべての C1Chart
は２つのグラフグループを持っていることに注意してください）。グラフを見やすくするため、２番目のグラフグループに別の
データ型を使用できます。
たとえば、以下のグラフは３つのデータセットを持っています。１番目のデータセットは、製品単価（棒として、１本目の Y 軸に
プロット）、他の２つのデータセットは、在庫数と再注文レベル（シンボルとして、２本目の Y 軸にプロット）を示します。

この２番目のグラフを作成するには、まず、コードは前のグラフの作成で使用した同じ手順を実行します。以下の追加コー
追加コー
ドを使用して、追加のデータセット
追加のデータセットを作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' Y 軸にラベルを付け、凡例を表示します。
C1Chart1.Legend.Visible = True
C1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = "Prices (in US$)"
C1Chart1.ChartArea.AxisY2.Text = "Unit Count"
' 「在庫数」と「再注文レベル」の２つのデータセットを作成します。（これらは２本目の Y 軸に対してプロットします）
dscoll = C1Chart1.ChartGroups(1).ChartData.SeriesList
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dscoll.Clear()
' 在庫数
series = dscoll.AddNewSeries()
series.Label = "Units In Stock"
series.SymbolStyle.Color = Color.Green
series.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.None
series.PointData.Length = data.Count
For i = 0 To data.Count – 1
series.X(i) = I
series.Y(i) = data(i)("UnitsInStock")
Next I
' 再注文レベル
series = dscoll.AddNewSeries()
series.Label = "Reorder Level"
series.SymbolStyle.Color = Color.Red
series.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.None
series.PointData.Length = data.Count
For i = 0 To data.Count – 1
series.X(i) = I
series.Y(i) = data(i)("ReorderLevel")
Next I
' ２本目の Y 軸（Y2）のグリッド線を表示します。
C1Chart1.ChartArea.AxisY2.GridMajor.Visible = True
C# コードの書き方

C#
// Y 軸にラベルを付け、凡例を表示します。
_c1c.Legend.Visible = true;
_c1c.ChartArea.AxisY.Text = "Prices (in US$)";
_c1c.ChartArea.AxisY2.Text = "Unit Count";
// 「在庫数」と「再注文レベル」の２つのデータセットを作成します。（これらは２本目の Y 軸に対してプロットします）
dscoll = _c1c.ChartGroups[1].ChartData.SeriesList;
dscoll.Clear();
// 在庫数
series = dscoll.AddNewSeries();
series.Label = "Units In Stock";
series.SymbolStyle.Color = Color.Green;
series.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.None;
series.PointData.Length = data.Count;
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
{
series.X[i] = i;
series.Y[i] = data[i]["UnitsInStock"];
}
// 再注文レベル
series = dscoll.AddNewSeries();
series.Label = "Reorder Level";
series.SymbolStyle.Color = Color.Red;
series.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.None;
series.PointData.Length = data.Count;
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
{
series.X[i] = i;
series.Y[i] = data[i]["ReorderLevel"];
}
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// ２本目の Y 軸（Y2）のグリッド線を表示します。
_c1c.ChartArea.AxisY2.GridMajor.Visible = true;

円グラフ
円グラフも単純な値を表示するために一般的に使用されます。円グラフは視覚的な見栄えがよくなり、多くの場合、陰影や
回転などの 3D 効果を付けて表示されます。C1Chart では、3D 効果をグラフに追加できますが、データを歪めるため慎重
に使用する必要があります。
円グラフには、他の C1Chart のグラフの種類と比較した場合、大きな違いが１つあります。円グラフでは、各データセットは
円の１セグメントを表します。そのため、データセットを１つしか持たない円グラフは存在しません（単なる円となります）。ほと
んどの場合、円グラフには複数のデータセット（各セグメントに１データセット）があり、各データセットは単一のデータ点を持
ちます。C1Chart では、複数のデータ点を含むデータセットはグラフ内の複数の円として表します。
この処理は、各データセットの識別に使用するラベルと、グラフの凡例内でのラベルの表示方法を考えれば理解できます。
以下のグラフは、同じ売上データを円グラフとして示します。

このグラフを作成するために使用するコードは、棒グラフのコードと非常に異なります。各値に１データセットを作成し、各
データセットは１つのデータ点を含みます。コードは以下のとおりです。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' グラフデータを取得します。
Dim data As DataView = _dataSet.Tables["Products"].DefaultView
data.Sort = "UnitPrice"
data.RowFilter = "CategoryID = 1"
' 飲料
' グラフを設定します。
C1Chart1.Reset()
C1Chart1.BackColor = Color.White
C1Chart1.ChartArea.Style.Font = new Font("Tahoma", 8)
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = Chart2DTypeEnum.Pie
' データセットコレクションを取得します（円グラフの場合は１セグメント１データセットです）。
Dim dscoll As ChartDataSeriesCollection =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
dscoll.Clear()
' データセットにデータを入力します。
Dim i As Integer
For i = 0 To data.Count – 1
Dim series As ChartDataSeries = dscoll.AddNewSeries()
series.PointData.Length = 1
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series.Y(0) = data(i)("UnitPrice")
series.Label = String.Format("{0} ({1:c})", _
data(i)("ProductName"), data(i)("UnitPrice"))
Next I
' 円グラフの凡例を表示します。
C1Chart1.Legend.Visible = True
C1Chart1.Legend.Text = "Product Unit Prices"
C# コードの書き方

C#
//グラフデータを取得します。
DataView data = _dataSet.Tables["Products"].DefaultView;
data.Sort = "UnitPrice";
data.RowFilter = "CategoryID = 1"; // 飲料
// グラフを設定します。
c1Chart1.Reset();
c1Chart1.BackColor = Color.White;
c1Chart1.ChartArea.Style.Font = new Font("Tahoma", 8);
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType = Chart2DTypeEnum.Pie;
// データセットコレクションを取得します（円グラフの場合は１セグメント１データセットです）。
ChartDataSeriesCollection
dscoll = c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
dscoll.Clear();
// データセットにデータを入力します。
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
{
ChartDataSeries series = dscoll.AddNewSeries();
series.PointData.Length = 1;
series.Y[0] = data[i]["UnitPrice"];
series.Label = string.Format("{0} ({1:c})",
data[i]["ProductName"], data[i]["UnitPrice"]);
}
// 円グラフの凡例を表示します。
c1Chart1.Legend.Visible = true;
c1Chart1.Legend.Text = "Product Unit Prices";

グラフラベルを持つ円グラフ
上記の円グラフは、凡例を使用して各円セグメントを識別します。この方法は、情報が単一の領域に配置されているため非
常に効果があります。ラベルの数に関係なく、凡例内にすっきりと配置されます。
しかし、場合によっては、ラベルをデータ点の近くに配置して関連付けをより明確する場合があります。また、データ点または
他のグラフ要素に関する情報を含むラベルを追加し、それらのラベルを特定の位置または特定のグラフ要素の近くに配置
する場合もあります。
これを行うため、C1Chart は ChartLabels プロパティを提供します。これを使うと Label オブジェクトを作成して任意のグラ
フ要素に添付できます。
たとえば、下図は上記と同じ円グラフを示しますが、この場合、凡例の代わりにラベルが各セグメントに添付されます。

87

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)

このグラフでは、グラフラベルの多用による一般的な困難を示しています。ラベルが多すぎると、ラベル同士が重なり合って
正確に配置することができない場合があります（この例ではラベルは C1Chart によって自動的に配置されました）。
この２番目のグラフを作成するには、まず、コードは１番目のグラフを作成するために使用した同じ手順を実行します。以下
の追加コードを使用して、ラベルを作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' 凡例を非表示にし、ラベルを設定します。
C1Chart1.Legend.Visible = false
Dim s As Style = C1Chart1.ChartLabels.DefaultLabelStyle
s.Font = new Font("Tahoma", 7)
s.BackColor = SystemColors.Info
s.Opaque = true
s.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Solid
' ラベルを各セグメントに添付します。
Dim i As Integer
For i = 0 To data.Count – 1
Dim lbl As C1.Win.C1Chart.Label = _
C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection.AddNewLabel()
lbl.Text = string.Format("{0} ({1:c})", _
data(i)("ProductName"), data(i)("UnitPrice"))
lbl.Compass = LabelCompassEnum.Radial
lbl.Offset = 20
lbl.Connected = True
lbl.Visible = True
lbl.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataIndex
Dim am As AttachMethodData = lbl.AttachMethodData
am.GroupIndex = 0
am.SeriesIndex = I
am.PointIndex = 0
Next i
C# コードの書き方

C#
// 凡例を非表示にし、ラベルを設定します。
c1Chart1.Legend.Visible =
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false;
Style s = c1Chart1.ChartLabels.DefaultLabelStyle;
s.Font = new Font("Tahoma", 7);
s.BackColor = SystemColors.Info;
s.Opaque = true;
s.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Solid;
// ラベルを各セグメントに添付します。
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
{
C1.Win.C1Chart.Label lbl =
c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection.AddNewLabel();
lbl.Text = string.Format("{0} ({1:c})",
data[i]["ProductName"], data[i]["UnitPrice"]);
lbl.Compass = LabelCompassEnum.Radial;
lbl.Offset = 20;
lbl.Connected = true;
lbl.Visible = true;
lbl.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataIndex;
AttachMethodData am = lbl.AttachMethodData;
am.GroupIndex = 0;
am.SeriesIndex = i;
am.PointIndex = 0;
}

XY プロット（散布図）
棒グラフと円グラフは、単一の値を使用して各データ点（価格、在庫数、または再注文レベル）を表します。それに対し、XY
プロットグラフ
プロットグラフは、各データ点を表すのに２つの値を使用します。これらは、２次元のデータ間の関係を示す場合に便利で、
データの統計分析でよく使用されます。
たとえば、以下のグラフは製品の単価と売上の関係を表した XY プロットを示します。

この種類のグラフは、変数間の関係を数量化する統計方法（一般的には、線形回帰分析）をサポートするためによく使用さ
れます。たとえば、上記のグラフは相対的に他のデータ点から離れている 250 ドルより高い単価を持つ点を示します。線形
回帰では、このデータ点は「異常値」と呼ばれ、データセットの他のデータ点より分析結果に大きく影響します。
XY プロットグラフもそれ自体、関係の質的な局面を示す場合に便利です。たとえば、単価に関連する売上はどうでしょう
か？この例では、データは特定の関係があると示唆するようにみえます。おそらく、顧客は高価な製品は NorthWind から購
買し、安価な製品は地域のスーパーマーケットで購買することを選びます。
グラフの作成に使用するコードは以下のとおりです。これは、棒グラフの作成に使用したコードと非常に類似していますが、
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この場合、一連のX 値だけを使用する代わりに、X 値と Y 値を設定している点が異なります。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' グラフデータを取得します。
Dim data As DataView = _dataSet.Tables("Sales").DefaultView
data.Sort = "UnitPrice"
' グラフを設定します。
C1Chart1.Reset()
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot
' 「製品価格 vs 売上」データセットを作成します。
Dim dscoll As ChartDataSeriesCollection = _
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList;
dscoll.Clear();
Dim series As ChartDataSeries = dscoll.AddNewSeries()
' シンボルのみを表示します（線は非表示）。
series.SymbolStyle.Color = Color.Green
series.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Black
series.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.None
' データセットにデータを入力します。
series.PointData.Length = data.Count
Dim i As Integer
For i = 0 To data.Count – 1
series.X(i) = data(i)("UnitPrice")
series.Y(i) = data(i)("ProductSales")
Next I
' 製品名を X 軸に添付します。
Dim ax As Axis = C1Chart1.ChartArea.AxisX
ax.Text = "Unit Price (US$)"
ax.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency
ax.GridMajor.Visible = True
' Y 軸を設定します。
Dim ay As Axis = C1Chart1.ChartArea.AxisY
ay.Text = "Sales (thousand US$)"
ay.AnnoFormat = FormatEnum.NumericManual
ay.AnnoFormatString = "$#,##0,"
ay.GridMajor.Visible = True
C# コードの書き方

C#
// グラフデータを取得します。
DataView data = _dataSet.Tables["Sales"].DefaultView;
data.Sort = "UnitPrice";
// グラフを設定します。
c1Chart1.Reset();
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot;
// 「製品価格 vs 売上」データセットを作成します。
ChartDataSeriesCollection
dscoll = c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
dscoll.Clear();
ChartDataSeries series = dscoll.AddNewSeries();
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// シンボルのみを表示します（線は非表示）。
series.SymbolStyle.Color = Color.Green;
series.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Black;
series.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.None;
// データセットにデータを入力します。
series.PointData.Length = data.Count;
for (int i = 0; i < data.Count; i++)
{
series.X[i] = data[i]["UnitPrice"];
series.Y[i] = data[i]["ProductSales"];
}
// 製品名を X 軸に添付します。
Axis ax = c1Chart1.ChartArea.AxisX;
ax.Text = "Unit Price (US$)";
ax.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency;
ax.GridMajor.Visible = true;
// Y 軸を設定します。
Axis ay = c1Chart1.ChartArea.AxisY;
ay.Text = "Sales (thousand US$)";
ay.AnnoFormat = FormatEnum.NumericManual;
ay.AnnoFormatString = "$#,##0,";
ay.GridMajor.Visible = true;

2Dグラフ種別
C1Chart コントロールでは、さまざまな基本グラフまたはそのサブタイプを使ってデータを表すことができます。バブルチャー
トのようなサブタイプグラフは、基本グラフを応用しています。ガントチャートやパレート図といった特殊なグラフも同様に作成
できます。さらに、グラフの描画に必要なデータの条件が同等であるかぎり、プロパティに依存せずにあるグラフから別のグ
ラフの種類に変更することができます。たとえば、同一データを最初に XY プロット
プロットグラフとして表示し、後から棒グラフとして
表示することができます。
以下のトピックでは、C1Chart コントロールで作成可能な2Dグラフの種類、グラフの選択方法および2Dグラフに3D効果を適
用する方法をグラフの種類ごとに詳細に説明します。

エリアグラフ
エリアグラフは、データ点を結び、その内部を塗りつぶしたデータセットを描画します。各データセットは、直前に描かれた
データセットの上に重ねて描かれます。また、データセットを別々に描画したり、積層型で描画したりすることができます。さら
に、 LineStyle プロパティを使用して、各データセットの塗りつぶしプロパティをカスタマイズできます。詳細は、データセット
の線とシンボルのスタイル設定を参照してください。

ChartGroup オブジェクトの Stacked プロパティを使用して、積層型エリアグラフを作成することができます。積層型エリアグ
ラフは、直前に描かれたデータセットの値の上に各データセットの値を重ねることでデータを表します。
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設計時にグラフの種類をエリアグラフに変更するには
Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確
認したら、エディタの右ペインで、 ChartType プロパティを「Area」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のチャートを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法
があります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Area］を選択します。
もう一つの方法
もう一つの方法として、ツールバーから[エリア
エリア]を選択します。

エリアグラフのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列がエリアグラフに使用されます。各データセットには、グラフ化する X と Y の配列の値が必要です。その他
の配列に値を追加してもエリアグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を使用する
別の種類のグラフへの切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置を保持します

Y

Y 軸の位置を保持します。

Y1

エリアグラフでは使用しません。

Y2

エリアグラフでは使用しません。

Y3

エリアグラフでは使用しません。

エリアグラフの 3D 効果
C1Chart の 3D 効果は、エリアグラフまたは積層型エリアグラフで、データセットごとに奥行き感を出すために使用します。奥
行き、仰角、回転、および陰影のプロパティを使用して、グラフに深みを持たせ見栄えを良くすることにより、エリアグラフの
効果を高めることができます。
エリアグラフを 3D 表示するには、View3D オブジェクトのプロパティを調整します。View3D オブジェクトは、結果として
ChartArea のメンバになる PlotArea オブジェクトのメンバです。View3D オブジェクトのプロパティ
（Depth、Elevation、Rotation、および Shading） の各プロパティを調整して、3D 表示をカスタマイズすることができます。
Depth プロパティがすべての 3D タイプのグラフのロジックの基本であることに注意してください。Elevation プロパティと
Rotation プロパティによって、ユーザーはグラフの表示方法を変更できますが、実際にグラフの 3D 効果を発揮するのは
Depth プロパティです。Depth プロパティの値をゼロ以外に設定し、Elevation プロパティと Rotation プロパティの値をゼロ
に設定することにより、何も変更されなかったように見える 3D グラフを作成することができます。実際には、視覚的に標準プ
ロットグラフと同じように表現されるグラフの「正面」を見ていることになります。
また、データの一部を 3D 表示にし、その他のデータを 2D 平面にグラフ化した方が望ましい場合があることも念頭において
ください。そのような場合には、各グラフグループに関連付けられた Use3D プロパティを調整します。
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棒グラフ
棒グラフは、各データセットをクラスタ内の棒として描画します。 クラスタの数はデータ内のデータ点の数と同じです。 各クラ
スタは、各データセットの n 個のデータ点の数を表します。LineStyle プロパティを使用して、データセットごとの塗りつぶしプ
ロパティをカスタマイズできます。 詳細は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参照してください。
下図は棒
棒グラフを示しています。

設計時にグラフの種類を棒グラフに変更するには
Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。 <...>ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。 エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確
認したら、エディタの右ペインで、ChartType プロパティを［Bar］に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のチャートを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法
があります。 グラフ一覧から、ChartType として［Bar］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから[縦棒]を選択します。

棒グラフのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列が棒グラフに使用されます。 各データセットには、グラフ化する X と Y の配列の値が必要です。 その他の
配列に値を追加してもこのグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を使用する別
の種類のグラフへの切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置を保持します。

Y

Y 軸の位置を保持します。

Y1

棒グラフでは使用しません。

Y2

棒グラフでは使用しません。

Y3

棒グラフでは使用しません。

フローティング棒グラフ
積層型棒グラフの各データセットは、非表示（この場合、データセットはブランクセットとしてグラフ化されます）、または除外
（この場合、データセットはグラフデータの一部とみなされません）することができます。ChartDataSeries クラスの Display
プロパティを使用して、グラフの各データセットを表示するか、非表示にするか、あるいは除外をするかを指定します。
次の例では、２番目のデータセットが表示された場合、非表示の場合、および除外された場合を示します。
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Display プロパティは、設計時に ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタを使用してアクセスできます。このエディタにアクセ
スするには、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開き、ChartData ノードを展開して、次に SeriesList ノードの横にあ
る<...>ボタンをクリックします。

棒グラフの反転
X軸とY軸の位置が反転される場合は、通常の棒グラフは横棒グラフになります。詳細は、グラフの軸の方向転換と反転を参
照してください。

積層型棒グラフ
積層型棒グラフは、各データセットを積層型棒クラスタの一部として描画します。 各棒は、各データセットの n 個のデータ点
の数を表します。Stacked プロパティを True に設定して、円柱、円錐、四角錘グラフ円柱、円錐、四角錘グラフを積み上げ
ることができます。LineStyle プロパティを使用して、各データセットの塗りつぶしプロパティをカスタマイズできます。詳細
は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参照してください。
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コード例
次の例は、積層型棒グラフを作成します。単に C1Chart コントロールを Visual Studio プロジェクトに追加し、積層型グラフ
の実行例を表示する次のコードを追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
' 既存のデータをクリア
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.Clear()
' データ
Dim items As String() = New String() {"Item1", "Item2", "Item3"}
Dim sales2005 As Integer() = New Integer() {800, 1500, 2000}
Dim sales2006 As Integer() = New Integer() {1000, 1200, 1400}
' １つめの系列を作成
Dim ds2005 As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.AddNewSeries()
ds2005.Label = "2005"
ds2005.LineStyle.Color = Color.Yellow
ds2005.X.CopyDataIn(items)
ds2005.Y.CopyDataIn(sales2005)
' ２つめの系列を作成
Dim ds2006 As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.AddNewSeries()
ds2006.Label = "2006"
ds2006.LineStyle.Color = Color.Red
ds2006.AutoEnumerate = True
ds2006.Y.CopyDataIn(sales2006)
' グラフタイプを設定
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType =
C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Bar
C1Chart1.ChartGroups(0).Stacked = True
' y 軸の最小値を設定
C1Chart1.ChartArea.AxisY.Min = 0
C1Chart1.Legend.Visible = True
' 軸のキャプションを削除
C1Chart1.ChartArea.AxisX.Text = ""
C1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = ""
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
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// 既存のデータをクリア
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.Clear();
// データ
string[] items = new string[] { "Item1", "Item2", "Item3"};
int[] sales2005 = new int[] { 800, 1500, 2000};
int[] sales2006 = new int[] { 1000, 1200, 1400};
// １つめの系列を作成
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds2005 =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.AddNewSeries();
ds2005.Label = "2005";
ds2005.LineStyle.Color = Color.Yellow;
ds2005.X.CopyDataIn( items);
ds2005.Y.CopyDataIn( sales2005);
// ２つめの系列を作成
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds2006 =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.AddNewSeries();
ds2006.Label = "2006";
ds2006.LineStyle.Color = Color.Red;
ds2006.AutoEnumerate = true;
ds2006.Y.CopyDataIn( sales2006);
// グラフタイプを設定
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType =
C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Bar;
c1Chart1.ChartGroups[0].Stacked = true;
// y 軸の最小値を設定
c1Chart1.ChartArea.AxisY.Min = 0;
c1Chart1.Legend.Visible = true;
// 軸のキャプションを削除
c1Chart1.ChartArea.AxisX.Text = "";
c1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = "";
}
上のコード例は以下のグラフを生成します。

特殊な棒グラフのプロパティ
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棒グラフは、各データセットをクラスタ内の棒として描画します。各データセットは2D棒グラフを使用して単一の行に表示され
るとともに、3D棒グラフを使用して複数行でも表示できます。3D棒グラフは、典型的なサイドビューに比べ、棒グラフや横棒
グラフの側面を表示することが可能な、斬新なビューを提供します。棒グラフおよび積層型棒グラフのクラスタのサイズおよ
び棒同士の間隔はカスタマイズ可能です。また、棒グラフの外観は円柱、円錐、四角錘グラフのいずれかに変更できます。

外観
棒グラフは通常、長方形の棒（デフォルト）として表示されますが、C1Chartでは円柱、円錐、および四角錘の形で表すことも
できます。棒の形をデフォルト以外に設定するには、Appearance プロパティを使用します。
注意：
注意：以下の棒グラフは、奥行き感があるため、円形というより楕円形に見えます。棒の外観をより円形に見せるに
は、Depth プロパティの値を下げます。詳細については棒グラフの 3D 効果を参照してください。
下図は、Appearance プロパティの値の例を表します。

Appearance = Default

Appearance = Cylinder

Appearance = Cone

Appearance = Pyramid

クラスタの重ね合わせ
Bar クラスの ClusterOverlap プロパティを使用して、クラスタ内で棒が相互に重なり合う程度を設定します。この値は、棒
が重なり合うパーセントで表されます。有効な値の範囲は 0～100です。下図は、ClusterOverlap プロパティの値が50％に
設定されている時の棒グラフの表示を表します。

クラスタの幅
Bar クラスの ClusterWidth プロパティを使用して、各棒のクラスタが使用するスペースを設定します。この値は、使用可能
なスペースのパーセントで表されます。有効な値の範囲は 0～100です。

ClusterWidth = 50%
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ClusterWidth プロパティと ClusterOverlap プロパティは、Bar クラスのプロパティです。このプロパティには、設計時に
ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Bar ノードからアクセスできます。

複数行
Use3D プロパティを True に設定して 3Dグラフを有効にした場合、MultiRow プロパティを使用して、 同じクラスタにある棒
の要素を新規行に表示できます。
下図は、各棒グラフに対してMultiRow プロパティの影響を示しています。

MultiRow = True

MultiRow = True

MultiRow = True

MultiRow = True

積層型 2D 横棒および縦棒グラフの区分線
積層型 2D 横棒および縦棒グラフで、データ系列の矩形と矩形の間のポイントからポイントまで結ぶ区分線を表示する場合
は、BarLines を True に設定します。BarLines プロパティを True に設定した場合、次の図のように、BarLineColor および
BarLineThickness プロパティを使用して、棒の折れ線の線の色と線幅を指定できます。
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積層型 2D 横棒または縦棒グラフに棒の折れ線を使用すると、X 軸（縦棒グラフ）または Y 軸（横棒グラフ）全体の値を棒の
折れ線を用いて比較できるため量的な情報が見やすくなります。

棒グラフの 3D 効果
C1Chart の 3D 効果は、棒グラフまたは積層型棒グラフで、データセットごとに奥行き感を出すために使用します。奥行き、
仰角、回転、および陰影のプロパティを使用して、グラフに視覚的な深みを持たせ見栄えを良くすることにより、棒グラフの効
果を高めることができます。
Depthプロパティが奥行きを変更するために使用される場合、棒の形状には影響がありませんが、円柱、円錐、および四角
錘の形状が変更されます。X軸方向の棒数の変更に伴って、円柱の幅も自動的に変更されます。しかし、奥行きはDepthプ
ロパティに依存しています。
下図は、3D効果を設定後のグラフの例を示します。

棒グラフを 3D 表示するには、View3D オブジェクトのプロパティを調整します。View3D オブジェクトは、結果として
ChartArea のメンバになる PlotArea オブジェクトのメンバです。View3D オブジェクトのプロパティ
（Depth、Elevation、Rotation、および Shading）の各プロパティを調整して、3D 表示をカスタマイズすることができます。
Depth プロパティがすべての 3D タイプのグラフのロジックの基本であることに注意してください。Elevation プロパティと
Rotation プロパティによって、ユーザーはグラフの表示方法を変更できますが、実際にグラフの 3D 効果を発揮するのは
Depth プロパティです。Depth プロパティの値をゼロ以外に設定し、Elevation プロパティと Rotation プロパティの値をゼロ
に設定することにより、何も変更されなかったように見える 3D グラフを作成することができます。実際には、視覚的に標準プ
ロットグラフと同じように表現されるグラフの「正面」を見ていることになります。
また、データの一部を 3D 表示にし、その他のデータを 2D 平面にグラフ化した方が望ましい場合があることも念頭において
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ください。そのような場合には、各グラフグループに関連付けられた Use3D プロパティを調整します。

棒グラフの種類
棒グラフのバリエーションとして、円柱、円錐、四角錘グラフとして表示することができます。機能は3D棒グラフおよび3D横棒
グラフにも同様に設定されます。それは外観のみが異なるだけで、データの表示に棒を使用する代わりに、円柱、円錐、四
角錘の形状を使用します。次のセクションでは、円柱、円錐、四角錘グラフについて説明します。

円柱グラフ
円柱グラフは棒および横棒グラフの一種で、グラフの棒を円筒形で描画します。円柱グラフでは、両側に同一ベースに長め
の丸いボックスが作成されます。すべての棒および横棒グラフと同様に、円柱グラフは個別項目あるいは項目のグループを
比較する際に適切です。

設計時にグラフの種類を変更するには
［プロパティウィンドウ］の ChartGroups ノードを展開します。ChartGroupsCollection プロパティの横の〈〈...〉〉ボタ
ンをクリックし、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの右ペインからChartType プロパティを
「Bar」に設定し、Appearanceプロパティを「Cylinder」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、現在のグラフを右クリックして、[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]を選択します。グラ
グラ
フ種から Cylinder を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから円柱を選択します。

円錐グラフ
円錐グラフは棒および横棒グラフの一種で、グラフの棒を円錐形で描画します。このグラフは基本的に回転した三角形で
す。円錐は、底辺が円形で、上部に向かって筒が細くなったような形状です。

設計時にグラフの種類を変更するには
［プロパティウィンドウ］の ChartGroups ノードを展開します。ChartGroupsCollectionプロパティの横の〈〈...〉〉ボタ
ンをクリックし、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの右ペインからChartTypeプロパティを
「Bar」に設定し、Appearanceプロパティを「Cone」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、現在のグラフを右クリックし、[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]を選択します。グラフ
種から Cone を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから円錐を選択します。
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四角錘グラフ
四角錘グラフは棒および縦棒グラフの一種類で、グラフの棒を四角錘で描画します。このグラフは、底辺が四角であることを
除いて、円錐グラフと似ています。通常、このようなグラフは地理的な内容を表示するために使用されます。

グラフの種類を設計時に四角錘グラフに変更するには
［プロパティウィンドウ］の ChartGroups ノードを展開します。ChartGroupsCollection プロパティの横の〈〈...〉〉ボタ
ンをクリックし、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの右ペインからChartTypeプロパティを
「Bar」に設定し、Appearanceプロパティを「Pyramid」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、現在のグラフを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。グラ
フ一覧から、グラフ種から Pyramid を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから四角錘を選択します。

バブルチャート
バブルチャートは、２つの独立した値を組み合わせて、Y 軸の点と点のサイズの両方を提供します。バブルチャートは、デー
タ点のサイズを変更することで各データ点における追加データの値を表すのに使用されます。Y 配列の要素は直交座標の
位置を指定（XY プロットと同じ）し、Y1 要素の値は各データ点のバブルの大きさを指定します。データ点のサイズは、面積ま
たは直径を基準にして符号化されます。LineStyle プロパティおよび SymbolStyle プロパティを使用して、シンボルのスタイ
ルと色、および結んだ線の外観の表示を指定することができます。詳細は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参
照してください。

グラフの種類を変更するには
.NET のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックして、ChartGroup コレ
クションエディタ
クションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確認したら、エディタの右
ペインで、ChartType プロパティを「Bubble」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［XY-plot］、グラフのサブタイプとして[バブルチャート
バブルチャート]を選択しま
す。
もう一つの方法として、ツールバーからグラフの種類として[X-Y]、形式として[バブルチャート
バブルチャート]を選択します。

バブルチャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列がバブルチャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する X、Y、および Y1 配列の値が必要で
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す。その他の配列に値を追加してもこのグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を
使用する別の種類のグラフへの切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸を基準にしてバブルの位置を保持します。

Y

Y 軸を基準にしてバブルの位置を保持します。

Y1

バブルの相対サイズを保持します。

Y2

バブルチャートでは使用しません。

Y3

バブルチャートでは使用しません。

特殊なバブルチャートのプロパティ
バブルチャートは、２つのデータセットを組み合わせて、さまざまな大きさのデータ点を持つプロットグラフを描画します。バブ
ルの大きさを符号化すると共に、バブルの最小サイズと最大サイズを指定することができます。

エンコード方法
EncodingMethod プロパティを使用して、直径または面積を基準にしてバブルのサイズ変更を行なうかどうかを設定しま
す。バブルのサイズは、プロット領域全体の直径または面積におけるパーセントとして計算されます。これらの値を反転させ
る（つまり、MinimumSize を MaximumSize より大きくする）と、小さな値のバブルが大きく描画され、大きな値のバブルが小
さく描画されます。
EncodingMethod プロパティは、Bubble クラスのプロパティです。ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Bubble ノードからア
クセスできます。

サイズの最大値と最小値
許容されるバブルのサイズの最大値と最小値は、それぞれ MaximumSize プロパティと MinimumSize プロパティを使用し
て設定できます。これらは、Bubble クラスのプロパティです。ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Bubble ノードからアクセス
できます。

ローソク足チャート
ローソク足、
ローソク足、HiLo、
、HiLoOpenClose チャートは、財務アプリケーションで使用される株価チャートのすべてのタイプで
す。ローソク足
ローソク足チャートは、始値と終値、および高値と安値の間の関係を示すために使用される HiLoOpenClose チャートの
特殊なタイプです。ローソク足
ローソク足チャートは、HiLoOpenClose グラフと同じ価格データ（高値、安値、始値、終値）を使用します
が、ローソクのように見える太い標識棒が含まれる点だけが異なります。その本体の色とサイズから、始値と終値の関係に
関する追加的な情報がわかります。たとえば、長い透明なローソクは買い圧力を示し、長い塗りつぶされたローソクは売り圧
力を示します。
ローソク足チャートは、ローソク（candle）、芯（wick）、および尾（tail）という３つの要素で構成されます。ローソクまたは本体
（始値と終値の間の太い棒）は、取引の開始から終了までの株価の変化を表します。ローソクの上と下に伸びている細い線
（芯と尾）は、高値と安値の範囲を表します。中空（透明）のローソクは、株価の上昇（終値が始値より高い）を示しています。
中空のローソクでは、本体の下端が始値を表し、本体の上端が終値を表します。塗りつぶされたローソクは、株価の下落
（始値が終値より高い）を表します。塗りつぶされたローソクでは、本体の上端が始値を表し、本体の下端が終値を表しま
す。
C1Chart は高値に Y 値、安値に Y1、始値に Y2、および終値に Y3 を使用してローソク足チャートを作成します。C1Chart は
下落するローソクを線の色の値で自動的に塗りつぶします。
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ローソク足チャート、HiLo チャート、HiLoOpenClose チャートは、経済分野で使用される株価の変動を示すグラフのすべて
のタイプです。これらのグラフは、特定の株価の始値、終値、高値、および安値を表示します。ローソク足チャートは、
HiLoOpenClose チャートの特殊なタイプです。「ローソク足」（始値、終値に挟まれた長方形部分）は、始値、終値間の変化を
表します。簡単なローソク足チャートの場合、中空のローソク足は株価の上昇（終値が始値よりも高い場合）を示し、塗りつ
ぶされたローソク足は株価の下落（始値が終値よりも高い場合）を示します。複雑なローソク足チャートの場合、SymbolStyle
プロパティの色が株価の上昇を示し、LineStyle プロパティの色が株価の下落を示します。LineStyle プロパティと
SymbolStyle プロパティ、および HiLoData クラスを使用して、各データセットの塗りつぶしプロパティと線のプロパティをカ
スタマイズできます。また、 Size プロパティによって、ローソクの本体幅も設定可能です。詳細は、データセットの線とシンボ
ルのスタイル設定を参照してください。

グラフの種類を変更するには
Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確
認したら、エディタの右ペインで、ChartType プロパティを「Candle」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Stock］、グラフのサブタイプとして［ローソク足チャート］を選択しま
す。
もう一つの方法として、ツールバーからグラフの種類として[株価]、形式として[ローソク足チャート]を選択します。

ローソク足チャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列がローソク足チャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列X、配列 Y、配列 Y1、配列
Y2、および配列 Y3の値が必要です。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置を保持します。

Y

ローソク足チャートの高値を保持します。

Y1

ローソク足チャートの安値を保持します。

Y2

ローソク足チャートの始値を保持します。
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Y3

ローソク足チャートの終値を保持します。

特殊なローソク足チャートのプロパティ
ChartType プロパティが Candle に設定されていると、以下のプロパティを使用して、株価の上昇と下落を示すことができま
す。
FillFalling
FillTransparent

株価下落の表示
FillFalling プロパティを True に設定します。塗りつぶし色は、LineStyle の値で決定します。

株価上昇の表示
FillTransparent プロパティを True に設定します。これによって、始値のローソクの本体は透明（中抜き）になります。株価
上昇の色を指定する場合は、FillTransparent プロパティを False に設定して、SymbolStyle プロパティの色を指定します。
線のスタイルの色とシンボルのスタイルの色が別々になるように、異なる色を使用することが推奨されます。

ガントチャート
ガント
ガントチャートを使用して、さまざまなタスクのタイムラインを図示して、プロジェクト完成までの重要な作業の概略を示しま
す。
ガント
ガントチャートは、棒
棒グラフおよび HiLo チャートと以下の類似性を持っています。
棒グラフと同様、ガント
ガントチャートは棒を使用しますが、通常、グラフ方向を切り替え、データ順序を反転した棒グラ
フとして表示されます。
各データセットの Y 配列と Y1 配列の各要素が高値と安値を表す HiLo チャートと同様、ガント
ガントチャートは Y 要素
と Y1 要素を使用してタスクの開始時間と終了時間を表します。
ガント
ガントチャートは、次のような方法でタイムラインをわかりやすく図式化します。
活動／タスク
活動／タスクをグラフの左側に表示し、タイムラインをグラフの上部または下部に表示します。
タスクの期間
各プロジェクトの期間を棒として表します。棒の始点は、活動またはタスクの開始時間を示します。棒の終点は、
活動またはタスクの終了または完了時間を示します。
タスクの期間
通常、ガント
ガントチャートでは、特殊な文字または色を使用して、各タスクの期間全体の重要な活動または達成項目を
表します。ガント
ガントチャートでは、新しいタスクを作成するには、新しいデータセットを ChartDataSeries に追加しま
す。各データセットには、タスク内でデータ情報の作成に使用するいくつかのプロパティがあります。たとえば、タス
クの開始時間のデータを指定するには Y プロパティを使用し、タスクの終了時間のデータを指定するには Y1 プ
ロパティを使用します。ガント
ガントチャートに使用するデータ型を選択するには、ChartDataArray の DataType プロ
パティを使用します。
下図のガント
ガントチャートは、各タスクの開始時間と終了時間を示します。ガントチャートは１つのタスク内に単一または複数のプ
ロジェクトを表示できます。１つのタスクに複数のサブタスクを割り当てる場合もあります。各棒は１つのタスクまたはサブタス
クを表します。１つの軸でいくつかの棒を使用して、大きな範囲の X 値とY 値にまたがることができます。ガントチャートの
データは、垂直方向より水平方向に表示したほうがより効果的です。したがって、グラフが転換して、X 軸が垂直軸、Y 軸が
水平軸となります。C1Chart は ChartArea の Inverted プロパティと Axis の Reversed プロパティを用意しています。各横
棒は無地色で塗りつぶされていることに注意してください。多くの場合、これは完了したタスクを表します。また、各横棒には
開始日と終了日を示すラベルも付いています。ChartDataSeries クラスの Labelプロパティを使用して、実行時と設計時の
いずれのときでも、ラベルを横棒に追加できます。
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グラフの種類を変更するには
プロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。〈〈…〉〉ボタンをクリックして、ChartGroup コレクションエ
ディタ
ディタを開きます。エディタの右ペインで、ChartType プロパティを「Gantt」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のチャートを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法
があります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Gantt］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから[ガント]を選択します。

ガントチャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列がガントチャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する X、Y、および Y1 の配列の値が必要で
す。その他の配列に値を追加しても、このグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列
を使用する別の種類のグラフへの切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X軸の位置を保持します。

Y

プロジェクトの開始時間の開始値を保持します。

Y1

プロジェクトの終了時間の終了値を保持します。

Y2

ガントチャートでは使用しません。

Y3

ガントチャートでは使用しません。

HiLo チャート
HiLo（ハイロ）チャートは、２種類の独立した値を組み合わせて、データセットのデータ点における高値と安値のデータを表示
します。HiLo チャートは主として、特定の株価の高値・安値を表す、経済分野で利用されるグラフです。HiLo チャートの各
データセットの Y 配列と Y1 配列の要素は、「高値」と「安値」を表します。
LineStyle プロパティを使用すると、各データセットの塗りつぶしと線のプロパティをカスタマイズできます。詳細は、データ
セットの線とシンボルのスタイル設定を参照してください。
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グラフの種類を変更するには
Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確
認したら、エディタの右ペインで、ChartType プロパティを「HiLo」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Stock］、グラフのサブタイプとして［HiLo チャート］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーからグラフの種類として[株価]、形式として[HiLo チャート]を選択します。

HiLo チャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列が HiLo チャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列 X、配列 Y、および配列 Y1 の値が
必要です。その他の配列に値を追加してもこのグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの
配列を使用する別のグラフの種類への切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置を保持します。

Y

HiLo チャートの高値を保持します。

Y1

HiLo チャートの安値を保持します。

Y2

HiLo チャートでは使用しません。

Y3

HiLo チャートでは使用しません。

HiLoOpenClose チャート
HiLo チャートに似ていますが、HiLoOpenClose（ハイロオープンクローズ）チャートでは４種類の独立した値を組み合わせ
て、データセットのデータ点における高値、安値、始値、および終値のデータを表示します。株価の高値と安値を表示すると
共に、Y2 配列と Y3 配列の要素がそれぞれ株価の始値と終値を表します。
LineStyle プロパティによって、各データセットの塗りつぶしや線のプロパティをカスタマイズできます。詳細は、データセット
の線とシンボルのスタイル設定を参照してください。

グラフの種類を変更するには
Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確
認したら、エディタの右ペインで、ChartType プロパティを「HiLoOpenClose」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Stock］、グラフのサブタイプとして［HiLoOpenClose チャート］を
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選択します。
もう一つの方法として、ツールバーからグラフの種類として[株価]、形式として[HiLoOpenClose チャート]を選択し
ます。

HiLoOpenCloseチャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列が HiLoOpenClose チャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列 X、配列 Y、配列 Y1、
配列 Y2、および配列 Y3 の値が必要です。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置を保持します。

Y

HiLoOpenClose チャートの高値を保持します。

Y1

HiLoOpenClose チャートの安値を保持します。

Y2

HiLoOpenClose チャートの始値を保持します。

Y3

HiLoOpenClose チャートの終値を保持します。

特殊なHiLoOpenClose チャートのプロパティ
開発者は、始値と終値のマークをグラフに表示する方法を指定することができます。

始値と終値のマークを表示するには
ShowOpen、ShowClose、および FullWidth の各プロパティを使用して、始値・終値マークの表示方法を指定し
ます。
ShowOpen プロパティを True に設定すると始値マークが表示され、ShowClose プロパティを True に設定すると
終値マークが表示されます。
FullWidth プロパティを Trueに設定すると、始値と終値目盛マークの両方が垂直線の両側に描画されます。

ヒストグラム
ヒストグラムは、生データ値のコレクションを受け取って、度数分布をプロットするグラフです。ヒストグラムは、グループ化し
たデータでよく使用され、生データのコレクションを計測して定義済みの区間内に分布するデータの数をプロットして生成しま
す。生データ値を使用してヒストグラムのデータを生成する代わりに、度数を生成することに注意してください。棒グラフとの
類似性を示すにあたり、ヒストグラムが量的変数を使用するのに対し、棒グラフは一般的に質的変数を使用することに注意
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することが重要です。
ヒストグラムは、量的変数のデータの分布の目立った特徴を特定する場合に役立ちます。量的変数の重要な特性は以下の
とおりです。
典型的な平均値を示します。
データは一般的な形状を生成します。データ値の分布は中央に対して対称と非対称のいずれも可能です。
データグループから離れた値は異常値として表示します。
データ値は標準値に近い場合も遠い場合もあり得ます。
分布は単一のピークまたは複数のピークと谷間の形式になる可能性があります。
注意：
注意：区間値はデータ要素の度数を表します。多種多様な技法を使用して、度数を表示します。度数は一般的に、ポ
リゴン、縦棒、横棒グラフの形状で表示します。

設計時にグラフの種類を変更するには
. NET のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。エディタの右ペインで、ChartType プロパティ
を「Histogram」に設定します。
もう１つの方法として、.NET のプロパティウィンドウで ChartGroups ノードを展開します。〈〈…〉〉ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの右ペインで、適切な ChartGroup の ChartType プロ
パティを「Histogram」に設定します。

ヒストグラムのプログラミングで考慮すべき事項
他の直交座標グラフと異なり、ヒストグラム入力は X と Y 座標で指定しません。代わりに、生データの単一配列を各
ChartDataSeries の Y 配列内で指定します。選択した IntervalCreationMethod に応じて、ヒストグラム入力は
ChartDataSeries の X 配列を使用して区間の境界も指定できます。

Property Description
X

IntervalCreationMethod として XDataBoundaries を使用して、ヒストグラムの区間の境界を保持します。

Y

生データ値を保持します。

Y1

ヒストグラムでは使用しません。

Y2

ヒストグラムでは使用しません。

Y3

ヒストグラムでは使用しません。

ヒストグラムの種類
ヒストグラムにはいくつかの種類があります。C1Chart では、以下の種類のヒストグラムを使用します。
ヒストグラムグラフ
度数グラフ
階段型度数グラフ

ヒストグラムグラフ
ヒストグラム
ヒストグラムの外観は、棒グラフに似ています。小さな違いとして、棒グラフでは棒同士の間を空けますが、ヒストグラムでは
棒同士の間を空けません。ヒストグラムの縦棒同士の間が空いていないのは、縦棒の境界が各縦棒で表している区間の境
界を示す実際の X 軸値を表すからです。
ヒストグラムと棒グラフの外観は相関していますが、機能は相関していません。棒グラフはデータ点から作成しますが、ヒスト
グラムはデータの度数分布から作成します。
以下のグラフは、棒グラフとヒストグラムの違いを示します。両方のグラフでまったく同じ Y データを使用します。棒グラフ（上
側）は、各年の温度の平均温度を示します。ヒストグラム（下側）は、同じ入力温度データを使用して、各区間に分布する温
度の数を自動的に集計して、結果のヒストグラムを描画します。わかりやすくするため、各区間の上部に各区間内のカウント
数を示すグラフラベルを付けてあります。
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以下のグラフは、ヒストグラムの詳細とプロパティを示します。１番目の ChartGroup では 100個のランダムデータ座標の散
布図で、２番目の ChartGroup では各散布データ点からマーカーの交差点までの距離の分布を基にしたヒストグラムです。

上記のヒストグラムでは、IntervalCreationMethod プロパティの SemiAutomatic メソッドを使用して、上限値と下限値、お
よび区間数を指定しています。IntervalCreationMethod プロパティは、異なる区間の境界を設定する必要がある場合に便
利です。
IntervalCreationMethod プロパティから、以下の３つのメソッドの１つを選択できます。
SemiAutomatic
SemiAutomatic メソッドを使用する場合、区間の上限値と下限値、および区間数を指定します。区間の境界は均
等に計算します。SemiAutomatic メソッドを選択した場合、IntervalStart、IntervalWidth、IntervalNumber の
各プロパティを使用できます。IntervalStart プロパティは、先頭の区間の開始数値を取得または設定します。上
記のヒストグラムでは、IntervalStart プロパティを０
０に設定しているため、区間は数値０
０から開始します。区間幅
を指定するには、IntervalWidth プロパティを特定の幅サイズに設定します。上記の例では、IntervalWidth プロ
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パティは各区間に 10 の幅サイズを取得します。IntervalNumber プロパティは、ヒストグラム内の区間数を取得
します。たとえば、上記のヒストグラムでは、IntervalNumber プロパティを 10 に設定しているため、最大 10 個の
区間が可能です。残りの４つの間隔は０
０のデータ要素を持つため上記のグラフに表示されません。
Automatic
Automatic メソッドを使用する場合、グラフは、データの最大値
最大値と最小値
最小値を使用して、区間をデータ平均の３つ
３つの
標準偏差内に分布するように制限することによって、区間の上限値
上限値と下限値
下限値を計算します。区間数はオプションで
す。区間の境界は均等に計算します。
XDataBoundaries
XDataBoundaries メソッドを使用する場合、データセットの X 値を使用して各区間の境界を明示的に設定しま
す。X 値をソートして、重複値を削除します。結果の各昇順値を使用して、次の区間の境界を決定します。した
がって、１番目と２番目の結果の X 値は先頭の区間を定義し、次に続く各 X 値は次の区間の最後を指定しま
す。N 個の区間を指定するには N+1 個の一意の X 値が必要であることに注意してください。
設計時に IntervalCreationMethod プロパティにアクセスするには、ChartData ノードを展開して SeriesList ノードの横
の〈〈…〉〉ボタンをクリックします。ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタが表示されます。Histogram ノードを探して展開しま
す。IntervalCreationMethod プロパティを選択し、IntervalCreationMethod プロパティのドロップダウンボックスの３つのメ
ソッドの１つを選択してメソッドのタイプを選択します。IntervalCreationMethod プロパティは、コードから以下を入力してアク
セスすることもできます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
cds.Histogram.IntervalCreationMethod = IntervalMethodEnum.SemiAutomatic
C# コードの書き方

C#
cds.Histogram.IntervalCreationMethod = IntervalMethodEnum.SemiAutomatic;
注意：
注意：上記コード内の文字列 cds は ChartDataSeries オブジェクトの変数名です。上記のサンプルコードでは、
SemiAutomatic メソッドを使用しています。Automatic メソッドまたは XDataBoundaries メソッドを使用するには、い
ずれかを IntervalMethodEnum に割り当てます。
以下のサンプルコードのように、ChartHistogram オブジェクトの DisplayType プロパティを使用し、区間と区間数をヒスト
グラム、度数グラフ、階段度数グラフとして表示できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
'グラフのヒストグラムを「ヒストグラム」として表示します。
ch.DisplayType = DisplayTypeEnum.Histogram
'グラフのヒストグラムを「度数グラフ」として表示します。
ch.DisplayType = DisplayTypeEnum.FrequencyGraph
'グラフのヒストグラムを「階段型度数グラフ」として表示します。
ch.DisplayType = DisplayTypeEnum.SteppedFrequencyGraph
C# コードの書き方

C#
//グラフのヒストグラムを「ヒストグラム」として表示します。
ch.DisplayType = DisplayTypeEnum.Histogram;
//グラフのヒストグラムを「度数グラフ」として表示します。
ch.DisplayType = DisplayTypeEnum.FrequencyGraph;
//グラフのヒストグラムを「階段型度数グラフ」として表示します。
ch.DisplayType = DisplayTypeEnum.SteppedFrequencyGraph;
注意：
注意：文字列 ch は、ChartHistogram オブジェクトの変数名です。
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いくつかのデータ要素が残りのデータ要素から離れて現れる場合もあります。この場合、この距離値は異常値と呼ばれま
す。大部分の場合、異常値は残りのデータから離れすぎているため区間内に分布せず、データ要素の値が不明となります。
異常値を除外させないため、C1Chart の ChartHistogram オブジェクトは以下の２つのプロパティを提供します。
AboveIntervalCount
AboveIntervalCount プロパティは最後の区間の終了値より大きい数値を返します。
BelowIntervalCount
BelowIntervalCount プロパティは先頭の区間の開始値より小さい数値を返します。
デザイナでは、AboveIntervalCount プロパティと BelowIntervalCount プロパティはChartDataSeries コレクションエディ
タの Histogram ノードにあります。以下のコードは、AboveIntervalCount プロパティを使用して、異常値があるかどうかを調
べる方法を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim overflow As Integer = CInt(cds.Histogram.AboveIntervalCount)
Dim msg As String = ""
' これは最後の区間の後に分布する異常値があるかどうかを調べます。
If overflow > 0 Then
msg = "Number > " + carea.AxisX.Max.ToString() + " = " + overflow.ToString()
End If
c1Chart1.ChartLabels("overflow").Text = msg
C# コードの書き方

C#
int overflow = (int)cds.Histogram.AboveIntervalCount;
string msg = "";
// これは最後の区間の後に分布する異常値があるかどうかを調べます。
if(overflow > 0)
{
msg = "Number > " + carea.AxisX.Max.ToString() + " = " +
overflow.ToString();
}
c1Chart1.ChartLabels["overflow"].Text = msg;
ヒストグラムでは、縦棒または区間帯はそれが表す値に比例します。すべての区間の区間幅が同じ場合、各区間の高さは
単位幅あたり同じ度数を表します。縦棒の幅はサイズが異なる場合もあります。この場合、縦棒の高さを調整して各区間帯
の比例を維持する必要があります。たとえば、いくつかの不均等な縦棒を持つ場合、C1Chart の Histogram オブジェクトの
Normalized プロパティを利用して、縦棒または区間をそれが表す値に比例させることができます。
Histogram オブジェクトには NormalDisplay、NormalizationInterval、Normalized の３つのプロパティが含まれます。
Normalized プロパティを使用して、不均等な区間を正規化して、各区間の高さを単位幅あたり同じ度数を表すことができま
す。不均等な区間は、残りの区間と一様でない区間です。Normalized プロパティを True に設定した場合、
NormalizationInterval プロパティを特定の幅サイズに柔軟に設定できます。たとえば、IntervalWidth が 10 のときこれを
20 に正規化したいと仮定します。これにより、各区間のサイズが２倍になります。その結果、各度数（Y 値）が２倍になりま
す。IntervalWidth を 2 から 10 に正規化して、サイズの５分の１の区間幅を正規化できるようにしたい場合、各度数（Y 値）
は５分の１に小さくなります。

度数グラフ
度数グラフは、縦棒を使用しないヒストグラムです。各縦棒の中点を直線または曲線（スプライン）で結びます。その結果、縦
棒が削除されます。C1Chart では、縦棒の１つの中点から特定の縦棒の別の中点への結線は線またはスプラインフィットが
可能です。度数グラフは、データが読み取りやすいので、複数のデータセットを比較するときに便利です。
以下の度数グラフは、各散布点からマーカー交差点までのすべてのデータ座標の分布（距離）を示します。散布データ点に
関連付けられた番号は、データ点のインデックス値です。
度数グラフの結線を直線にするには、FitType プロパティを Line に設定します。または、曲線にするには FitType を
Spline に設定します。度数グラフの利点は、散漫にならずに、分布の重要な特性を示している点にあります。以下のサンプ
ルコードは、度数グラフの FitType プロパティの使用方法を示します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
cds.FitType = FitTypeEnum.Spline
C# コードの書き方

C#
cds.FitType = FitTypeEnum.Spline;

以下の度数
度数グラフは、上記のグラフと同じですが、距離分布を正規距離分布と比較するための正規曲線を含む点が異なり
ます。表示した正規曲線によって、生データが正規分布に適切な近似値かどうかを評価できます。生データのラベルを非表
示にして、２本の曲線をすっきりと描画させます。

グラフ内の Histogram オブジェクトは、NormalDisplay プロパティを提供して表示する（ガウス）正規曲線を取得します。
C1Chart のプロパティグリッド内で設計時にこのプロパティにアクセスするには、Histogram ノードを展開して
NormalDisplay プロパティを NormalCurve に設定します。NormalDisplay プロパティにアクセスするもう１つの方法として、
以下のコードを使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim nc As NormalCurve = cg.Histogram.NormalDisplay
C# コードの書き方
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C#
NormalCurve nc = cg.Histogram.NormalDisplay;
注意：
注意：文字列 nc は NormalCurve オブジェクトの変数名です。

階段型度数グラフ
階段型度数
階段型度数は、機能の面ではヒストグラムと同じです。２つのグラフは外観が異なるだけです。階段型度数グラフの場合、線
を縦棒から削除します。それに対し、ヒストグラムの場合、縦棒内の線を維持します。

折れ線グラフと XY プロットグラフ
折れ線グラフと XY プロットグラフ
プロットグラフは、各データセットのデータ点を結んで描画されます。各データセットの線とシンボルスタイ
ルをカスタマイズして、データ値自体を強調するために結合線を削除したり、データ点の関連性を強調するためにデータ点を
削除したりすることができます。また、データセットを別々に描画したり、積層型で描画したりすることができます。さらに、各
データセットの線とシンボルのプロパティもカスタマイズ可能です。詳細は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参
照してください。

ChartGroup オブジェクトの Stacked プロパティを使用して、積層型プロットグラフを作成することができます。積層型プロット
グラフは、直前に描かれたデータセットの値の上に、各データセットの値を積み重ねることで、データを表します。
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設計時にグラフの種類を折れ線もしくは
設計時にグラフの種類を折れ線もしくはXYプロットに変更するには
プロットに変更するには
Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックし
て、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確
認したら、エディタの右ペインでChartType プロパティを「XYPlot」に設定します。ただし、折れ線グラフを選択する
場合、この方法は使用できません。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法が
あります。グラフ一
グラフ一覧から、グラフの種類として［Line］または［XY-plot］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから[線
線]または[X-Y]を選択します。

プロットグラフのプログラミングで考慮すべき
次のデータ配列が、折れ線グラフと XY プロットグラフに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列 X の値と配列
Y の値が必要です。その他の配列に値を追加してもこのグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定する
と、これらの配列を使用する別のグラフの種類への切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置を保持します。

Y

Y 軸の位置を保持します。

Y1

折れ線グラフと XY プロットグラフでは使用しません。

Y2

折れ線グラフと XY プロットグラフでは使用しません。

Y3

折れ線グラフと XY プロットグラフでは使用しません。

XY プロットグラフの 3D 効果
C1Chart の 3D 効果は、XY プロットグラフまたは積層型 XY プロットグラフで、データセットごとに奥行き感を出すために使用
します。これらのグラフは帯グラフやリボングラフと呼ばれる場合もあります。奥行き、仰角、回転、および陰影のプロパティ
を使用して、グラフに視覚的な深みを持たせ見栄えを良くすることにより、XY プロットグラフの効果を高めることができます。
XY プロットグラフを 3D 表示するには、View3D オブジェクトのプロパティを調整します。View3D オブジェクトは、結果として
ChartArea のメンバになる PlotArea オブジェクトのメンバです。View3D オブジェクトのプロパティ
（Depth、Elevation、Rotation、および Shading） の各プロパティを調整して、3D 表示をカスタマイズすることができます。
Depth プロパティがすべての 3D タイプのグラフのロジックの基本であることに注意してください。Elevation プロパティと
Rotation プロパティによって、ユーザーはグラフの表示方法を変更できますが、実際にグラフの 3D 効果を発揮するのは
Depth プロパティです。Depth プロパティの値をゼロ以外に設定し、Elevation プロパティと Rotation プロパティの値をゼロ
に設定することにより、何も変更されなかったように見える 3D グラフを作成することができます。実際には、視覚的に標準プ
ロットグラフと同じように表現されるグラフの「正面」を見ていることになります。
また、データの一部を 3D 表示にし、その他のデータを 2D 平面にグラフ化した方が望ましい場合があることも念頭において
ください。そのような場合には、各グラフグループに関連付けられた Use3D プロパティを調整します。

円グラフとドーナツチャート
円グラフ
円グラフは、各データセットを円のセグメントとして描画します。円のセグメントの数はデータ点の数と一致します。円の各セ
グメントは、各データセットの n 番目のデータ点を表します。LineStyle プロパティを使用して、各データセットの塗りつぶしプ
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ロパティをカスタマイズできます。詳細は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参照してください。

グラフの種類を変更するには
.NET のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックして、ChartGroup コレ
クションエディタ
クションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確認したら、エディタの右
ペインで、ChartType プロパティを「Pie」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Pie］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから[円
円]を選択します。

円グラフのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列が円グラフに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列 X の値と配列 Y の値が必要です。その
他の配列に値を追加しても、このグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を使用す
る別のグラフの種類への切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

円グラフのセグメントのゼロから始まるインデックスを保持します。

Y

配列 X の値によって指定される円のセグメントの値を保持するします。

Y1

円グラフでは使用しません。

Y2

円グラフでは使用しません。

Y3

円グラフでは使用しません。
注意：
注意：複数のデータセットにデータを入力すると、１つのグラフグループ内に複数の円グラフが表示されます。

ドーナツチャート
C1Chart におけるドーナツチャートは、半径がゼロでない円グラフで、円グラフと機能的に同じですが、特に 3D 効果で表示
する場合にドーナツチャートを使用して、より強い訴求力のある表示にすることができます。すべての円グラフと同様、各ドー
ナツは各データセットを各データ点の全体に対するセグメントとして表示します。複数のデータ点を指定した場合、複数の
ドーナツがグラフに表示されます。
ドーナツチャートを作成するには、円グラフの InnerRadius プロパティを０以外の値に設定します。InnerRadius プロパティ
の値は完全な円半径の百分率で表します。InnerRadius プロパティは、各グラフグループの Pie オブジェクト内でアクセスで
きます。下図のグラフのプロパティページに InnerRadius プロパティはプロパティページの以下の階層に表示されます。この
例では InnerRadius プロパティを 40 パーセントに設定しています。
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InnerRadius プロパティを 40 パーセントに設定した場合の円グラフに対する効果は、下図のようになります。

下図に、ドーナツチャートのもう１つの例を示します。この例では、ChartDataSeries オブジェクトの Offset プロパティを 30
に設定しています。

特殊な円グラフのプロパティ
円グラフはさまざまなグラフの中でも特殊な性質を持っています。円グラフに対しては、２次元のグリッドや軸の概念は適用
できません。円の直径や分離するセグメントのプロパティの変更は、Pie クラスのプロパティを使用して実行します。

セグメントの表示開始角度
Start プロパティを使うと、最初のデータセットのセグメントの表示を開始する角度を指定できます。デフォルトの角度は 135
度です。 Start プロパティは Pie クラスのプロパティです。設計時、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Pie ノードからアクセ
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スできます。

セグメントの分離
円グラフでは、あるセグメントを円グラフから分離させて強調することができます。データセットの Offset プロパティを使っ
て、分離するセグメントの円グラフの中心からのオフセットを設定します。オフセットは、円グラフの半径のパーセンテージで
計算します。

分離するセグメントは、プログラムに組み込んで設定する必要があり、データセットに対してのみ設定可能です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
'適切な ChartData オブジェクトを取得します。
Dim cd As ChartData = C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartData
'１番目のデータセットのオフセットを円グラフの半径の 10% に設定します。
cd.SeriesList(0).Offset = 10
'セグメントの分離をリセットします。
cd.SeriesList(0).Offset = 0
C# コードの書き方

C#
//適切な ChartData オブジェクトを取得します。
ChartData cd = c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData;
//１番目のデータセットのオフセットを円グラフの半径の 10% に設定します。
cd.SeriesList[0].Offset = 10;
//セグメントの分離をリセットします。
cd.SeriesList[0].Offset = 0;

円グラフの 3D 効果
C1Chart の 3D 効果は、円グラフで、データセットごとに奥行き感を出すために使用します。奥行き、仰角、回転、および陰
影のプロパティを使用して、チャートに視覚的な深みを持たせ見栄えを良くすることにより、円グラフの効果を高めることがで
きます。
円グラフを 3D 表示するには、View3D オブジェクトのプロパティを調整します。View3D オブジェクトは、結果として
ChartArea のメンバになる PlotArea オブジェクトのメンバです。View3D オブジェクトのプロパティ
（Depth、Elevation、Rotation、および Shading） の各プロパティを調整して、3D 表示をカスタマイズすることができます。
Depth プロパティがすべての 3D タイプのグラフのロジックの基本であることに注意してください。Elevation プロパティと
Rotation プロパティによって、ユーザーはグラフの表示方法を変更できますが、実際にグラフの 3D 効果を発揮するのは
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Depth プロパティです。Depth プロパティの値をゼロ以外に設定し、Elevation プロパティと Rotation プロパティの値をゼロ
に設定することにより、何も変更されなかったように見える 3D グラフを作成することができます。実際には、視覚的に標準プ
ロットグラフと同じように表現されるグラフの「正面」を見ていることになります。
また、データの一部を 3D 表示にし、その他のデータを 2D 平面にグラフ化した方が望ましい場合があることも念頭において
ください。そのような場合には、各グラフグループに関連付けられた Use3D プロパティを調整します。

ポーラチャート
ポーラチャートは、各データセットの X、Y 座標を（θ、γ）の形で表します。θ は起点からの回転量、γ は起点からの距離を表
します。θ は度（デフォルト）またはラジアンのいずれかの単位で指定することができます。このグラフでは X 軸は円に相当
するため、X 軸の最大値と最小値は固定されています。データセットを別々に、あるいは積み上げて描画することができま
す。
LineStyle プロパティおよび SymbolStyle プロパティを使用して、各データセットの線とシンボルのプロパティをカスタマイズ
できます。詳細は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参照してください。

ChartGroup オブジェクトの Stacked プロパティを使用すると、積層型ポーラチャートを作成することができます。積層形式
では、前のデータセットの値の上に各データセットの値を積み上げることによってデータを表示します。

グラフの種類を変更するには
.NET のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックして、ChartGroup コレ
クションエディタ
クションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確認したら、エディタの右
ペインで、ChartType プロパティを「Polar」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Polar/Radar］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーからグラフの種類として[ポーラ/レーダー]、形式として[ポーラチャート
ポーラチャート]を選択
します。

ポーラチャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列がポーラチャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列 X の値と配列Yの値が必要です。
その他の配列に値を追加してもこのグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を使
用する別のグラフの種類への切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸の位置をラジアン単位または度単位で保持します。
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Y

Y 軸の位置を保持します。

Y1

ポーラチャートでは使用しません。

Y2

ポーラチャートでは使用しません。

Y3

ポーラチャートでは使用しません。

特殊なポーラチャートのプロパティ
設計時に、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Polar ノードから、次のプロパティにアクセスできます。

度またはラジアン単位のグラフ表示
Polar クラスの Degrees プロパティは、ポーラチャートの X 軸のデータ値の表示角度を、度（True）単位で反映するか、ラジ
アン（False）単位で反映するかを設定します。Degrees プロパティには、設計時に ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Polar
ノードからアクセスできます。
Degrees プロパティが False に設定され、グラフがラジアン値で表示されている場合、C1Chart にはラジアン値ではなく π
比の軸ラベルをグラフに表示するオプションが用意されています。Polar クラスの PiRatioAnnotations プロパティを True
に設定すると、X 軸の値に π 比の軸ラベルが表示されます。

グラフの表示開始角度の設定
Polar クラスの Start プロパティを使用して、ポーラチャートとレーダーチャートの表示開始角度を設定します。このプロパ
ティのデフォルトの設定はゼロです。このプロパティの値をゼロ以外の値に設定すると、グラフの起点が指定量に基づいて
左回りに移動します。たとえば、 Start プロパティを 90 に設定すると、ポーラチャートの起点が左回りに 90 度移動します。

レーダーチャート
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レーダーチャートは、各データセットにおける Y 軸の値をレーダー線上に表します（ラベル以外の X 軸の値は無視されま
す）。１つのデータセットに重複しない n 個のデータ点があるとすると、グラフの平面が均一の角度を持つ n 個のセグメント
に分けられます。このセグメント上に各データ点を表すレーダー線が n/360 度ずつ描画されます。デフォルトでは、１番目の
データ点を表すレーダー線は垂直（90 度）に描かれます。データセットを別々に描画したり、積み上げて描画したりすること
ができます。
LineStyle プロパティおよび SymbolStyle プロパティを使用して、各データセットの線とシンボルのプロパティをカスタマイズ
できます。詳細は、データセットの線とシンボルのスタイル設定を参照してください。

ChartGroup オブジェクトの Stacked プロパティを使用すると、積層型レーダーチャートを作成することができます。積層形
式では、前のデータセットの値の上に各データセットの値を積み上げることによってデータを表示します。

グラフの種類を変更するには
.NET のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。<...>ボタンをクリックして、ChartGroup コレ
クションエディタ
クションエディタを開きます。エディタの左ペインで Group0 メンバが選択されているのを確認したら、エディタの右
ペインで、ChartType プロパティを「Radar」に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]を選択する方法が
あります。グラフ一覧から、グラフの種類として［Polar/Radar］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーからグラフの種類として[ポーラ/レーダー]、形式として[レーダーチャート
レーダーチャート]を選
択します。

レーダーチャートのプログラミングで考慮すべき事項
次のデータ配列がレーダーチャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する配列 Y の値だけが必要です。その
他の配列に値を追加してもこのグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を使用す
る別のグラフの種類への切り替えが簡単になります。

プロパティ 説明
X

ラベル以外は無視されます。

Y

レーダーチャートの Y 軸のデータ値を保持します。Y 軸のデータ配列のデータ点の数がグラフのレーダー
線の数を決定します。

Y1

レーダーチャートでは使用しません。

Y2

レーダーチャートでは使用しません。

Y3

レーダーチャートでは使用しません。
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特殊なレーダーチャートのプロパティ
レーダーチャートには、レーダーの度単位の表示、開始角度の設定およびレーダー面チャートの作成のような特殊なプロパ
ティがあります。

度またはラジアン単位のグラフ表示
Radar クラスの Degrees プロパティは、レーダーチャートの X 軸のデータ値の表示角度を、度（True）単位で表示するか、
ラジアン（False）単位で表示するかを設定します。Degrees プロパティには、設計時に ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの
Radar ノードからアクセスできます。

グラフの表示開始角度の設定
Radar クラスの Start プロパティを使用して、レーダーチャートの表示開始角度を設定します。このプロパティのデフォルトの
設定はゼロです。このプロパティの値をゼロ以外の値に設定すると、グラフの起点が指定度数に基づいて左回りに移動しま
す。たとえば、Start プロパティを 90 に設定すると、レーダーチャートの起点が左回りに 90 度移動します。

レーダー面チャート
レーダー面チャートは、各データセットにおける Y 軸の値をレーダー線上に表します（ラベル以外の X 軸の値は無視されま
す）。１つのデータセットに重複しない n 個のデータ点があるとすると、グラフの平面が均一の角度を持つ n 個のセグメント
に分けられます。このセグメント上に各データ点を表すレーダー線が n/360 度ずつ描画されます。各データセットは、直前の
データセットの「上」に重ねて描画されます。データセットを別々に描画したり、積み上げて描画したりすることができます。
レーダー面チャートは、起点とデータ点の間の領域が塗り潰され、シンボルが表示されないこと以外は、レーダーチャートと
同じです。レーダー面チャートを作成するには、Radar クラスの Filled プロパティを True に設定します。

フラットなグリッド線
FlatGridLines プロパティを true に設定すると、レーダーグラフにフラットな Y 座標グリッド線を表示できます。

プログラムによって FlatGridLines プロパティを true に設定するには、次のように記述します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups(0).Radar.FlatGridLines = True
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups[0].Radar.FlatGridLines = true;

ステップチャート
ステップ
ステップチャートは XY プロット
プロットグラフの１種です。ステップ
ステップチャートは、値が急に変化した特定の X 値において、Y 値が離散
量だけ変化するときによく使用されます。日常的に見られる単純な例は、時系列による口座の残高計算のプロットです。各
預金が処理され各小切手が記帳されると、小切手記入帳の残高（Y 値）は時系列（X 軸）上で徐々にではなく、急に変化しま
す。預金が行われないか、小切手が記帳されている間は、時間が経過しても残高（Y 値）は変わらないままです。
折れ線や XY プロットと同様、ステップチャートの外観は、各データセットの LineStyle プロパティと SymbolStyle プロパティ
で色、シンボルサイズ、線幅を変更してカスタマイズできます。シンボルを完全に削除して各データ点同士の関係を強調した
り、シンボルを表示して実際のデータ値を示したりできます。データ欠損が存在する場合、ステップチャートは、データ欠損の
X 値までの既知情報を示すデータセットの線によって、予測された変化を示します。シンボルと線は、非欠損データが再度現
れると再開されます。
ほとんどの XY スタイルのプロットと同様、ステップチャートは必要に応じて積層型にできます。

設計時にグラフの種類をステップチャートに変更するには
プロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。〈〈…〉〉ボタンをクリックして、ChartGroup コレクションエ
ディタ
ディタを開きます。エディタの右ペインで、ChartType プロパティを 「Step」 に設定します。
グラフの種類を変更する別の方法として、既存のグラフを右クリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択する方法が
あります。グラフ
グラフ一覧から、グラフの種類として［Step］を選択します。
もう一つの方法として、ツールバーから[ステップ
ステップ]を選択します。

ステップチャートのプログラミングで考慮すべき事項
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次のデータ配列がステップチャートに使用されます。各データセットには、グラフ化する X と Y の配列の値が必要です。その
他の配列に値を追加しても、このグラフに影響はありませんが、これらの配列にデータを指定すると、これらの配列を使用す
る別の種類のグラフへの切り替えが簡単になります。

プロパティ

説明

X

X 軸上の位置を保持します。

Y

Y 軸上の位置を保持します。

Y1

ステップチャートでは使用しません。

Y2

ステップチャートでは使用しません。

Y3

ステップチャートでは使用しません。

ステップチャートの3D効果
C1Chart の 3D 効果は、ステップチャートで、データセットごとに奥行き感を出すために使用します。奥行き、仰角、回転、お
よび陰影のプロパティを使用して、グラフに深みを持たせ見栄えを良くすることにより、ステップチャートの効果を高めること
ができます。
ステップチャートを 3D 表示するには、View3D オブジェクトのプロパティを調整します。View3D オブジェクトは、結果として
ChartArea のメンバになる PlotArea オブジェクトのメンバです。View3D オブジェクトのプロパティ
（Depth、Elevation、Rotation、および Shading）の各プロパティを調整して、3D 表示をカスタマイズすることができます。
Depth プロパティがすべての 3D タイプのグラフのロジックの基本であることに注意してください。Elevationプロパティと
Rotation プロパティによって、ユーザーはグラフの表示方法を変更できますが、実際にグラフの 3D 効果を発揮するのは
Depthプロパティです Depth プロパティの値をゼロ以外に設定し、Elevation プロパティと Rotation プロパティの値をゼロに
設定することにより、何も変更されなかったように見える 3D グラフを作成することができます。実際には、視覚的に標準プ
ロットグラフと同じように表現されるグラフの「正面」を見ていることになります。
また、データの一部を 3D 表示にし、その他のデータを 2D 平面にグラフ化した方が望ましい場合があることも念頭において
ください。そのような場合には、各グラフグループに関連付けられた Use3D プロパティを調整します。

C1Chart 作成用の設計時ツール
このセクションでは、スマートデザイナ、グラフウィザード
グラフウィザード、あるいはグラフのプロパティ
グラフのプロパティを使用して、設計時にグラフを作成す
る上でのテクニックを説明します。次のいずれかの方法で必要に応じて、グラフを問題なく作成できます。

スマートデザイナ
しかしこれからは、スマートデザイナを使用して、グラフのプロパティを問題なくフォームで直接設定できます。新規スマート
デザイナの以下の機能で設計時に2Dグラフを作成できます。C1Chart の前バージョンではプロパティウィンドウのみでプロ
パティが設定可能でした。
各種の組み込みツールバーとエディタを装備
［ラベルの編集
ラベルの編集］ダイアログボックスからラベルを追加／編集する機能
ラベルをグラフのプロット領域の任意のデータセットにドラッグ＆ドロップする機能
各グラフ要素に各種ラベルを用意して、ユーザーによるグラフ要素の操作性を改善
このセクションでは、各要素のラベル付き図を使用して、スマートデザイナの機能を説明します。
スマートデザイナから特定のグラフのタスクを行う方法の詳細は、スマートデザイナを使用してグラフ要素の作成や編集を行
うを参照してください。

基本フローティングツールバー
スマートデザイナは、C1Chart コントロールの３つの基本ツールバーを持っています。基本ツールバーには、以下のものが
含まれています。
C1Chart ツールバー
ChartArea ツールバー
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PlotArea ツールバー
スマートデザイナのツールバーは、通常のツールバーと比べて動作が違うことから、フローティングツールバーと呼ばれてい
ます。このツールバーは、コントロールがアクティブな場合にのみ表示され、他のコントロールにドッキングすることはできま
せん。
このセクションでは、基本ツールバーの各ボタンの機能を説明します。

C1Chart ツールバー
C1Chart コントロールの基本 C1Chart ツールバーには、〈ツールバーを閉じる
ツールバーを閉じる〉、〈グラフの種類
グラフの種類〉、〈形式
形式〉、〈レイアウト
レイアウト〉、
〈データ
データ〉の各ボタンがあります。下図は、グラフのツールバー内の各コマンドボタンのラベルを示しています。

C1Chart フローティングツールバーの表示
C1Chart フローティングツールバーを表示させるには、コントロールの上にカーソルを移動します。

C1Chart ツールバーのコマンドボタン
以下のセクションでは、C1Chart ツールバーで使用できる各コマンドボタンとその機能の説明を示します。

〈ツールバーを閉じる〉ボタン
〈ツールバーを閉じる〉ボタンをクリックすると、ツールバーが閉じられます。

〈グラフの種類〉ボタン
〈グラフの種類
グラフの種類〉 コマンドボタンには、C1Chart コントロールで提供される各グラフの種類の選択項目を含むドロップダウンメ
ニューがあります。各グラフ画像上にマウスを移動すると、選択した種類のグラフ名のラベルが表示されます。選択できる単
純なグラフ種は、折れ線グラフ、XY プロットグラフ、ステップチャート、縦棒グラフ、横棒グラフ、エリアグラフ、円グラフ、ドー
ナツチャート、財務／株価チャート、ポーラ／レーダーチャート、ガントチャートです。
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〈形式〉ボタン
〈形式
形式〉コマンドボタンにも、C1Chart コントロールで提供される各グラフの種類の選択項目を含むドロップダウンメニューが
あります。各グラフ画像上にマウスを移動すると、選択したグラフのサブタイプ名のラベルが表示されます。選択できる複合
グラフのサブタイプは、XY 折れ線グラフ、XY 折れ線グラフ（シンボル）、3D XY 折れ線グラフ、積層型 XY 折れ線グラフ、積
層型 XY折れ線グラフ（シンボル）、積層型 3D XY 折れ線グラフです。

〈レイアウト〉ボタン
〈レイアウト
レイアウト〉ボタンには、［ヘッダ］、［フッタ］、［凡例］の各要素を含むドロップダウンメニューがあります。要素の１つを選択
すると、編集可能なヘッダ、フッタ、凡例のいずれかの要素をグラフ領域に直接表示します。

［ヘッダ］または［フッタ］要素を選択すると、編集可能なテキストボックス、および各種の書式コマンドを提供するツールバー
を表示します。ツールバーが即座に表示されない場合、左マウスボタンをクリックしながらテキストボックスの上に移動すると
ツールバーが表示されます。下図は、C1Chart コントロールのグラフ領域に自動的に追加されたヘッダ
ヘッダのテキストボックスを
示しています。

〈データ〉ボタン
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〈データ
データ〉ボタンには、ユーザーが選択できる［データセットの編集］、［データテーブルの編集］、［データ連結の編集］の３つ
のオプションを含むドロップダウンメニューがあります。［データセットの編集
データセットの編集］項目は、データセットの［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エ
ディタを表示します。［データテーブルの編集］項目は、データテーブルの［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタを表示します。［デー
デー
タ連結の編集
タ連結の編集］項目は、データ連結の［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタを表示します。データセット、データテーブル、データ連結
以外の要素を編集したい場合、
ゲートできます。

ボタンをクリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタのツリービュー内の他の要素にナビ

［グラフ領域］ツールバー
別の基本ツールバー、C1Chart コントロールの［グラフ領域
グラフ領域］ツールバーには、〈プロパティ
プロパティ〉、〈背景
背景〉、〈境界線
境界線〉ボタンがあ
ります。下図は、ユーザーが C1Chart コントロールのグラフ領域を選択したときの［グラフ領域
グラフ領域］ツールバーの外観を示して
います。ユーザーがツールバーを選択すると、ユーザーが識別しやすいラベル名が提供されます。

[グラフ領域
グラフ領域]ツールバーの表示
ツールバーの表示
[グラフ領域]ツールバーを表示させるには、グラフの領域にカーソルを移動します。

［グラフ領域］ツールバーのコマンドボタン

以下のセクションでは、［グラフ領域
グラフ領域］ツールバーで使用できる各コマンドボタンとその機能の説明を示します。

〈プロパティ〉ボタン
〈プロパティ
プロパティ〉コマンドボタンは、ユーザーがこのコマンドボタンをクリックしたとき、［グラフ領域
グラフ領域］要素の［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］
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ダイアログボックスを表示します。

〈背景〉ボタン
〈背景
背景〉コマンドボタンには、背景の３種類のスタイルを含むドロップダウンボックス、およびユーザーが ［グラフ領域］の背景
色の指定に使用する［色］ドロップダウンリストボックスがあります。

〈境界線〉ボタン
〈境界線
境界線〉 コマンドボタンには、ChartArea の境界線用に編集可能な境界線のスタイルと色を含むドロップダウンボックスが
あります。
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［プロット領域］ツールバー
別の基本ツールバー、C1Chart コントロールの［プロット領域
プロット領域］ツールバーには、〈プロパティ
プロパティ〉、〈背景
背景〉の各ボタンや、［ラベ
ラベ
ルの追加と編集
ルの追加と編集］コマンド項目（グラフラベルを追加、編集する）、および［グラフの軸の転換
グラフの軸の転換］コマンド項目（グラフの軸を転換
する）を含むドロップダウンメニューがあります。
下図は、ユーザーが C1Chart コントロールのグラフ領域を選択したとき［プロット領域
プロット領域］ツールバーの表示を示しています。
ユーザーがツールバーを選択すると、ユーザーにわかりやすく、ラベル名が提供されます。

［プロット領域］フローティングツールバーの表示
［プロット領域
プロット領域］をフローティングツールバー表示させるには、グラフのプロット領域にカーソルを移動します。

［プロット領域］ツールバーのコマンドボタン
下図は、［プロット領域
プロット領域］ツールバーの各要素を示しています。
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以下のセクションでは、［プロット領域
プロット領域］ツールバーで使用できるコマンドボタンとその機能の説明を示します。

〈プロパティ〉ボタン
［プロット領域
プロット領域］ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンは、［グラフ領域
グラフ領域］ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンと同じ機能です。

〈背景〉ボタン
［プロット領域
プロット領域］ツールバーの〈背景
背景〉ボタンは、［グラフ領域
グラフ領域］ツールバーの〈背景
背景〉ボタンと同じ機能です。

ドロップダウンメニュー
［プロット領域
プロット領域］ツールバーのドロップダウンメニューには、［軸反転
軸反転］と［ラベルの追加
ラベルの追加/編集
編集］の２つのメニュー項目がありま
す。［軸反転
軸反転］コマンド項目は、Y 軸と X 軸を反転します。反転グラフの詳細は、グラフの軸の方向転換と反転を参照してくだ
さい。

［ラベルの追加
ラベルの追加/編集
編集］コマンド項目は、［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタを表示します。［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタでは、既存のラベル
の追加、編集できます。

「ラベル編集」エディタを使用してラベルを追加する方法の詳細はグラフのラベルを追加するを参照してください。

その他のフローティングツールバー
スマートデザイナは、ヘッダ、フッタ、ラベル、凡例などの追加要素の補助ツールバーを提供します。補助ツールバーには以
下のものが含まれます。
[軸]ツールバー
[ヘッダ]ツールバー
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[フッタ]ツールバー
[ラベル]ツールバー
[凡例]ツールバー
このセクションでは、補助ツールバーの各ボタンの機能について説明します。

軸ツールバー
［X軸］要素と［Y軸］要素のフローティングツールバーには、〈プロパティ
プロパティ〉、〈フォン
フォント〉、およびC1ChartコントロールにX軸
軸とY
軸の位置を指定する〈位置〉の各コマンドボタンがあります。下図は、X軸とY軸ツールバー内の各コマンドボタンのラベルを
示しています。

X軸ツールバー
軸ツールバー

YX軸ツールバー
軸ツールバー

X軸あるいは
軸あるいはY軸のフローティングツールバーの表示
軸のフローティングツールバーの表示
X軸
軸あるいはY軸
軸のフローティングツールバーを表示させるには、グラフのX軸やY軸の領域にカーソルを移動します。
下図は、X軸領域にカーソルを移動する時に表示される、X軸
軸ツールバーを示しています。

X軸／
軸／Y軸のツールバーのコマンドボタン
軸のツールバーのコマンドボタン
以下のセクションでは、［X軸
軸／Y軸
軸ツールバー］ツールバーで使用できる各コマンドボタンとその機能の説明を示します。

〈プロパティ〉ボタン
〈プロパティ
プロパティ〉コマンドボタンは、ユーザがX軸ツールバーまたはY軸ツールバーのこのボタンをクリックしたとき、それぞれ［X
軸］または［Y軸
軸］要素の［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを表示します。
下図は、X軸ツールバー〈プロパティ
プロパティ〉コマンドボタンを選択した時に表示される［X軸］のプロパティを示しています。
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ボタンをクリックすると、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスの左ペインにナビゲーション用のツリービューが表示され
ます。

〈フォント〉ボタン
〈フォント
フォント〉コマンドボタンは、[X軸
軸］と［Y軸
軸］要素の［フォント
フォント］ダイアログボックスを表示します。ここで、軸のテキストのフォント
スタイルを変更できます。

〈位置〉ボタン
〈位置
位置〉ボタンには、ユーザが選択のできるコンパス方向（東・西・南・北）のリストを含むドロップダウンリストボックスがありま
す。Y軸
軸コンパス方向は、Y軸を［西］位置（グラフの左側）、［東］位置（グラフの右側）に配置します。X軸コンパス方向は、X軸
を［北］位置（グラフの上側）または［南］位置（グラフの下側）に配置します。Y軸のデフォルト位置は「西」で、X軸のデフォルト
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位置は「南」となります。

［ヘッダ］ツールバーと［フッタ］ツールバー
［ヘッダ
ヘッダ］要素と［フッタ
フッタ］要素のツールバーには、〈プロパティ
プロパティ〉、〈フォント
フォント〉、〈背景
背景〉、〈境界線
境界線〉、〈コンパス位置
コンパス位置〉の各コマンド
ボタンがあります。［ヘッダ］と［フッタ］ツールバーの各コマンドボタンのラベルは、下図のとおりです。

［ヘッダ］または［フッタ］ツールバーを表示する
［ヘッダ
ヘッダ］または［フッタ
フッタ］ツールバーを表示させるには、C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから、［ヘッダ
ヘッダ］または
［フッタ
フッタ］のいずれかを選択します。 In order for the Header or Footer floating toolbar to appear you have to select
either the Header or Footer from C1Chart toolbar's drop-down menu.

［ヘッダ］と［フッタ］ツールバーのコマンドボタン
以下のセクションでは、［ヘッダ
ヘッダ］と［フッタ
フッタ］ツールバーで使用できるコマンドボタンとその機能の説明を示します。

〈プロパティ〉ボタン
〈プロパティ〉コマンドボタンは、ユーザーがこのボタンをクリックしたとき［ヘッダ
ヘッダ］と［フッタ
フッタ］要素の［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイ
アログボックスを表示します。
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ボタンをクリックすると、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスの左ペインにナビゲーション用のツリービューが表示され
ます。

〈フォント〉ボタン
〈フォント
フォント〉コマンドボタンは、［ヘッダ
ヘッダ］と［フッタ
フッタ］要素の［フォント
フォント］ダイアログボックスを表示します。ここで、ヘッダとフッタのテ
キストのフォントスタイルを変更できます。

〈背景〉ボタン
〈背景
背景〉コマンドボタンには、ヘッダ
ヘッダとフッタ
フッタの背景の３種類のスタイルを含むドロップダウンボックス、およびユーザーが背景
色の指定に使用する［色］ドロップダウンリストボックスがあります。
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〈境界線〉ボタン
〈境界線
境界線〉コマンドボタンには、ヘッダ
ヘッダとフッタ
フッタの境界線に編集可能な境界線のスタイルと色を含むドロップダウンボックスがあ
ります。

〈コンパス位置〉ボタン
〈コンパス位置
コンパス位置〉ボタンには、ユーザーが選択できる各種のコンパス方向（北、南、東、西）のリストを含むドロップダウンリスト
ボックスがあります。各方向は、ヘッダ
ヘッダまたはフッタ
フッタを、［北］位置（グラフの上側）、［南］位置（グラフの下側）、［西］位置（グラ
フの左側）、［東］位置（グラフの右側）に配置します。ヘッダのデフォルトコンパス位置は[北]、フッタのデフォルト位置は[南]
です。

［ラベル］ツールバー
134

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

［ラベル］要素のツールバーは、［ヘッダ］や［フッタ］ツールバーとほとんど同じですが、ドロップダウンメニューには、テキスト
の［テキストの編集
テキストの編集］や他のコマンド項目もあります。ドロップダウンメニューには、［座標での添付
座標での添付］、［データ座標での添
データ座標での添

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
［凡例］ツールバー
［凡例］要素のツールバーは、［ヘッダ］や［フッタ］ツールバーに類似しています。ただし、［凡例］要素のツールバーには追加
の〈文字列の編集〉コマンドボタンがあります。［ラベル］ツールバーにもこのコマンドボタンがあります。
以下の図は、凡例ツールバーを示します。

［凡例］ツールバーを表示する
［凡例
凡例］ツールバーを表示させるには、グラフのツールバーのドロップダウンメニューから、［凡例］項目を選択します。

〈プロパティ〉ボタン
［凡例
凡例］ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンは、ユーザーによるクリックで、凡例の［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタを表示します。

〈文字列の編集〉ボタン
［凡例
凡例］ツールバーの〈文字列の編集
文字列の編集〉ボタンは、凡例のテキストボックスを編集可能にします。

〈背景〉ボタン
〈背景
背景〉ボタンは、C1Chart コントロールの他のツールバーの〈枠線〉コマンドボタンと同じ機能です。

〈境界線〉ボタン
〈境界線
境界線〉コマンドボタンは、C1Chart コントロールの他のツールバーの〈境界線〉コマンドボタンと同じ機能です。

グラフウィザードの使用
グラフウィザード
グラフウィザードは、グラフ作成の基本手順をガイドする簡単な３ステッププロセスを提供します。数多くの種類のグラフの中
から選択して、ヘッダ、フッタ、凡例、X 軸と Y 軸といったグラフ内容を設定したり、グラフデータを作成、編集したりできま
す。グラフウィザード
グラフウィザードには、プレビュー
プレビュータブが用意されているため、変更を加えた後のグラフの表示を確認できます。
設計時にグラフウィザードにアクセスするには、C1Chart コントロール上で右クリックします。コンテキストメニューから［グラ
グラ
フウィザード
フウィザード］を選択します。
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手順１：グラフ種の選択
グラフウィザードからさまざまな種類のグラフを選択できます。これによって、設計時に多種多様なグラフを瞬時に作成でき
ます。グラフの種類には、折れ線、散布図、ステップ、縦棒、横棒、エリア、円、株価、ポーラ／レーダー、およびガントチャー
トがあります。さらに、各グラフの種類はそれぞれサブタイプを持ち、グラフの種類をさらに具体的に選択できます。各グラフ
の種類の詳細は、2Dグラフ種別を照してください。

グラフの種類を選択したら、〈次へ〉を選択して新しいグラフ固有の詳細を設定します。

手順２：グラフの設定
グラフウィザードの次の手順では、ヘッダ
ヘッダ、フッタ
フッタ、凡例
凡例、および X 軸とY 軸に指定したいタイトルを作成または変更すること
ができます。X 軸または Y 軸のタイトルを指定するには、該当するテキストボックスに入力します。グラフにグラフ要素を表
示するにはそのチェックボックスを ON にします。これらの要素の詳細については、グラフ要素のカスタマイズを参照してくだ
さい。グラフを既存のデータベースにリンクしたい場合、［データ連結の使用
データ連結の使用］チェックボックスをON にします。
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グラフ要素の設定を指定したら、〈次へ
次へ〉を選択してグラフデータを編集します。
注意：
注意：グラフの設計中はいつでも、「プレビュー
プレビュー」タブをクリックして、最終的なグラフの外観を表示できます。

手順３：グラフデータの編集
グラフウィザードの次の手順では、グラフのデータ領域にあるグラフデータセットの外観を作成または変更します。

[グラフデータ
グラフデータ]タブ
タブ
「グラフデータ
グラフデータ」タブで、データセットの追加と削除、およびラベル、線スタイル、シンボルなどの各データセットの外観の指定
を行うことができます。データの特定のデータセットの線を滑らかに表示するには［平滑化］チェックボックスを ON にします。
これを行うには、［データセット］リストボックスでデータセットを選択して、［スムーズ化
スムーズ化］チェックボックスを ON にします。
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[データテーブル
データテーブル]タブ
タブ
また、「データテーブル
データテーブル」タブを選択して、グラフに関連付けられたすべてのデータを表示することもできます。特定のデータを
変更したい場合、ここで行うことができます。

[プレビュー
プレビュー]タブ
タブ
最後に、「プレビュー
プレビュー」タブを選択して、完成したグラフを表示させます。グラフが完成したら〈完了
完了〉をクリックします。
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［グラフのプロパティ］ダイアログボックスの使用
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスは、新しいグラフを作成したり既存グラフを変更したりするための簡単でインタラク
ティブな方法を提供します。グラフウィザード
グラフウィザードと同様、このダイアログボックスは、手順１
手順１と同じ設計と機能を含みます。［グラ
フ種］を選択して、「手順３：グラフデータの編集
手順３：グラフデータの編集」を選択します。しかし、このダイアログボックスには X 軸とY 軸の追加のプ
ロパティ、およびグラフのヘッダ、フッタ、凡例、グラフ領域、プロット領域の設定も含まれます。
設計時に［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスにアクセスするには、C1Chart コントロール上で右クリックします。コンテ
キストメニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。

［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスでは、開発しているグラフの設計の個々の詳細に対処するオプションがさらに提供
されます。以下のセクションでは、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスの機能について説明します。

［グラフ種］要素
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスの左ペインの［グラフ種
グラフ種］セクションでは、グラフの種類やグラフのサブタイプを選択
するオプションが提供されます。グラフの種類の選択に関する説明を表示するには、2Dグラフ種別を参照してください。多種
多様な単純なグラフの中から選択したり、複合タイプをクリックして自分のグラフに詳細を追加したりできます。

[シンプル]タブ
[シンプル
シンプル]タブでは、単純グラフのいずれかを選択して、リストボックスからそのグラフタイプに関連する特殊グラフを設定で
きます。
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「複合」タブ
「複合
複合］タブでは、１つと２つのいずれのグラフグループをグラフ化するかを指定できます。また、各グループのドロップダウン
ボックスで、作成するグラフの種類を選択できます。グループごとに、グループを積層型または 3D （あるいはその両方）に設
定できるオプションがあります。以下の画面キャプチャでは、［グラフ種］セクションの「複合タイプ
複合タイプ」タブに含まれる各要素を示
します。
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注意：
注意：データ［Group1] のグラフの種類を選択しないと、データ［group1] の各要素は［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログ
ボックスの左ペインのリストボックスに表示されません。

［データ］要素
[グラフプロパティ
グラフプロパティ]ダイアログボックスの左ペインの[データ
データ]要素をクリックすると、[グラフデータ
グラフデータ]と[プレビュー
プレビュー]タブが表示さ
れます。[グラフデータ]タブでは、グラフデータ内のデータセットを作成または変更できます。[プレビュー]タブでは、作成・変
更されたデータセットを含むグラフのプレビューを表示できます。

グラフデータタブ
「グラフデータ
グラフデータ」タブを選択すると、グラフ内のデータセットを追加または削除し、各データセットのラベルと色を指定できます。
また、［積層
積層］チェックボックスを ON にするとデータを積層型に設定できます。データソースを選択するには、［接続］要素を
クリックしてデータソースを選択します。テーブル内の内容を変更するには、［データテーブル］をクリックして、任意の変更を
データに加えます。ChartDataSeries オブジェクトの詳細は、ChartDataSeries オブジェクトの定義、ChartDataの入力と変
更、またはSeriesList プロパティを参照してください。
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［X 軸］、［Y 軸］、［Y2 軸］の各要素
［X 軸］、［Y 軸］、または［Y2 軸］を選択し、軸の形式スタイル、スケール、ラベルを変更または作成できます。各軸要素
（AxisX、AxisY、AxisY2）には、［グラフ］ダイアログボックスの右上ペインに、「（選択された要素名）」、「スケール
スケール」、「ラベル
ラベル」、
「プレビュー
プレビュー」の各タブがあります。

２番目のグラフグループ（Group1）にデータを追加すると、Y2 軸が表示されます。Y2 軸のデータは、ChartGroup(0) のデー
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タが Y 軸の最大値と最小値を指定するのと同じ方法で、Y2 軸の最大値と最小値を指定します。手動で軸の位置を揃えるこ
とができます。下図に、Y2 軸を含むグラフを示します。

［Y2 軸］要素を［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスの左ペインに表示させるには、［グラフ種］要素の「複合
複合」タブで、
［Group1] のグラフの種類を選択する必要があります。また、 [Group1］のグラフの種類を選択したら、データセットを
[Group1］ に追加する必要があります。詳細は、「複合」タブを参照してください。

［X 軸］、［Y 軸］、［Y2 軸］タブ
以下の画面は、選択した軸の名前のタブを表します。最初のタブで、軸のタイトル
タイトル、フォント
フォント、色
色、配置
配置を指定できます。また、
軸のタイトルを前面に表示させるには［前面表示
前面表示］チェックボックスを ON にします。

「スケール」タブ
「スケール
スケール」タブでは、最小値
最小値、最大値
最大値、主目盛の単位
主目盛の単位、副目盛の単位
副目盛の単位、起点
起点の各プロパティを設定できます。以下の例で
は、［自動
自動］チェックボックスを ON にして、各プロパティのすべての値をデフォルト値に設定しています。また、軸を［対数
対数］ま
たは［反転
反転］（あるいはその両方）に設定するには、該当するチェックボックスを ON にします。
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「ラベル」タブ
「ラベル
ラベル」タブでは、AxisX、AxisY、または AxisY2 に Values と ValueLabels のいずれでラベルを付けるかを指定できます。
Values を［添付方法
添付方法］ドロップダウンボックスから選択すると、［書式
書式］ドロップダウンボックスが表示されます。このボックス
で、多種多様な書式から選択できます。また、［書式文字列
書式文字列］テキストボックスに書式文字列を指定できます。詳細は、数値
目盛形式の軸ラベルを参照してください。書式の種類の詳細は、FormatEnum 列挙体を参照してください。

［添付方法
添付方法］ドロップダウンボックスから ValueLabels を選択すると、〈ラベル
ラベル〉ボタンが表示されます。〈ラベル
ラベル〉ボタンは、
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［ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタ］ダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスで、メンバを自分のラベルに追
加できます。ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタの詳細は、 テキスト目盛形式の軸ラベルを参照してください。

「グリッド線」タブ
「グリッド線
グリッド線」タブでは、グラフの主グリッド線、副グリッド線、その両方のグリッド線を選択できます。グリッド線を表示したい場
合、単に［主グリッド
主グリッド］と［副グリッド
副グリッド］セクションで［表示］を ON にします。主グリッド線または副グリッド線同士の間隔を指定
するには、［間隔
間隔］テキストボックスに量を入力します。また、各グリッド線の線スタイルの種類を指定できます。
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［外観］要素
[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスの左ペインに配置されている[外観
外観］要素を使用して、[前景色]、[塗りつぶし]、[境界
線]、[フォント][アンチエイリアス]プロパティを設定できます。［外観］要素の下の選択項目を設定することにより、グラフの
ヘッダ、フッタ、凡例、グラフ領域、プロット領域の外観を変更できます。 グラフ領域の外観の各要素は、下図のとおりです。

[ヘッダ外観]タブ
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[ヘッダ外観
ヘッダ外観]タブでは、[フッタ
フッタ]タブと同様のプロパティ(前景色、塗りつぶし、境界線、フォント、位置、表示、テキスト)が含ま
れます。

[フッタ外観]タブ
[フッタ外観
フッタ外観]タブでは、[ヘッダ
ヘッダ]タブと同様のプロパティ(前景色、塗りつぶし、境界線、フォント、位置、表示、テキスト)が含ま
れます。
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[凡例]タブ
[凡例
凡例]タブでは、[ヘッダ]と[フッタ]タブのプロパティの以外に、[方向
方向]プロパティも含まれます。

[グラフ領域]タブ
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[グラフ領域
グラフ領域]タブでは、[前景色
前景色]、[塗りつぶし
塗りつぶし]、[境界線
境界線]、[フォント
フォント]プロパティの以外に、グラフ軸を反転するために［軸反
軸反
転］プロパティも含まれます。

[プロット領域]タブ
[プロット領域
プロット領域]タブでは、[塗りつぶし
塗りつぶし]、[ボックス
ボックス]プロパティが含まれます。[ボックス
ボックス]チェックボックスを選択すると、プロット
領域の周りに1つのボックスが描画されます。
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ChartData オブジェクトの概要
C1Chart では、汎用レイアウトに用意されたデータを表示します。データは、６種類の ChartDataArray オブジェクトに読み
込まれ、オブジェクト型を取ります。データはあらかじめ入力した配列から読み込むか、または設計時に入力することができ
ます。
汎用レイアウトはグラフのすべての種類で使用できます。汎用レイアウトには、X 配列と Y 配列に加えて、Y1、Y2、Y3、Y4
配列があります。これらのすべての配列はデータを取得するか、または Null（空）にすることができます。たとえば、データ
セットを１つだけ使用して XY プロットグラフを描画する場合は、X 配列と Y 配列だけにデータが含まれます。その他の Y 配
列は空のままになります。さらに、配列のレイアウトとは異なり、各データセットは異なるデータ点の数を使用することがで
き、下図に示すように X 軸の値を一致させなくても、データセットを描画できます。

便利さのために用意された PointData プロパティ（PointF 構造体の配列）を使用して X 軸と Y 軸のデータを入力することも
できます。PointF 値は X 配列と Y 配列から独立した関係ではなく、データ入力と出力の別の形式に過ぎませ
ん。PointData プロパティの値を変更すると、X 配列および Y 配列も変わります（その逆も同じです）。
上図には、汎用レイアウトの重要な特徴が示されています。
各データセットのデータ点には、各自の X 軸の値と Y 軸の値があります。
各データセットは、異なるデータ点の数を持つことができます。

データオブジェクトの定義
C1Chart には、クラス、コレクション、およびプロパティに関連するデータの固有の階層構造があります。このセクションで
は、各データオブジェクトについて個々に詳細に説明すると共に、グラフのデータにアクセスして、作成および変更を行なう方
法について説明します。
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ChartGroup オブジェクトの定義
グラフ内のデータは ChartGroups オブジェクトに編成されます。ChartGroups オブジェクトには２つの ChartGroup オブ
ジェクトがあり（大部分のグラフは最初の ChartGroup オブジェクトだけを使用します）、それぞれ別の実体として取り扱われ
ます。ChartGroups オブジェクトによって、グラフ領域内に複数のグラフを表示することができ、グラフ固有の多くのプロパ
ティにアクセスできます。
C1Chart では、グラフグループは ChartGroup オブジェクトによって表されます。ChartGroup オブジェクト
は、ChartGroupsCollection コレクションに編成され、ChartGroups オブジェクトを使用してアクセスします。このコレクショ
ンは、次の２つのメソッドを使用して ChartGroups オブジェクトにアクセスします。
最初のメソッドは、次のようにコレクションを使用して個々のグラフグループにアクセスします。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot;
もう１つのメソッドは、次のように ChartGroups オブジェクトの Group0 プロパティと Group1 プロパティが関連する
ChartGroup オブジェクトを返すことにより、長いコレクション名を回避できるようにします。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.Group1.ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot
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C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups.Group1.ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot;
ChartGroupsCollection コレクションは、次に示すように通常の繰り返しメソッドを受け入れます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim cg As ChartGroup
For Each cg In C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection
cg.ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot
Next
C# コードの書き方

C#
ChartGroup cg;
foreach ( cg In c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection )
cg.ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot;

ChartData オブジェクトの定義
ChartGroup オブジェクトには、ChartData オブジェクトも含まれます。このオブジェクトには、Hole プロパティ、
FunctionsList プロパティ、ChartDataSeriesCollection オブジェクトを返す SeriesList プロパティ、PointStylesList プロパ
ティ、TrendsList コレクションプロパティが含まれます。ChartGroup オブジェクトは基本的に、グラフのデータ関連のすべて
のオブジェクトとプロパティへのアクセスを提供します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartData
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData;
FunctionsList コレクションは、グラフデータまたはプロット領域にプロットする関数を格納します。FunctionsList プロパティ
は、現在の ChartData オブジェクトに関連付けられた FunctionsCollection オブジェクトを取得します。
PointStyles は、同じデータセットの他のデータ点と異なる視覚属性を持つ特定のデータ点をマークする機構を提供します。
PointStyles は PointStylesCollection に格納されます。
SeriesList プロパティは、ChartDataSeries オブジェクトのコレクションである ChartDataSeriesCollection を返します。
ChartDataSeries オブジェクトには、グラフのすべてのデータセットとデータが含まれます。ChartDataSeries オブジェクトに
は、グラフのデータを保持する ChartDataArray オブジェクトが含まれます。
TrendLine オブジェクトを含むグラフでサポートされている近似曲線は、回帰
回帰と回帰以外
回帰以外の２つのグループに分けることが
できます。回帰の近似曲線は、多項式
多項式、指数
指数、対数
対数、累乗
累乗、およびフーリエ
フーリエの各関数で、各関数は一定の傾向を示すデータ
の近似を求めます。
また、ChartData オブジェクトによって、Hole プロパティにアクセスすることもできます。データ欠損はデータセットの連続性
の切れ目です。

ChartDataSeries オブジェクトの定義
C1Chart の重要なオブジェクトの１つに ChartDataSeries オブジェクトがあります。データセットには、グラフに含まれるすべ
てのデータと多くの重要なデータ関連プロパティが含まれています。
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ChartDataSeries オブジェクトは、次のとおり ChartGroup オブジェクトに含まれる ChartData オブジェクトの SeriesList コ
レクションに含まれています。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartData.SeriesList(0)
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData.SeriesList[0];
データセットのオブジェクトは、次の２つの理由からデータおよびデータアクセスにとって非常に重要です。
1. 第１に、ChartData オブジェクトの SeriesList コレクション内のデータセットの数が、グラフに表示するデータセットの
数を決定します。XY プロットグラフで、５組のプロットを表示しようとする場合、SeriesList コレクションには５個のデー
タセットが必要になります。
2. 第２に、データセット内の X、Y、Y1、Y2、Y3 の各 ChartDataArray オブジェクトに指定する値の数が、データセット
が持つデータ点の数とそれをグラフ化する方法を決定します。データセット０の X および Y 配列オブジェクトの両方
に 10 個の値、データセット１の X および Y 配列オブジェクトの両方に５個の値があるグラフの場合、最初のデータ
セットでは 10 個のデータ点、２番目のデータセットでは５個のデータ点が描画されます。
データセットのデータ点の数は、そのデータセットに適用される最長のデータ配列オブジェクトの要素数です。たとえば、XY
プロットグラフが X 配列と Y 配列を使用していると仮定します。X 配列に５個の要素、Y 配列に３個の要素がある場合、デー
タ点の数は５個となり、Y 配列の最後の２個の要素はデータ欠損とみなされます。Y1 配列に 10 個の要素がある場合でも、
XY プロットグラフは Y1 配列を使用しないので、データ点の数は５個になります。ただし、グラフの種類が Hilo チャートに変
更され、X 配列、Y 配列、および Y1 配列がすべて使用された場合、データ点の数は 10 個になり、X 配列と Y 配列の両方
に欠落した要素のデータ欠損が含まれているとみなされます。

ChartDataArray オブジェクトの定義
各データセットには、６個の ChartDataArray オブジェクトが含まれています。X、Y、Y1、Y2、Y3 データ配列オブジェクトは、
X、Y、Y1、Y2、および Y3 軸に対応するデータの配列を保持します。６番目のデータ配列オブジェクトは、PointData オブジェ
クトです。このオブジェクトは、PointF または Point 値を受け入れ、X、Y、Y1、Y2、Y3 データ配列オブジェクトの代替として使
用するように意図されています。
各 ChartDataArray オブジェクトは、次の２つのメソッドだけを使用して変更できる読み取り専用オブジェクトです。
ChartDataArray の CopyDataIn メソッドと CopyDataOut メソッドは、これらのオブジェクトにデータの配列をコピーして、こ
れらのオブジェクトからデータの配列を返します。
X、Y、Y1、Y2、Y3 データ配列オブジェクトは Object データ型を受け入れます。これにより、さまざまな .NET の配列型が
ChartDataArray オブジェクト（PointData 配列は除く）に入力できるようになります。

ChartDataの入力と変更
ChartDataSeries オブジェクトの下で、６個の ChartDataArray オブジェクトはグラフを描画するデータの配列を保持しま
す。X、Y、Y1、Y2、および Y3 データ配列オブジェクトが X 軸と Y 軸のデータ配列を保持したり返したりします。一方では、
PointData データ配列オブジェクトが X 軸と Y 軸の PointF および Point オブジェクトを保持したり返したりします。

ChartDataの設定と取得
CopyDataIn メソッド
C1Chart では、X、Y、Y1、Y2、および Y3 データ配列オブジェクトは Object データ型を受け入れます。これにより、さまざまな .NET の
配列型が ChartDataArray オブジェクト（PointData 配列は除く）に入力できるようになります。ChartDataArray オブジェクトの
CopyDataIn メソッドは、さまざまな配列型をとることができる Object データ型を取り、これをデータ配列に読み込みます。
適切な実装を行うために、データセットの配列のセットを保持し、グラフを描画する前に値の配列を使用して C1Chart のデータ配列オブ
ジェクトを更新することをお勧めします。これにより、データを完全に制御し、データ値の一括処理を制御することができます。以下の例
は、配列を構築して、グラフのデータ配列オブジェクトに設定する簡単なサンプルコードを示します。
Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic
Dim xp(9) As Single
Dim yp(9) As Single
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
xp(i) = i
yp(i) = i * i
Next i
With C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartData.SeriesList(0)
.X.CopyDataIn(xp)
.Y.CopyDataIn(yp)
End With
C# コードの書き方

C#
float xp(10);
float yp(10);
int i;
for( i=0; i < 10; i++)
{
xp[i] = i;
yp[i] = i * i;
}
ChartDataSeries cds = c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData.SeriesList[0];
cds.X.CopyDataIn(xp);
cds.Y.CopyDataIn(yp);

CopyDataOut メソッド
CopyDataIn メソッドは配列データを ChartDataArray オブジェクトに読み込みますが、CopyDataOut メソッドは配列オブジェクトから
データを抽出します。このメソッドは、データ配列を含む Object データ型を返します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim
Dim
cds
xpo

xpo As Object
cds As ChartDataSeries
= C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartData.SeriesList(0)
= cds.X.CopyDataOut()

C# コードの書き方

C#
object xpo;
ChartDataSeries cds;
cds = c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData.SeriesList[0];
xpo = cds.X.CopyDataOut();
この Object の適切なデータ型の配列への変換を不要にするため、CopyDataOut メソッドは指定したデータ型の配列の生成を可能に
する System.Type のパラメータも受け入れることができます。パラメータには実際のデータ型が必要なため、適切なデータ型を取得す
るために、コードには GetType()（C# では、typeof()）関数を含める必要があります。以下のサンプルコードでは、配列は CopyDataOut
メソッドによって、グラフの ChartDataArray オブジェクトから返されます。ただし、データ配列の型は単精度型です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim xpo As Single()
Dim ypo As Single()
With C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0).ChartData.SeriesList(0)
xpo = .X.CopyDataOut(GetType(Single()))
ypo = .Y.CopyDataOut(GetType(Single()))
End With
C# コードの書き方

C#
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ChartDataSeries cds;
cds = c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData.SeriesList[0];
float[] xpo = cds.X.CopyDataOut(typeof(float[]));
float[] ypo = cds.Y.CopyDataOut(typeof(float[]));
注意：
注意：C# ユーザーの場合、CopyDataOut メソッドの実装は多少異なります。C# では、Object型の変数に配列データ型を設定す
ることはできません。Object が適切なデータ型に明示的に変換される場合は、Object に配列を設定することができます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim xpo() As Single
xpo = CType(C1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection(0), Single())_
.ChartData.SeriesList(0).X.CopyDataOut(GetType(Single()))
C# コードの書き方

C#
float[] xpo;
xpo = (float[])c1Chart1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0].ChartData
.SeriesList[0].X.CopyDataOut(typeof(float[]));

データ配列でのデータ要素を変更する
データ配列の個々のデータ要素を変更するには、ChartDataSeries オブジェクトと ChartDataArray オブジェクトを使用しま
す。
ChartDataArray コレクションエディタ
コレクションエディタによって、.NET のプロパティウィンドウを使用した個々の値の設定が非常に簡単に行
えます。X、Y、Y1、Y2、Y3、および PointData 配列に対して、データ配列エディタを使用できます。これらのエディタ
は、SeriesList コレクションエディタ
コレクションエディタの該当するデータ配列の横にある<...>ボタンをクリックしてアクセスできます。SeriesList
コレクションエディタは、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの ChartData ノードの下にあります。.NET のコレクションエディタ
と同じように、ChartDataArray エディタ
エディタには、左側のテキストボックスに配列インデックス、右側に配列値があります。

注意：
注意：ChartDataArray エディタ
エディタには、Date、DateTime、および Time 表示をトグル式に切り換える機能もあります。
ChartDataArray オブジェクトの値が DateTime 型の場合、値列の上にあるヘッダをダブルクリックすると、表示される
値が DateTime、Date、および Time 形式に順番に切り換わります。
実行時には、ChartDataArray 要素を通常の配列要素のように使用することができます。配列オブジェクトの値の変更は、
配列の値の変更と同じように簡単です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData.SeriesList(0).X(4) = 4
C# コードの書き方
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C#
c1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData.SeriesList[0].X[4] = 4;
ChartDataArray から値を取得するには、同じような処理が必要です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim xval As Single
xval = C1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData.SeriesList(0).X(4)
C# コードの書き方

C#
float xval;
xval = c1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData.SeriesList[0].X[4];

文字列の値をラベルとして表示する
文字列値を X 軸または Y 軸上の注釈として使用し、数値を他の軸上で使用すると非常に便利な場合がよくあります。
たとえば、データソースに２列あり、１列は会社名（文字列）、もう１列は 会社が購入した製品の数を示す場合を想定してくだ
さい。このデータを集計する棒グラフを作成するには、Y 軸上で製品数を使用するデータセットを作成し、数を数える配列を
作成して X 値にこの配列を使用できます。次に、各会社名と数量をペアにした X 軸の ValueLabels を作成し、次のようなグ
ラフを生成します。

この状況がしばしば発生するため、C1Chart は 文字列を含む ChartDataArray を受け付け、配列値を自動的に列挙し、適
切な軸の ValueLabels を自動的に作成します。したがって、この動作を使用して、ChartDataSeries プロパティの
DataField プロパティを文字列値に直接設定すれば、同じ結果を得ることができ、非常に便利です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).X.DataField = "CompanyNames"
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).Y.DataField = "UnitsPurchased"
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].X.DataField = "CompanyNames";
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].Y.DataField = "UnitsPurchased";

ChartDataArray の入力の複合
C1Chart では、ChartDataSeries の AutoEnumerate を使用するか、ChartDataArray オブジェクトの CopyDataIn() メ
ソッドを使用して、ChartDataArray を連結したり設定したりできます。データが連結されたとき、グラフはすべての連結デー
タを指定したデータセットのデータソースとして使用し、それをグラフィック形式でデータセットや他のグラフのプロパティの指
定に従ってグラフ上に表示します。AutoEnumerate プロパティを True に設定すると、グラフのデータ配列／データセットの
X 値は自動的にそのインデックス値に設定されます。データセットをこのように複数の動作に設定できることは、最大限の柔
軟性を提供しますが、余分な数のデフォルトデータセットは削除する必要もあります。
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たとえば、上記の棒グラフは１つのデータセットしか持っていません。そのため、データ連結を使用して C1Chart の入力を提
供してから、４つのデフォルトグラフデータセットのうち、３つを削除する必要がありました。これらのデータセットの削除は、設
計時と実行時のいずれでも行うことができます。

Point 値を使用した X と Y データ配列の設定
X軸とY軸だけを使用するグラフ（XYプロットグラフ、棒グラフなど）の場合、PointData プロパティを便利なショートカットとして
使用できます。ChartDataSeries オブジェクトの PointData プロパティは、PointF 点値の配列の入力を可能にします。この
プロパティは、点データを使用するアプリケーションには便利ですが、この配列はX と Y のデータ配列だけを設定します。こ
のプロパティは、Y1、Y2、または Y3軸のデータ配列の値を変更することはできません。以下のサンプルコードでは、PointF
配列を構築し、ChartDataSeries に読み込む例を示します。
以下のサンプルコードでは、PointF 配列を構築し、ChartDataSeries に読み込む例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim ps() As PointF = _
{ _
New
New
New
New
New

PointF(30.0F, 20.0F), _
PointF(60.0F, 24.0F), _
PointF(90.0F, 42.0F), _
PointF(120.0F, 13.0F), _
PointF(150.0F, 10.0F) _

}
Dim s As New ChartDataSeries()
C1Chart1.ChartGroups.Group1.ChartData.SeriesList.Add(s)
s.PointData.CopyDataIn(ps)
C# コードの書き方

C#
PointF [] ps =
{
new PointF(30.0F, 20.0F),
new PointF(60.0F, 24.0F),
new PointF(90.0F, 42.0F),
new PointF(120.0F, 13.0F),
new PointF(150.0F, 10.0F)
};
ChartDataSeries s = new ChartDataSeries();
c1Chart1.ChartGroups.Group1.ChartData.SeriesList.Add(s);
s.PointData.CopyDataIn(ps);

ChartDataSeries のカスタマイズ
このセクションでは、ChartArea 内の ChartDataSeriesを表示、非表示、あるいは除外する方法と、凡例からデータセットを
除外する方法を説明します。

データセットの隠し表示と消去表示
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何百ものデータセットをグラフに表示する必要があるとします。グラフの大きさには限りがあるので、表示するデータセットを
管理する必要があります。このような場合に、ChartDataSeries オブジェクトの Display プロパティを使用してデータセットの
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凡例からデータセットを除外する
ときには、データを表すだけでなく、重要なデータ領域やエラー領域を表すために、形状、線、および曲線をグラフに描くと便
利な場合があります。このような場合には、補足データセットをグラフに追加しますが、凡例からは除外する必要がありま
す。各 ChartDataSeries オブジェクトには、LegendEntry プロパティが含まれています。このプロパティを True（デフォル
ト）に設定すると、このデータセットが凡例に表示されます。False に設定すると、このデータセットは描画されますが、凡例に
は表示されません。

変則的なデータのグラフ化
データセットは、特に動的に生成された場合において、コントロールによるグラフ化を困難にする変則的な属性を持つことが
あります。このような場合、不整合の原因を明らかにするために多くの時間を費やした後、やっとデータがグラフ化されること
になります。C1Chart は、このような値を自動的に修正することはできませんが、変則的なデータを受け入れ、論理的に一
貫性のある方法で処理することができます。

変則的な積層グラフのデータ
積層グラフは、基礎となるデータセットの上に１つまたは複数のデータセットを積み重ねたグラフです。グラフのY軸のすべて
の値は、直前のデータセットの Y 軸の値からの距離で計測されます。X 軸の値がすべて一致し、すべてのデータセットがそ
の上に整然と積み重ねられる配列形式でデータが読み込まれる場合、積層グラフは簡単に作成できます。
C1Chart には、汎用レイアウトを使用してデータを処理できる、より大きな自由度が用意されています。汎用レイアウトとは、
すべてのデータセットの X 軸の値がまったく同じでなくてもよいことを意味します。この自由度によって、より非標準的なデー
タセットのグラフ化が可能になりますが、積層グラフでは問題が生じます。

変則的な X 軸のデータ
最初のデータセットが、その他のデータセットの最小値と最大値のデータ点に一致する点を持たない場合に、積層グラフで
問題が起こります。下図に示すように、グラフの最初のデータセットの X 軸の値に、連続したデータセットとして相当する量が
ない場合、このようなデータセットには確実な開始点が存在しないことになります。C1Chart は、このような不規則を論理的
に処理します。最初のデータセットの Y 軸の値が存在しないデータは、０とみなします。その後で、連続した各データセットが
この上に追加され、不連続性が形成されます。下図の積層型エリアグラフを参照してください。

Y 軸の値データの補間
連続するデータセットの X 軸の値が最初のデータセットと一致しない場合にも、積層グラフで問題が起こります。たとえば、
グラフの最初のデータセットの X 軸の値が２、４、６、および８、２番目のデータセットの X 軸の値が３、５、７、および９である
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と仮定します。グラフが２番目のデータセットの最初のデータ点を配置する位置を決定しようとするときに問題が起こります。
２番目のデータセットの Y 軸の値に追加が必要なデータ点の値は、最初のデータセットの最初の２つのデータ点の間のどこ
かにありますが、データセットには明示されていません。
C1Chart は、このような不規則があった場合でも、論理的な処理を行なってデータセットを表示します。C1Chart は、線の勾
配を基準にして、最初のデータセットの最初のデータ点と２番目のデータ点の間に仮想点を補間します。この補間値は、２番
目のデータセットの Y 軸の値に追加され、積層グラフの新しいデータ点になります。

データ欠損の指定
収集したデータをグラフ化する場合、特定の値のデータが利用できないこと、つまり情報が欠落していることを、グラフ内に
視覚的に示すことが必要になる場合があります。データ欠損は、グラフ化されたデータの切れ目の部分を表し、グラフ内で
データが欠落していることを視覚的に示すために使用されます。
C1Chart では、データ欠損は、データ点をデータ配列の特定の値、あるいは未使用の値として排除するように設定して指定
されます。ChartData オブジェクトの Hole プロパティは、使用する値を指定します。たとえば、データ欠損値を -1000 に設
定し、データセットの３番目のデータ点でデータが利用できないと仮定した場合、このデータセットのデータ点の Y 軸の値に 1000 を設定することにより、データセットのプロットにデータの切れ目、つまりデータ欠損を挿入することができます。
データ欠損のデフォルト値は、Visual Basic と C# で、それぞれ Single.MaxValue と float.MaxValue になっています。下図
に、XY プロット
プロットグラフのデータ欠損の例を示します。

データ欠損を無視する
データが特定の長さの配列で取得された場合、データ点の一部が欠落している場合でも、データの欠落を表示しないよう
に、すべての配列を均等に処理できるよう、しばしばプログラミングが簡素化されます。このような場合、データ欠損は欠落
データ値として扱われ、C1Chart は、これらのデータ欠損を含むデータ配列要素がまったく存在しなかったものとみなして、
これらを完全に無視します。
ChartDataSeries のDisplay プロパティは、データセットを表示するかどうかを設定します。このプロパティ
は、SeriesDisplayEnum 列挙体を受け入れます。Display プロパティが SeriesDisplayEnum.Show に設定されている場
合、上図に示すようにデータ欠損はプロットから除外されます。このプロパティが SeriesDisplayEnum.ExcludeHoles に設定
されている場合、データセットは表示されますが、データ欠損は無視されます。つまり、XY プロットグラフは表示されますが、
下図に示すように、データ欠損の直前のデータ点とデータ欠損の直後のデータ点との間の線は連続します。プロットの線が
データ欠損を通過して表示されていますが、データ欠損のデータ点は表示されていません。
SeriesDisplayEnum.Show
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SeriesDisplayEnum.ExcludeHoles

関数のプロット
C1Chart は関数をプロットするための組み込みエンジンを備えています。さまざまな関数がさまざまなアプリケーションに使
用されています。C1Chart は、数多くのアプリケーションを作成するために必要な多彩な関数を提供します。
次の２種類の関数がサポートされています。
1. 明示的な１変数関数
１変数の陽関数の場合、関数は y=f(x) のようになります（YFunction クラスを参照）。
たとえば、有理、一次、多項式、二次、対数、指数の各関数があります。
これらの関数は、科学者や技術者によって一般的に使用され、多種多様な財務、予測、性能測定のアプリ
ケーションに使用できます。
2. パラメータ関数
関数は y=f1(t) と x=f2(t) のようなペアの式で定義します。この場合、t は関数 f1 と f2 の変数／座標を
表します。
パラメータ関数は、特殊なタイプの関数で、X 座標とY 座標は別々の変数を持つ個々の関数で定義しま
す。
パラメータ関数を使用し、数学、工学技術分野のさまざまな状況を表します。たとえば、熱伝導、流体力
学、電磁界理論、惑星運動、および相対性理論の諸相などの例を挙げることができます。
パラメータ関数の詳細は、ParametricFunction クラスを参照してください。
C1Chart で、コード文字列を使用して Y 関数と媒介変数関数を計算できます。
コード文字列を使用して Y 関数と媒介変数関数を計算するには、以下の１つを実装する必要があります。
C# または VB ソースコードを含むインタプリタ文字列
イベント
C1.Win.C1Chart.ISimpleFunction インタフェースをサポートするクラス
C1Chart には、設計時に C1Chart のプロパティからアクセスできる FunctionBase コレクションエディタ
コレクションエディタを備えていま
す。FunctionBase コレク
コレクションエディタは、ユーザーが関数を簡単に編集したり作成したりするために使用できる Windows
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フォームで構成されます。エディタを使用し、ユーザーは１つまたは複数の関数を追加、削除する、関数の種類（Y 関数
関数もしく
はパラメータ関数
パラメータ関数のいずれか）を選択する、コードタイプとコード言語を指定する、といったさまざまな操作を行うことができま
す。
メモ：
メモ：Y関数とパラメータ関数の作成方法の例については、製品付属の「FExplorer」サンプルを参照してください。

コード文字列を使用して関数を定義する
インタープリタ型コード文字列を使用して関数クラス（YFunction または ParametricFunction）の関数を定義する場合、文字
列をコンパイルして、結果コードを動的にアプリケーションに組み込みます。実行速度は、他のコンパイルコードと同じです。
これは、以下のような数多くの利点があります。
関数を定義するとき、C# または VB の組み込み関数を使用できます。
文字列の単純な操作で関数を組み込むことができます。
C1Chart.SaveChartToFile メソッドまたは C1Chart.SaveChartToString メソッドを使用し、関数をグラフレイアウト
の一部として保存でき、データの一部として他のプロジェクトに直接読み込むことができます。
ただし、以下のような不利点もあります。
プリコンパイルのため、コードテキストを最初に割り当てたり変更したりするときに時間の遅延が生じます。
ソースコードの種類は C# または VB に限定されています。
単純で明示的な１変数関数の場合、YFunction クラスオブジェクトを使用します。このオブジェクトは、１つのコードプロパ
ティ、CodeText を持っています。YFunction オブジェクトの場合、独立変数は常に x であるとみなします。
パラメータ関数の場合、ParametricFunction クラスオブジェクトを使用し、ペアの式を定義する必要があります。このオブ
ジェクトは、２つのプロパティ、すなわち各座標に１つのプロパティを持っています。CodeTextX と CodeTextY プロパティ
は、常に独立変数を t とみなすコードを受け取ります。
どちらのクラスオブジェクトも、独立変数の値は PlotNumPoints プロパティで指定した特定数のデータ点を使用して、独立
変数の最小値と最大値の範囲内に均一に分布するとみなします。
関数の複雑度に応じて、３タイプのコードが CodeText、CodeTextX、および CodetextY に対してサポートされています。こ
れらのコードのタイプは、数式
数式、メソッド
メソッド、単位
単位などです。以下のセクションでは、これらのタイプを順に説明します。

数式コードタイプ
コードタイプが数式の場合、関数クラスの CodeText プロパティはパラメータを使用して関数の値を計算するコードを含む必
要があります。コードは、１行に収めて、式の右辺を表す必要があります。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim yf As C1.Win.C1Chart.YFunction = New C1.Win.C1Chart.YFunction()
yf.CodeType = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeTypeEnum.Formula
yf.CodeLanguage = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeLanguageEnum.VB
yf.CodeText = "x*x"
yf.MinX = -5
yf.MaxX = 5
yf.LineStyle.Color = Color.Red
yf.LineStyle.Thickness = 3
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.FunctionsList.Add(yf)
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.YFunction yf = new C1.Win.C1Chart.YFunction();
yf.CodeType = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeTypeEnum.Formula;
yf.CodeText = "x*x";
yf.MinX = -5;
yf.MaxX = 5;
yf.LineStyle.Color = Color.Red;
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yf.LineStyle.Thickness = 3;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.FunctionsList.Add(yf);

メソッドコードタイプ
コードタイプがメソッドの場合、関数の CodeText プロパティは関数値を計算してその値を明示的に返すメソッドの本文を
持っている必要があります。期待される戻り値は倍精度型です。VB の書式の場合、コードの各ステートメントの最後に
vbNewLines を記述する必要があることに注意してください。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim code As String = _
"Dim x2 As Double = x*x" & vbNewLine & _
"if x<0 then " & vbNewLine & _
" return x" & vbNewLine & _
"else" & vbNewLine & _
" return 0.5*x2" & vbNewLine & _
" End If"
Dim yf As C1.Win.C1Chart.YFunction = New C1.Win.C1Chart.YFunction()
yf.CodeType = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeTypeEnum.Method
yf.CodeLanguage = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeLanguageEnum.VB
yf.CodeText = code
yf.MinX = -5
yf.MaxX = 5
yf.LineStyle.Color = Color.Blue
yf.LineStyle.Thickness = 3
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.FunctionsList.Add(yf)
C# コードの書き方

C#
string code = "double x2 = x*x;" + "if( x<0)" + " return x;" + "else" + " return
0.5*x2;";
C1.Win.C1Chart.YFunction yf = new C1.Win.C1Chart.YFunction();
yf.CodeType = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeTypeEnum.Method;
yf.CodeText = code;
yf.MinX = -5;
yf.MaxX = 5;
yf.LineStyle.Color = Color.Blue;
yf.LineStyle.Thickness = 2;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.FunctionsList.Add(yf);

単位コードタイプ
コードタイプが単位の場合、関数の CodeText プロパティは完全なコンパイル単位のテキストを持っている必要があります。
単位は、UserFunction 名前空間に Calculator クラスを持ち、さらに ISimpleFunction インタフェースも実装している必要が
あります。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim code As String = _
"Namespace UserFunction" & vbNewLine & _
" Class Calculator" & vbNewLine & _
"
Implements ISimpleFunction" & vbNewLine & _
"
Public Function Calculate(x As Double) As Double _" & vbNewLine & _
"
Implements ISimpleFunction.Calculate" & vbNewLine & _
"
Dim x2 As Double = x*x" & vbNewLine & _
"
if( x<0)" & vbNewLine & _
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"
return -x" & vbNewLine & _
"
else" & vbNewLine & _
"
return -0.5*x2" & vbNewLine & _
"
End If" & vbNewLine & _
"
End Function" & vbNewLine & _
" End Class" & vbNewLine & _
"End Namespace"
Dim yf As C1.Win.C1Chart.YFunction = New C1.Win.C1Chart.YFunction()
yf.CodeType = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeTypeEnum.Unit
yf.CodeLanguage = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeLanguageEnum.VB
yf.CodeText = code
yf.MinX = -5
yf.MaxX = 5
yf.LineStyle.Color = Color.Green
yf.LineStyle.Thickness = 3
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.FunctionsList.Add(yf)
C# コードの書き方

C#
string code =
"namespace UserFunction" +
"{" +
" class Calculator : ISimpleFunction" +
" {" +
"
public double Calculate(double x)" +
"
{" +
"
double x2 = x*x;" +
"
if( x<0)" +
"
return -x;" +
"
else" +
"
return -0.5*x2;" +
"
}" +
" }" +
"}";
C1.Win.C1Chart.YFunction yf = new C1.Win.C1Chart.YFunction();
yf.CodeType = C1.Win.C1Chart.FunctionCodeTypeEnum.Unit;
yf.CodeText = code;
yf.MinX = -5;
yf.MaxX = 5;
yf.LineStyle.Color = Color.Green;
yf.LineStyle.Thickness = 2;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.FunctionsList.Add( yf);

関数の値を計算する
以下のサブトピックでは、CalculateX と CalculateY イベントを使用するか、ISimpleFunction インタフェースの Calculate
メソッドを使用して、適切な関数値を計算する方法を説明します。

イベントを使用して関数の関数値を計算する
ソースコードを CodeText、CodeTextX、CodeTextY のいずれかのプロパティに追加する代わりに、イベントデリゲートを使
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用してイベントメソッドを指定して、適切な関数値を計算できます。
イベントデリゲートを使用した場合、関数値は YFunction クラスのオブジェクトの CalculateY イベントで計算されます。
ParametricFunction クラスのオブジェクトの場合、各計算座標の１つ、CalculateX と CalculateY の２つのイベントを設定
する必要があります。非 null イベントのデリゲートの場合、イベントを使用して対応する関数値を計算する必要があり、それ
は、対応する CodeText プロパティも YFunction または ParametricFunction クラスオブジェクトで指定する場合でも同じ
です。イベントを使用するには、プログラマは適切なイベントハンドラを提供する必要があります。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Button_Click(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button.Click
Dim yf As C1.Win.C1Chart.YFunction = New C1.Win.C1Chart.YFunction()
AddHandler yf.CalculateY, AddressOf Function_Calculate
yf.MinX = -5
yf.MaxX = 5
yf.LineStyle.Color = Color.DarkBlue
yf.LineStyle.Thickness = 3
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.FunctionsList.Add(yf)
End Sub
Private Sub Function_Calculate(ByVal sender As Object, _ ByVal e As
C1.Win.C1Chart.CalculateFunctionEventArgs)
e.Result = e.Parameter * e.Parameter * e.Parameter
' y = x*x*x
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void button_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
C1.Win.C1Chart.YFunction yf = new C1.Win.C1Chart.YFunction();
yf.MinX = -5;
yf.MaxX = 5;
yf.LineStyle.Color = Color.DarkBlue;
yf.LineStyle.Thickness = 2;
yf.CalculateY += new C1.Win.C1Chart.CalculateFunctionEventHandler(
Function_Calculate);
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.FunctionsList.Add( yf);
}
private void Function_Calculate( object sender,
C1.Win.C1Chart.CalculateFunctionEventArgs e)
{
e.Result = e.Parameter * e.Parameter * e.Parameter; // y = x*x*x
}

Calculate メソッドを使用して関数の値を計算する
コード文字列またはイベントの使用の代替として、プログラマは ISimpleFunction インタフェースを実装しているオブジェクト
のインスタンスを指定できます。そのようなオブジェクトをインタフェースから継承し、Calculate という名前のパブリック関数
を実装しなければなりません。この Calculate メソッドは、独立変数（Double）をパラメータとして取り、従属変数（Double）を
返します。
YFunction クラスのオブジェクトの場合、CustomFunction プロパティを ISimpleFunction インタフェース実装オブジェクト
に設定する必要があります。ParametricFunction クラスのオブジェクトの場合、CustomFunctionX と
CustomFunctionY の各プロパティを、ISimpleFunction インタフェースを実装している適切なオブジェクトに設定する必要
があります。
Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic
Private Sub Button_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button.Click
Dim yf As C1.Win.C1Chart.YFunction = New C1.Win.C1Chart.YFunction()
yf.CustomFunction = New CustomFunction()
yf.MinX = -5
yf.MaxX = 5
yf.LineStyle.Color = Color.DarkGreen
yf.LineStyle.Thickness = 3
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.FunctionsList.Add(yf)
End Sub
Public Class CustomFunction
Implements C1.Win.C1Chart.ISimpleFunction
Public Function Calculate(ByVal x As Double) As Double _
Implements C1.Win.C1Chart.ISimpleFunction.Calculate
Return -x * x * x
' y = - x*x*x
End Function
End Class
C# コードの書き方

C#
private void button_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
C1.Win.C1Chart.YFunction yf = new C1.Win.C1Chart.YFunction();
yf.MinX = -5;
yf.MaxX = 5;
yf.LineStyle.Color = Color.DarkGreen;
yf.LineStyle.Thickness = 2;
yf.CustomFunction = new CustomFunction();
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.FunctionsList.Add( yf);
}
class CustomFunction : C1.Win.C1Chart.ISimpleFunction
{
public double Calculate( double x)
{
return -x*x*x; // y = -x*x*x
}
}

近似曲線を使用する
TrendLine オブジェクトを含むグラフでサポートされている近似曲線は、回帰と回帰以外の２つのグループに分けることがで
きます。近似曲線は通常、XY プロットグラフ、棒グラフまたは散布図のいずれかの2Dグラフで使用されます。
移動平均値、平均値、最大値、最小値は、非回帰の近似曲線です。移動平均の近似曲線は、指定された期間の平均値を
示します。
回帰の近似曲線は、多項式
多項式、指数
指数、対数
対数、累乗
累乗、およびフーリエ
フーリエの各関数で、各関数は一定の傾向を示すデータの近似を
求めます。

近似曲線を作成する
設計時に近似曲線を作成する
設計時に近似曲線を作成するには、TrendLine コレクションエディタ
コレクションエディタを使用します。コレクションエディタを使用することで、
近似曲線の追加、変更、削除を行うことができます。TrendLine コレクションエディタ
コレクションエディタの詳細については、TrendLine コレク
ションエディタ を参照してください。

実行時に近似曲線を作成する
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実行時に近似曲線を作成するには、TrendLine オブジェクトのインスタンスを作成し、そのプロパティを設定します。近似曲
線は、TrendLinesCollection のコンストラクタまたは AddNewTrendLine メソッドを使用して作成できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' 近似曲線を作成します。
Dim tl As C1.Win.C1Chart.TrendLine = New C1.Win.C1Chart.TrendLine()
' １番目のデータセット。
tl.SeriesIndex = 0
' 線の色と太さを設定します。
tl.LineStyle.Color = Color.Red
tl.LineStyle.Thickness = 2
' 凡例に数式を表示します。
tl.Text = "{#FORMULA}"
' グラフに傾向を追加します。
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.TrendsList.Add(tl)
C# コードの書き方

C#
// 近似曲線を作成します。
C1.Win.C1Chart.TrendLine tl = new C1.Win.C1Chart.TrendLine();
// １番目のデータセット。
tl.SeriesIndex = 0;
// 線の色と太さを設定します。
tl.LineStyle.Color = Color.Red;
tl.LineStyle.Thickness = 2;
// 凡例に数式を表示します。
tl.Text = "{#FORMULA}";
// グラフに傾向を追加します。
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.TrendsList.Add( tl);

回帰の近似曲線
回帰の近似曲線では、RegressionOptions と RegressionStatistics を含む２つの関連クラスのオブジェクトがあります。これ
らのオブジェクトは、指定した形式の近似曲線を記述し、結果の近似曲線を統計的に集計します。

回帰オプション
RegressionOptions オブジェクトでは、回帰モデルを指定できます。NumTerms プロパティは、回帰で使用する係数の数を
定義し、可変個の項を持つ回帰（多項式とフーリエ）のみで有効です。
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多項式回帰の場合、項の数は結果の多項の次数より１つ多くなります。多項式の項数の最大値はデータ点の数で、項数の
最小値は２（線形）です。
下図は、項の数が2（NumTerms = 2）であるため、線形回帰の例を示します。

下図は、項の数が2以上（NumTerms = 5）であるため多項式回帰の例を示します。

UseYIntercept プロパティは、多項式回帰の最初の項が固定しているかどうかを制御します。UseYIntercept が True のと
き、近似曲線は Yintercept プロパティで定義された Y 座標で x=0 の線と交差します。
下図は、RegressionOptions.UseYInterceptプロパティがFalseに設定されている時、非固定線形回帰を示します。
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下図は、近似曲線が RegressionOptions.YIntercept プロパティで定義された Y 座標で x=0 の線と交差するため、固定
線形回帰を示します。

回帰統計
RegressionStatistics プロパティは、回帰モデルの統計結果を含む RegressionStatistics オブジェクトを返します。近似曲
線が回帰でないか、現在のデータに対する回帰の解決方法が存在していない場合、RegressionStatistics プロパティは
Nothing（VB）または null（C#）を返します。
次の表は、統計式で使用される値を定義します。

値

説明

n

データ点の数

nt

回帰係数の数

x値
y値
y の平均値

y の予測値
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次の表では、RegressionStatistics オブジェクトの各メンバの名前、説明、および数式を表示します。

名前

説明

数式

Ssr

回帰による２乗和

Sse

誤差の２乗和

Rsq

決定係数（R２乗）

DF

自由度

F

F観測値（F 統計値）

数式
数式(UseYIntercept=true)

カスタム近似曲線
カスタム近似曲線を実装するには、ICustomTrendLine インタフェースを実装しているクラスを作成する必要があります。こ
のクラスのインスタンスを TrendLine オブジェクトの CustomTrendLine プロパティに割り当てます。この場合、近似曲線の
すべてのデータ点をこのクラスによって完全に定義する必要があり、TrendLineType プロパティの設定は機能しません。以
下のサンプルコードは、データの制限値に対応するカスタム近似曲線を実装します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) _
Handles Button1.Click
' 近似曲線を作成します。
Dim tl As C1.Win.C1Chart.TrendLine = _
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.TrendsList.AddNewTrendLine()
' 線のプロパティを設定します。
tl.LineStyle.Thickness = 3
tl.LineStyle.Pattern = C1.Win.C1Chart.LinePatternEnum.Dash
' カスタム近似曲線を設定します。
tl.CustomTrendLine = New CustomTrendLine()
End Sub
Public Class CustomTrendLine_
Private _x() As Double
Private _y() As Double

Implements C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine

Public Sub Calculate(ByVal tl As C1.Win.C1Chart.TrendLine, ByVal x() As
Double, _ ByVal y() As Double)Implements C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine.Calculate
If x Is Nothing Or x.Length = 0 Or y Is Nothing Or y.Length = 0 Then
_x = Nothing
_y = Nothing
Return
End If
' 最小値と最大値を探します。
Dim xmin As Double = x(0), xmax = x(0)
Dim ymin As Double = y(0), ymax = y(0)
Dim i As Integer
For i = 1 To x.Length - 1
If x(i) < xmin Then
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xmin = x(i)
ElseIf x(i) > xmax Then
xmax = x(i)
End If
If y(i) < ymin Then
ymin = y(i)
ElseIf y(i) > ymax Then
ymax = y(i)
End If
Next
' データ点を囲む矩形
_x = New Double(4) {}
_y = New Double(4) {}
_x(0) = xmin
_y(0) = ymin
_x(4) = _x(0)
_y(4) = _y(0)
_x(2) = xmax
_y(2) = ymax
_x(1) = _x(0)
_y(1) = _y(2)
_x(3) = _x(2)
_y(3) = _y(0)
End Sub
Public Function GetXValues() As Double() _
C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine.GetXValues
Return _x
End Function

Implements

Public Function GetYValues() As Double() _
C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine.GetYValues
Return _y
End Function

Implements

' それを使用しないで、ただ、何かを返します。
Public Function GetY(ByVal x As Double) As Double _
C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine.GetY
Return 0
End Function
Public ReadOnly Property Text() As String _
C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine.Text
Get
Return "Custom trend"
End Get

Implements

Implements

End Property
End Class
C# コードの書き方

C#
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// 近似曲線を作成します。
C1.Win.C1Chart.TrendLine tl =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.TrendsList.AddNewTrendLine();
// 線のプロパティを設定します。
tl.LineStyle.Color = Color.DarkRed;
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tl.LineStyle.Thickness = 3;
tl.LineStyle.Pattern = C1.Win.C1Chart.LinePatternEnum.Dash;
// カスタム近似曲線を設定します。
tl.CustomTrendLine = new CustomTrendLine();
}
public class CustomTrendLine : C1.Win.C1Chart.ICustomTrendLine
{
private double[] _x;
private double[] _y;
public void Calculate( C1.Win.C1Chart.TrendLine tl, double[] x, double [] y)
{
if( x==null || x.Length==0 || y==null || y.Length==0)
{
_x = null; _y = null;
return;
}
// 最小値と最大値を探します。
double xmin = x[0], xmax = x[0];
double ymin = y[0], ymax = y[0];
for( int i=1; i<x.Length; i++)
{
if( x[i] < xmin)
xmin = x[i];
else if( x[i] > xmax)
xmax = x[i];
if( y[i] < ymin)
ymin = y[i];
else if( y[i] > ymax)
ymax = y[i];
}
// データ点を囲む矩形
_x = new double[5];
_y = new double[5];
_x[0] = xmin; _y[0]
_x[4] = _x[0]; _y[4]
_x[2] = xmax; _y[2]
_x[1] = _x[0]; _y[1]
_x[3] = _x[2]; _y[3]

=
=
=
=
=

ymin;
_y[0];
ymax;
_y[2];
_y[0];

}
public double[] GetXValues() { return _x;}
public double[] GetYValues() { return _y;}
// それを使用しないで、ただ、何かを返します。
public double GetY( double x) { return 0;}
public string Text { get{ return "Custom trend";}}
}
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点スタイルを使用する
点スタイルは、特定のデータ点を同一データセット内の他のデータ点と異なる視覚属性でマークする機構を提供します。点ス
タイルは、PointStylesCollection に格納されています。点スタイルは、データセットと点インデックスによって選択された明
示的なデータ点に適用することも、特定の条件を満たすデータ点（データセットの X 最大値、全データの Y 最大値など）に適
用することもできます。C1Chart のプログラマは、Select イベントを使用してカスタム条件を指定することもできま
す。PointStyle は、ChartDataSeries の LineStyle、SymbolStyle、および Offset と同じ視覚関連プロパティセットを持っ
ています。これらのプロパティは、点スタイルの条件を満たすデータ点の外観を記述します。点スタイルは凡例の項目として
表示できます。

点スタイルの作成
PointStyles は、設計時に PointStyle コレクションエディタ
コレクションエディタを使用して、あるいはコードによってPointStyle オブジェクトを使
用して作成できます。

設計時における点スタイルの作成
設計時に点スタイルを作成するには、PointStyle コレクションエディタ
コレクションエディタを使用します。コレクションエディタを使用することで、
点スタイルの追加、変更、削除を行うことができます。PointStyle コレクションエディタ
コレクションエディタの詳細については、PointStyle コレク
ションエディタ を参照してください。

実行時における点スタイルの作成
以下のコードは、PointStyle オブジェクトのインスタンスを作成し、その LineStyle プロパティと SymbolStyle プロパティを
設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim styles As C1.Win.C1Chart.PointStylesCollection = _
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.PointStylesList
' 最小値
Dim psmin As C1.Win.C1Chart.PointStyle = styles.AddNewPointStyle()
psmin.LineStyle.Pattern = C1.Win.C1Chart.LinePatternEnum.None
psmin.SymbolStyle.Color = Color.MistyRose
psmin.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Blue
psmin.SymbolStyle.OutlineWidth = 2
psmin.SymbolStyle.Size = 10
psmin.Selection = C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectionEnum.SeriesMinY
' 凡例に表示します。
psmin.Label = "Y Min"
psmin.LegendEntry = True
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' 最大値
Dim psmax As C1.Win.C1Chart.PointStyle = styles.AddNewPointStyle()
psmax.LineStyle.Pattern = C1.Win.C1Chart.LinePatternEnum.None
psmax.SymbolStyle.Color = Color.MistyRose
psmax.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Red
psmax.SymbolStyle.OutlineWidth = 2
psmax.SymbolStyle.Size = 10
psmax.Selection = C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectionEnum.SeriesMaxY
' 凡例に表示します。
psmax.Label = "Y Max"
psmax.LegendEntry = True
c1Chart1.Legend.Visible = True
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.PointStylesCollection styles =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.PointStylesList;
// 最小値
C1.Win.C1Chart.PointStyle psmin = styles.AddNewPointStyle();
psmin.LineStyle.Pattern = C1.Win.C1Chart.LinePatternEnum.None;
psmin.SymbolStyle.Color = Color.MistyRose;
psmin.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Blue;
psmin.SymbolStyle.OutlineWidth = 2;
psmin.SymbolStyle.Size = 10;
psmin.Selection = C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectionEnum.SeriesMinY;
// 凡例に表示します。
psmin.Label = "Y Min";
psmin.LegendEntry = true;
// 最大値
C1.Win.C1Chart.PointStyle psmax = styles.AddNewPointStyle();
psmax.LineStyle.Pattern = C1.Win.C1Chart.LinePatternEnum.None;
psmax.SymbolStyle.Color = Color.MistyRose;
psmax.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Red;
psmax.SymbolStyle.OutlineWidth = 2;
psmax.SymbolStyle.Size = 10;
psmax.Selection = C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectionEnum.SeriesMaxY;
// 凡例に表示します。
psmax.Label = "Y Max";
psmax.LegendEntry = true;
c1Chart1.Legend.Visible = true;
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カスタム点スタイル
カスタム点スタイルの条件を定義するには、PointStyle の Selection プロパティを Custom に設定し、Select イベントに対するイ
ベントハンドラを提供する必要があります。次のコードでは、カスタムのポイントスタイルを作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_
Handles Button1.Click
' ポイントスタイルを作成
Dim ps As C1.Win.C1Chart.PointStyle = New C1.Win.C1Chart.PointStyle()
' カスタムのポイントスタイル
ps.Selection = C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectionEnum.Custom
AddHandler ps.Select, AddressOf PS_Select
' ポイントスタイルを追加
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.PointStylesList.Add(ps)
End Sub
Private Sub PS_Select(ByVal sender As Object, ByVal e As _
C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectEventArgs)
Dim ps As C1.Win.C1Chart.PointStyle = CType(sender, C1.Win.C1Chart.PointStyle)
' y 値に応じて視覚的な外観を設定
Dim ds As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries = _
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(e.SeriesIndex)
Dim y As Double = Convert.ToDouble(ds.Y(e.PointIndex))
If (y < 0) Then
ps.LineStyle.Color = Color.Blue
Else
ps.LineStyle.Color = Color.Red
End If
' すべてのポイントに適用
e.Selected = True
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
// ポイントスタイルを作成
C1.Win.C1Chart.PointStyle ps = new C1.Win.C1Chart.PointStyle();
// カスタムのポイントスタイル
ps.Selection = C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectionEnum.Custom;
ps.Select += new C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectEventHandler(PS_Select);
// ポイントスタイルを追加
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.PointStylesList.Add( ps);
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}
private void PS_Select( object sender, C1.Win.C1Chart.PointStyleSelectEventArgs e)
{
C1.Win.C1Chart.PointStyle ps = sender as C1.Win.C1Chart.PointStyle;
// y 値に応じて視覚的な外観を設定
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData[e.SeriesIndex];
double y = Convert.ToDouble( ds.Y[e.PointIndex]);
if( y<0)
ps.LineStyle.Color = Color.Blue;
else
ps.LineStyle.Color = Color.Red;
// すべてのポイントに適用
e.Selected = true;
}
ゼロより小さい Y 値にはカスタムの青色のポイントスタイル、ゼロより大きい y 値にはカスタムの赤色のポイントスタイルが作成さ
れます。

データ連結
データ連結は、１つ以上のデータ利用者をデータプロバイダに同期的に接続するプロセスです。連結データセットの一部を構
成する値を編集すると、同じデータソースに接続している C1Chart コントロールは変更されて新しい値を反映します。
多くの連結コントロールと異なり、C1Chart は通貨を使用しません。データが連結されたとき、グラフはすべての連結データ
を指定したデータセットのデータソースとして使用し、それをグラフィック形式でデータセットや他のグラフのプロパティの指定
に従ってグラフ上に表示します。
このプロセスは、いくつかの簡単な手順を必要とします。また、グラフオブジェクトモデルに関してある程度の知識が必要で
す。
まず、データソースを作成する必要があります。ADO.NET データソースオブジェクト（DataTable、DataView、DataSet、
DataViewManager など）を含む多くのデータソースが利用可能です。
ADO.NET データソースオブジェクトの作成方法の詳細は、.NET Framework のマニュアルを参照してください。

C1Chart にデータを接続する
C1Chart にデータを接続するには、はじめにデータソースを設定し、次にデータフィールドを設定します。
手順１：データソースの設定
有効なデータソースを作成したら、C1Chart の DataSource プロパティへ設定します。これは、設計時と実行時のいずれで
も行うことができます。
設計時
C1Chart のプロパティウィンドウ、グラフウィザード、グラフプロパティなどを使用して、設計時に DataSource を設定すること
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ができます。
C1Chartプロパティウィンドウ
プロパティウィンドウ
C1Chart のプロパティウィンドウを使用して DataSource を設定するには、以下を実行します：
1. [プロパティ]ドロップダウンリストから C1Chart を選択します。
2. C1Chart の DataSource プロパティの値を変更します。

グラフウィザード
DataSource プロパティは、グラフウィザード
グラフウィザードもしくはグラフのプロパティ
グラフのプロパティを使用することによっても設定することがで
きます。グラフウィザード
グラフウィザードを使用して DataSource を設定するには、以下を実行します：
1. グラフウィザード
グラフウィザードのステップ３
ステップ３で、[接続
接続]タブを選択します。
2. [データソース
データソース]ドロップダウンリストから値を選択します。

グラフプロパティエディタ
[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]ダイアログを使用して C1Chart の DataSource を設定するには、以下を実行します：
1. [グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]ダイアログにアクセスするには、C1Chart コントロール上で右クリックし、[グラフのプロパ
グラフのプロパ
ティ
ティ]を選択します。
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2. [データ
データ]要素を展開し、[接続
接続]を選択します。
3. [接続
接続]タブ内の[データソース
データソース]ドロップダウンリストから値を選択します。

実行時
実行時に、グラフの DataSource プロパティをデータソースオブジェクトに直接設定できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.DataSource = DataSet11
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.DataSource = dataSet11;
手順２：
手順２：DataFields の設定
C1Chart の DataSource を設定したら、ChartDataSeries のそれぞれに適用するデータセット内の列を C1Chart に伝える
必要があります。言い換えれば、X 値と Y 値の指定に使用するデータソースの列、および ChartType によっては各
ChartDataSeries の Y1、Y2、および Y3に使用する列を指定する必要があります。
X 値、Y 値などのセットは、各 ChartDataSeries の ChartDataArray オブジェクトによって保持されます。これらのオブジェク
トはすべて、特定の ChartDataArray に適用するデータソース内のデータ列を指定する DataField プロパティを持っていま
す。DataField プロパティは、設計時と実行時のいずれでも設定できます。
設計時にデータフィールドを設定する
設計時に、Visual Studio プロパティページを使用し、ChartGroups、Group0、ChartData、および SeriesList の順に進ん
で、<...>ボタンをクリックして SeriesList を開きます。これにより ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。先頭の
データセットを選択して、X プロパティに進みます。X プロパティは ChartDataArray オブジェクトです。X プロパティを開きま
す。ドロップダウンを開いて、データソース内の任意の利用可能な列を選択できます。
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DataField は、グラフウィザード
グラフウィザードとグラフのプロパティ
グラフのプロパティのいずれのダイアログからも設定できます。 グラフウィザード
グラフウィザードダイアロ
グの場合：

グラフのプロパティ
グラフのプロパティダイアログの場合：
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コードでデータフィールドを設定する
実行時に、各 ChartDataSeries の ChartDataArray オブジェクト上で DataField プロパティを使用できます。DataField プロ
パティはデータソース列の名前を示す文字列値に設定されることに注意してください。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).X.DataField =
"QuickStop.ShippedDate"
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).Y.DataField = "QuickStop.SaleAmount"
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].X.DataField =
"QuickStop.ShippedDate";
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].Y.DataField =
"QuickStop.SaleAmount";
文字列の書式に注意してください。上記のコード例では、「QuickStop」は列を含むテーブル名で、「ShippedDate」と
「SaleAmount」は列の名前です。テーブル名が文字列内に現れるかどうかは、データソース自体によって決まります。上記
の場合、複数のテーブルを持つ DataSet オブジェクトがデータソースとして使用されているため、テーブル名が必要となりま
す。DataSet オブジェクト内の特定のテーブルがデータソースとして使用された場合、列名のみが使用されます。

グラフをデータソースに直接連結する
通常、グラフにデータを接続するには、データを要約する必要があります。この場合は、データソースとグラフの間にレイ
ヤーがあります。しかしながら、プロット対象のデータは、データビューまたは同様なデータソースとして表示される場合は、
グラフをデータソースオブジェクトに直接連続できます。
C1Chart コントロールをデータソースに接続するには、DataSource プロパティをデータビューまたはデータテーブルに設定
します。 DataSeries.X.DataField および DataSeries.Y.DataField プロパティを使用して、データソースオブジェクトの列を
各データセットにマップします。 グラフとの連結について、グラフウィザードを使用します。グラフをデータソースに連結するに
は、以下のコードも使用できます。
Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic
' データ連結機能はC1Chart1.0.20034.13244
' 以降のビルドから提供されています。
' グラフのデータを取得します。
Dim sql As String = "select * from products"
Dim conn As String = "provider=… nwind.mdb"
Dim da As New OleDbDataAdapter(sql, conn)
da.Fill(dt)
' グラフをテーブルに連結します (各データセットはそれぞれテーブルのフィールドにマップされます)。
c1chart.DataSource = dt
' データシリーズのコレクションをクリアします。
Dim dsc As ChartDataSeriesCollection = c1chart.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
dsc.Clear()
' UnitPrice データセットを追加します。
Dim ds As ChartDataSeries = dsc.AddNewSeries()
' ds.AutoEnumerate = true' (Xの値を設定しない場合)
ds.X.DataField = "ProductName"
ds.Y.DataField = "UnitPrice"
' UnitsInStock データセットを追加します。
ds = dsc.AddNewSeries()
ds.X.DataField = "ProductName"
ds.Y.DataField = "UnitsInStock"
' フィルタ、ソーティングなどを適用します。
dt.DefaultView.RowFilter = "CategoryID = 4"
C# コードの書き方

C#
// データ連結機能はC1Chart1.0.20034.13244
// 以降のビルドから提供されています。
// グラフのデータを取得します。
string sql = "select * from products";
string conn = @"provider=… nwind.mdb;";
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sql, conn);
da.Fill(dt);
// グラフをテーブルに連結します (各データセットはそれぞれテーブルのフィールドにマップされます)。
c1chart.DataSource = dt;
// データシリーズのコレクションをクリアします。
ChartDataSeriesCollection dsc = c1chart.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
dsc.Clear();
// UnitPrice データセットを追加します。
ChartDataSeries ds = dsc.AddNewSeries();
// ds.AutoEnumerate = true // (Xの値を設定しない場合)
ds.X.DataField = "ProductName";
ds.Y.DataField = "UnitPrice";
// UnitsInStock データセットを追加します。
ds = dsc.AddNewSeries();
ds.X.DataField = "ProductName";
ds.Y.DataField = "UnitsInStock";
// フィルタ、ソーティングなどを適用します。
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dt.DefaultView.RowFilter = "CategoryID = 4";
上記のコードでNWind のProducts テーブルの二つの列をそれぞれのデータセットとして表示します。
連結したテーブルは、データソースにダイナミック的に接続されているので、テーブルの値の変化、フィルタの設定、ソーティ
ング、レコードの追加・削除などがグラフに自動的に表示されます。

データ連結を使用した関数プログラム
以下のコードは、フォームに追加した C1Chart コントロールを含む新規プロジェクトに追加すると、データ連結を使用して完
全に機能するプログラムを示します。Form_Load イベントを作成して処理する必要もあることに注意してください。このサン
プルで使用するデータベースは、製品に付属のNorthWind データベースです。ファイルパスが各自のインストールに一致し
ない場合、実行する前にデータベースを変更する必要があります。
以下のサンプルは、データベースと C1Chart をコードだけで処理します。ただし、設計時に Microsoft .NET IDE とそのプロ
パティページを使用して設定全体を管理できます。TableMapping を含む２つの DataAdapters を使用すると、単一
DataSet を DataSource として使用し、同一テーブルの２つのデータセットをグラフ化できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub BindMultipleSeriesViewsAndChartSetup(ByVal chart As
C1.Win.C1Chart.C1Chart)
' 次のオブジェクトは System.Data.OleDb 名前空間にあります。
Dim connect As OleDbConnection = New OleDbConnection()
Dim adapt1 As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter()
Dim adapt2 As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter()
Dim select1 As OleDbCommand = New OleDbCommand()
Dim select2 As OleDbCommand = New OleDbCommand()
' サンプルデータベースへの接続を設定します。
connect.ConnectionString = _
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + _
"User ID=Admin;" + _
"Data Source=C:\Program Files\ComponentOne Studio.Net\common\NWIND.MDB;" +
_
"Jet OLEDB:Engine Type=5;"
' [Sales Totals by Amount] 内の Save-A-Lot エントリを選択します。
select1.CommandText = _
"SELECT SaleAmount, ShippedDate, CompanyName " + _
"FROM [Sales Totals by Amount] " + _
"WHERE (CompanyName = 'Save-a-lot Markets') " + _
"ORDER BY ShippedDate"
select1.Connection = connect
' [Sales Totals by Amount] 内の Quick-Stop エントリを選択します。
select2.CommandText = _
"SELECT SaleAmount, ShippedDate, CompanyName " + _
"FROM [Sales Totals by Amount] " + _
"WHERE (CompanyName = 'QUICK-Stop') " + _
"ORDER BY ShippedDate"
select2.Connection = connect
' Mapping オブジェクトに System.Data.Common 名前空間を使用します。
' TableMapping を使用し、同一テーブルに対して
' 複数のビューを同じDataSet に表示します。
' アダプタ、adapt1 を設定します。
adapt1.SelectCommand = select1
Dim ColumnMaps_SaveALot As DataColumnMapping() = _
{ _
New DataColumnMapping("SaleAmount", "SaleAmount"), _
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New DataColumnMapping("CompanyName", "CompanyName"), _
New DataColumnMapping("ShippedDate", "ShippedDate") _
}
adapt1.TableMappings.Add(New DataTableMapping("Table", "SaveALot", _
ColumnMaps_SaveALot))
' アダプタ、adapt2 を設定します。
adapt2.SelectCommand = select2
Dim ColumnMaps_QuickStop As DataColumnMapping() = _
{ _
New DataColumnMapping("SaleAmount", "SaleAmount"), _
New DataColumnMapping("CompanyName", "CompanyName"), _
New DataColumnMapping("ShippedDate", "ShippedDate") _
}
adapt2.TableMappings.Add(New DataTableMapping("Table", "QuickStop", _
ColumnMaps_QuickStop))
' データセットを作成して、すべてのアダプタからのデータを入力します。
Dim ds As DataSet = New DataSet()
adapt1.Fill(ds)
adapt2.Fill(ds)
' グラフを設定し、DataSource、DataFields、および各プロパティを割り当てます。
chart.Dock = DockStyle.Fill
chart.DataSource = ds
Dim sc As ChartDataSeriesCollection =
chart.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
sc.RemoveAll()
' Save-A-Lot データセットを追加します。
Dim s As ChartDataSeries = sc.AddNewSeries()
s.Label = "Save-A-Lot"
s.X.DataField = "SaveALot.ShippedDate"
s.Y.DataField = "SaveALot.SaleAmount"
' Quick-Stop データセットを追加します。
s = sc.AddNewSeries()
s.Label = "Quick-Stop"
s.X.DataField = "QuickStop.ShippedDate"
s.Y.DataField = "QuickStop.SaleAmount"
' 軸と凡例を設定します。
chart.ChartArea.AxisX.AnnoFormat = FormatEnum.DateShort
chart.ChartArea.AxisY.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency
chart.ChartArea.AxisY.Min = 0
' 棒グラフに切り替えます。
chart.ChartGroups[0].ChartType = Chart2DTypeEnum.Bar
chart.ChartGroups[0].ShowOutline = false
' 凡例の配置と向きを設定し、表示させます。
chart.Legend.Compass = CompassEnum.North
chart.Legend.Orientation = LegendOrientationEnum.Horizontal
chart.Legend.Visible = true
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
C1Chart1.Location = New Point(0)
C1Chart1.Size = Me.ClientSize
BindMultipleSeriesViewsAndChartSetup(C1Chart1)
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End Sub
C# コードの書き方

C#
private void BindMultipleSeriesViewsAndChartSetup(C1.Win.C1Chart.C1Chart chart)
{
// 次のオブジェクトは System.Data.OleDb 名前空間にあります。
OleDbConnection connect = new OleDbConnection();
OleDbDataAdapter adapt1 = new OleDbDataAdapter();
OleDbDataAdapter adapt2 = new OleDbDataAdapter();
OleDbCommand select1 = new OleDbCommand();
OleDbCommand select2 = new OleDbCommand();
// サンプルデータベースへの接続を設定します。
connect.ConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"User ID=Admin;" +
"Data Source=C:\\Program Files\\ComponentOne
Studio.Net\\common\\NWIND.MDB;" + "Jet OLEDB:Engine Type=5;";
// [Sales Totals by Amount] 内の Save-A-Lot エントリを選択します。
select1.CommandText =
"SELECT SaleAmount, ShippedDate, CompanyName " +
"FROM [Sales Totals by Amount] " +
"WHERE (CompanyName = \'Save-a-lot Markets\') " +
"ORDER BY ShippedDate";
select1.Connection = connect;
// [Sales Totals by Amount] 内の Quick-Stop エントリを選択します。
select2.CommandText =
"SELECT SaleAmount, ShippedDate, CompanyName " +
"FROM [Sales Totals by Amount] " +
"WHERE (CompanyName = \'QUICK-Stop\') " +
"ORDER BY ShippedDate";
select2.Connection = connect;
// Mapping オブジェクトに System.Data.Common 名前空間を使用します。
// TableMapping を使用し、同一テーブルに対して
// 複数のビューを同じDataSet に表示します。
// アダプタ、adapt1 を設定します。
adapt1.SelectCommand = select1;
DataColumnMapping [] ColumnMaps_SaveALot =
{
new DataColumnMapping("SaleAmount", "SaleAmount"),
new DataColumnMapping("CompanyName", "CompanyName"),
new DataColumnMapping("ShippedDate", "ShippedDate")
};
adapt1.TableMappings.Add(new DataTableMapping("Table", "SaveALot",
ColumnMaps_SaveALot));
// アダプタ、adapt2 を設定します。
adapt2.SelectCommand = select2;
DataColumnMapping [] ColumnMaps_QuickStop =
{
new DataColumnMapping("SaleAmount", "SaleAmount"),
new DataColumnMapping("CompanyName", "CompanyName"),
new DataColumnMapping("ShippedDate", "ShippedDate")
};
adapt2.TableMappings.Add(new DataTableMapping("Table", "QuickStop",
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ColumnMaps_QuickStop));
// データセットを作成して、すべてのアダプタからのデータを入力します。
DataSet ds = new DataSet();
adapt1.Fill(ds);
adapt2.Fill(ds);
// グラフを設定し、DataSource、DataFields、および各プロパティを割り当てます。
chart.Dock = DockStyle.Fill;
chart.DataSource = ds;
ChartDataSeriesCollection sc = chart.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
sc.RemoveAll();
// Save-A-Lot データセットを追加します。
ChartDataSeries s = sc.AddNewSeries();
s.Label = "Save-A-Lot";
s.X.DataField = "SaveALot.ShippedDate";
s.Y.DataField = "SaveALot.SaleAmount";
// Quick-Stop データセットを追加します。
s = sc.AddNewSeries();
s.Label = "Quick-Stop";
s.X.DataField = "QuickStop.ShippedDate";
s.Y.DataField = "QuickStop.SaleAmount";
// 軸と凡例を設定します。
chart.ChartArea.AxisX.AnnoFormat = FormatEnum.DateShort;
chart.ChartArea.AxisY.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency;
chart.ChartArea.AxisY.Min = 0;
// 棒グラフに切り替えます。
chart.ChartGroups[0].ChartType = Chart2DTypeEnum.Bar;
chart.ChartGroups[0].ShowOutline = false;
// 凡例の配置と向きを設定し、表示させます。
chart.Legend.Compass = CompassEnum.North;
chart.Legend.Orientation = LegendOrientationEnum.Horizontal;
chart.Legend.Visible = true; chart.Legend.Visible = true;
}
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
c1Chart1.Location = new Point(0);
c1Chart1.Size = this.ClientSize;
BindMultipleSeriesViewsAndChartSetup(c1Chart1);
}

グラフラベルを使用する
ChartLabels はグラフデータ上に表示するラベルです。グラフラベルは完全にグラフから独立しているので、グラフがグラフ
ラベルを調整することはありません。グラフラベルは、重要なデータ点を強調するために使用されますが、通常はデータまた
はグラフ上に何らかの情報を添付するためにも使用されます。
Label オブジェクトは、独立した矩形の領域を定義し、これをグラフに添付することができます。LabelsCollection コレクショ
ンには、特定のグラフ用に定義されたすべてのグラフラベルが含まれます。
個々のグラフラベルにアクセスするために、LabelsCollection コレクションにインデックス番号を指定することができます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection(0).Text = "First label in collection"
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C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection[0].Text = "First label in collection";
Label オブジェクトを生成するには、AddNewLabel メソッドを呼び出します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim Clabel As C1.Win.C1Chart.Label
Clabel = C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection.AddNewLabel()
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.Label Clabel;
Clabel = c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection.AddNewLabel();
１つのグラフに表示できるグラフラベルの数に制限はありません。各グラフラベルには、ラベル、ラベルの内側の色、枠線、
および添付位置などを設定する属性があり、これらをカスタマイズできます。
Label オブジェクトには、グラフラベルの定義と配置に役立つ多くのプロパティが用意されています。これらのプロパティの
内、最も重要なものは次のとおりです。
Compass プロパティは、ラベルの表示位置を添付点の周囲に指定します。たとえば、Compass プロパティを East
に設定すると、ラベルは添付点の右に配置されます。
AttachMethod プロパティは、ラベルをグラフに添付する方法を指定します。ラベルは、座標、データ座標、また
はデータ点に添付することができます。
Text プロパティは、グラフラベルに表示するテキストを指定します。
Connected プロパティはブール型で、グラフラベルと添付点を結ぶ引き出し線を描画するかどうかを指定しま
す。True の場合、引き出し線が描画されます。
Offset プロパティは、グラフラベルから添付する位置までの添付点方向の距離を指定します。データ型は長整数
型です。
DefaultLabelStyle プロパティは、すべてのラベルが継承するデフォルトのスタイルを設定します。たとえば、デ
フォルトスタイルの BackColor プロパティを黒に設定すると、それ以降のすべてのラベルの背景色は黒になりま
す。

グラフラベルの添付と配置
グラフラベルを定義する場合、グラフへの添付方法と添付点に対する表示位置を指定する必要があります。
グラフラベルの「添付方法」は、グラフラベルの添付対象の種類によって異なります。添付方法は、下図に示すように
AttachMethodEnum 列挙体の値を取ります。グラフラベルは、次の４通りの方法のいずれかの方法でグラフに添付できま
す。
ピクセル座標（x, y）
グラフ領域のデータ座標（x, y）
グラフ領域の（データセット、データ点）
グラフ領域の（データセット、データ点、Y値）
以下の画像は、グラフラベルを添付する方法を示します。
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以下の一覧は、グラフラベルの各添付する方法を説明します。
AttachMethodEnum.Coordinate は、グラフの任意の場所にラベルを添付します。グラフの左上隅からグラフラ
ベルまでの距離をピクセル単位で指定することができます。
AttachMethodEnum.DataCoordinate は、プロット領域内の任意の場所にラベルを添付します。データの座標を
直接指定することができます。この方法は、X 軸の軸ラベルにポイントラベルを使用する円グラフでは使用できま
せん。グラフ領域の外にはみ出したグラフラベル部分は、すべてクリッピングされます。
AttachMethodEnum.DataIndex は、グラフの特定のデータ点にラベルを添付します。データセット、データ点イン
デックスデータ点インデックス、およびグラフグループを指定することができます。
AttachMethodEnum.DataIndexY は、特定のデータ点の上部または下部の離れた場所に添付します。データ
セット、データ点インデックス、グラフグループ、および Y 座標を指定することができます。この値は、棒グラフと積
層型棒グラフで最も有効です。
Label クラスの AttachMethod プロパティを使用して添付方法を設定し、AttachMethodData プロパティを使用して添付点
を設定します。これらのプロパティには、設計時に Visual Studio のプロパティウィンドウの ChartLabels ノードからアクセス
できます。

ピクセル座標を使用してグラフラベルを追加する
グラフラベルをピクセル座標に添付するには、AttachMethod プロパティを AttachMethodEnum.Coordinate に設定し、
次に AttachMethodData オブジェクトで、X プロパティと Y プロパティを、グラフラベルを添付する座標に設定します。たと
えば、次のサンプルコードでは、グラフラベルが指定した座標に添付されます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection(0)
.AttachMethod = AttachMethodEnum.Coordinate
.AttachMethodData.X = 250
.AttachMethodData.Y = 250
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.Label lab = c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection[0];
lab.AttachMethod = AttachMethodEnum.Coordinate;
lab.AttachMethodData.X = 250;
lab.AttachMethodData.Y = 250;
設計時にピクセル座標を使用してグラフラベルを追加する方法の詳細については、「座標による添付形式を使用する」を参
照してください。
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データ座標を使用してグラフラベルを追加する
グラフラベルをグラフのデータ座標に添付するには、AttachMethod プロパティを AttachMethodEnum.DataCoordinate
に設定し、次に AttachMethodData オブジェクトで、X プロパティと Y プロパティを、グラフラベルを添付するデータ座標に
設定します。たとえば、次のサンプルコードでは、グラフラベルがデータ座標（1.1, 15.8）に添付されます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection(0)
.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataCoordinate
.AttachMethodData.X = 1.1
.AttachMethodData.Y = 15.8
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.Label lab = c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection[0];
lab.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataCoordinate;
lab.AttachMethodData.X = 1.1;
lab.AttachMethodData.Y = 15.8;
エリアグラフまたは XY プロットグラフの場合は、データ座標に対してのみグラフラベルを添付できます。グラフ領域の外には
み出したグラフラベル部分は、すべてクリッピングされます。
設計時にデータ座標を使用してグラフラベルを追加する方法の詳細な情報について、「データ座標による添付形式を使用す
る」を参照してください。

データ点を使用してグラフラベルを追加する
グラフラベルをデータ点に添付するには、AttachMethod プロパティを AttachMethodEnum.DataIndex に設定し、次に
AttachMethodData オブジェクトで、GroupIndex、SeriesIndex、および PointIndex の各プロパティを設定します。これら
のプロパティは、グラフグループ、データセット、およびデータ点インデックスを指定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection(0)
.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataIndex
.AttachMethodData.GroupIndex = 0
.AttachMethodData.SeriesIndex = 1
.AttachMethodData.PointIndex = 2
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.Label lab = c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection[0];
lab.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataIndex;
lab.AttachMethodData.GroupIndex = 0;
lab.AttachMethodData.SeriesIndex = 1;
lab.AttachMethodData.PointIndex = 2;
設計時にデータ点を使用してグラフラベルを追加する方法の詳細については、「データインデックスによる添付形式を使用す
る」を参照してください。

データ点 + Y値を使用してグラフラベルを追加する
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上述の２つの方法を組み合わせて、X 座標がデータ点によって指定され、Y 座標がグラフ値によって指定された位置にグラ
フラベルを添付することができます。
それには、AttachMethod プロパティを AttachMethodEnum.DataIndexY に設定し、次に AttachMethodData オブジェク
トで、GroupIndex、SeriesIndex、PointIndex、および Y の各プロパティを次のサンプルコードのように設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection(0)
.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataIndex
.AttachMethodData.GroupIndex = 0
.AttachMethodData.SeriesIndex = 1
.AttachMethodData.PointIndex = 2
.AttachMethodData.Y = 15.8
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart.Label lab = c1Chart1.ChartLabels.LabelsCollection[0];
lab.AttachMethod = AttachMethodEnum.DataIndex;
lab.AttachMethodData.GroupIndex = 0;
lab.AttachMethodData.SeriesIndex = 1;
lab.AttachMethodData.PointIndex = 2;
lab.AttachMethodData.Y = 15.8;
この例では、グラフラベルの位置が次のように設定されます。
１番目のデータセットの２番目の X 座標がグラフラベルのX座標となる
Y プロパティによって指定された Y 座標がグラフラベルの Y 座標となる
注意：
注意：この方法は、円グラフでは使用できません。
設計時にデータ点を使用してグラフラベルを追加する方法の詳細については、「データインデックスによる添付形式を使用す
る」を参照してください。

グラフラベルの添付配置
ラベルをグラフのデータ点に添付したら、Compass プロパティを使用してグラフラベルの添付位置を設定します。このプロパ
ティは、LabelCompassEnum 列挙体を取ります。下図に有効な添付位置を示します。

Compass プロパティは、.NET の他のオブジェクトと同じようにグラフラベルで動作します。ラベルは、指定したコンパスの方
位方向に従ってデータ点から離れた場所に配置されます。LabelCompassEnum.Radial 設定は、通常ポーラチャート、レー
ダーチャート、および円グラフだけに適用されます。この設定では、グラフの中心から外側に向かって放射状にラベルを配置
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します。この機能は、円グラフなどで複数のラベルを表示する場合に便利です。LabelCompassEnum.Orthogonal 設定
は、データセットの線のパスから垂直方向にラベルを配置します。たとえば、データセットのグラフとして水平方向の直線が
描かれている場合、その Orthogonal 配置は Compass プロパティで North を設定した場合とまったく同じです。データセッ
トのグラフとして垂直方向の直線が描かれている場合、その Orthogonal 配置は Compass プロパティの South 設定の場合
とまったく同じです。

グラフラベルのカスタマイズ
グラフラベルの回転
ラベルの Style の Rotation プロパティを使用して、グラフラベルの回転角度を設定または変更します。Rotation プロパティ
は、設計時に ChartLabels コレクションエディタ
コレクションエディタの Style ノードからアクセスできます。このプロパティ
は、DefaultLabelStyle ノードでも設定できます。
Rotation プロパティをRotate0、Rotate90、Rotate180、やRotate270、のどちらにも設定することができます。これ以外の特
定な角度に設定するには、それらの値をオーバーライドしラベルの接続ポイント周りの時計回り回転角度を指定することも
可能です。
RotationOverride プロパティが特別なラベリングが必要なグラフに使えます。たとえば、複数な軸でエンタルピー、湿度、
温度といったいろいろなパラメータの一定線を持つ湿り空気線図。
注意：
注意：RotationOverride がRadialやRadialTextのコンパスの値には適用しません。

グラフラベル接続線
データ座標を関連するラベルに接続する線を描画するために、Connected を True に設定します。データ座標とラベルの
接続線を描画するためのスペースをあけるには、Offset プロパティに 数値を指定する必要があります。
以下の画像が10ピクセルのオフセット値を持つ接続線を示しています。

グラフラベルの枠線
Border の BorderStyle プロパティと Thickness プロパティを使用して、タイトルのグラフラベルをカスタマイズします。これ
らのプロパティは、設計時に ChartLabels コレクションエディタの Style ノードの下にある Border ノードからアクセスできま
す。 このプロパティは、DefaultLabelStyle ノードでも設定できます。
ラベルの外観をカスタマイズする方法の詳細については、「プロパティウィンドウでグラフラベルの外観を変更する」を参照し
て下さい。

グラフラベルの色
ラベルの Style のBackColor プロパティおよび ForeColor プロパティを使用して、グラフラベルの色を設定します。色のプ
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ロパティは、設計時に ChartLabels コレクションエディタ
コレクションエディタの Style ノードからアクセスできます。 詳細は、色の設定を参照し
てください。このプロパティは、DefaultLabelStyle ノードでも設定できます。

グラフラベルのフォント
グラフラベルに使用するフォントをカスタマイズするには、Font プロパティを使用します。これらのプロパティは、設計時に
ChartLabels コレクションエディタ
コレクションエディタの Style ノードからアクセスできます。 このプロパティは、DefaultLabelStyle ノードでも
設定できます。詳細は、フォントの選択を参照してください。

DefaultLabelStyle の設定
ChartLabels オブジェクトの DefaultLabelStyle プロパティは、現在および今後、使用するすべてのグラフラベルのデフォル
トスタイルを設定します。このプロパティは多くの方法で役立ちますが、ここでは２つの例を簡単に説明します。
第１に、このプロパティは、今後使用するすべてのラベルに継承されるデフォルトスタイルのプロパティを設定します。第２
に、すべてのラベルがこのデフォルトスタイルを継承するので、デフォルトスタイルのプロパティが変更された場合は、すべて
のグラフラベルがこの属性を継承します。たとえば、設計時に作成した 100 種類のグラフラベルの背景色を緑に指定した場
合、アプリケーションには次のコードを挿入できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartLabels.DefaultLabelStyle.BackColor = Color.Green
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartLabels.DefaultLabelStyle.BackColor = Color.Green;
個々のグラフラベルのスタイル属性を変更する必要がある場合、これらの属性は特定の ChartLabel オブジェクトに対して
手動で設定できます。

ChartArea および PlotArea オブジェクトの概要
このセクションでは、重要な ChartArea オブジェクトを個々に詳述し、ChartArea オブジェクト内の各プロパティにアクセス
し、外観を変更、作成する方法を説明します。
以下の表に ChartArea オブジェクトに含まれる各プロパティを示します。

プロパティ

説明

Alignment

軸表示内のテキストの配置を取得または設定します。ChartArea から継承します。

Compass

軸の位置を設定できます。たとえば、X 軸をデータの下ではなく上に表示できます。

C1.Win.C1Chart.Style.Font 軸に沿った値の表示に使用されるフォントを設定します。
ForeColor

軸、目盛記号、および値の表示に使用される色を設定します。

OnTop

軸とグリッド線をグラフ画像の上に表示するかどうかを取得または設定します。

Reversed

軸を標準にするか、反転させるか（昇順または降順）を取得または設定します。

Text

軸の隣に表示する文字列を設定します（これは通常、その軸で表現される変数と単位の
説明に使用します）。

Rotation

テキスト文字列の向きを設定します。
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軸
ChartArea オブジェクトの AxisX、AxisY、AxisY2 の各プロパティは、グラフ軸の外観をカスタマイズできる Axis オブジェクト
を返します。各軸は、ChartArea プロパティの ChartArea.AxisX、ChartArea.AxisY、ChartArea.AxisY2 の各サブプロパ
ティで指定します。各プロパティは、以下の主要なプロパティを持つ Axis オブジェクトを返します。

プロパティ

説明

Alignment

軸の表示内のテキストの配置を取得または設定します。ChartArea から継承します。

Compass

軸の位置を設定できます。たとえば、X 軸をデータの下ではなく上に表示できます。

C1.Win.C1Chart.Style.Font 軸に沿った値の表示に使用されるフォントを設定します。
ForeColor

軸の線、軸ラベル、軸タイトルの表示に使用される色を設定します。

OnTop

軸とグリッド線をグラフイメージ上に表示するかどうかを取得または設定します。

Reversed

軸の表示を反転するかどうか（昇順にするか降順にするか）を取得または設定します。

Text

軸の隣に表示する文字列（軸タイトル）を設定します（通常、その軸で表現される変数と
単位の説明に使用します）。

Rotation

軸タイトルの回転角度を設定します。

Compass プロパティによる軸の配置
軸ラベルの位置は、Compass プロパティで指定できます。X 軸の方位の値は、North または South のいずれかに設定す
ることができます。一方、Y 軸の方位の値は、East または West に設定することができます。デフォルトでは、X 軸の方位は
South、Y 軸の方位は West に設定されます。

軸の外観の変更
配置
Alignment プロパティでは、Center、Near、および Far の３種類の設定が可能です。配置を Center に設定すると、軸のタ
イトルはグラフ領域の中央に配置されます。配置を Near に設定すると、グラフ領域の左側に軸のタイトルが配置されます。
配置を Far に設定すると、グラフ領域の右側に軸のタイトルが配置されます。

フォント
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軸の Font プロパティを操作して、軸のタイトルのフォントを変更できます。設計時に Font プロパティにアクセスするには、
Font ノードの横にある<...>ボタンをクリックするか、または、Visual Studio のプロパティウィンドウで軸のオブジェクトの下
にある Font ノードを展開します。次のように、コードを使ってフォントのプロパティを変更することにより、実行時にフォントを
操作します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim f As Font = New Font("Arial", 8, FontStyle.Bold)
C1Chart1.ChartArea.AxisX.Font = f
C# コードの書き方

C#
Font f = new Font("Arial", 8, FontStyle.Bold);
c1Chart1.ChartArea.AxisX.Font = f;

前景色
ForeColor プロパティを使用して、軸の線、目盛、およびタイトルの色を変更します。軸の前景色を変更するには、
ForeColor プロパティへ有効なカラーコードを設定します。また、設計時に Visual Studio のプロパティウィンドウで、軸のオ
ブジェクトからこのプロパティにアクセスすることもできます。

前面表示
OnTop プロパティは、軸のグリッド線と目盛をグラフ画像の前面に描画するか、または背面に表示するかを指定します。こ
のプロパティを True に設定すると、グリッド線と目盛がグラフ画像の前景に描画され、False に設定すると、グラフ画像が前
景に描画されます。

太さ
軸の線の太さが Thickness プロパティによって決定されます。太さの値をピクセル単位で指定します。太さがゼロの軸は軸
の線自体を除いて、完全に描画されます。
以下のグラフにてThicknessプロパティがゼロに設定されているY軸が表示されています。

軸のタイトルと軸要素の回転
軸にタイトルを付けると軸上に何が表されているかが明確になります。軸にタイトルを付けられるグラフは、エリアグラフ
エリアグラフ、XY
プロットグラフ
プロットグラフ、棒グラフ
棒グラフ、HiLo チャート
チャート、HiLoOpenClose チャート
チャート、ローソク足チャート
ローソク足チャートです。軸のタイトルや軸ラベルを、以
下のように回転させることができます。

軸タイトルの追加
軸にタイトルを追加するには、軸の Text プロパティを使用します。タイトルを削除するには、ここで設定したテキストを削除し
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ます。Text プロパティは、Axis コレクションエディタ にあります。
注意：
注意：ポーラチャート、レーダーチャート、レーダー面チャートにタイトルを付けることはできません。

軸タイトルの回転
軸の Rotation プロパティを使用して、軸タイトルを 90 度、180 度、または 270 度回転させることができます。垂直軸に対し
ては、90 度と 270 度の回転が最も効果的です。

軸目盛と目盛の間隔
グラフは、主目盛と副目盛を自動的に設定します。目盛の間隔または属性のカスタマイズは、プロパティセットの操作と同じ
ように簡単です。
TickMajor プロパティと TickMinor プロパティは、軸の目盛の状態を設定します。このプロパティは、任意の
TickMarksEnum 値に設定することができます。

目盛の位置
次の値は、目盛の表示と表示位置を設定します。

値

説明

TickMarksEnum.None

軸目盛を表示しません。

TickMarksEnum.Cross

軸を交差する目盛を表示します。

TickMarksEnum.Outside

グラフ領域の外側に軸目盛を表示します。

TickMarksEnum.Inside

グラフ領域の内側に軸目盛を表示します。

目盛の間隔
AutoMajor プロパティと AutoMinor プロパティは、グラフで目盛を自動設定するかどうかを設定します。これらの両方のプ
ロパティを True に設定すると、グラフは現在のデータを使用して、主目盛と副目盛を論理的に配置します。
UnitMajor プロパティと UnitMinor プロパティは、目盛の間隔を指定する単位を設定します。UnitMajor プロパティが設定
されている場合、グラフは自動的に UnitMinor プロパティを UnitMajor プロパティの値の半分に設定します。UnitMinor プ
ロパティは、グラフによって自動的に設定されますが、手動で異なる値に変更することもできます。

目盛記号の長さ
TickFactorMajor および TickFactorMinor プロパティを使って、主および補助目盛記号の長さを拡張できます。目盛記
号は、軸の線の太さと目盛係数に基づいてサイズ調整されます。目盛係数を２倍にすると、軸の目盛記号の長さは２倍にな
ります。値は 1～20 の整数に限られます。この範囲に含まれない値は無視されます。
以下のグラフ図では、TickFactorMajor プロパティが５に設定されています。これにより、主目盛記号の目盛の長さが５倍の
長さになります。
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以下のグラフ図では、TickFactorMinor プロパティが５に設定されています。これにより、補助目盛記号の目盛の長さが５倍
の長さになります。

軸グリッド線
グリッド線は軸に対して主目盛・副目盛の間隔の単位で垂直に描画されている線を示しています。主目盛の間隔で軸に対し
て垂直に描画されているグリッド線は GridMajor プロパティにより制御されます。副目盛の間隔で軸に対して垂直に描画さ
れているグリッド線は GridMinor プロパティにより制御されます。正確な値を参照したいとき、グリッド線はグラフの可読性を
向上させるのに役立ちます。主グリッド線・副グリッド線の外観は ChartGridStyle のプロパティで制御されます。

主グリッド線の外観プロパティの設定
GridMajor プロパティを使用して主グリッド線の外観プロパティを設定できます。GridMajor プロパティは、主グリッド線の外
観を制御する ChartGridStyle オブジェクトを取得します。

副グリッド線の外観プロパティの設定
GridMinor プロパティを使用して副グリッド線の外観プロパティを設定できます。GridMinor プロパティは、副グリッド線の外
観を制御する ChartGridStyle オブジェクトを取得します。

前面表示
OnTop プロパティは、軸のグリッド線と目盛をグラフ画像の前面に描画するか、または背面に表示するかを指定します。こ
のプロパティを True に設定すると、グリッド線と目盛がグラフ画像の前景に描画され、False に設定すると、グラフ画像が
前景に描画されます。

軸の範囲の設定
通常１つのグラフは、そこに含まれるすべてのデータを表示しますが、軸の範囲を固定してグラフの特定の部分だけを表示
することができます。
グラフは、データの最大値・最小値および数値の増分を考慮して各軸の範囲を決定します。Min、Max、AutoMin、および
AutoMax の各プロパティを設定して、この処理をカスタマイズできます。
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軸の最大値と最小値
Min プロパティおよび Max プロパティを使用して、特定の軸の値によってグラフの範囲を指定します。たとえば、グラフの X
軸の値が 0～100 にわたる場合、最小値をゼロ、最大値を 10 に設定すると、10 までの値だけが表示されます。
また、グラフは最大値と最小値を自動計算できます。AutoMax プロパティおよび AutoMin プロパティを True に設定する
と、グラフは軸の形式を現在のデータセットに適合する数値に設定します。
注意：
注意：ポーラチャートでは、X 軸の範囲を設定することはできません。

軸のスクロールとスケール調整
グラフで X 軸または Y 軸の値が広範囲に渡る場合は、軸にスクロールバーを追加できます。スクロールバーを追加すると、
スクロールによってデータを一部分ずつ詳細に表示できるため、グラフ上のデータの読み取りが容易になります。次の図で
は、AxisScrollBar を AxisY オブジェクトに設定しています。

スクロールバーは、ScrollBar プロパティを AxisX または AxisY のいずれかのオブジェクトに割り当てて、グラフのデータ系
列の Min と Max の値を指定するだけで、X 軸または Y 軸に表示できます。Min と Max の値を設定すると、スクロール時に
スクロールバーによって Axis の値が変化することはありません。

スクロールバーの外観
C1Chart の AxisScrollbar クラスは、スタイル、サイズ、配置など、スクロールバーの外観を制御する便利なプロパティを数
多く備えています。
C1Chart のスクロールバーの外観は、Appearance プロパティで決定できます。
次の表は、Appearance プロパティを設定するときに選択できる、軸スクロールバーの３種類のスタイルを示しています。

値

外観

Normal
Flat
XP
スクロールバーの幅は Size プロパティによって指定でき、その配置は Alignment プロパティで設定できます。
次の表は、Alignment プロパティを設定するときに選択できる、スクロールバーの３種類の配置を示しています。

値
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Near

Center

Far

スクロールバーのスケール調整
大量のデータをスクロールして重要なデータを拡大表示するときは、スケール調整を利用できます。
スケール調整は、実行時にスクロールバーのボタンをクリックするか、コードで ScaleMenuItems プロパティを使用すること
によって実装できます。

Buttons プロパティが ScaleAndScrollButtons（デフォルト）またはScaleButton に設定されていると、組み込みのスケール
メニューが表示されます。
次の表に、Buttons プロパティの値の説明を示します。

値

説明

NoButtons

スクロールバーにボタンは表示されません。

ScrollButtons

スクロールボタンがスクロールバーに表示されます。

ScaleButton

スケールドロップダウンボタンが表示されます。このドロップダウンボタンをクリックすると、組
み込みのスケールメニューがデフォルトのスケール項目で表示されます。

ScaleAndScrollButtons デフォルト設定値です。スクロールボタンとスケールドロップダウンボタンの両方がスクロール
バーに表示されます。
スケールメニューで独自のメニューを表示する場合は、そのメニューを作成して、ScaleMenu プロパティに割り当てます。
ScaleMenuItem コレクションの個々のメンバには、デザイン時に ScaleMenuItem コレクションエディタ
コレクションエディタを使用するか、コード
で ScaleMenuItems プロパティを使用してスケールメニュー項目の新しいコレクションを軸スクロールバーに関連付けること
でアクセスできます。

デザイナの使用
デザイン時にスケール項目をスケールメニューに追加するには、以下の手順を実行します。
1. C1Chart コントロールを右クリックして、そのコンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。
2. プロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張して AxisX、AxisY、AxisY2 のいずれかのノードを拡張し、ScrollBar
を拡張します。
3. ScaleMenuItems プロパティの横の〈〈...〉〉ボタンをクリックします。ScaleMenuItem コレクションエディタ
コレクションエディタが表示されま
す。
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4. 〈追加
追加〉をクリックして新しい項目をコレクションに追加して、その Scale プロパティと Text プロパティを目的の値に設
定します。
5. 完了したら〈OK〉をクリックします。

コードの使用
カスタムメニュー項目をスケールメニューに追加するには、次のように既存のコレクションをクリアして、スケール項目をコレ
クションに追加できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar
.ScaleMenuItems.Clear()
.ScaleMenuItems.Add(0.1, "1:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.2, "2:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.3, "3:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.4, "4:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.5, "5:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.6, "6:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.7, "7:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.8, "8:10")
.ScaleMenuItems.Add(0.9, "9:10")
.ScaleMenuItems.Add(1.0, "10:10")
.Scale = 0.1'スケールの初期値
.Visible = True
End With
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Clear();
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.1,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.2,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.3,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.4,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.5,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.6,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.7,
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.8,
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c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(0.9, "9:10");
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.ScaleMenuItems.Add(1.0, "10:10");
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Scale = 0.1 ;//スケールの初期値
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Visible = true;
上記のコードで示した例では、既存のコレクションをクリアして、新しいスケールメニュー項目を x 軸のスクロールバーに追
加しています。ScaleMenuItems プロパティを使用して、新しいコレクションをグラフ上の軸スクロールバーに関連付けます。
Add メソッドへの第１のパラメータはスケールであり、０～１（０と１を含む）の double 値を指定します。第２のパラメータ（text
値）は、メニューに表示されるテキストです。

軸スクロールのイベント
AxisScroll イベントは、C1Chart オブジェクトと AxisScrollBar オブジェクトで、軸スクロールに関して追加的な情報を特定す
る必要があるときに使用します。たとえば、AxisScroll イベントを使用すれば、スクロールされる軸、スクロールするデータの
最小値と最大値、実行されるスクロールの種別、およびスクロールバーの向きに関する詳細情報を提供できます。
AxisScroll イベントの発生元は、AxisScrollBar オブジェクトまたは c1Chart1 オブジェクトのいずれかです。Chart と
AxisScrollBar の両方のイベントが設定された場合は、AxisScrollBar のイベントが先に発生します。一方、AxisScroll イベン
トはすべての軸で発生し、AxisScrollEventArgs オブジェクトの AxisId プロパティを設定して変化した軸を示します。
AxisScrollEventArgs クラスは、組み込みの軸スクロールバーで値が変更されるたびに発生する AxisScrollEvent のデータ
を提供します。
次の表に、AxisScrollEventArgs プロパティに関する情報を示します。

プロパティ

説明

AxisID

スクロールされる軸を識別する列挙値。

NewValue

イベント完了後の軸スクロールバーの値を取得または設定します。軸スクロールバーの値は、最小
値と最大値の間の小数を示します。

OldValue

イベント前の軸スクロールバーの値を取得します。軸スクロールバーの値は、最小値と最大値の間
の小数を示します。

ScrollEventType

スクロールイベントの種別（ThumbPosition、ThumbTrack、EndScroll、LargeIncrement、
SmallIncrement など）を示す値を取得します。

ScrollOrientation 軸スクロールバーの向きを示す値を取得します。
次の例は、AxisScroll イベントを使用して、AxisScrollEventArgs クラスのすべてのプロパティを参照する方法を示していま
す。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
'名前空間の Imports 指示文を記述
Imports C1.Win.C1Chart
Public Sub New()
InitializeComponent()
' グラフの Dock を Fill に設定
c1Chart1.Dock = DockStyle.Fill
' スクロールバーオブジェクトへの簡易アクセスを設定
Dim scrollbar As C1.Win.C1Chart.AxisScrollBar =
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar
scrollbar.Scale = 0.1
' スケールを軸の全幅の 10 分の１に設定
scrollbar.Visible = True
' スクロールバーを表示
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' 新しい AxisScroll イベントを AxisScrollBar オブジェクトに追加
AddHandler scrollbar.AxisScroll, AddressOf XAxis_ScrollEvent
' 新しい AxisScroll イベントを Chart オブジェクトに追加
AddHandler c1Chart1.AxisScroll, AddressOf XAxis_ScrollEvent
End Sub
Public Sub XAxis_ScrollEvent(ByVal sender As Object, ByVal e As
C1.Win.C1Chart.AxisScrollEventArgs) Handles C1Chart1.AxisScroll
' AxisScrollEventArgs は、通常のスクロールバーのそれに類似
' ただし、軸の ID も含む
Dim sb As New StringBuilder()
sb.AppendLine("" & Chr(10) & "AxisScroll Event Data")
'
'
'
'

発生元は、AxisScrollBar オブジェクトまたは c1Chart1 オブジェクトのいずれか。
Chart と AxisScrollBar の両方のイベントが設定された場合は、
AxisScrollBar のイベントが先に発生。一方、Chart のイベントはすべての軸で発生し、
AxisScrollEventArgs オブジェクトの AxisId プロパティを設定して変化した軸を示す

sb.AppendLine(" Sender is: " + sender.ToString())
' AxisId は、関係する軸を指定する enum 値
' C1.Win.C1Chart.AxisIdEnum
sb.AppendLine(" ID: " + e.AxisId.ToString())
'
'
'
'
'

OldValue
Axis.Max
NewValue
NewValue
NewValue

と NewValue は、Axis.Min から
までの値変化の小数を表す。OldValue はイベント前、
はイベント後の小数
は、設定可能な値のみであることに注意。
= OldValue の場合、イベントは事実上キャンセル

sb.AppendLine(" OldVal: " + e.OldValue.ToString())
sb.AppendLine(" NewVal: " + e.NewValue.ToString())
'
'
'
'
'

EventType は、スクロールバーが変更された方法を示す
SmallIncrement/SmallDecrement は、ボタンが押されたことを示す
SmallIncrement/SmallDecrement は、ボタンが押されたことを示す
つまみボタンを移動します。
TrackBar は、スクロールバーがドラッグされた方法を示す

sb.AppendLine(" EventType: " + e.ScrollEventType.ToString())
sb.AppendLine(" Orientation: " + e.ScrollOrientation.ToString())
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(sb.ToString())
End Sub
C# コードの書き方

C#
//名前空間の Imports 指示文を記述
using C1.Win.C1Chart;
public Form1()
{
InitializeComponent();
// グラフの Dock を Fill に設定
c1Chart1.Dock = DockStyle.Fill;
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// スクロールバーオブジェクトへの簡易アクセスを設定
C1.Win.C1Chart.AxisScrollBar scrollbar = c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar;
scrollbar.Scale = 0.1; // スケールを軸の全幅の 10 分の１に設定
scrollbar.Visible = true; // スクロールバーを表示
// 新しい AxisScroll イベントを AxisScrollBar オブジェクトに追加
scrollbar.AxisScroll += new
C1.Win.C1Chart.AxisScrollEventHandler(XAxis_ScrollEvent);
// 新しい AxisScroll イベントを Chart オブジェクトに追加
c1Chart1.AxisScroll += new
C1.Win.C1Chart.AxisScrollEventHandler(XAxis_ScrollEvent);
}
public void XAxis_ScrollEvent(object sender, C1.Win.C1Chart.AxisScrollEventArgs e)
{
// AxisScrollEventArgs は、通常のスクロールバーのそれに類似
// ただし、軸の ID も含む
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.AppendLine("\nAxisScroll Event Data");
//
//
//
//

発生元は、AxisScrollBar オブジェクトまたは c1Chart1 オブジェクトのいずれか。
Chart と AxisScrollBar の両方のイベントが設定された場合は、
AxisScrollBar のイベントが先に発生。一方、Chart のイベントはすべての軸で発生し、
AxisScrollEventArgs オブジェクトの AxisId プロパティを設定して変化した軸を示す

sb.AppendLine(" Sender is: " + sender.ToString());
// AxisId は、関係する軸を指定する enum 値
// C1.Win.C1Chart.AxisIdEnum
sb.AppendLine(" ID: " + e.AxisId.ToString());
// OldValue と NewValue は、Axis.Min からAxis.Max までの値変化の小数を表す。OldValue はイ
ベント前、
// NewValue はイベント後の小数。
sb.AppendLine(" OldVal: " + e.OldValue.ToString());
sb.AppendLine(" NewVal: " + e.NewValue.ToString());
//
//
//
//
//

EventType は、スクロールバーが変更された方法を示す
SmallIncrement/SmallDecrement は、ボタンが押されたことを示す
SmallIncrement/SmallDecrement は、ボタンが押されたことを示す
つまみボタンを移動します。
TrackBar は、スクロールバーがドラッグされた方法を示す

sb.AppendLine(" EventType: " + e.ScrollEventType.ToString());
sb.AppendLine(" Orientation: " + e.ScrollOrientation.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(sb.ToString());
}
このコードは、次のような AxisScroll イベントデータを出力します。

200

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)

軸の対数スケール
データがスケールの大きい差で表示される場合や、データが同じグラフ上で指数関数的に変化することが予想される場合、
１つ以上の軸を対数目盛にすると便利なことがよくあります。対数軸上で、軸上の等距離は等しい変化率を表しま
す。IsLogarithmic プロパティを True に設定して、各軸を対数スケールに設定できます。一方または両方の軸上で対数目
盛を使用する場合、グラフは対数グラフと呼ばれます。
対数目盛の場合、値は、値自身ではなく、値の対数に基づいた間隔で物理的に配置されます。これは、非常に広い範囲に
おいて量をグラフ化する場合や、幾何学および／指数関数的な関係を表す場合に役立ちます。
変化が直接の単位で測定される四則演算のグラフ
四則演算のグラフと異なり、対数グラフ
対数グラフは変化率によって変化を表示します。たとえば、ドル
を測定する対数グラフ
対数グラフでは、１ドルから２ドルへの変化は 100 パーセントの変化であるため、軸上の１ドルから２ドルまでの
間隔は 50 ドルから 100 ドルまでと同じです。それに対し、四則演算のグラフ
四則演算のグラフの場合、１ドルのみの変化に対立する 50 ドル
の変化であるため、50 ドルから 100 ドルへの変化により、軸上の 50 ドルから 100 ドルまでの間隔のほうがグラフ上でずっ
と大きく表示されます。

一般に使用される対数
対数は、整数、浮動小数点値を含む、任意の底の値を使用して表現できます。２つの最もよく使用されるタイプの対数は次
のとおりです。
常用対数 – 10 を底として使用し、log 100 = 2 のように記述されます。
自然対数 – 数学定数 e を底として使用します。

対数の底
IsLogarithmic プロパティを true に設定した場合、LogarithmicBase プロパティを使用して対数の底の値を指定できます。
デフォルト値は10です。自然対数目盛を希望する場合、LogarithmicBase を１以下の値に設定します。値が１の場合は、
e0= 1 のため、１の自然対数は０となります。自然対数は底 e に対する対数です。対数目盛は、値がゼロ以下の場合は数
学的に意味がないことに注意してください。このため、IsLogarithmic プロパティを true に設定した軸に対しては、負の値と
ゼロの値はプロットされません。
以下の図では、LogarithmicBase をデフォルト値の 10 （常用対数）に設定したときに表示される C1Chart の外観を示して
います。
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メモ： C1Chart 上で対数目盛を使用する方法を示す詳細なサンプルについては、LogPlots サンプル
（http://our.componentone.com/samples/?action=viewcontrol&control=7&platform=1 に格納）を参照してくだ
さい。

軸の注釈の対数目盛出力
以下の書式は、C1Chart で使用される任意の対数の底で使用できます。
AnnoFormat プロパティ = NumericManual
AnnoFormatString プロパティが「**」を含む。
これらの両方が true の場合、文字列が出力されて対数底の対数は {0} に出力されます。
したがって、以下の値が存在します。
LogarithmicBase = 10,
AnnoFormat = NumericManual,
AnnoFormatString = "10**{0}"
軸の注釈は累乗10（「累乗」は上付き文字）のように表示されます。

対数目盛に使用される基準
対数軸の場合、次の追加的な基準に従う必要があります。
対数軸はゼロより大きいデータ値のみを処理するため、ゼロ以下の任意のデータはグラフ化されません（データ
ホールとして処理されます）。同じ理由で、軸とデータの最小値／最大値範囲、原点の各プロパティをゼロ以下に
設定できません。
軸が対数の場合、軸の数値インクリメント、目盛インクリメント、精度の各プロパティは無効です。
X 軸が対数の場合、グラフのタイプはプロット、バブル、エリア、HiLo、HiLoOpenClose、またはローソク足のいず
れかです。Y 軸が対数の場合、グラフのタイプはプロット、バブル、エリア、ポーラ、HiLo、HiLoOpenClose、ローソ
ク足、レーダー、またはレーダー面チャートのいずれかです。
X 軸の注釈メソッドは TimeLabels を使用できません。

UnitMajor と対数軸
対数の軸目盛の場合、UnitMajor が各サイクルの底の値の係数として、対数の底の各サイクル内の注釈の間隔に関する
ヒントを提供します。すなわち、(UnitMajor * 底のサイクル値) は、各サイクル内の注釈値のインクリメントにほぼ同じです。
対数の底が整数値の場合、結果は通常、正確な値です。浮動小数点値の場合、注釈は線形スケールと同様、適切な数値
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に丸められます。

UnitMajor と対数軸の詳細
多くの場合、対数スケールを使用するとき、グラフ軸の範囲は対数の底の複数のサイクルにまたがります。この場合、特定
のサイクルに適切だった値が前または次のサイクルにはほとんど意味がないため、UnitMajor の通常の線形指定は意味が
ありません。UnitMajor 設定を有効にするには、対数の底の各サイクルに相対的な値に対応する必要があります。
これで対処できない場合、以下の軸に使用できる単一の固定したインクリメント値を検討します。

上記の理由により、対数軸の場合、グラフでは UnitMajor が各サイクルの底の値の分数を指定することが前提されます。
以下の例を検討します。

それぞれの場合の底のサイクル値は１です。サイクルごとに、次の注釈値 = 前の数値 + (サイクルの底の値 * UnitMajor)
です。UnitMajor の最大値は LogarithmicBase です。UnitMajor の自動的な値は常に LogarithmicBase です。
すべての注釈値が計算されるとき、数値を相対的に読み取りやすくするために、適切な丸めアルゴリズムが適用されます。
この動作は多少奇妙に見えますが、任意の対数の底に対応しようとすると同時に読み取りやすい注釈の数値を得ようとした
結果です。
たとえば、上記のプロットは対数の底が 10 の値ですが、対数の底が２、対数の底が x などの自然対数も考えられます。

グラフの軸の方向転換と反転
広範囲にわたる X 軸または Y 軸の値がデータセットに含まれている場合、通常のグラフ設定では情報を最大限に効果的に
表せないことがあります。最小値で始まる垂直方向の Y 軸と軸ラベルのグラフ形式の場合、グラフの軸を転換または反転さ
せると、視覚的により強い訴求力を持って表示できる場合があります。このため、C1Chart はグラフ領域の Inverted プロ
パティと軸の Reversed プロパティを用意しています。
グラフ領域の Inverted プロパティを True に設定すると、軸の位置が転換されます。つまり、X 軸が Y 軸の位置に変わり、
Y 軸が X 軸の位置に変わります。グラフは、当初は X 軸が水平方向に表示され、Y 軸が垂直方向に表示されるように設定
されています。この転換機能は、棒グラフを使用する開発者にごく一般的に使用されています。
注意：
注意：軸が転換された棒グラフについて、特別な ChartType はありません。軸が転換された棒グラフは、Inverted プ
ロパティを True に設定した場合の標準的な棒グラフです。
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軸の Reversed プロパティを True に設定すると、軸の位置が反転します。つまり、軸の Max と Min の表示位置が入れ替
わります。最初、グラフは X 軸の最小値を左端、Y 軸の最小値を下端に表示しますが、軸の Reversed プロパティを True
に設定すると、 X 軸の最小値を右端、あるいは Y 軸の最小値を上端に表示します。

軸ラベル
各軸に表示するラベルは、グラフの重要な部分です。C1Chart では、ChartDataArray オブジェクトに入力されるデータに基
づいて、数値を軸ラベルにします。
グラフは、グラフデータが変更された場合でも、最も自然な軸ラベルを生成します。この処理を完璧に仕上げるには、軸ラベ
ルのプロパティを変更します。
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C1Chart の軸ラベルの書式を指定するプロパティは、以下のとおりです。

プロパティ名

説明

AnnoFormat

軸の横に表示する値の書式設定に使用する定義済み書式セット。

AnnoFormatString

AnnoFormat が NumericManual または DateManual に設定されたときに、軸の横に表示する
値の書式設定に使用する .NET の書式文字列。AnnoFormat を NumericManual と
DateManual のいずれかに設定し、かつ AnnoFormatString が空の場合、グラフはアルゴリズム
を使用して使用可能な最適な書式を探します。

AnnoMethod

軸の横に表示する値を決定します。オプションは、Values（実際のデータセット値を表示）、
ValueLabels（ValueLabels コレクション内の要素を表示）、および Mixed（両方を表示）です。

ValueLabels

AnnoMethod を ValueLabels に設定したとき、軸の横に表示する text/value ペアのコレクショ
ン。このプロパティは、軸上に数値でなく文字列を表示したい場合に便利です（たとえば、製品価
格をグラフ化して、X 軸上に製品名を表示できます）。

AnnotationRotation 値を回転して、軸上のスペースを節約できます。
NoAnnoOverlap

軸の注釈が重なりを許可するかどうかを決定できます。

C1Chart には以下のタイプの軸の注釈が含まれます。
数値の注釈
値ラベルの注釈
混合の注釈
次の３つのトピックでは、各種の軸の注釈、および軸の注釈の位置と回転を説明します。

数値目盛形式の軸ラベル
数値目盛形式の軸ラベルは、グラフがデータ自体に基づいて数値目盛形式の軸ラベルを自動作成します。数値目盛形式の
軸ラベルは、どんな種類のグラフ、どんなデータレイアウトを持つ軸にも使用することができます。数値目盛形式の軸ラベル
は、次の軸のプロパティによってコントロールされます。

プロパティ名

説明

AnnoFormat

軸ラベルの書式を取得または設定します。

AnnoFormatString

手動による書式設定を使用して、軸ラベルの書式文字列を取得または設定します。

AnnoFormat プロパティを FormatEnum 列挙体の値のいずれか１つに設定すると、配列データに入力されたデータは、
.NET の 22 種類の書式のいずれか１つに書式設定されます。AnnoFormat プロパティを FormatEnum.NumericManual
または FormatEnum.DateManual のいずれかに設定すると、書式文字列を AnnoFormatString プロパティに入力するこ
とができます。手動による書式設定は、.NET Framework で指定されています。

DateTime 書式指定文字列
DateTime 書式指定文字列は、次の２つのカテゴリに分類されています。
1. 標準のDateTime書式指定文字列
2. カスタム DateTime 書式指定文字列
詳細は、.NET Framework 開発者ガイドの「DateTime 書式指定文字列」を参照してください。

カスタム数値書式指定文字列
カスタム数値書式文字列を使用し、書式文字列をカスタマイズすることもできます。
AnnoFormat が FormatEnum.NumericManual に設定され、AnnoFormatString が空の場合、数値は
FormatEnum.NumericGeneral と同じ書式に設定されます。
AnnoFormat が FormatEnum.DateManual に設定され、AnnoFormatString が空の場合、日付と時刻の値は軸の最大値
と最小値によって定義される軸の時間の長さに合わせて書式設定されます。
詳細は、.NET Framework 開発者ガイドの「カスタム数値書式指定文字列」を参照してください。

テキスト目盛形式の軸ラベル
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非常にフレキシブルなタイプの軸ラベル、テキスト目盛形式は、特定の軸座標で定義されるテキストを表示します。この軸ラ
ベルは、特定の座標だけにラベルを付けるか、またはグラフに用意されていないフォームで軸ラベルを作成する場合に役立
ちます。テキスト目盛形式の軸ラベルは、次の例外を除き、どんな種類のグラフ、どんなデータレイアウトを持つ軸でも使用
することができます。
非積層型の円グラフは、X 軸の ValueLabels を使って、各円セグメント／ポイントのラベルを表示できます。ValueLabels
は、ValueLabel コレクションに表示される順序で円セグメントまたはポイントに適用されます。ラベルは X 軸の
AnnoMethod プロパティが ValueLabels に設定された場合にのみ表示されます。ラベルの表示も X 軸のプロパティ
（Alignment、AnnoMethod、Compass、Font、ForeColor、Rotation、ValueLabels、VerticalText、Visible の各プロパ
ティなど）によって制御されます。その他の X 軸のプロパティはラベルに影響しません。X 軸の Compass プロパティの値が
North、South、East、または West かどうかを決定する点で、Inverted プロパティもラベル表示に影響します。
AnnoMethod プロパティが AnnotationMethod.ValueLabels に設定されている場合、グラフは軸に沿って明示された位置
にラベルを配置します。ValueLabels コレクションの１つである ValueLabels プロパティは、この文字列と位置の一覧を提供
します。たとえば、次のコードは位置１、２、および３にグラフラベルを設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels
.Add(1, "one")
.Add(2, "two")
.Add(3, "three")
End With
C1Chart1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.ValueLabels
C# コードの書き方

C#
ValueLabelsCollecton VlColl = c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels;
VlColl.Add(1, "one");
VlColl.Add(2, "two");
VlColl.Add(3, "three");
c1Chart1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.ValueLabels;
ValueLabels プロパティは、設計時に ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタを使用して変更することもできます。エディタにアクセ
スするには、ChartArea プロパティの下にあるX、Y、またはY2 軸を展開して、ValueLabels プロパティの横にある〈…〉ボタン
をクリックします。
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以下のグラフは、ValueLabel クラスの Text、Appearance、BackColor、Color、MarkerSize、Moveable>の各プロパティ
を示します。
数値の１と２のラベルの外観は矢印として表示されます。ラベルの Appearance プロパティは、設計時と実行時のいずれで
も設定できます。
設計時にラベルの Appearance プロパティを設定するには、ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタで Label、Triangle
Marker、ArrowMarker、CustomMarker のラベルタイプの１つを選択します。ValueLabel クラスの Appearance プロパ
ティは、ValueLabelAppearanceEnum 列挙体の値を取得します。実行時にラベルの Appearance プロパティを設定する
には以下のコードを使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
vl.Appearance = ValueLabelAppearanceEnum.ArrowMarker
C# コードの書き方

C#
vl.Appearance = ValueLabelAppearanceEnum.ArrowMarker;

注意：
注意：上記の例では、文字列 vl は ValueLabel の変数名を表します。
以下に示す MarkerSize プロパティは、マーカーを異なるサイズに設定したときのマーカーの表示方法を示します。各マー
カーラベルの Moveable プロパティを True に設定すると、M1 と M2 がX 軸に沿って移動します。これは、直交座標を持つ
グラフに影響する軸の値を指定するための入力デバイスとして便利な場合が多くあります。以下の ValueLabels に関連付
けられた２本のグリッド線は、２つのマーカーの視覚的な助けとなります。
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ValueLabels コレクションの個々のメンバは、次の３つの方法のいずれかでアクセスできます。ValueLabel のインデックス
（０を基準）で指定するか、置き換えられる ValueLabel の値を参照するか、または ValueLabel オブジェクトのテキストの値
を参照するかです。たとえば、次の３行のコードはすべて、テキスト “one” に１の値を持つ ValueLabels コレクションの最初
のメンバを設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels(0).Text = "one"
C1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels(1.0).Text = "one"
C1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels("one").Text = "one"
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels[0].Text = "one";
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels[1.0].Text = "one";
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels["one"].Text = "one";

Mixed の軸ラベル
非常にフレキシブルな軸ラベル、Mixed は、自動的な軸ラベル（数値目盛形式の軸ラベル）とテキスト目盛形式の軸ラベル
を含みます。それぞれのタイプの軸ラベルによって、特定の軸座標に定義したテキストが表示されます。この Mixed の軸ラ
ベルでは、数値目盛形式とテキスト目盛形式の軸ラベルを重ね合わせて表示できます。

軸ラベルの位置
軸ラベルの位置は、TickLabelsEnum 列挙で、以下の値の１つを選択することによって設定できます。

値

説明

TickLabelsEnum.None

軸ラベルはありません。

TickLabelsEnum.High

軸ラベルは、プロット領域の内部、直交軸の最大値の近くに表示されます。X 軸のラベ
ルについて、Group0 のデータが利用できず、Group1 のデータが利用可能な場合は、
Y2 軸によって位置が決まります。その他の場合は、Y 軸が使用されます。交差する軸
と重なるラベルは削除されます。
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TickLabelsEnum.Low

軸ラベルは、プロット領域の内部、直交軸の最小値の近くに表示されます。X 軸のラベ
ルについて、Group0 のデータが利用できず、Group1 のデータが利用可能な場合は、
Y2 軸によって位置が決まります。その他の場合は、Y 軸が使用されます。交差する軸
と重なるラベルは削除されます。

TickLabelsEnum.NextToAxis 軸ラベルは軸の横に表示されます。これはデフォルト値です。
High と Low は、交差軸の最大位置と最小位置を指定します。たとえば、X 軸の TickLabelEnum に High を指定した場合、
ラベルは Y 軸の最大値の近くに配置されます。これは、グラフの上部とは限りません（Reversed = true）。
High 値または Low 値が使用されるのは、通常、Y 軸の起点より下に値がある場合です。次の例では、AxisX.TickLabels =
TickLabelsEnum.Low を指定して、Y 軸の -25 の値付近に配置しています。

プログラムで TickLabelsEnum の値を設定するには、次のように記述します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim ax As Axis =c1Chart1.ChartArea.AxisX
ax.TickLabels = TickLabelsEnum.Low
C# コードの書き方

C#
Axis ax = c1Chart1.ChartArea.AxisX;
Ax.TickLabels = TickLabelsEnum.Low;

軸ラベルの回転
軸の AnnotationRotation プロパティを使用すると、指定した角度で軸ラベルを左回りに回転させることができます。このプ
ロパティは、特に X 軸の軸ラベルの間隔が詰まって見にくい場合に有効です。軸ラベルを +/-30～60度回転させると、水平
方向の軸の限られたスペースに、より多くの軸ラベルを配置することができます。AnnotationRotation プロパティを使用す
ると、以下に示すように X 軸ラベル同士が重なりません。
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軸ラベルの重なり
軸上にラベルを表示するための十分な空きがない場合、NoAnnoOverlap プロパティを True に設定すると、重なりの理由
に関係なく前に描画された注釈に重なる任意の軸のラベルの描画が抑制されます。
AutoMajor プロパティを true に設定した場合、AutoMajor プロパティが主目盛記号の最適値を自動的に計算するた
め、NoAnnoOverlap プロパティの使用は不要です。
次のグラフでは、NoAnnoOverlap プロパティを True に設定した場合を表示しています。

次のグラフでは、NoAnnoOverlap プロパティを False に設定した場合を表示しています。
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PlotArea
データは、グラフのプロット領域にプロットします。PlotArea オブジェクトで、プロット領域のスタイルをカスタマイズまたは作
成できます。たとえば、プロット領域の背景色を指定するには、 BackColor と BackColor2 を使用します。また、プロット領
域の ForeColor を設定するには、ForeColor プロパティを設定します。
下表に、プロット領域の外観のプロパティとその機能を示します。

プロパティ
名

説明

AlarmZones

AlarmZones プロパティは、現在の PlotArea オブジェクトに関連付けられた AlarmZones コレクション
オブジェクトを取得します。

BackColor

プロット領域の背景色を取得または設定します。ChartArea から継承します。

BackColor2

２番目の背景色を取得または設定します。

Boxed

プロット領域をボックスで囲むかどうかを取得または設定します。

ForeColor

プロット領域の前景色を取得または設定します。ChartArea から継承します。

GradientStyle

背景のグラデーション塗りつぶしタイプを取得または設定します。

HatchStyle

背景のハッチ塗りつぶしタイプを取得または設定します。

Opaque

プロット領域の背景を不透明にするかどうかを取得または設定します。

Size

グラフコントロールのクライアント座標で、プロット領域のサイズを取得します。

View3D

View3D オブジェクトを取得します。

Visible

プロット領域の表示／非表示を取得または設定します。

C1Chart は、AlarmZones コレクションエディタ
コレクションエディタを備えています。設計時に C1Chart のプロパティからこのコレクションエディ
タにアクセスできます。AlarmZones コレクションエディタは、ユーザーがアラームゾーンの編集と作成に使用できる
Windows フォームで構成されます。エディタを使用し、ユーザーは１つまたは複数のアラームゾーンを追加、削除したり、各
アラームゾーンのプロパティの変更、設定したりできます。

アラームゾーンの概要
アラームゾーンとは、作図されたデータの後ろ、グラフの背景の前に配置可能な一連の帯域を指します。一般にアラーム
ゾーンは、グリッド線とほぼ同じ方法で使用されますが、アラームゾーンには編集機能があるため、より高い視覚エフェクトが
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期待できます。また、アラームゾーンを使用してグラフ内の重要な Y 値を強調して表示することもできます。たとえば、下図
は、学生の評価を表す５つの異なるアラームゾーン（A、B、C、D、F）を使用します。各アラームゾーンを色分けして表示し、ア
ラームゾーン同士が混同されないようにします。アラームゾーンが重要な Y 値（この場合、学生の点数／評価）を表示する
場合に非常に便利であることに注意してください。

UpperExtent および LowerExtent プロパティを使用して、各アラームゾーンの領域を特定の値に調整することができま
す。下図に、LowerExtent プロパティと UpperExtent プロパティを使用して、Y 下限値 18.5 と Y 上限値 19.5 に調整した
アラームゾーン帯域を表示します。

注意：
注意：アラームゾーンは、XY プロットグラフ
プロットグラフ、棒グラフ
棒グラフ、積層型棒グラフ
積層型棒グラフ、およびローソク足チャート
ローソク足チャートで最も効果的に使
用されます。
アラームゾーンの形状を指定するには、Shape プロパティを使用します。アラームゾーンを楕円
楕円、矩形
矩形、ポリゴン
ポリゴンの形状のい
ずれかに設定できます。設計時にAlarmZone コレクションエディタ
コレクションエディタで、または実行時に Shape プロパティを設定できます。
コード内で、AlarmZoneShapeEnum 列挙体を使用して Ellipse、Rectangle、Polygon の形状のいずれかを取得します。
以下のコードは、アラームゾーンの矩形形状を作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
alarmzone.Shape = AlarmZoneShapeEnum.Rectangle
C# コードの書き方

C#
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alarmzone.Shape = AlarmZoneShapeEnum.Rectangle;
以下のグラフは、複数のアラームゾーンのプロパティを示します。グラフ中のテキストは、カーソルがポイントしているアラー
ムゾーンを説明していることに注意してください。この方法を実行するには、AlarmZoneAtCoord メソッドを使用しま
す。AlarmZoneAtCoord メソッドは、指定した座標にある先頭のアラームゾーンへの参照を取得します。配列とデータセット
は、ポリゴンデータに使用する２つの異なるソースタイプです。以下のグラフでは、緑のポリゴンは配列ソースを使用して、
ユーザーが入力したポリゴンの座標を取得します。もう１つのポリゴンは、データセットを使用してユーザーが指定したデータ
セットのインデックスを取得します。

アラームゾーンは、矩形、楕円、ポリゴンの形状をサポートします。ポリゴンを使用するとき、ポリゴンのデータは明示的に、
またはデータセットを指定する（XY プロットのみ）ことによって指定できます。これにより、上記のグラフのポリゴンのように、
曲線の内部の指定領域を簡単に塗りつぶすことができます。

アラームゾーンの追加
次のように、コードを使って AlarmZonesCollection コレクション
コレクションに AlarmZone オブジェクトのメンバを追加して、グラフにア
ラームゾーンを追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartArea.PlotArea.AlarmZones.AddNewZone()
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartArea.PlotArea.AlarmZones.AddNewZone();

設計時にコレクショエディタにアクセスするには、
1. プロパティウィンドウの ChartArea ノードを展開し、次に PlotArea ノードを展開して、AlarmZones プロパティの横に
ある<...>ボタンをクリックし、AlarmZones コレクションエディタを表示します。

アラームゾーンの設定
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アラームゾーンには、２つの基本プロパティのセットがあります。最初のプロパティセットは、グラフのデータ値に基づいてア
ラームゾーンの境界を決定します。 NearExtent プロパティと FarExtent プロパティの値を X 軸の限度内の値に設定して、
アラームゾーンの左右
左右の境界を設定します。また UpperExtent プロパティと LowerExtent プロパティの値を Y 軸の限度
内の値に設定して、アラームゾーンの上下
上下の境界を設定します。たとえば、上図のベージュ色の AlarmZone オブジェクトの
NearExtent プロパティは 1.5、FarExtent プロパティは 2.5、LowerExtent プロパティは 18.5、UpperExtent プロパティは
19.5 に設定されています。 これらのプロパティの名前が、X、Y、Height、あるいは Width ではなく、UpperExtent、
LowerExtent、NearExtent、あるいは FarExtent となっていることに注意してください。アラームゾーンの重要な１つの利点
は、アラームゾーンがスタティックではなく、チャートのデータに実際に結び付いていることです。これは、データが変更される
と、アラームゾーンはチャートの何らかの表示属性ではなく、データと連係して変更されることを意味します。
２番目のプロパティセットは、アラームゾーンのスタイル特性を決定します。BackColor プロパティ ForeColor プロパティ、お
よび PatternStyle プロパティを設定することができます。ForeColor プロパティを設定して、PatternStyle プロパティによっ
て指定されるパターンの色を設定します。

グラフ要素のカスタマイズ
グラフのデータと軸の書式設定が適切に行なわれている場合、グラフの要素をカスタマイズして、より明確で専門的なグラフ
を描画することができます。以下のトピックで、グラフの外観をカスタマイズするタスクについて説明します。

視覚エフェクトデザイナの使用
視覚エフェクト
視覚エフェクトは、C1Chart コントロールの要素（データセット、ヘッダ、フッタなど）を視覚的に強調するために使用するツー
ルです。既存のプロジェクトはすべて、このツールで提供される新しい機能を使用できます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナによるい
くつかの簡単な手順だけで、グラフの外観を劇的に改善できます。
視覚エフェクト描画は、非常に複雑で大きなデータ配列の場合や高いパフォーマンスが要求される場合にはあまり効果的で
ない場合があります。
インタラクティブな視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを実行すると、以下のような表示になります。

視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナの詳細は、視覚エフェクトデザイナへのアクセスを参照してください。

視覚エフェクトデザイナの操作
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視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナには非常に直感的なインタフェースがあります。
デザイナは２つの部分で構成されます。１番目の部分は、視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナの左側に表示されます。視覚エフェクトの
描画をサポートするグラフ要素のリストボックス、および現在の要素の外観を表示するプレビューペインを表示します。
２番目の部分は、視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナの右側に表示されます。２番目の部分には、「プリセット
プリセット」、「色
色」、「パラメータ
パラメータ」とい
う３つのタブがあります。
グラフ要素、プレビューペイン、タブページに加え、デザイナの下部にはコマンドボタンもあります。これらのコマンドボタン
は、〈OK〉、〈キャンセル
キャンセル〉、〈リセット
リセット〉ボタンです。〈OK〉ボタンは、視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを閉じて、すべての変更を保存しま
す。〈キャンセル
キャンセル〉ボタンは、視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナをキャンセルし、変更モードで行った変更をキャンセルします。〈リセット
リセット〉
ボタンは、選択したプロパティの値をリセットします。

視覚エフェクトの要素
視覚エフェクトの要素は、さまざまなグラフ要素に別々に適用できます。視覚エフェクトをサポートする各要素は独自のカスタ
ム設定を持つことができ、親要素から継承することもできます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナで使用可能な各要素の説明は下表のとおりです。

要素名

親要素

Default

説明
すべてのデータ要素の描画に使用します。

Header

Default

ヘッダの背景。

Header.Text

Header

ヘッダのテキスト。

Footer

Default

フッタの背景。

Footer.Text

Footer

フッタのテキスト。

各要素の使用方法の詳細は、視覚エフェクトデザイナを使用したグラフ要素のカスタマイズを参照してください。

視覚エフェクトデザイナのタブ
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナは、「プリセット
プリセット」、「色
色」、「パラメータ
パラメータ」タブで構成されます。
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「プリセット」
「プリセット
プリセット」タブは、以下のような表示になります。

「プリセット
プリセット」タブには、使用可能な C1Chart 要素の組み込み設定のリストがあります。これにより、１回のクリックだけで、１
つまたはすべての使用可能な C1Chart 要素の視覚的な強調を簡単にできます。

「色」
「色
色」タブは、以下のような表示になります。

「色
色」タブページには、色の輝度、彩度、色相シフトのスライダがあります。輝度、彩度、色相は、赤・青・緑の配色を表しま
す。これにより、特定の色に限定されず、輝度や彩度を変更してグラフ要素にどんな種類の色調でも付けることができます。
[色相シフト]スライダを使用してすべての色を変更することもできます。グラフ要素に色スライダを使用する方法の詳細
は、色スライダを使用した既存色の強調を参照してください。
［輝度］スライダ
輝度は、色調の明暗です。輝度レベルを上げるには、［輝度
輝度］スライダを右方向にスライドします。輝度レベルを下げるには、
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［輝度
輝度］スライダを左方向にスライドします。
［彩度］スライダ
彩度は、色相の強度で、グレートーンから純粋で鮮やかな色調まで変化します。［彩度］スライダの値の範囲は、-100～100
です。下限値は彩度０（グレートーン）を表し、上限値の 100 は最高彩度（純色トーン）を表します。 グラフ要素に色スライダ
を使用する方法の詳細は、ヘッダとフッタのカスタマイズにて、色スライダを使用した既存色の強調またはデータセットのカス
タマイズにて、色スライダを使用した既存色の強調を参照してください。
色をより明るく強くするには、［彩度］スライダを右方向にスライドします。［彩度］スライダを右にスライドするほど、色の強度
が上がります。
鈍い色にするには、［彩度］スライダを左方向にスライドします。［彩度］スライダを左にスライドするほど、色の強度が下がり
ます。
［色相］スライダ
色相は、カラーホイールの特定の色調を表します。色相の値は、輝度と彩度によって異なります。彩度が高くて輝度がない
（０の値）場合、色相は灰黒色になります。輝度が高くて彩度が０の場合、色相は不透明／白に見えます。

「パラメータ」
「パラメータ」Parameters
「パラメータ
パラメータ」タブは、以下のような表示になります。

「パラメータ
パラメータ」タブには、C1Chart 要素のスケール、エッジ、ライト、影効果のプロパティがあります。これらのプロパティで、グ
ラフの要素を自由自在にカスタマイズできます。これらのプロパティの詳細は、視覚エフェクトのパラメータを参照してくださ
い。

視覚エフェクトのパラメータ
このセクションでは、視覚エフェクトの各パラメータとパラメータ同士の関係を説明します。

「スケール」および「エッジ」エフェクト
Scalable プロパティはデフォルトで True に設定されています。Scalable プロパティを有効にすると、ScaleEffect プロパ
ティを使用して画像のスケール係数を設定できます。スケール効果の係数は 0～
～1 を設定できます。デフォルト値は 0.5 で
す。スケール係数が 0.5 より大きい場合画像が明るくなります。0.5 より小さい場合画像が暗くなります。
ScaleEffect プロパティを使用した場合、画像の相対的なコントラストがより良く保持されるため、Offset プロパティを使用す
るよりもさらに高い明暗効果が得られます。Offset プロパティが０の場合、ScaleEffect プロパティの効果は認められなくな
ります。
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Width プロパティを設定し、要素のエッジの幅を指定できます。Scalable プロパティが True の場合は相対的単位で測定し
ます。それ以外の場合はピクセル単位で測定します。
スケールとエッジ効果の適用の詳細は、データセットのシンボルサイズの拡大を参照してください。

「ライト」エフェクト
角度、グラデーション、強度、スケール、形状を適用してライトの効果を変更することで、グラフ要素の外観をさらにカスタマイ
ズできます。
視覚的な描画の角度を変更するには、Angle プロパティを設定します。Angle のデフォルト値は 45 度です。Angle プロパ
ティの値の範囲は -180～180度です。角度
角度の値を変更すると、矢印が色をポイントし、矩形の周りを反時計回りに動きます。
Gradient プロパティを使用し、ライトグラデーションをグラフ要素に適用することもできます。デフォルト設定は Simple で
す。Gradient には、Simple、SigmeBell、Triangle の３つの設定があります。ライトグラデーションに SigmeBell または
Triangle を選択した場合、Focus プロパティが表示されます。Focus プロパティのデフォルト値は 0.1 です。Focus を上げる
と、ライトは前の位置から反対方向へ徐々に移動します。たとえば、Focus プロパティを０から１に変更すると、ライト位置は
SigmeBell または Triangle グラデーションの反対方向に移動します。
Focus プロパティが０と１のときのライト位置の遷移は下表のようになります。

Focus = 0

Focus = 1

ライトの強度が０の場合、グラデーション効果は認められません。ライトの強度を上げると、ライトグラデーション効果がより明
確になります。強度のデフォルト値は .9 です。
グラフ要素内に繰り返しのライトパターンを表示するには、Scale プロパティを１より小さく設定します。Scale を小さくすると、
ライトパターンの繰り返しがさらに多くなります。Scale プロパティの値の範囲は 0～1 です。
注意：
注意：Scale プパティは、矩形のライトロ形状にのみ適用できます。
Intensity プロパティが１で、Scale プロパティが 0.4 のときのさまざまなライトグラデーションの効果は下表のようになりま
す。

ライトグ
ラデー
ション

画像

Simple
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SigmeBell

Triangle

ライトの形状を矩形、楕円、エッジに変更するには、視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナの Shape プロパティを使用します。デフォルトの
形状は矩形です。
ライト形状を Edge に設定した場合、Gradient プロパティと Scale プロパティは、エッジライト形状には視覚的に影響しない
ため使用できません。楕円形状を選択した場合、さらにカスタマイズするための、Shift と Size の２つのプロパティが追加さ
れます。要素内で楕円ライト形状をシフトするには、［シフト］スライダを使用します。また、楕円ライト形状のサイズを大きくす
るには、［サイズ］スライダを左から右方向に移動します。
グラフ要素の矩形、楕円、エッジ形状の各表示は下表のようになります。

矩形

楕円

エッジ

特定のグラフ要素にライト効果を適用すう方法の詳細は、ライトパターンの追加、ライト形状の追加、ライトの焦点の調整を
参照してください。

「影」エフェクト
影エフェクトを追加するには、Offset プロパティの値を上げます。影は、3～5（上限値）の値でより効果的に識別されます。
影を暗くするには、透明度を上げます。透明度のデフォルト値は 64 です。要素に対する影効果をよりソフトにするには、Soft
プロパティを有効にします。
特定のグラフ要素に影エフェクトを適用する方法の詳細は、影の追加を参照してください。

グラフタイトル
グラフには「ヘッダ
ヘッダ」、「フッタ
フッタ」と呼ばれる２つのタイトルを付けることができます。タイトルは、１つまたは複数のテキスト行と
枠線（オプション）から構成され、両方ともカスタマイズ可能です。各タイトルは、グラフの上下左右に配置することができるの
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で、ヘッダ
ヘッダをオブジェクトの上部に、フッタ
フッタをオブジェクトの下部に配置するという従来の考え方に固執する必要はありませ
ん。また、ヘッダとフッタに使用するテキストの配置、位置、色、およびフォントも変更できます。

タイトルのテキストと行揃え
Footer オブジェクトまたは Header オブジェクトの Text プロパティを使用すると、タイトルテキストの追加／変更／削除を行
うことができます。Text は、対応する Title ノード（Footer または Header）の下のプロパティエディタにあります。
ヘッダまたはフッタの Style プロパティの HorizontalAlignment と VerticalAlignment を使用すると、タイトルを中央揃
え、左揃え、または右揃えのいずれかに設定できます。
これらのプロパティには、Visual Studio のプロパティエディタの Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Style
ノードを使用して、設計時にアクセスできます。

タイトルの位置
タイトルの Compass プロパティを使用すると、グラフ領域を基準にしたタイトルの配置位置を指定できます。グラフ領域を囲
む４つのコンパスの方位点から位置を選択します。
Location オブジェクトの X プロパティと Y プロパティを使用して、タイトルの位置をカスタマイズします。位置を自動的に調
整するするには、XまたはYを -1 に設定します。これらのプロパティには、Visual Studio のプロパティウィンドウの Header
ノードまたは Footer ノードのいずれかの Location ノードを使用して、設計時にアクセスできます。
Size オブジェクトの Width プロパティと Height プロパティを使用すると、タイトルのサイズをカスタマイズできます。サイズを
自動的に調整するには、幅または高さを -1 に設定します。これらのプロパティには、Visual Studio のプロパティウィンドウ
の Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Size ノードを使用して、設計時にアクセスできます。
詳細は、グラフ要素の配置とサイズを参照してください。

タイトルの枠線
タイトルの枠線をカスタマイズするには BorderStyle プロパティと Thickness の各 Border プロパティを使用します。これら
のプロパティには、Visual Studio のプロパティエディタで、Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Style ノードの
Border ノードを使用してアクセスできます。詳細は、グラフの枠線を参照してください。

タイトルの色とグラジエント効果
タイトルの背景色やテキストの色をカスタマイズするには ForeColor と BackColor プロパティを使用します。
これらのプロパティは、Visual Studio のプロパティエディタで、Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Style ノー
ドの下にあります。詳細は、色の設定を参照してください。

タイトルに使用するフォント
タイトルに使用するフォントをカスタマイズするには、Font プロパティを使用します。これらのプロパティは、Visual Studio の
プロパティエディタで、Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Style ノードの下にあります。詳細は、フォントの選
択を参照してください。

グラフの凡例
グラフにデータが存在するときは、グラフは自動的に凡例を生成します。グラフは、データセットの ChartDataSeries オブジェ
クトにデータセット識別子として指定された名前を割り当てます。凡例のデータセット名に付随するシンボルは、このデータ
セットの LineStyle プロパティと SymbolStyle プロパティによって決まります。凡例の表示位置や凡例に使用する枠線、色、
およびフォントをカスタマイズできます。

凡例の位置
Compass プロパティを使用すると、グラフ領域を基準にした凡例の表示位置を指定できます。グラフ領域を囲む４つのコン
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パスの方位点から位置を選択します。Compass プロパティには、設計時に Visual Studio のプロパティウィンドウの Legend
ノードからアクセスできます。
デフォルトでは、グラフは凡例の位置を自動的に計算します。Location プロパティの X プロパティと Y プロパティを使用し
て、表示位置を微調整します。これらのプロパティには、Visual Studio のプロパティウィンドウの Legend ノードの下にある
Location ノードからアクセスできます。
デフォルトでは、グラフは凡例のサイズを自動的に計算します。Size プロパティの Width プロパティと Height プロパティを
使用して、凡例のサイズを微調整します。これらのプロパティには、Visual Studio のプロパティウィンドウの Legend ノードの
下にある Size ノードからアクセスできます。
詳細は、グラフ要素の配置とサイズを参照してください。

凡例のタイトル
Text プロパティを使用すると、凡例のタイトルが指定できます。凡例のタイトルは、凡例の中央上端に表示されます。Text
プロパティには、Visual Studio のプロパティウィンドウの Legend ノードからアクセスできます。

凡例の枠線
Border オブジェクトの BorderStyle プロパティと Thickness プロパティを使用すると、タイトルの枠線をカスタマイズできま
す。これらのプロパティには、Visual Studio のプロパティウィンドウの Legend ノードの下にある Style ノードの Border ノー
ドからアクセスできます。詳細は、グラフの枠線を参照してください。

凡例の色
凡例の背景色とテキストの色をカスタマイズするには BackColor プロパティと ForeColor プロパティを使用します。これらの
プロパティには、設計時に Visual Studio のプロパティウィンドウの Legend ノードの下にある Style ノードからアクセスでき
ます。詳細は、色の設定を参照してください。

凡例のフォント
凡例に使用するフォントをカスタマイズするには、Font プロパティを使用します。これらのプロパティには、Visual Studio の
プロパティウィンドウの Legend ノードの下にある Style ノードからアクセスできます。詳細は、フォントの選択を参照してくだ
さい。

データセットの線とシンボルのスタイル設定
ChartDataSeries の LineStyle プロパティと SymbolStyle プロパティでは、各データセットの描画状況を表示して完全に仕
上げることができます。これらのプロパティでは、データセットの線の線種またはシンボルだけに限らず、円
円グラフのセグメン
トの色を変更したり、レーダー
レーダーチャートのデータセットの色を変更したり、あるいは HiLo チャートのデータセットの幅を設定し
たりすることができます。
LineStyle プロパティには、Color、Pattern、および Thickness の各プロパティがあります。通常、これらのプロパティでは、
データセットの線の色、パターン、および太さの属性を設定します。
SymbolStyle プロパティには、Color、Pattern、および Thickness の各プロパティがあります。通常、これらのプロパティで
は、データセットのシンボルの色、パターン、および大きさの属性を設定します。
下の表では、これらのプロパティがグラフの各種類に対して与える効果を示しています。これらのプロパティが一部のグラフ
には何の影響も与えなかったり、線またはシンボル以外の要素の属性を設定したりすることに注意してください。

LineStyle プロパティ

SymbolStyle プロ
パティ

XY プロットグラフ

データ点をつなぐ線の色、太さ、およびパターンを変更しま
す。

データセットのシンボル
スタイルを変更します。

円グラフ

データセット（円のセグメント）の背景色を変更します。

影響なし。

棒グラフ

データセットの背景色を変更します。

影響なし。
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エリアグラフ

データセットの背景色を変更します。

影響なし。

ポーラチャート

データセットの線の背景色、パターン、および太さを変更しま
す。

データセットのシンボル
スタイル、背景色、およ
び太さを変更します。

レーダーチャート

データセットの線の背景色、パターン、および太さを変更しま
す。

データセットのシンボル
スタイル、背景色、およ
び太さを変更します。

HiLo チャート

データセットの線の背景色、スタイル、および太さを変更しま
す。

影響なし。

HiLoOpenClose チャート

データセットの線の背景色、スタイル、および太さを変更しま
す。

影響なし。

ローソク足

株価の下落を示すローソク足の背景色および太さを変更しま
す。

株価の上昇を示すローソ
ク足の背景色および太さ
を変更します。

プロットをスタイル設定するより複雑な方法には、LineStyle と SymbolStyle プロパティによって指定される色のみでなく、
ブラシの使用が含まれます。ブラシは色のみの場合よりも、網かけ、グラデーション、およびテクスチャなど、より充実してよ
り独特な外観を提供できます。ブラシの使用の詳細については、「データプロット用のカスタムブラシ」を参照してください。

線の描画スタイルの設定
プロット線を含むグラフ（XY プロットグラフ、エリアグラフ、ポーラチャート、およびレーダーチャート）では、FitType プロパティ
は、グラフのデータ点を線がどのように通過するかを設定します。このプロパティは、FitTypeEnum 列挙体をとります。

FitTypeEnum.Line
これはデフォルト設定で、線が点から点に一直線に進むプロット線になります。Line の設定例を下図に示します。

FitTypeEnum.Spline
すべてのデータ点を通る滑らかな曲線のプロット線を描きます。ほとんどの描画アプリケーションで使われる曲線の描画方
法に精通している人ならば、Spline の描画スタイルにもすぐ慣れてしまうでしょう。
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FitTypeEnum.Beziers
線は必ずしもすべてのデータ点を通過しませんが、データ点が磁石のように作用して、特定方向に曲線を引っ張り、曲線の
曲がり方に影響を与えます。

グラフの枠線
グラフの一部に枠線を追加すれば、重要な情報を際立たせたり、グラフを見やすく仕上げることができま
す。BorderStyle、Color、Rounding、Thickness の各プロパティを使って、枠線のスタイル、色、角の丸み、幅を設定できま
す。これらのプロパティを使って、以下の任意のグラフ要素にカスタマイズした枠線を作成できます。
ヘッダーとフッターのタイトル
凡例
ChartArea
グラフ全体
以下の表では BorderStyleEnum の各値の効果を定義して示します。

メンバ名

説明

NotSet

枠線スタイルを設定せず、C1Chart クラスから継承します。

None

枠線なし。

Empty

空の枠線。

Solid

実線の枠線。

Raised

システムカラーを使って描画した浮き出し 3D 枠線。

Inset

べベル付きくぼみ 3D 枠線。

効果

RaisedBevel べベル付き浮き出し 3D 枠線。
InsetBevel

べベル付きくぼみ 3D 枠線。

Groove

複合枠線（くぼみ + 浮き出し）。

Fillet

複合枠線（浮き出し + くぼみ）。

Double

二重実線の枠線。
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Dashed

破線の枠線。

Opaque

不透明な枠線スタイルは、枠線の描画時にアンチエイリアスをオフ
にします。不透明な枠線は Rounding 設定を無視します。この枠線
スタイルは、透明な背景で使用されるグラフ画像を生成する際に役
立ちます。

枠線のプロパティは、デザイン時に［グラフのプロパティ］デザイナ、プロパティウィンドウ、またはグラフの［スマートデザイナ］
を使用して変更できます。これらのプロパティは、Visual Studio プロパティウィンドウの Style ノードの下に配置され、
Control、ChartArea、Titles、Legend、および ChartLabels オブジェクト上にあります。

デザイン時に ChartArea の枠線スタイルを変更するには
デザイン時に Visual Studio のプロパティウィンドウを使用して、ChartArea 要素の枠線スタイルを変更するには、以下を実
行します。
1. C1Chart1 プロパティウィンドウの ChartArea ノードを拡張します。
2. Style->Border プロパティを拡張します。
3. BorderStyle プロパティの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、枠線スタイル（Dashed など）を選択します。

プログラムによって ChartArea の枠線スタイルを変更するには
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Dashed
C# コードの書き方

C#
C1Chart1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Dashed;
次のように、破線の枠線が ChartArea 要素の周囲に表示されます。

フォントの選択
Font オブジェクトを使ってグラフ要素ごとに異なるフォントを使用すると、より個性的なグラフを作成できます。フォントのサイ
ズを調整することで、各要素をグラフ全体に対してバランスのとれたサイズにすることができます。

フォントを変更するには
.NET の フォントプロパティエディタを使用して、フォント、スタイル、およびサイズ属性を設定します。Font プロパティは、
Visual Studio のプロパティウィンドウの Style ノードの下にあります。
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色の設定
色は、グラフの視覚的効果を大きく高めることができます。色名、RGB 値を使用するか、または色選択ダイアログなどをイン
タラクティブに操作して、色をカスタマイズできます。次のグラフの視覚的要素では、いずれも背景色や前景色を自由に設定
できます。
グラフ全体
データセット
ヘッダとフッタのタイトル
凡例
グラフ領域
グラフに追加した各グラフラベル

インタラクティブ操作による色の選択
Windows の標準カラーダイアログと同じように動作する .NET の色選択ダイアログをインタラクティブに操作して、色を選択
できます。Windows の基本色、カスタムカラーから選択するか、またはインタラクティブ操作によりフルカラーの範囲から選
択します。

データセットのテーマ別色の設定
ColorGeneration プロパティを設定して、データセットのテーマ別色を選択できます。本プロパティのデフォルトとして、標準
の色生成を指定するColorGeneration.Custom が設定されます。その他の色生成オプションは、Microsoft Office の配色
に類似しています。
データセットで使用できるテーマ別色は以下の通りです。

色生成の設定

説明・プレビュー

CopyCurrentToCustom カスタムグループ内に、現在選択されている色グ
ループをコピーします。
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Custom (既定値)

Standard

Office

GrayScale
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Apex

Aspect

Civic

Concourse
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Equity

Flow

Foundry

Median
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Metro

Module

Opulent

Oriel
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Origin

Paper

Solstice

Technic
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Trek

Urban

Verve

ColorGeneration プロパティが CopyToCustom に設定されると、現在選択されている色がカスタムの色生成にコピーさ
れ、プロパティの値が自動的に ColorGeneration.Custom に設定されます。グラフデータが文字列、ファイルあるいはデザ
イナから読み込まれた場合にも、この操作が自動的に行われることにご注意ください。 各ChartDataSeriesのLineStyle およ
び SymbolStyle プロパティの色のカスタマイズが行われると、これらのカスタマイズ操作は現在の状態およびカスタム状態
に影響を与えます。

RGB 値による色の指定
RGB 色の要素を指定することもできます。この方法は、別の RGB 色と整合させる場合に役立ちます。RGB 色の値は、１色
に含まれる三原色（赤、緑、青）の組み合わせを 16 進数で表したものです。「00」はRGB最小値を表し、「FF」は RGB 最大値
を表します。たとえば、RGB 値「#FF00FF」はマゼンタ（赤と青が最大、緑が最小の組み合わせ）を表します。

色相、彩度および輝度による色の指定
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RGB 値による色の指定する方法のほかに、色相、彩度および輝度による色を指定する方法もあります。色相、彩度および
輝度はすべて赤、緑、青のカラースキームで構成されます。色相は、赤・緑・青の色調で構成されているカラーホイールの特
定の色調を表します。彩度は色相の強度で、グレー色調から純粋で鮮やかな色調まで変化します。輝度は、色調の明暗で
す。
視覚エフェクト
視覚エフェクトは、C1Chart コントロールの要素（データセット、ヘッダとフッタタイトル、凡例）の色相、彩度、輝度を設定する
ために使用するツールです。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを使用して、色相、彩度、輝度による新しい色を生成するには、ヘッダと
フッタのカスタマイズにて、色スライダを使用した既存色の強調またはデータセットのカスタマイズにて、色スライダを使用し
た既存色の強調を参照してください。

透明色の使用
グラフそのものを除き、すべての要素の背景と前景を透明にすることができます。
背景または前景が透明の場合、グラフは要素の色を背景色以外の色にします。たとえば、背景が透明に設定されている場
合、ヘッダの背景はグラフそのものの背景となります。
言い換えれば、要素の背景色が透明の場合、その要素の背景は描画されません。要素の前景色が透明の場合は、その要
素の前景（たとえば、タイトルのテキスト）は描画されません。
透明色に関するプロパティは、設計時にコントロール、ヘッダ、フッタ、凡例、グラフ領域、グラフラベルオブジェクトの Style
ノードにあります。

グラフ要素の配置とサイズ
メインのグラフ要素（ヘッダ、フッタ、凡例、グラフ領域、グラフラベル）は、独自のプロパティによって位置やサイズを設定でき
ます。グラフは、グラフラベルと各要素のサイズを除くすべての要素の配置を自動設定できますが、これらのプロパティはカ
スタマイズも可能です。
グラフが各要素を自動配置する場合、最初にヘッダ、フッタ、および凡例に優先的にスペースが割り当てられます（これらが
存在する場合）。サイズは、その内容、枠線、およびフォントによって決まります。残ったスペースから得られた最大長方形領
域がグラフ領域になります。他のグラフのプロパティが変更された場合は、配置が調整されます。

表示位置の変更
Location オブジェクトの X プロパティを使用すると、グラフの左端から対象グラフ要素の左端までの長さをピクセル単位で
設定できます。Location オブジェクトの Y プロパティを使用すると、グラフの上端から対象グラフ要素の上端までの長さをピ
クセル単位で設定できます。X プロパティと Y プロパティを -１ に設定すると、グラフは自動的にグラフ要素を配置します。
これらのプロパティは、Visual Studio のプロパティウィンドウの Header、Footer、Legend、ChartArea、および ChartLabels
の各ノードの下にある Location ノードからアクセスできます。

幅と高さの変更
Size オブジェクトの Width プロパティと Height プロパティを使用すると、グラフ要素の幅と高さをそれぞれ指定できます。こ
れらのプロパティを -１ に設定すると、グラフは自動的にグラフ要素のサイズを設定します。
これらのプロパティは、Visual Studio のプロパティウィンドウの Size ノードの下にあり、設計時に設定が可能です。

データプロット用のカスタムブラシ
データセットをプロットするときは常に、C1Chart の DrawDataSeries イベントが発生します。このイベントでは、プロット時に
カスタムブラシを選択できます。イベントの sender オブジェクトは、プロットする ChartDataSeries です。イベントデータ
（DrawDataSeriesEventArgs）は以下のプロパティを持っています。
Brush プロパティは、データセットの描画に使用するブラシを定義します。カスタムブラシを使用する場合は、独自
のブラシを作成してこのプロパティに割り当てる必要があります。
DisposeBrush は、ブラシを使用後に破棄するかどうかを示すブール値です。DisposeBrush を False に設定した
場合、ブラシを自分で破棄する必要があります。
GroupIndex プロパティは、グラフグループのインデックスを定義します。
SeriesIndex プロパティは、グラフグループのインデックスを定義します。
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Bounds プロパティは、データをプロットする矩形の領域を表します。この矩形は、グラデーションブラシを作成す
るときに便利です。

ハッチブラシの作成
以下のサンプルコードは、ハッチブラシを作成するハンドラを表します。
以下のコードは、完全な名前空間を使用したオブジェクトの初期宣言を示していることに注意してください。この宣言の後に
これらのオブジェクトや関連オブジェクトを使用する場合には、この名前空間が省略されます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub C1Chart1_DrawDataSeries(ByVal sender As Object, _
ByVal e As
C1.Win.C1Chart.DrawDataSeriesEventArgs) _
Handles C1Chart1.DrawDataSeries
Dim ds As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries = sender
Dim foreclr As Color = ds.SymbolStyle.Color
Dim backclr As Color = ds.LineStyle.Color
Dim hb As System.Drawing.Drawing2D.HatchBrush
hb = New HatchBrush(HatchStyle.OutlinedDiamond, foreclr, backclr)
e.Brush = hb
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void c1Chart1_DrawDataSeries(object sender,
C1.Win.C1Chart.DrawDataSeriesEventArgs e)
{
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds = (ChartDataSeries)sender;
Color forecolor = ds.SymbolStyle.Color;
Color backcolor = ds.LineStyle.Color;
System.Drawing.Drawing2D.HatchBrush hb;
hb = new HatchBrush(HatchStyle.OutlinedDiamond, forecolor, backcolor);
e.Brush = hb;
}

グラデーションブラシの作成
以下のサンプルコードは、線形グラデーションブラシを作成するハンドラを表します。
以下のコードは、完全な名前空間を使用したオブジェクトの初期宣言を示していることに注意してください。この宣言の後に
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これらのオブジェクトや関連オブジェクトを使用する場合には、この名前空間が省略されます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub C1Chart1_DrawDataSeries(ByVal sender As Object, _
ByVal e As
C1.Win.C1Chart.DrawDataSeriesEventArgs) _
Handles C1Chart1.DrawDataSeries
Dim ds As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries = sender
Dim clr1 As Color = ds.LineStyle.Color
Dim clr2 As Color = ds.SymbolStyle.Color
If(e.Bounds.Height > 0 And e.Bounds.Width > 0) Then
Dim lgb As
System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush = _
New
LinearGradientBrush(e.Bounds, clr1, clr2, LinearGradientMode.Horizontal)
e.Brush
= lgb
End If
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void c1Chart1_DrawDataSeries(object sender,
C1.Win.C1Chart.DrawDataSeriesEventArgs e)
{
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds = (ChartDataSeries)sender;
Color clr1 = ds.LineStyle.Color;
Color clr2 = ds.SymbolStyle.Color;
if(e.Bounds.Size.Height > 0 && e.Bounds.Size.Width > 0)
{
System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush lgb =
new
LinearGradientBrush(e.Bounds, clr1, clr2, LinearGradientMode.Horizontal);
e.Brush = lgb;
}
}

グラフ、データ、および画像の読み込みと保存
C1Chart では、各グラフを外部の XML ファイルまたは文字列値から読み込んだり、外部の XML ファイルまたは文字列値に
保存できます。さらに、グラフは任意の数の画像ファイルに保存できます。そのため、アーカイブ、データへのアクセス、およ
びグラフ画像の作成で優れた柔軟性が得られます。
グラフの保存先と読み込み元が XML ファイルであるか、文字列値であるかに応じて２種類のメソッドが使用でき、それぞれ
グラフ全体（スタイルとデータ）の保存／読み込み、またはグラフデータのみの保存／読み込みのいずれかを行います。
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グラフのスタイルおよびデータの保存と読み込み
グラフ全体を保存または読み込むときは、軸の書式設定、タイトル、およびグラフ領域のすべてが対象となります。
この場合、次のメソッドを使用します。
LoadChartFromFile
SaveChartToFile
LoadChartFromString
SaveChartToString
グラフの背景、ヘッダ、フッタの各画像など、グラフ要素の背景画像を保存または読み込む必要がある場合は、次のメソッド
を使用できます。
LoadChartAndImagesFromFile
SaveChartAndImagesToFile
LoadChartAndImagesFromString
SaveChartAndImagesToString

グラフデータの保存と読み込み
グラフのデータのみを保存または読み込むときは、外部ファイルのサイズは小さくなりますが、このファイルをグラフに読み
込んでも、復元されるのはデータだけです。
この場合、次のメソッドを使用します。
SaveDataToFile
LoadDataFromFile

文字列からの読み込みと文字列への保存
XML ファイルからの読み込みや XML ファイルへの保存に加えて、グラフは文字列値に保存することもできます。この文字列
はアプリケーションに保存して、後で取得できます。
C1Chart では、グラフを文字列から読み込んだり、また文字列に保存するため
に、SaveChartToString、LoadChartFromString、SaveChartAndImagesToString、LoadChartAndImagesFromString
の４つのメソッドが用意されています。
SaveChartToString メソッドと LoadChartFromString メソッドで保存／読み込みを行う文字列値には、グラフの設定済みプ
ロパティ、メソッド、およびイベント（実質的に、グラフの書式設定）がすべて含まれます。
SaveChartAndImagesToString メソッドと LoadChartAndImagesFromString メソッドは、SaveChartToString メソッドおよび
LoadChartFromString メソッドと同じ効果を持っていますが、グラフ要素（グラフ、ヘッダ、フッタ、ラベル）のさまざまな背景
画像を取り込む点だけが異なります。以下のサンプルコードでは、SaveChartToString メソッドを呼び出し、実行時にグラフ
を文字列に保存します。このメソッドはパラメータを取らず、文字列値を返します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim ChartString As String
ChartString = C1Chart1.SaveChartToString()
C# コードの書き方

C#
string ChartString;
ChartString = c1Chart1.SaveChartToString();
実行時にグラフを文字列値から読み込むには、LoadChartFromString メソッドを呼び出します。このメソッドのパラメータに
は、保存されているグラフの文字列を指定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
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C1Chart1.LoadChartFromString(ChartString)
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.LoadChartFromString(ChartString);

ファイルからの読み込みとファイルへの保存
C1Chart では、デザイン時に C1Chart のコンテキストメニューのグラフの保存／グラフの読み込みコマンドを使用するか、ま
たはプログラムで次のメソッドのいずれかを使用して、グラフの外部 XML ファイルへの保存や、外部 XML ファイルからの読
み込みが可能です。
LoadChartFromFile
SaveChartToFile
LoadChartAndImagesFromFile
SaveChartAndImagesToFile
SaveChartAndImagesToFile メソッドと LoadChartAndImagesFromFile メソッドは、SaveChartToFile メソッドおよび
LoadChartFromFile メソッドと同じ効果を持っていますが、グラフ要素（グラフ、ヘッダ、フッタ、ラベル）のさまざまな背景画
像を取り込む点だけが異なります。
グラフのデータのみをXML ファイルに保存する場合は、ChartData オブジェクトの SaveDataToFile メソッド
と LoadDataFromFile メソッドを使用します。
以下のサンプルコードでは、SaveDataToFile メソッドを呼び出し、グラフのデータのみをXML ファイルに保存します。このメ
ソッドでは、パラメータとしてファイルのパスを指定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData_
.SaveDataToFile("C:\ComponentOneDocs\chartdata1.xml")
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData
.SaveDataToFile("C:\\ComponentOneDocs\\chartdata1.xml");
グラフのデータを XMLファイル から読み込むには、LoadDataFromFile メソッドを呼び出します。このメソッドでは、パラメータ
としてファイルのパスを指定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData_
.LoadDataFromFile("C:\ComponentOneDocs\chartdata1.xml")
C# コードの書き方

C#
C1Chart1.ChartGroups.Group0.ChartData_
.LoadDataFromFile("C:\ComponentOneDocs\chartdata1.xml")
ここでは XML ファイルの構造について詳しく説明しませんが、このファイルはテキストファイルとして開いて、容易に解読する
ことができます。

グラフ画像の保存
C1Chart には、現在のグラフを画像として保存する機能が用意されています。SaveImage メソッドを呼び出すことによって、
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グラフの画像を、クリップボード、バイト配列、ストリーム、またはファイルに保存することができます。
SaveImage メソッドは、オーバーロードされた８種類のパラメータセットの１つを使用して、４種類の出力タイプで保存すること
ができます。各出力タイプでは、グラフ画像を画面の表示どおり保存するか、または指定したサイズで保存するかを選択す
ることができます。
グラフ画像をクリップボードに保存するには、次のように画像形式を指定します。ここではサイズのパラメータは指定しませ
ん。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.SaveImage(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.SaveImage(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
グラフ画像を画像ファイルに保存するには、次のように新しい画像ファイルのパス名と画像形式を指定します。ここではサイ
ズのパラメータは指定しません。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.SaveImage("C:\temp\ChartImages\CandleChart.bmp",_
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.SaveImage("C:\\temp\\ChartImages\\CandleChart.bmp",
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
グラフ画像をストリームに保存するには、次のようにストリームオブジェクトと画像形式を指定します。ここではサイズのパラ
メータは指定しません。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim coutstream As New System.IO.MemoryStream()
C1Chart1.SaveImage(coutstream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
C# コードの書き方

C#
System.IO.MemoryStream coutstream = new System.IO.MemoryStream();
c1Chart1.SaveImage(coutstream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
グラフ画像をバイト配列として保存するには、次のようにバイト配列と画像形式を指定します。ここではサイズのパラメータは
指定しません。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim bytes() As Byte
C1Chart1.SaveImage(bytes, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
C# コードの書き方

C#
Byte[] bytes;
c1Chart1.SaveImage(bytes, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
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グラフのインタラクティブ操作
このドキュメントで取り扱う範囲のほかにも、グラフ上で数多くの操作を行うことができます。グラフのコンポーネントの各ユー
ザーには、機能と特徴に関してさまざまな要求があります。機能に関する数多くの要求に対応する１つの方法は、現在コン
ポーネントにはない機能を作成するツールセットを用意することです。
C1Chart には、アプリケーションをカスタマイズし、さらには開発を支援するツールセットが用意されています。グラフ座標変
換メソッドは、エンドユーザーのカーソルがグラフ上を移動して、アクションを実行するインスタンスの操作を可能にします。こ
のメソッドの最初のセットは、指定したピクセル座標から関連するグラフ領域を返し、２番目のセットは指定したピクセル座標
からグラフのデータ点と座標を返します。
次のセクションでは、様々な座標変換メソッドおよび実行時インタラクティブ操作用の組み込みツールの使用方法を説明しま
す。

座標変換メソッド
.NET の MouseMove などのイベントは座標値を報告し、コントロール上のピクセル座標を提供します。これはある程度役に
立ちますが、基本的なデータ座標、データ点、またはグラフ領域に関する情報をアプリケーションに対して報告しません。
座標変換メソッドを使用すると、エンドユーザーがグラフ上でカーソルを移動してアクションを行った時の処理を制御できま
す。
C1Chart の座標変換メソッドは、ピクセル座標からこれらの情報を提供するのを助けます。ピクセル座標が判明していれ
ば、以下のいずれかの座標変換メソッドで特定のデータセット、データ座標、およびデータインデックスのデータ値を決定でき
ます。

ピクセル座標か
らデータ座標へ
の変換メソッド

説明

SeriesFromCoord

指定したクライアント座標に最も近い凡
例の表示項目のグループインデックスと
データセットのインデックスを取得しま
す。クライアント座標にはマウス座標を
指定します。

CoordToDataCoord 指定されたクライアント座標のデータ座
標を計算します。
CoordToDataIndex

指定されたクライアント座標に最も近
い、グループ内のデータセットとデータ
点のインデックスおよびデータ点への距
離を返します。

ピクセル座標の代わりにデータ座標やデータインデックスが判明していれば、以下のメソッドを使用してデータ座標やデータ
インデックスをピクセル座標に変換できます。

データ座標からピクセル座 説明
標への変換メソッド
DataIndexToCoord

指定されたデータ座標の
クライアント座標を計算し
ます。

DataCoordToCoord

指定されたデータ点のクラ
イアント座標を返します。

これらのツールを .NET の MouseMove などのイベントと組み合わせて使用することにより、凡例やグラフのツールチップ内
のダブルクリック操作など、アプリケーション固有のおもしろい機能を作成することができます。.NET の MouseMove イベント
は、ユーザーがグラフ上でカーソルを移動したときに、カーソルの位置データを絶えず更新して、ユーザーのカーソルの座標
を報告します。
次のセクションでは、各種座標変換メソッドの使用方法および使用例を説明します。
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凡例の座標からデータセットへの変換
C1Chart の凡例では、データセット名と SymbolStyle または LineStyle のシンボルでデータセットを表します。Legend の
SeriesFromCoord メソッドは、のピクセル座標値から最も近い凡例項目に関連するデータセットを返します。たとえば、ユー
ザーが凡例の最初のデータセットのシンボルをクリックすると仮定した場合、入力されるユーザーのマウスのピクセル座標に
基づいて、SeriesFromCoord メソッドの Group パラメータおよび Series パラメータへそれぞれグループとデータセットの値
を返します。以下にサンプルコードを示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim LegendGroup As Integer
Dim LegendSeries As Integer
C1Chart1.Legend.SeriesFromCoord(170, 275, LegendGroup, LegendSeries)
C# コードの書き方

C#
int LegendGroup = 0;
int LegendSeries = 0;
c1Chart1.Legend.SeriesFromCoord(170, 275, ref LegendGroup, ref LegendSeries);
メモ：
メモ：このメソッドをを使用する例については、製品付属の「DataStylサンプル
サンプル」または「PieStuffサンプル
サンプル」を参照して
ください。

ピクセル座標とデータ点の相互変換
C1Chart は、ピクセル座標の値を関連するデータ座標およびデータインデックスに変換することもできます（その逆も可能で
す）。CoordToDataCoord、CoordToDataIndex、DataCoordToCoord、および DataIndexToCoord の各メソッドは、ピク
セル座標をこれらの値に変換し、その逆も行えるメソッドです。下図は、ピクセル座標領域とデータ座標領域（プロット領域）
の関連性を示しています。

ピクセル座標値からデータ点への変換
ピクセル座標値をグラフのデータ座標およびデータインデックスに変換する２つのメソッドは、ChartGroup オブジェクトの
CoordToDataCoord メソッドと CoordToDataIndex メソッドです。これらのメソッドは、MouseMove イベントなどから座標値
を取得し、プロット領域の座標または最も近いデータ点を返します。

CoordToDataCoord メソッド
CoordToDataCoord メソッドは４つのパラメータを取ります。最初の２つのパラメータ（以下のサンプルコードの e.X と e.Y）
は、MouseMove イベントからのピクセル座標です。次の２つのパラメータは、メソッドが X 軸と Y 軸のデータ座標を整数値で
返却するために使用します。以下に、MouseMove イベントにおけるこのメソッドのサンプルコードを示します。
Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic
Dim CoordXOutput As Double Dim CoordYOutput As Double
C1Chart1.ChartGroups.Group0.CoordToDataCoord(e.X, e.Y, CoordXOutput,
CoordYOutput)
Debug.WriteLine("X
Data Coordinate: " & CoordXOutput.ToString())
Debug.WriteLine("Y Data Coordinate: " & CoordYOutput.ToString())
C# コードの書き方

C#
double CoordXOutput = 0;
double CoordYOutput = 0;
c1Chart1.ChartGroups.Group0.CoordToDataCoord(e.X, e.Y, CoordXOutput,
CoordYOutput);
c1Chart1.ChartGroups.Group0. CoordToDataCoord(e.X, e.Y, ref CoordXOutput, ref
CoordYOutput);
ConsoleDebug.Writeline("X Data Coordinate: " +
CoordXOutput.ToString()); ConsoleDebug.Writeline("Y Data Coordinate: " +
CoordYOutput.ToString());
メモ：
メモ：CoordToDataCoordメソッドを使用する例については、製品付属の「StepChartサンプル
サンプル」または
「CoordToMapping3Dサンプル
サンプル」を参照してください。

CoordToDataIndex メソッド
CoordToDataIndex メソッドは６つのパラメータをとります。最初の２つのパラメータ（以下のサンプルコードの e.X と e.Y）
は、MouseMove イベントからのピクセル座標です。３番目のパラメータは、CoordinateFocusEnum 列挙体の値です。この値
は、より近いデータ点とピクセル座標からの距離を決定するときに注目する軸を指定する列挙値です。たとえば、X 軸を注目
すると、Y 座標の値に関係なく、最も近い X 座標を持つ最も近い点を返します。４番目と５番目のパラメータは、メソッドが適
切なデータセットとデータ点のインデックスを整数値で返すために使用します。６番目のパラメータは、メソッドがデータ点とピ
クセル座標の距離（ピクセル単位）を整数値で返すために使用します。以下に、MouseMove イベントにおけるこのメソッドの
サンプルコードを示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim SeriesOutput As Integer Dim PointOutput As Integer Dim DistanceOutput As Integer
C1Chart1.ChartGroups.Group0._ CoordToDataIndex(e.X, e.Y,
CoordinateFocusEnum.XandYCoord,_ ref SeriesOutput, ref PointOutput, ref
DistanceOutput)
Debug.WriteLine("Series Index: " & SeriesOutput.ToString())
Debug.WriteLine("Point Index: " & PointOutput.ToString())
Debug.WriteLine("Distance From Point: " & DistanceOutput.ToString())
C# コードの書き方

C#
int SeriesOutput = 0;
int PointOutput = 0;
int DistanceOutput = 0;
c1Chart1.ChartGroups.Group0.CoordToDataIndex(e.X, e.Y,
CoordinateFocusEnum.XandYCoord,
ref SeriesOutput, ref PointOutput, ref DistanceOutput);
ConsoleDebug.Writeline("Series Index: " + SeriesOutput.ToString());
ConsoleDebug.Writeline("Point
Index: " + PointOutput.ToString());
ConsoleDebug.Writeline("Distance From Point: " + DistanceOutput.ToString());
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メモ：
メモ：CoordToDataIndexメソッドを使用する例については、製品付属の「DataStyle サンプル
サンプル」、
「CoordToMapping3Dサンプル
サンプル」、「StepChart サンプル
サンプル」または「Scatter サンプル
サンプル」を参照してください。

データ点からピクセル座標値への変換
データ座標値またはデータインデックスのいずれかをピクセル座標に変換する２つのメソッドは、ChartGroup オブジェクトの
DataCoordToCoord メソッドと DataIndexToCoord メソッドです。DataIndexToCoord メソッドは、データセットとデータ点
インデックスを取得し、関連するピクセル座標を返します。DataCoordToCoord メソッドは、データ座標のセットを取得し、ピク
セル座標を返します。これらのメソッドは、他の変換メソッドときわめて類似しています。

DataIndexToCoord メソッド
DataIndexToCoord メソッドは４つのパラメータを取り、ピクセル座標を返します。以下にサンプルコードを示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim CoordX, CoordY As Integer
C1Chart1.ChartGroups.Group0.
DataIndexToCoord(ChartSeries, ChartPoint, CoordX, CoordY)
Debug.WriteLine("X Chart Coordinate: " & CoordX.ToString())
Debug.WriteLine("Y Chart Coordinate: " & CoordY.ToString())
C# コードの書き方

C#
int CoordX=0, CoordY=0;
c1Chart1.ChartGroups.Group0.
DataIndexToCoord(ChartSeries, ChartPoint, ref CoordX, ref CoordY);
Debug.Writeline("X Chart Coordinate: " + CoordX.ToString());
Debug.Writeline("Y Chart Coordinate: " + CoordY.ToString());

DataCoordToCoord メソッド
DataCoordToCoord メソッドは４つのパラメータを取り、ピクセル座標を返します。以下にサンプルコードを示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim CoordX, CoordY As Integer
C1Chart1.ChartGroups.Group0._
DataCoordToCoord(DataCordX, DataCoordY, CoordX, CoordY)
Debug.WriteLine("X Chart Coordinate: " & CoordX.ToString())
Debug.WriteLine("Y Chart Coordinate: " & CoordY.ToString())
C# コードの書き方

C#
int CoordX=0, CoordY=0;
c1Chart1.ChartGroups.Group0.
DataCoordToCoord(DataCordX, DataCoordY, ref CoordX, ref CoordY);
ConsoleDebug.Writeline("X Chart Coordinate: " + CoordX.ToString());
ConsoleDebug.Writeline("Y Chart Coordinate: " + CoordY.ToString());
メモ：
メモ：DataCoordToCoordメソッドを使用する例については、製品付属の「PropGridサンプル
サンプル」または 「FExplorerサン
サン
プル
プル」を参照してください。
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回転、拡大／縮小、移動、ズーム
C1Chart には、エンドユーザーによるインタラクティブ操作の実装を簡単化するさまざまなツールが組み込まれています。エ
ンドユーザーは、マウスと制御キーの組み合わせを使用して、グラフを移動、回転、およびズームできます。

エンドユーザーによるインタラクティブ操作
C1Chart には、エンドユーザーによるインタラクティブ操作の実装を簡単化するさまざまなツールが組み込まれています。エ
ンドユーザーは、マウスと制御キーの組み合わせを使用して、グラフを移動、回転、およびズームできます。
インタラクティブ機能の制御は、主に C1Chart の Interaction プロパティで行います。Interaction オブジェクトは、インタ
フェースをカスタマイズできる数多くのプロパティを持っています。すべてのプロパティは、設計時にプロパティウィンドウや
Action コレクションエディタ
コレクションエディタで設定したり、実行時に Interaction クラスを使って設定したりできます。Action コレクションエ
ディタ
ディタの詳細については、Action コレクションエディタを参照してください。
Interaction クラスには以下のプロパティが含まれています：
IsDefault プロパティは、アクション設定がデフォルトかどうかを示すブール値です。デフォルトを復元するに
は、IsDefault プロパティを true に設定します。
Enabled プロパティは、インタラクティブ操作の有効／無効を切り替えます。デフォルトではインタラクティブ
操作が無効になっていることに注意してください。
Actions プロパティは、グラフに使用できるアクションのコレクションを持っています。
以下のアクションがサポートされています。
Rotate アクションでは、表示角度を変更できます。このアクションは、3D 効果を持つグラフでのみ有効です。
Scale アクションは、選択した１つ以上の軸上のグラフのスケールを増減します。
Translate アクションでは、プロット領域をスクロールできます。
Zoom アクションでは、表示する矩形領域を選択できます。
拡大／縮小、移動、およびズームは、デカルト座標軸を持つグラフでのみ有効です。
各 Action オブジェクトは、アクションの動作のカスタマイズできるプロパティセットを提供します。
Name プロパティはアクションの名前を指定します。The Name gets the name of the action.
Axis プロパティはアクションと連動する軸を指定します。アクションに対して１本の軸のみを適用することも可
能です。たとえば、拡大／縮小や移動は、水平方向（X 軸）か垂直方向（Y 軸）の片方、もしくは両方に対して
適用できます。
MouseButton と Modifier プロパティは、アクションの実行を呼び出すマウスボタンとキー（［Alt］、［Ctrl］、
または ［Shift］）の組み合わせを指定します。

変換の制御
C1Chart の Transform イベントを使用し、グラフに適用する変換を調整できます。拡大／縮小、回転、ズームが発生する
と、Transform イベントが発生します。ハンドラをこのイベントに追加すると、軸の制限値を調整したりアクションをキャンセ
ルしたりできます。
以下のサンプルでは、X 軸の範囲を -10～10 に制限し、軸の最小値または最大値がこの範囲を超えた場合アクションを
キャンセルします。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub C1Chart1_Transform(ByVal sender As Object, _
ByVal e As
C1.Win.C1Chart.TransformEventArgs) Handles C1Chart1.Transform
If e.MinX < -10 Or e.MaxX > 10 Then
e.Cancel = True
End If
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void c1Chart1_Transform(object sender,C1.Win.C1Chart.TransformEventArgs e)
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{
if( e.MinX < -10 || e.MaxX > 10)
e.Cancel = true;
}

ズーム効果の生成
グラフでズーム効果を生み出すには、軸を調整するだけです。たとえば、２つのボタンコントロール（〈ズームイン
ズームイン〉ボタンと
〈ズームアウト
ズームアウト〉ボタン）をアプリケーションに追加し、Button_Click イベントに次のようなコードを設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' ズームインを制御
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim xMin As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Min
Dim xMax As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Max
Dim xChange As Double = (xMax - xMin) * 0.05
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Min = xMin + xChange
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Max = xMax - xChange
Dim yMin As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Min()
Dim yMax As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Max
Dim yChange As Double = (yMax - yMin) * 0.05
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Min = yMin + yChange
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Max = yMax - yChange
End Sub
' ズームアウトを制御
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button2.Click
Dim xMin As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Min
Dim xMax As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Max
Dim xChange As Double = (xMax - xMin) * 0.05
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Min = xMin - xChange
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisX.Max = xMax + xChange
Dim yMin As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Min()
Dim yMax As Double = Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Max
Dim yChange As Double = (yMax - yMin) * 0.05
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Min = yMin - yChange
Me.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Max = yMax + yChange
End Sub
C# コードの書き方

C#
// ズームインを制御
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
double xMin = this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Min;
double xMax = this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Max;
double xChange = (xMax - xMin) * 0.05;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Min = xMin + xChange;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Max = xMax - xChange;
double yMin = this.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Min();
double yMax = this.C1Chart1.ChartArea.AxisY.Max;
double yChange = (yMax - yMin) * 0.05;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisY.Min = yMin + yChange;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisY.Max = yMax - yChange;
}
// ズームアウトを制御
private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)

243

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
{
double xMin = this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Min;
double xMax = this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Max;
double xChange = (xMax - xMin) * 0.05;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Min = xMin - xChange;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisX.Max = xMax + xChange;
double yMin = this.c1Chart1.ChartArea.AxisY.Min();
double yMax = this.c1Chart1.ChartArea.AxisY.Max;
double yChange = (yMax - yMin) * 0.05;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisY.Min = yMin - yChange;
this.c1Chart1.ChartArea.AxisY.Max = yMax + yChange;
}

複数の Y 軸での拡大／縮小、移動、ズーム
２つめの Y 軸で拡大／縮小、移動、ズームといったインタラクティブ機能を使用するには、必要な Axis プロパティを設定す
る必要があります。次に例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.Interaction.Actions("Zoom").Axis = AxisFlagEnum.AxesAll
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.Interaction.Actions["Zoom"].Axis = AxisFlagEnum.AxesAll;
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C1Chart タスク別ヘルプ
タスク別ヘルプでは、Visual Studio のプログラミングに精通していることを前提にしています。ヘルプに説明された各手順に
従えば、C1Chart の各種のプロパティを使用してさまざまな種類のグラフを作成できます。また、優れた設計のインタフェー
スやエディタをさまざまに試すことにより、C1Chart 製品の充実した各機能も実感できます。

Y 軸のタイトルを回転する
Y 軸のタイトルを回転するには、次の例のように C1Chart.ChartArea.AxisY.Rotation の列挙体を使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart2.ChartArea.AxisY.Rotation = RotationEnum.Rotate180
C# コードの書き方

C#
c1Chart2.ChartArea.AxisY.Rotation = RotationEnum.Rotate180;

データ ラベルを回転する
データラベルを回転するには、次のコードを使用します。以下の例では、データラベルを90度で回転しています。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
dataSeries.DataLabel.Style.Rotation = RotationEnum.Rotate90
C# コードの書き方

C#
dataSeries.DataLabel.Style.Rotation = RotationEnum.Rotate90;

データ ラベルをパーセンテージとして円グラフで表示する
特定の時点での系列の合計を円グラフで表すには、下記の例のように {%YVAL} を使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
' ラベルを読みやすく表示するには、明るい色を利用します。
C1Chart1.ColorGeneration = ColorGeneration.Flow
' ChartArea を最大化します。
C1Chart1.ChartArea.Margins.SetMargins(0, 0, 0, 0)
C1Chart1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.None
' グラフの種類を設定します。
C1Chart1.ChartArea.Inverted = True
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Pie
' 以前のデータをクリアします。
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.Clear()
' データを追加します。
Dim ProductNames As String() = {"Mortgage", "Car", "Food", "Day Care",
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"Other", "Savings", "Utilities"}
Dim PriceX As Integer() = {2000, 1200, 500, 500, 450, 400, 350}
' シリーズのコレクションを取得します
Dim dscoll As ChartDataSeriesCollection =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
' シリーズにデータを挿入します。
For i As Integer = 0 To PriceX.Length - 1
Dim series As ChartDataSeries = dscoll.AddNewSeries()
' Y データ系列に価格を割り当てます。
series.Y(0) = PriceX(i)
' 凡例上の製品名と製品価格の書式設定します。
series.Label = String.Format("{0} ({1:c})", ProductNames(i),
PriceX(i))
series.DataLabel.Text = "{#TEXT}" & vbCr & vbLf & "{#YVAL}
({%YVAL:%})"
series.DataLabel.Compass = LabelCompassEnum.RadialText
series.DataLabel.Offset = -5
series.DataLabel.Visible = True
Next
' 円の凡例を表示します。
C1Chart1.Legend.Visible = True
' グラフの凡例にタイトルを追加します。
C1Chart1.Legend.Text = "Monthly Expenses"
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// ラベルを読みやすく表示するには、明るい色を利用します。
c1Chart1.ColorGeneration = ColorGeneration.Flow;
// ChartArea を最大化します。
c1Chart1.ChartArea.Margins.SetMargins(0, 0, 0, 0);
c1Chart1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.None;
// グラフの種類を設定します。
c1Chart1.ChartArea.Inverted = true;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType = C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Pie;
// 以前のデータをクリアします。
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.Clear();
// データを追加します。
string[] ProductNames = { "Mortgage", "Car", "Food", "Day Care", "Other",
"Savings","Utilities" };
int[] PriceX = {2000, 1200, 500, 500, 450, 400, 350 };
// シリーズのコレクションを取得します。
ChartDataSeriesCollection dscoll =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
// シリーズにデータを挿入します。
for (int i = 0; i < PriceX.Length; i++)
{
ChartDataSeries series = dscoll.AddNewSeries();
// 円をひとつ表示するには、1つの点を追加します。
series.PointData.Length = 1;
// Y データ系列に価格を割り当てます。
series.Y[0] = PriceX[i];
// 凡例上の製品名と製品価格の書式設定します。
series.Label = string.Format("{0} ({1:c})", ProductNames[i], PriceX[i]);
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series.DataLabel.Text = "{#TEXT}\r\n{#YVAL} ({%YVAL:%})";
series.DataLabel.Compass = LabelCompassEnum.RadialText;
series.DataLabel.Offset = -5;
series.DataLabel.Visible = true;
}
// 円の凡例を表示します。
c1Chart1.Legend.Visible = true;
// グラフの凡例にタイトルを追加します。
c1Chart1.Legend.Text = "Monthly Expenses";
}

このトピックの作業結果
データラベルはポイント値と各スライスのパーセンテージや円グラフ上のポイントを表します。

データ ラベルのフォントスタイルを設定する
太字等データ ラベルのフォント スタイルを設定するには、次のコードを使用できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
label.Style.Font = New System.Drawing.Font("Arial", 10,
System.Drawing.FontStyle.Bold)
C# コードの書き方

C#
label.Style.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 10,
System.Drawing.FontStyle.Bold);

各バーの上部にデータラベルを追加する
各バーの上部にデータラベルを追加するには、次のコードを使用できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
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Dim sc As ChartDataSeriesCollection =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
Dim i As Integer
For i = 0 To sc.Count - 1
With sc(i).DataLabel
.Visible = True
.Compass = LabelCompassEnum.North
.Text = "{#YVAL}"
End With
Next
End Sub
C# コードの書き方

C#
{
ChartDataSeriesCollection sc = C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList;
int i = 0;
for (i = 0; i <= sc.Count - 1; i++) {
{
sc(i).DataLabel.Visible = true;
sc(i).DataLabel.Compass = LabelCompassEnum.North;
sc(i).DataLabel.Text = "{#YVAL}";
}
}
}

ラベルを折り返す
改行文字(\n)を使用することで、手動的にテキストを折り返すことができます。
改行文字(\n)でデータラベルを折り返す例については、データ ラベルをパーセンテージとして円グラフで表示するを参照して
ください。

X軸と値の間の空間を透明なラベルで調整する
次のコードは、グラフに矢印のような透明な ValueLabelを追加します。この矢印が透明なので、エンドユーザに表示されま
せん。ValueLabel.MarkerSize プロパティを設定することで、値と軸の間の空間を調整することができます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod = C1.Win.C1Chart.AnnotationMethodEnum.Mixed
Dim vl As ValueLabel = c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels.AddNewLabel()
vl.Appearance = ValueLabelAppearanceEnum.TriangleMarker
vl.MarkerSize = 50
vl.Color = Color.Transparent
vl.NumericValue = 2
C# コードの書き方

C#
ValueLabel vl = c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels.AddNewLabel();
vl.Appearance = ValueLabelAppearanceEnum.TriangleMarker;
vl.MarkerSize = 50;
vl.Color = Color.Transparent;
vl.NumericValue = 2;

グラフ凡例とグラフヘッダの表示方法
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ヘッダ
ヘッダと凡例
凡例の両方に Compass と Location プロパティがあり、いずれかを使用して位置を変更することが可能で
す。CompassEnum を使用してCompass プロパティをNorth、South、East、Westに設定することができます。デフォルトとし
ては、Header と Legend がコンパス領域の中央に位置されます。Location プロパティを、XとY座標を受け付ける
System.Drawing.Point に設定できます。自動位置設定を使用するには、X と Y 座標を「-１」に設定します。

ヘッダを表示する
次のコードは、グラフヘッダを上部に配置します。ポイント座標を設定して位置の微調整が可能です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart1.Header.Text = "グラフヘッダ"
c1Chart1.Header.Compass = C1.Win.C1Chart.CompassEnum.North
c1Chart1.Header.Location = New Point(-1, -1)
c1Chart1.Header.Visible = True
C# コードの書き方

C#
this.c1Chart1.Header.Text = "グラフヘッダ";
this.c1Chart1.Header.Compass = C1.Win.C1Chart.CompassEnum.East;
this.c1Chart1.Header.Location = new Point(-1, -1);
this.c1Chart1.Header.Visible = true;

凡例を表示する
次の例では、グラフ凡例は左側に配置され、ポイント座標を調整して位置を微調整できます。
注意：
注意：-１が単にコンパス設定のデフォルト座標を使用し、一方または両方の座標が絶対位置を持てることを忘れない
でください。ポイントが位置に有効になるようにします。たとえば、グラフはヘッダーに合わせて縮小されるため、コンパ
スを North に設定した場合にあまり高い y 値を設定することは恐らく望ましくありません。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart1.Legend.Text = "グラフ凡例"
c1Chart1.Legend.Compass = C1.Win.C1Chart.CompassEnum.West
c1Chart1.Legend.Location = new Point(-1, -1)
c1Chart1.Legend.Visible = True
C# コードの書き方

C#
this.c1Chart1.Legend.Text = "グラフ凡例";
this.c1Chart1.Legend.Compass = C1.Win.C1Chart.CompassEnum.West;
this.c1Chart1.Legend.Location = new Point(-1, -1);
this.c1Chart1.Legend.Visible = true;

凡例を垂直方向に表示する
C1Chart の Style プロパティの下にある Orientation プロパティをhorizontal または、vertical に設定することができます。
凡例の方向を垂直に設定するには、本プロパティを「Vertical」に設定します。

1クリックで円の一切れを取得する
以下のコードを使用して、クリックするだけで円の一切れを取得できます：
Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic
Dim seriesIndex = 0
Dim pointIndex = 0
Private Sub C1Chart1_MouseMove(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles C1Chart1.MouseMove
Dim si, pi, d As Integer
If C1Chart1.ChartGroups(0).CoordToDataIndex(e.X, e.Y, _
C1.Win.C1Chart.CoordinateFocusEnum.XandYCoord, si, pi, d) Then
seriesIndex = si
pointIndex = pi
End If
End Sub
Private Sub C1Chart1_MouseClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles C1Chart1.MouseClick
MsgBox(C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(seriesIndex).Y(pointIndex))
End Sub
C# コードの書き方

C#
var seriesIndex = 0;
var pointIndex = 0;
private void //エラー：Handles 文がC#で対応されていません C1Chart1_MouseMove(System.Object
sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
int si = 0;
int pi = 0;
int d = 0;
if (C1Chart1.ChartGroups(0).CoordToDataIndex(e.X, e.Y,
C1.Win.C1Chart.CoordinateFocusEnum.XandYCoord, si, pi, d)) {
seriesIndex = si;
pointIndex = pi;
}
}
private void //Handles 文がC#で対応されていません C1Chart1_MouseClick(System.Object
sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
Interaction.MsgBox(C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(seriesIndex).Y(pointIndex));
}

マーカーを作成する
ラベルのマーカーを作成するには、以下のコードを使用できます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod = C1.Win.C1Chart.AnnotationMethodEnum.Mixed
Dim vl As ValueLabel = c1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels.AddNewLabel()
vl.Appearance = ValueLabelAppearanceEnum.TriangleMarker
vl.MarkerSize = 50
vl.Color = Color.Transparent
vl.NumericValue = 2
C# コードの書き方

C#
C1Chart1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod = C1.Win.C1Chart.AnnotationMethodEnum.Mixed
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Dim markerX As C1.Win.C1Chart.ValueLabel =
C1Chart1.ChartArea.AxisX.ValueLabels.AddNewLabel()
markerX.NumericValue = 3
markerX.Moveable = True
markerX.MarkerSize = 15
markerX.GridLine = True
markerX.Color = Color.Blue
markerX.Appearance = C1.Win.C1Chart.ValueLabelAppearanceEnum.ArrowMarker

X 軸と Y 軸へのスクロールバーの追加
以下の手順では、グラフの X 軸と Y 軸にスクロールバーを追加する方法を説明します。

プロパティウィンドウを使用した場合
1. C1Chart のプロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張して、AxisX ノードを拡張します。
2. ScrollBar ノードを拡張して、その Visible プロパティを True に設定します。
3. AxisX.Min プロパティを０に、Axis.Max プロパティを６に設定して、スクロールバーが最小値と最大値の間に表示さ
れるようにします。
4. デフォルトの AxisX スクロールバーは X 軸の中央に揃えられ、AxisX の最小値と最大値の間に表示されます。

5. C1Chart のプロパティウィンドウで、AxisY ノードを拡張します。
6. ScrollBar ノードを拡張して、その Visible プロパティを True に設定します。
7. AxisY.Min プロパティを５に、AxisY.Max プロパティを 25 に設定して、スクロールバーが最小値と最大値の間に表
示されるようにします。
デフォルトの AxisY スクロールバーは Y 軸の中央に揃えられ、AxisY の最小値と最大値の間に表示されます。

コードを使用した場合
以下のコードを追加して、グラフの X 軸と Y 軸にスクロールバーを追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' AxisX スクロールバーを設定
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' 注：cd 変数は ChartData を表す
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Min = cd.MinY
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Max = cd.MaxY
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Appearance = ScrollBarAppearanceEnum.Normal
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Visible = True
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Alignment = StringAlignment.Center
' AxisY スクロールバーを設定
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Min = cd.MinY
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Max = cd.MaxY
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Appearance = ScrollBarAppearanceEnum.Normal
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Visible = True
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Alignment = StringAlignment.Center
C# コードの書き方

C#
// AxisX スクロールバーを設定
// 注：cd 変数は ChartData を表す
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Min = cd.MinY;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Max = cd.MaxY;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Appearance = ScrollBarAppearanceEnum.Normal;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Visible = true;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.ScrollBar.Alignment = StringAlignment.Center;
// AxisY スクロールバーを設定
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Min = cd.MinY;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Max = cd.MaxY;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Appearance = ScrollBarAppearanceEnum.Normal;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Visible = true;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.ScrollBar.Alignment = StringAlignment.Center;

データセットへのシンボルの追加
［グラフ のプロパティ］ダイアログボックスを使用してシンボルをデータセットに追加するには、以下の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.
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C1Chart コントロールを右クリックして、C1Chart のコンテキストメニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスのツリービューペインで「データ
データ」を選択します。
［データセット
データセット］リストボックスからデータセットを選択します。
［シンボル
シンボル］ドロップダウン矢印をクリックして、利用可能なシンボルのリストを開きます。
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5. シンボルの形状（星など）を選択して、それを選択されたデータセットに追加します。

6. ［色
色］ドロップダウン矢印をクリックして、「DeepPink」を選択します。
7. ［アウトライン
アウトライン］チェックボックスを OFF にして、輪郭を削除します。
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8. 星のサイズを５から10 に増加させます。
9. シンボルの外観の変更が終了したら、〈OK〉をクリックします。

グラフ要素へのツールチップの追加
以下のトピックでは、C1Chart のヘッダ、フッタ、および DataSeries オブジェクトにツールチップを追加する方法を説明しま
す。

グラフのデータ点へのツールチップの追加
グラフのデータ系列にツールチップを追加するには、以下の手順を実行します。
1. C1Chart をフォームに追加します。
2. 次の指示文を追加して C1.Win.C1Chart 名前空間を宣言します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
3. 以下のコードを Form_load プロシージャに追加してデータ系列を宣言し、そのデータ系列にツールチップを追加しま
す。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart1.ToolTip.Enabled = True
Dim sc As ChartDataSeriesCollection =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
For Each ds As ChartDataSeries In sc
ds.TooltipText = "Series: {#TEXT}" + ControlChars.Cr + ControlChars.Lf + "x
= {#XVAL}" + ControlChars.Cr + ControlChars.Lf + "y = {#YVAL}"
Next ds
C# コードの書き方

C#
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ChartDataSeriesCollection sc =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
foreach (ChartDataSeries ds in sc)
ds.TooltipText = "Series: {#TEXT}" + '\r' + '\n' + "x = {#XVAL}" + '\r' +
'\n' + "y = {#YVAL}";
// ToolTip を有効化
c1Chart1.ToolTip.Enabled = true;

このトピックの作業結果
実行時にデータ点上にマウスポインタを置くと、次のように、各ポイントにツールチップが表示されます。

ヘッダとフッタへのツールチップの追加
グラフのヘッダとフッタにツールチップを追加するには、以下の手順を実行します。
1. C1Chart をフォームに追加します。
2. 次の指示文を追加して C1.Win.C1Chart 名前空間を宣言します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
3. 以下のコードを Form_Load プロシージャに追加して、ヘッダとフッタにツールチップを追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
'ToolTip を有効化
c1Chart1.ToolTip.Enabled = True
c1Chart1.Header.TooltipText = "This is header tooltip." + ControlChars.Cr +
ControlChars.Lf + "Second line."
c1Chart1.Footer.TooltipText = "This is footer tooltip." + ControlChars.Cr +
ControlChars.Lf + "Second line."
C# コードの書き方

C#
//ToolTip を有効化
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c1Chart1.ToolTip.Enabled = true;
c1Chart1.Header.TooltipText = "This is header tooltip.";
c1Chart1.Footer.TooltipText = "This is first line of the footer ToolTip.\nThis
is the second line of the footer ToolTip.";

このトピックの作業結果
次のように、実行時にグラフのヘッダまたはフッタの上にマウスポインタを置くと、ツールチップが表示されます。

軸へのツールチップの追加
グラフの軸にツールチップを追加するには、以下の手順を実行します。
1. C1Chart をフォームに追加します。
2. 次の指示文を追加して C1.Win.Chart 名前空間を宣言します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
3. 以下のコードを Form_load プロシージャに追加して、グラフの軸にツールチップを追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
'ToolTip を有効化
C1Chart1.ToolTip.Enabled = True
C1Chart1.ChartArea.AxisX.TooltipText = "X-Axis"
C1Chart1.ChartArea.AxisY.TooltipText = "Y-Axis"
C# コードの書き方

C#
//ToolTip を有効化
c1Chart1.ToolTip.Enabled = true;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.TooltipText = "X-Axis";
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c1Chart1.ChartArea.AxisY.TooltipText = "Y-Axis";

このトピックの作業結果
次のように、実行時にグラフ領域の x 軸と y 軸の上にマウスポインタを置くと、x 軸と y 軸のツールチップが表示されます。

視覚エフェクトデザイナを使用したグラフ要素のカスタマイズ
このセクションでは、視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを使用してグラフのヘッダ、フッタ、データセットの各要素を視覚的に強調するた
めのタスクを提供します。

視覚エフェクトデザイナへのアクセス
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスするには、［C1Chartタスク
タスク］メニュー（スマートタグ）、C1Chart のコンテキストメニュー、プ
ロパティグリッドエディタのいずれかを使用します。

［C1Chartタスク］メニュー
タスク］メニュー
C1Chart の右上隅のスマートタグ（ ）をクリックして、［C1Chart タスク
タスク］メニューを開き、［視覚エフェクト
視覚エフェクト］を選択します。

コンテキストメニュー
C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［視覚エフェクト
視覚エフェクト］を選択します。
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［プロパティ］ウィンドウ
C1Chart コントロールを右クリックして、［プロパティ
プロパティ］を選択します。［プロパティウィンドウ］の VisualEffects の横の〈...〉ボ
タンをクリックするか、Visual Studio の［プロパティウィンドウ］下部の Action リスト領域で [視覚エフェクト
視覚エフェクト]をクリックしま
す。C1Chart の［プロパティウィンドウ］の VisualEffects の各項目は下図のとおりです。

ヘッダとフッタのカスタマイズ
このセクションでは、グラフのヘッダとフッタにライトパターン、形状、影、プリセットスタイルを追加する方法を示します。ライト
効果のほか、このセクションでは、色相の変更や明度と彩度の増減によって既存色を強調する方法も示します。

ライトパターンの追加
グラフ要素内に繰り返しのライトパターンを表示するには、Scale プロパティを１より小さく設定します。Scale を小さくすると、
ライトパターンの繰り返し回数が多くなります。Scale プロパティの値の範囲は 0～1 です。
ライトパターンをグラフのヘッダとフッタ要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフヘッダとグラフフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナのアクセス方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Header］と［Footer］の横のボックスをクリックします。
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4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックします。ライトの Shape プロパティを Rectangle に設定します。
5. Scale プロパティを選択し、［スケール
スケール］スライダを左方向に 0.20 まで移動するか、テキストボックスに .20 を入力し
ます。
注意：
注意：Scale プロパティは、矩形のライトグラデーションにのみ適用できます。
ヘッダ要素に矩形パターンが繰り返されます。

フッタ要素に矩形パターンが繰り返されます。

トパターンをグラフのヘッダとフッタのテキスト要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナのアクセス方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
2. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Header］と［Footer］チェックボックスを OFF にし、[Header.Text] と
[Footer.Text] の横のボックスをクリックします。
3. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックします。ライトの Shape プロパティを Rectangle に設定します。
4. Scale プロパティを選択し、Scale スライダを 0.20 まで移動するか、テキストボックスに 0.20 を入力します。
注意：
注意：Scale プロパティは、矩形のライトグラデーションにのみ適用できます。
ヘッダのテキスト要素に矩形パターンが繰り返されます。

フッタのテキスト要素に矩形パターンが繰り返されます。

ライト形状の追加
ライト形状をグラフのヘッダとフッタ要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナのアクセス方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、[Header] の横のボックスをクリックした後、[Footer] の横のボックスをクリック
します。
4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックします。ライトの Shape プロパティを Ellipse に設定します。プレビューペインに楕円形状
が表示されます。
注意：
注意：楕円形状に２つの追加プロパティ（Shift と Size）が表示されます。
5. 楕円形状のサイズを小さくするには、Size プロパティを選択し、［サイズ
サイズ］スライダを左方向へ 0.3 まで移動します。
6. 楕円形状の位置を中央から左隅に移動するには、Shift プロパティを選択して［シフト
シフト］スライダを左方向にスライドし
ます。スライダを左方向に移動すると値が小さくなり、楕円のライト形状が変化します。
ヘッダ要素の隅にライトの楕円形状が表示されます。
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フッタ要素の隅にライトの楕円形状が表示されます。

ライト形状をグラフのヘッダとフッタのテキスト要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Header］と［Footer］チェックボックスを OFF にし、[Header.Text] と
[Footer.Text] の横のボックスをクリックします。
4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックします。ライトの Shape プロパティを Ellipse に設定します。
ヘッダのテキスト上に楕円形状が表示されます。

フッタのテキスト上に楕円形状が表示されます。

プリセットスタイルの追加
プリセットスタイルをグラフのヘッダとフッタ要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、[Header.Text] の横のボックスをクリックした後、[Footer.Text] の横のボック
スをクリックします。
4. 「プリセット
プリセット」タブをクリックし、先頭行の３番目のスタイルを選択します。プレビューペインに、選択したプリセットスタイ
ルが表示されます。
選択したプリセットスタイルがヘッダ上に表示されます。

選択したプリセットスタイルがヘッダ上に表示されます。

プリセットスタイルをグラフのヘッダとフッタのテキスト要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
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3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Header］と［Footer］チェックボックスを OFF にし、[Header.Text] と
[Footer.Text] の横のボックスをクリックします。
4. 「プリセット
プリセット」タブをクリックし、先頭行の３番目のスタイルを選択します。プレビューペインに、選択したプリセットスタイ
ルが表示されます。
選択したプリセットスタイルがヘッダのテキスト上に表示されます。

選択したプリセットスタイルがフッタのテキスト上に表示されます。

影の追加
影をグラフのヘッダとフッタ要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、[Header] の横のボックスをクリックした後、[Footer] の横のボックスをクリック
します。
4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックし、「影」グループにある Offset プロパティを選択します。
5. ［オフセット
オフセット］スライダを右方向に 2.5 までスライドするか、Offset のテキストボックスに 2.5 の値を入力します。
プレビューペインで、矩形に影が表示されます。
6. 影の透明度を下げるには、［透明度］を選択してスライダを 160 までスライドします。
プレビューペインの影の表示がより暗くなります。
ヘッダに影が表示されます。

フッタに影が表示されます。

影をグラフのヘッダとフッタのテキスト要素に追加するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。
グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフのフッタの追加方法の
詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。
視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナへのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Header］と［Footer］チェックボックスを OFF にし、[Header.Text] と
[Footer.Text] の横のボックスをクリックします。
4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックし、「影」グループにある Offset プロパティを選択します。
5. Offset スライダを右方向に 2.5 までスライドするか、Offset のテキストボックスに 2.5 の値を入力します。
プレビューペインで、矩形に影が表示されます。
6. 影の透明度を下げるには、［透明度
透明度］を選択してスライダを 160 までスライドします。
プレビューペインの影の表示がより暗くなります。
ヘッダのテキストに影が表示されます。
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フッタのテキストに影が表示されます。

ライトの焦点の調整
ライトの焦点をグラフのヘッダ要素に調整するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。 グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を
参照してください。グラフのフッタの追加方法の詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、[Header.Text] の横のボックスをクリックした後、[Footer.Text] の横のボック
スをクリックします。
4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックし、「ライト」グループにある Gradient プロパティを Triangle に変更します。「ライト」グ
ループに Focus プロパティが追加されます。デフォルト値は 0.1 です。
5. Focus プロパティを選択して、スライダを .55 までスライドし、ライトの焦点が両側に表示されるようにします。
プレビューペインで、矩形上にライトの焦点位置が表示されます。
三角形のライトはヘッダ要素の両隅に焦点があります。

三角形ライトはフッタ要素の両隅に焦点があります。

ライトの焦点をグラフのヘッダのテキスト要素に調整するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を
参照してください。グラフのフッタの追加方法の詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、[Header] と [Footer] チェックボックスを OFF にし、[Header.Text] と
[Footer.Text] の横のボックスをクリックします。
4. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックし、「ライト」グループにある Gradient プロパティを Triangle に変更します。「ライト」グ
ループに Focus プロパティが追加されます。デフォルト値は 0.1 です。
5. Focus プロパティを選択して、スライダを .55 までスライドし、ライトの焦点が反対側に表示されるようにします。
プレビューペインで、矩形上にライトの焦点位置が表示されます。
三角形ライトはヘッダのテキスト要素の両隅に焦点があります。

三角形ライトはフッタのテキスト要素の両隅に焦点があります。

色スライダを使用した既存色の強調
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グラフのヘッダ要素の背景色を強調するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加します。グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を
参照してください。グラフのフッタの追加方法の詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、[Header] の横のボックスをクリックした後、[Footer] の横のボックスをクリック
します。デフォルトの配色設定がヘッダの既存色に適用されるため、背景色はプレビューペインで多少違って表示さ
れます。
4. 「色
色」タブをクリックし、［色相シフト］スライダを 14 の値までスライドして青の色調を濃くします。
5. ［彩度］スライダを右方向に 100 までスライドします。彩度を 100% まで上げると、青の色調がより純色に近くなり鮮
やかになります。
6. ［輝度］スライダを右方向に -22 までスライドします。これにより、色調の輝度が少し上がります。
新しい色がヘッダ要素上に表示されます。

新しい色がフッタ要素上に表示されます。

オプションとして、色をさらにカスタマイズするには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを閉じて、フォーム上のグラフのヘッダを選択します。［ヘッダ］ツールバーが表示されます。

2. 〈背景
背景〉ボタンをクリックし、［色］ドロップダウンボックスから「Web」タブを選択します。
3. Blue を選択して、青色を既存色に追加します。フッタにも手順１～３を繰り返します。
グラフのヘッダの新しい色は以下のような表示になります。

グラフのフッタの新しい色は以下のような表示になります。

グラフのヘッダとフッタのテキスト要素のカスタム色を作成するには、以下の手順に従います。
1. グラフのヘッダとグラフのフッタを追加し、ForeColor は Navy、BackColor は DeepSkyBlue にそれぞれ設定し、テ
キストを太字にします。グラフのヘッダの追加方法の詳細は、「グラフのヘッダを追加する」を参照してください。グラフ
のフッタの追加方法の詳細は、「グラフのフッタを追加する」を参照してください。
2. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
3. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Header］と［Footer］チェックボックスを OFF にし、[Header.Text] と
[Footer.Text] の横のボックスをクリックします。
4. 「色
色」タブをクリックし、［彩度］スライダを右方向に 100 までスライドします。彩度が 100% まで上がります。
5. ［輝度］スライダを右方向に 24 までスライドします。これにより、輝度が上 がり、色調の表示が明るくなります。
6. ［色相シフト］スライダを左方向に０の値までスライドします。
新しい色がヘッダのテキストに表示されます。
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新しい色がフッタのテキストに表示されます。

色を変更して表示をピンクにするには、［色相シフト］スライダを右方向に 66 までスライドします。ヘッダのテキストと
フッタのテキストは以下のような表示になります。

データセットのカスタマイズ
このセクションでは、グラフのデータセットにライトのパターン、形状、影、プリセットを追加する方法を示します。ライト効果タ
スクに加え、このセクションでは色相、明度、彩度を使用してグラフのデータセットのカスタム色を作成する方法も示します。
このセクションの例では、グラフ種に円グラフ、およびそのデータセットにデフォルト色を使用します。

ライトパターンの追加
グラフ要素内に繰り返しのライトパターンを表示するには、Scale プロパティを１より小さく設定します。Scale を小さくすると、
ライトパターンの繰り返し回数が多くなります。Scale プロパティの値の範囲は 0～1 です。
グラフのデータセットのライトパターンを作成するには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
2. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Default］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
3. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックします。ライトの Shape プロパティを Rectangle に設定します。
4. Scale プロパティを選択し、［スケール］スライダを 0.20 までスライドするか、テキストボックスに .20 を入力します。
注意：
注意：Scale プロパティは、矩形のライトグラデーションにのみ適用できます。
円グラフのデータセットに矩形パターンが繰り返されます。

ライト形状の追加
グラフのデータセットのライト形状を作成するには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
2. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Default］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
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フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
3. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックします。ライトの Shape プロパティを Ellipse に設定します。プレビューペインに楕円形状
が表示されます。
注意：
注意：楕円形状に２つの追加プロパティ（Shift と Size）が表示されます。
4. 楕円形状のサイズを大きくするには、Size プロパティを選択し、［サイズ
サイズ］スライダを右方向に１までスライドします。
5. ライトの強度を上げるには、Intensity プロパティを選択し、［強度］スライダを右方向に 1.0 までスライドします。ライ
トの強度が上がります。
ライトの楕円形状がデータセットの中央に表示されます。

プリセットスタイルの追加
グラフのデータセットにプリセットスタイルを追加するには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
2. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Default］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
3. 「プリセット
プリセット」タブをクリックし、先頭行の３番目のスタイルを選択します。
プレビューペインに、選択したプリセットスタイルが表示されます。
選択したプリセットスタイルがデータセット上に表示されます。

影の追加
グラフのデータセットの影を作成するには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
2. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Default］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
3. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックし、「影」グループにある Offset プロパティを選択します。
4. ［オフセット
オフセット］スライダを右方向に３までスライドするか、Offset のテキストボックスに３の値を入力します。プレビュー
ペインで、矩形上に影が表示されます。
5. 影の透明度を下げるには、Transparency を選択してスライダを 160 までスライドします。
プレビューペインの影の表示がより暗くなります。
データセット上に影が表示されます。
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ライトの焦点の調整
グラフのデータセットのライトの焦点を調整するには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
2. ［使用可能な要素
使用可能な要素］リストボックスで、［デフォルト
デフォルト］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
3. 「パラメータ
パラメータ」タブをクリックし、「ライト」グループにある Gradient プロパティを Triangle に変更します。「ライト」グ
ループに Focus プロパティが追加されます。
4. Focus プロパティを選択して、スライダを 0.5 までスライドし、ライトの焦点がデータセットの中央に表示されるように
します。
5. Intensity プロパティを選択して 1.0 を入力し、ライトの強度を上げます。
プレビューペインで、矩形上にライトの焦点位置が表示されます。
三角形のライトの焦点はデータセット要素の中央にあります。

色スライダを使用した既存色の強調
グラフのデータセットのカスタム色を作成するには、以下の手順に従います。
1. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］デザイナを開きます。［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］デザイナへのアクセス方法の詳細は、「［グラフのプ
ロパティ］ダイアログボックスの使用」を参照してください。
2. series 0 を赤、series 1 を緑、series 2 を青、series 3 を黄色に設定します。［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］デザイナを使用し
てデータセットに色を適用する方法の詳細は、「データセットの外観を変更する」を参照してください。各データセットの
色は以下のような表示になります。

3. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
4. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Default］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
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5. 「色
色」タブをクリックし、［輝度］スライダを -55 の値までスライドします。色の表示が暗くなります。
6. ［彩度］スライダを右方向に 100 までスライドします。彩度を 100% まで上げると、色調がより純色に近くなり鮮やかに
なります。データセットの元の色が強調されます。

オプションとして、データセットの色を変更するには、以下の手順に従います。
「色」タブで、［色相シフト］スライダを 247 までスライドします。スライダを移動すると色が変更されることに注意し
てください。

データセットのシンボルサイズの拡大
ScaleEffect プロパティを調整し、XY プロットのシンボルサイズを大きくします。
XY プロットでデータセットのシンボルのシンボルサイズを大きくするには、以下の手順に従います。
1. 視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナを開きます。視覚エフェクト
視覚エフェクトデザイナにアクセスする方法の詳細は、「視覚エフェクトデザイナ
へのアクセス」を参照してください。
2. ［利用可能な要素
利用可能な要素］リストボックスで、［Default］の横のボックスをクリックします。データセットのデフォルトの視覚エ
フェクトの設定が C1Chart コントロールに表示されます。
3. 「パラメータ
パラメータ」タブを選択し、ScaleEffect プロパティを選択してスライダを 0.6 まで移動するか、0.6 を入力します。
ScaleEffect プロパティでシンボルのサイズが大きくなります。

プロパティウィンドウでグラフ要素の作成と書式設定
このセクションでは、プロパティウィンドウを使用してグラフ要素の作成と書式設定に関するタスクについて説明します。
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プロパティウィンドウでグラフフッタを追加する
C1Chart のプロパティウィンドウでグラフフッタを追加するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. Footer ノードを展開して、Text プロパティにテキスト「フッタ
フッタ」を入力します。
3. Visible プロパティを True に設定します。

プロパティウィンドウでグラフヘッダを追加する
C1Chart のプロパティウィンドウでグラフヘッダを追加するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. Header ノードを展開して、Text プロパティにテキスト「ヘッダ
ヘッダ」を入力します。
3. Visible プロパティを True に設定します。

プロパティウィンドウでグラフ凡例を追加する
C1Chart のプロパティウィンドウでグラフ凡例を追加するには、以下の手順に従います。
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1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. Legend ノードを展開して、Text プロパティにテキスト「凡例
凡例」を入力します。
3. Visible プロパティを True に設定します。

プロパティウィンドウでグラフにデータ系列とデータを追加する
C1Chart のプロパティウィンドウでデータ系列を追加するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. C1Chart の［プロパティ］ウィンドウ
の［プロパティ］ウィンドウの［その他
その他］グループにて、ChartGroups ノードを展開します。
3. ［Group0］内の［ChartData］を展開して、SeriesList プロパティの横にある（…）ボタンをクリックします。
4. ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタが開き、［追加
追加］ボタンをクリックして新規系列を追加します。
5. X ノードを展開して、Length プロパティに「5」を入力します。
6. DataType プロパティを System.Single に設定します。
7. X プロパティの横にある（…）ボタンをクリックして、X値として1、2、3、4、5を入力します。

8. Y ノードを展開して、Length プロパティに「5」を入力します。
9. DataType プロパティを System.Single に設定します。
10. Y プロパティの横にある（…）ボタンをクリックして、Y値として13、14、15、16、17を入力します。
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11. ［OK］をクリックします。

プロパティウィンドウでグラフにラベルを追加する
C1Chart のプロパティウィンドウでラベルを追加するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. ChartLabels を展開して、LabelsCollection の横にある（…）ボタンをクリックします。
3. Label コレクションエディタ
コレクションエディタにて、C1Chart コントロールに新規ラベルを追加するには、［追加
追加］ボタンをクリックしま
す。
4. AttachMethod プロパティのドロップダウンから DataIndex を選択します。AttachedBy.DataIndex コマンドアイテ
ムが AttachMethodEnum の DataIndex メンバーを取得し、Label.AttachMethod をラベルに設定します。グラフ
上のプロット領域の特定データ点に添付します。
5. AttachMethodData ノードを展開します。PointIndex および SeriesIndex プロパティに値が結び付けられているこ
とに注意してください。DataIndex の添付メソッドがデータポイントでラベルを添付するからです。「0」の GroupIndex
値が ChartGroup0、「1」の PointIndex が系列上の2番目のデータポイントと「2」の SeriesIndex がグラフ上の3番
番
目の系列を表します。
6. Text プロパティを Label に設定します。
7. ［OK］をクリックして、ラベルコレクションエディタ
ラベルコレクションエディタを閉じます。
3番目のデータ系列の2番目のデータ点にラベルが表示されます。
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プロパティウィンドウでグラフに展開したラベルを追加する
C1Chart のプロパティウィンドウでラベルを追加するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. ChartLabels を展開して、LabelsCollection の横にある（…）ボタンをクリックします。
3. Label コレクションエディタ
コレクションエディタにて、C1Chart コントロールに新規ラベルを追加するには、［追加
追加］ボタンをクリックしま
す。
4. AttachMethod プロパティのドロップダウンから DataIndex を選択します。AttachedBy.DataIndex コマンドアイテ
ムが AttachMethodEnum の DataIndex メンバーを取得し、ラベルに Label.AttachMethod を設定します。グラフ
上のプロット領域の特定データ点に添付します。
5. AttachMethodData ノードを展開します。PointIndex および SeriesIndex プロパティに値が結び付けられているこ
とに注意してください。DataIndex の添付メソッドがデータポイントでラベルを添付するからです。「0」の GroupIndex
値が ChartGroup0、「1」の PointIndex が系列上の2番目のデータ点と「2」の SeriesIndex がグラフ上の3番目
番目の
系列を表します。
6. Text プロパティを RotatingLabel 煮設定します。
7. Connected プロパティを True に設定します。
8. Offset プロパティを「10」に設定します。
9. RotationOverride プロパティを 「60」に設定します。
アニメーションを処理するコードを作成すると、ラベルが60度で時計回りに展開します。

プロパティウィンドウで ChartType を選択する
C1Chart のプロパティウィンドウで ChartType を選択するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. ChartGroups ノードを展開し、グラフ種別を変更したいChartGroup、Group0 または Group1、を展開します。
3. ChartType ドロップダウンをクリックし、リストから Bar グラフを選択します。
C1Chart コントロールに Bar グラフが表示されます。
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プロパティウィンドウでグラフラベルの外観を変更する
C1Chart のプロパティウィンドウでグラフラベルを変更するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
2. ChartLabels ノードを展開し、LabelsCollection の横にある（…）ボタンをクリックします。
3. Members リストから既存のラベルを選択し、Style ノードを展開します。
4. Border ノードを展開し、BorderStyle を Solid、Color を Gray、Thickness を2に設定します。
5. ForeColor を Red に設定し、OK をクリックします。
ラベルの外観が変更されました。

プロパティウィンドウでX・Y軸の外観を変更する
C1Chart のプロパティウィンドウ
のプロパティウィンドウで X・Y軸の外観を変更するには、以下の手順に従います。
1. C1Chart コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパティ
プロパティ］を選択します。右ペインに C1Chart コン
トロールの［プロパティ］ウィンドウが表示されます。
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2. ChartArea ノードを展開し、AxisX を展開します。
3. ForeColor プロパティの横にあるドロップダウンをクリックし、［カスタム］タブから Green を選択します。
4. AxisY ノードを展開し、ForeColor プロパティの横にあるドロップダウンをクリックし、［カスタム
カスタム］タブからGreen を選
択します。
X・Y軸の前景色が緑色に変更されました。

スマートデザイナを使用してグラフ要素の作成や編集を行う
このセクションでは、スマートデザイナを使用してグラフ要素の作成や編集などを行うためのタスクを中心に取り上げます。
このセクションでは、プロパティウィンドウでグラフのプロパティを設定する方法の代わりに、スマートデザイナを使用して
C1Chart の要素をフォーム上で直接作成、編集する方法を説明します。コードをまったく使用せずに、単純グラフや複合グラ
フを作成できます。すべて、設計時に C1Chart の各種エディタを使用して行えます。

グラフのフッタを追加する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用して、グラフのフッタを追加する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから、［レイアウト
レイアウト］ドロップダウン矢印を選択し、［フッタ
フッタ］項目を選択し
ます。
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グラフ領域の下側に［フッタ
フッタ］要素が表示されます。これは、グラフの［フッタ
フッタ］要素のデフォルト位置です。

グラフのヘッダを追加する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用して、グラフのヘッダを追加する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから、［レイアウト
レイアウト］ドロップダウン矢印を選択し、［ヘッダ
ヘッダ］項目を選択し
ます。
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グラフ領域の上側にヘッダ
ヘッダが表示されます。これは、グラフのヘッダ
ヘッダ要素のデフォルト位置です。

グラフの凡例を追加する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用して、グラフの凡例
凡例を追加する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから、［レイアウト
レイアウト］ドロップダウン矢印を選択し、［凡例
凡例］項目を選択し
ます。
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グラフ領域の右側（グラフ領域の東側）に［凡例
凡例］要素が表示されます。これは、グラフの［凡例
凡例］要素のデフォルト位
置です。

データセットをグラフに追加する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用し、データセットをグラフに追加する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. ［データ
データ］ドロップダウン矢印を C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［データセットの編集
データセットの編集］項目
を選択します。
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3. グラフのデータセットの［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタが表示されます。〈追加
追加〉ボタンを選択して、新しいデータセットを
グラフに追加します。

4. 感嘆符（!）が点滅して表示され、新しいデータセットにデータを追加する必要があることを警告します。
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データセットにデータを追加する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用して、データセットにデータを追加する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. ［データ
データ］ドロップダウン矢印を C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［データテーブルの編集
データテーブルの編集］
項目を選択します。

3. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］の[データテーブル
データテーブル］エディタが表示されます。テーブル内の新しいデータセットを検索して、任意
の X 値と Y 値を新しいデータセットに入力します。
4. 新しいデータセットの X と Y データ値を入力したら、［OK］を選択します。新しいデータセットがグラフに表示されま
す。
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グラフのラベルを追加する
このトピックでは、［プロット領域］ツールバーから［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタを使用して、グラフラベルを追加する方法を示しま
す。
1. グラフコントロールのプロット領域を選択します。［プロット領域
プロット領域］ツールバーが表示されます。

2. ［プロット領域］ツールバーのドロップダウンメニューから、［ラベルの追加と編集
ラベルの追加と編集］を選択します。［ラベルの編集］エ
ディタが表示されます。
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3. 〈追加
追加〉ボタンをクリックして、新しいラベルをグラフに追加します。さらにラベルを追加する場合、この操作を繰り返し
ます。ラベルを削除したい場合、削除するラベルを選択して、〈削除
削除〉ボタンをクリックします。

4. 「閉じる
閉じる」ボタンをクリックし、[ラベルの編集
ラベルの編集]エディタを閉じます。
指定された座標にLabel0が表示されます。

グラフの種類を選択する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用してグラフの種類を選択する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、〈開く
開く〉ボタン をクリックして、C1Chart ツールバーを開きます。
2. 〈グラフ種
グラフ種〉ボタンからドロップダウン矢印を選択し、線
線（折れ線グラフ）を選択します。
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折れ線
折れ線グラフが C1Chart コントロールに表示されます。

グラフのサブタイプを選択する
このトピックでは、C1Chart ツールバーからグラフのサブタイプを選択する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. 〈グラフのサブタイプ
グラフのサブタイプ〉ボタンからドロップダウン矢印を選択し、サブタイプとして［X-Y グラフ
グラフ, 結線
結線, シンボル
シンボル］を選択
します。
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グラフのサブタイプとして［X-Y グラフ, 結線, シンボル］がグラフコントロールに表示されます。

グラフのラベルを編集する
このトピックでは、グラフラベルのテキストを編集する方法を示します。
1. 既存のラベルを選択し、［ラベル］ツールバーから〈文字列の編集
文字列の編集〉ボタンを選択します。

2. ラベルのテキストボックスが編集可能になります。
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3. カーソルを Label0 の上に置き、新しいラベル名を入力します。

X 軸と Y 軸を編集する
このトピックでは、フォーム上で Y 軸と X 軸のラベル名を直接編集する方法を示します。
1. C1Chart コントロール上で Y 軸を選択します。Y 軸の垂直ボックス内をもう一度クリックします。Y 軸の水平テキスト
ボックスが表示されます。

2. Y 軸のテキストボックスに「価格
価格」と入力し、［Enter］キーを押します。
3. C1Chart コントロール上で X 軸を選択し、水平ボックス内でクリックします。X 軸のテキストボックスが表示されます。
4. X 軸テキストボックスに「数量
数量」と入力し、［Enter］キーを押します。
Y 軸ラベルに「価格」、X 軸ラベルに「数量」が表示されます。
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グラフのフッタの外観を変更する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用して、グラフのフッタの外観を変更する方法を示します。
1. ［フッタ］ツールバー内の〈プロパティ
プロパティ〉ボタンを選択します。

2. 前景色
前景色、塗りつぶし
塗りつぶし、境界線
境界線 の各プロパティを次のように変更します。
前景色を Maroon に設定します。
塗りつぶしの色を「グラデーション
グラデーション」に設定し、色１を MistyRose、色２を RosyBrown に設定します。
フォントの種類を「ＭＳ
ＭＳ Ｐ明朝
Ｐ明朝」に設定し、フォントスタイルを Bold、フォントサイズを 12 に設定します。
3. ダイアログから［OK］を選択します。グラフに［フッタ
フッタ］要素の新しい変更が表示されます。
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グラフヘッダの外観を変更する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用し、グラフのヘッダの外観を変更する方法を示します。
1. ［ヘッダ］ツールバー内の〈プロパティ
プロパティ〉ボタンを選択します。
2. 前景色
前景色、塗りつぶし
塗りつぶし、境界線
境界線の各プロパティを次のように変更します。
前景色を DodgerBlue に設定します。
塗りつぶしの色を LightSkyBlue に設定します。
境界線のスタイルを Solid に設定し、境界線の色を DarkBlue に設定します。
フォントスタイルを Bold に設定し、フォントサイズを 12 に設定します。
3. ダイアログから［OK］を選択します。［ヘッダ
ヘッダ］要素の新しい変更がグラフに表示されます。

グラフの凡例の外観を変更する
このトピックでは、C1Chart ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンを使用して、グラフの凡例
凡例の外観を変更する方法を示します。
1. ［凡例］ツールバー内の〈プロパティ
プロパティ〉ボタンを選択します。
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2. 前景色、塗りつぶし
塗りつぶし、境界線
境界線の各プロパティを次のように変更します。
前景色
前景色を Navy に設定します。
塗りつぶし
塗りつぶしの色を Info に設定します。
境界線
境界線のスタイルを Raised に設定します。
3. ダイアログから［OK］を選択します。グラフに［凡例
凡例］要素の新しい変更が表示されます。

データセットの外観を変更する
このトピックでは、C1Chart ツールバーを使用して、データセットの外観を変更する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は 〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart ツールバーを開き
ます。
2. ［データ
データ］ドロップダウン矢印を C1Chart ツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［データセットの編集
データセットの編集］項目
を選択します。
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データセットの［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタが表示されます。
3. Series0 を選択して、<線
線>のドロップダウン矢印をクリックします。以下の操作に従って、 プロパティの色、線種、太さ
を変更します。
［色
色］ドロップダウンリストボックスから、Fuchsia を選択します。
［線
線］ドロップダウンリストボックスから、Dash（破線）
（破線）スタイルを選択します。
［幅
幅］ドロップダウンリストボックスから、レベル２
レベル２を選択します。

4. ［OK］を選択します。グラフに series 0 が表示されます。
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データセットの色テーマを変更する
このトピックでは、C1Chart フローティングツールバーを使用して、データセットの外観を変更する方法を示します。
1. C1Chart コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く
開く〉ボタン をクリックして C1Chart フローティングツー
ルバーを開きます。
2. ［データ
データ］ドロップダウン矢印を C1Chart フローティングツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［データセッ
データセッ
トの編集
トの編集］項目を選択します。

データセットの［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］エディタが表示されます。
3. Series0 を選択し、「色生成
色生成」のドロップダウン矢印をクリックします。ドロップダウンメニューから、任意の色テーマ、
例えば、「Metro」を選択します。
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色テーマが全てのデータセットに適用されます。
4. ［OK］ を選択します。グラフが変更されます。

グラフラベルの添付形式を使用する
［ラベル］ツールバーには、グラフラベルの３種類の添付形式があります。以下の各手順で、設計時にラベルの添付形式を
使用する方法を示します。コード操作によるこれらの添付形式の使用方法についての詳細は、「ピクセル座標を使用してグ
ラフラベルを追加する」、「データ座標を使用してグラフラベルを追加する」、「データ点を使用してグラフラベルを追加する」、
または、「データ点 + Y値を使用してグラフラベルを追加する」 を参照してください。

座標による添付形式を使用する
座標による添付形式は、AttachMethodEnum 列挙体のメンバを取得して、ラベルの AttachMethod プロパティの値を設定
します。ラベルをグラフ上の任意の位置に添付します。以下の各手順は、この形式を使用してラベルを添付する方法を示し
ます。
1. 既存のグラフラベルを選択して、ドロップダウンメニューから［座標での添付
座標での添付］項目を選択します。ラベルが存在しない
場合、ラベルを追加します。設計時におけるグラフラベルの追加の詳細は、グラフのラベルを追加するを参照してくだ
さい。
2. ［ラベル
ラベル］ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンをクリックし、［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタ内で以下を確認します。
［座標での添付］項目が選択されて、AttachMethod が Coordinate に設定されています。
X と Y 座標値を特定して、ピクセル値に設定されていることを確認します。この座標添付形式では、X と Y
のピクセル値でラベルを添付するためです。
上記の２つの観察事項は下図のようになります。
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3. ラベルに別の位置を指定したい場合、単純に X と Y 座標ピクセル値を、グラフ上のラベルを配置したい位置に変更
します。

データ座標による添付形式を使用する
［データ座標での添付］項目コマンドは、AttachMethodEnum 列挙体の DataCoordinate メンバを取得して、ラベルの
AttachMethod プロパティの値を設定します。ラベルをグラフのプロット領域内の任意の位置または指定した座標位置に添
付します。以下の各手順は、この形式を使用してラベルを添付する方法を示します。
1. 既存のグラフラベルを選択して、ドロップダウンメニューから［データ座標での添付
データ座標での添付］項目を選択します。

2. ［ラベル］ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンをクリックし、［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタ内で以下を確認します。
データ座標による添付］項目が選択されて、AttachMethod が DataCoordinate に設定されています。
X と Y 座標値を特定して、X と Y 座標の値がそれぞれ設定されていることを確認します。このデータ座標
添付形式では、定義した X と Y 値によってラベルを添付するためです。
上記の２つの観察点は下図のようになります。
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3. ラベルを別の座標ペアに表示したい場合、単に［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタ内の X 座標と Y 座標を変更します。たとえ
ば、ラベルを (2, 16) 座標ペアに表示したいとします。［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタで、X 値を２に、Y 値を 16 に変更しま
す。(2, 16) XY 座標ペアにラベルが表示されます。ラベルの新しい位置は下図のようになります。

データインデックスによる添付形式を使用する
［データインデックスでの添付
データインデックスでの添付］コマンド項目は、AttachMethodEnum 列挙体の DataIndex メンバを取得し、ラベル
の AttachMethod プロパティの値を設定します。ラベルを、グラフのプロット領域の特定のデータ点に添付しま
す。GroupIndex、PointIndex、SeriesIndex の各プロパティを指定できます。以下の各手順は、この形式を使用してラベル
を添付する方法を示します。
1. 既存のグラフラベルを選択して、ドロップダウンメニューから［データインデックスでの添付
データインデックスでの添付］項目を選択します。
2. ［ラベル
ラベル］ツールバーの〈プロパティ
プロパティ〉ボタンをクリックし、［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタ内で以下を観察します。
［データインデックスによる添付
データインデックスによる添付］項目が選択されて、AttachMethod が DataIndex に設定されています。
AttachMethodData オブジェクトを展開します。PointIndex プロパティと SeriesIndex プロパティはそれ
ぞれに関連付けられた値を持つことに注意してください。このデータインデックス添付形式では、データ点
によってラベルを添付するからです。GroupIndex 値の０は ChartGroup0、PointIndex 値の１はデータ
セット内の２番目のデータ点、SeriesIndex 値の２はグラフの３番目のデータセットを表します。
上記の２つの観察点は下図のようになります。
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3. ラベルを別のデータ点に表示したい場合、［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタ内のPointIndex プロパティとSeriesIndex プロパ
ティを変更します。たとえば、series1、point3 のラベルを設定すると仮定します。［ラベルの編集
ラベルの編集］エディタで、
SeriesIndex 値を１に、PointIndex 値を３に変更します。series1、point3 にラベルが表示されます。

ローソク足チャートのタスク
以下のトピックでは、ローソク足チャートに適用される作業について説明します。

ローソクの本体幅の拡張
ローソク足チャートで本体の幅を拡張するには、次のようなコードで Size プロパティに大きな値を指定します。注：ローソクの
本体幅のデフォルト値は５です。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).ChartSymbolStyle.Size = 10
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].ChartSymbolStyle.Size = 10;
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上昇時のローソクの塗りつぶし色の作成
株価上昇の塗りつぶし色を作成するには、FillTransparent と SymbolStyle の Color プロパティを使用します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart1.ChartGroups(0).HiLoData.FillTransparent = False
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList[0].SymbolStyle.Color = Color.Yellow
C# コードの書き方

C#
c1Chart1.ChartGroups[0].HiLoData.FillTransparent = false;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].SymbolStyle.Color = Color.Yellow;

特定のグラフ種の作成
C1Chart ではさまざまな種類のグラフを作成できます。大部分は基本的なグラフで、ウィザードまたはグラフのプロパティを
使用して作成できます。このセクションでは、数多くの種類のグラフを示し、結果のグラフを作成するために設定できる各プロ
パティを示します。特定のグラフの種類の詳細を見るには、グラフイメージをクリックします。クリックしたグラフ種の各グラフ
プロパティに関する詳細が表示されます。

折れ線グラフ
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折れ線グラフの種類には、次の６種類のサブタイプがあります。
XY 折れ線グラフ

積層型 XY 折れ線グラフ

XY 折れ線グラフ（シンボ
ル）

積層型 XY 折れ線グラフ
（シンボル）

3D XY 折れ線グラフ

積層型 3D XY 折れ線グ
ラフ

XY 折れ線グラフ
以下のグラフは、基本的な XY 軸を使用した標準の折れ線グラフを示します。

XY グラフは、結線したデータ点を表します。単純な XY 折れ線グラフを作成するには、ChartGroup クラスで以下のプロパ
ティを設定できます。
ChartArea

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型 XY 折れ線グラフ
以下のグラフは、積層型折れ線グラフを示します。
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積層型エリアグラフは、直前に描かれたデータセットの値の上に各データセットの値を重ねることでデータを表します。これ
は、ChartGroup クラスの以下のプロパティを設定して簡単に行えます。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

XY 折れ線グラフ（シンボル）
以下のグラフは、基本的な 3D 折れ線グラフを示します。

この種類のグラフは、標準の折れ線グラフの基本設定を使用しますが、Use3D プロパティを True に変更します。3D 折れ線
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グラフのプロパティ設定は以下のとおりです。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 線または帯状の各セグメン
トの輪郭をプロット領域の前景色で描画し、データ点の位置と奥行きの表示を追加します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型 XY 折れ線グラフ（シンボル）
以下のグラフは、積層型折れ線グラフ（シンボル）を示します。

シンボルを使用した基本的な積層型 XY 折れ線グラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。
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シンボルをグラフに追加する方法の詳細は、「ChartDataSeries コレクションエディタ」を参照してください。

3D XY 折れ線グラフ
以下のグラフは、基本的な 3D 折れ線グラフを示します。

この種類のグラフは、標準の折れ線グラフの基本設定を使用しますが、Use3D プロパティを True に変更します。3D 折れ線
グラフのプロパティ設定は以下のとおりです。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 線または帯状の各セグメン
トの輪郭をプロット領域の前景色で描画し、データ点の位置と奥行きの表示を追加します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型 3D XY 折れ線グラフ
以下のグラフは、積層型 3D 折れ線グラフを示します。
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基本的な積層型 XY 折れ線グラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 線または帯状の各セグメン
トの輪郭をプロット領域の前景色で描画し、データ点の位置と奥行きの表示を追加します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

XYプロットグラフ（散布図）
XYプロットグラフ（散布図）は、７種類のサブタイプを持ち、グラフの種類を選択するときに利用できます。バブルチャートを作
成する場合は、サブタイプの６か７を選択してください。
XY プロット-散布図（シンボル）

XY プロット-散布図（平滑線）

XY プロット-散布図（線）

XY プロット-散布図（平滑線と
シンボル）

XY プロット-散布図（線とシン
ボル）

バブルチャート

バブルチャート（線）

XY プロット-散布図（シンボル）
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以下のグラフは、標準の散布図を示します。

標準の散布図のプロパティは、折れ線グラフと同じ設定を持っています。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを XYPlot に設定し、標準の折れ線グラフを作成しま
す。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

唯一の違いは、ChartData クラスの SeriesList プロパティで LineStyle プロパティを None に設定する点です。線スタイル
を削除するには、コードによるか、ChartDataSeries コレクションエディタを使用します。これを行うには、LineStyle プロパ
ティを None に設定します。

XY プロット-散布図（線）
以下のグラフは、基本的な散布図（線）を示します。

このグラフは、標準の折れ線グラフと同じです。このグラフのプロパティの設定の詳細は、「XY 折れ線グラフ」を参照してくだ
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さい。

XY プロット-散布図（線とシンボル）
以下のグラフは、基本的な散布図（線とシンボル）を示します。

このグラフは、線とシンボルを使用する標準の折れ線グラフと同じです。このグラフのプロパティの設定の詳細は、「XY 折れ
線グラフ（シンボル）」を参照してください。

xyplot-scatter(smoothline)
以下のグラフは、散布図（平滑線）を示します。

平滑線を使用する基本的な散布図を作成するには、標準の折れ線グラフと同じプロパティ設定を使用します。これらのプロ
パティの詳細は、「XY 折れ線グラフ」を参照してください。データセットごとに、ChartDataSeries クラスの FitType プロパ
ティを Spline に設定します。ChartDataSeries コレクションエディタでこれを指定することもできます。下図に例を示します。
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XY プロット-散布図（平滑線とシンボル）
以下のグラフは、散布図（平滑線とシンボル）を示します。

平滑線とシンボルを使用する基本的な散布図を作成するには、「XY プロット-散布図（平滑線）」と同じプロパティ設定を使用
します。さらに、データはグラフ上に特定のデータ点を表すシンボルを使用して表示されます。

バブルチャート
基本的なバブルチャートは下図のとおりです。
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基本的なバブルチャートを作成するには、いくつかの項目を指定する必要があります。X 軸と Y 軸の各設定は、グラフ上の
バブルの位置を表示します。これに加え、Y1 軸も指定する必要があります。Y1 軸はバブルのサイズを決定します。バブル
チャートを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bubble にしてバブルチャートを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

これらの汎用プロパティに加え、ChartDataSeries クラスからの以下のプロパティを設定します。
LineStyle

色、太さ、パターンなど、データセットの線スタイルを制御します。Pattern プロパティを None に設定しま
す。

SymbolStyle 色、サイズ、形状など、データセットのシンボルスタイルを制御します。この例では、Shape、Color、Size
の各プロパティを、データセットに指定したい設定に設定します。

バブルチャート（線）
以下のグラフは、標準的なバブルチャート（線）を示します。
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この種類のグラフを作成するには、単純なバブルチャートと同じ設定を使用します。詳細は、「バブルチャート」を参照してくだ
さい。単純なグラフとの唯一の違いは、ChartDataSeries クラスで以下のプロパティを変更する必要がある点です。
LineStyle

色、太さ、パターンなど、データセットの線スタイルを制御します。Pattern プロパティを None に設定し
ます。

棒グラフ
棒グラフは、棒グラフ種に 12 種類のサブタイプがあります。ウィザードでは、棒グラフは［柱状］と［棒］に分かれます。柱状
グラフは、縦棒グラフで、棒グラフは横棒グラフを表します。

縦棒（柱状）グラフ
縦棒グラフ

積層型縦棒グ
ラフ

100% 積層型縦棒グラフ

3D 縦棒グラフ

積層型 3D 縦棒グラフ

100% 積層型
3D 縦棒グラフ

横棒グラフ
横棒グラフ

積層型横棒
グラフ

100% 積層型横棒グラフ

3D 横棒グラ
フ

積層型 3D 横棒グラフ

100% 積層型
3D 横棒グラ
フ

縦棒グラフ
以下のグラフは、標準の縦棒グラフを示します。
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この種類のグラフは、X 軸と Y 軸で一連の単純な値を表示します。単純な棒グラフを作成するには、ChartGroup クラスで
以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、PlotArea の ForeColor で各棒
の輪郭を描画します。このプロパティを False に設定すると、各棒は純色で輪郭線なしで描画しま
す。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型縦棒グラフ
以下のグラフは、積層型縦棒グラフを示します。

積層型縦棒グラフは、各データセットを積層型の棒クラスタの部分として描画します。積層型縦棒グラフを作成するには、以
下のプロパティを設定します。
ChartType
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Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は非
表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、PlotArea の ForeColor で各棒
セグメントの輪郭を描画します。このプロパティを False に設定すると、各棒セグメントは純色で輪郭
線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

100% 積層型縦棒グラフ
以下のグラフは、100% 積層型縦棒グラフを示します。

この種類のグラフを作成するには、単に Is100Percent プロパティを True に設定するだけです。この設定によっ
て ChartGroup は百分率表示のグラフを取得します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを True に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は非
表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、PlotArea の ForeColor で各棒
セグメントの輪郭を描画します。このプロパティを False に設定すると、各棒セグメントは純色で輪郭
線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。
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3D 縦棒グラフ
以下のグラフは、3D 縦棒グラフを示します。

3D 縦棒グラフを作成するには、Use3D プロパティを True に変更します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
の ForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に
設定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型 3D 縦棒グラフ
以下のグラフは、積層型 3D 縦棒グラフを示します。
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積層型 3D 縦棒グラフを作成するには、Stacked プロパティを True に変更します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は非
表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは
PlotArea の ForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを
False に設定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

100% 積層型 3D 縦棒グラフ
以下のグラフは、100% 積層型 3D 縦棒グラフを示します。

100% 3D 積層型縦棒グラフを作成するには、Is100Percent プロパティを True に変更します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを True に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は非
表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは
PlotArea の ForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを
False に設定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。
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Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

横棒グラフ
以下のグラフは、標準の横棒グラフを示します。

Area クラスの Inverted プロパティを True に設定します。グラフ方向を切り替えるには、Inverted を True に設定します。
軸の最小値と最大値の順序を反転するには、Reversed プロパティを使用します。この種類のグラフを作成するには、次の
プロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、PlotArea の ForeColor で各棒
の輪郭を描画します。このプロパティを False に設定すると、各棒は純色で輪郭線なしで描画しま
す。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型横棒グラフ
以下のグラフは、積層型横棒グラフを示します。
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積層型横棒グラフを作成するには、Stacked プロパティを True に変更します。Area クラスの Inverted プロパティを True
に設定します。グラフ方向を切り替えるには、Inverted を True に設定します。軸の最小値と最大値の順序を反転するに
は、Reversed プロパティを使用します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は非
表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、PlotArea の ForeColor で各棒
セグメントの輪郭を描画します。このプロパティを False に設定すると、各棒セグメントは純色で輪郭
線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

100% 積層型横棒グラフ
以下のグラフは、100% 積層型横棒グラフを示します。

100% 積層型横棒グラフを作成するには、Is100Percent プロパティを True に設定します。この設定により、百分率のグラ
フ領域にグラフを表示します。Area クラスの Inverted プロパティを True に設定します。グラフ方向を切り替えるには、
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Inverted を True に設定します。軸の最小値と最大値の順序を反転するには、Reversed プロパティを使用します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プロ
パティを True に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は非
表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、PlotArea の ForeColor で各棒
セグメントの輪郭を描画します。このプロパティを False に設定すると、各棒セグメントは純色で輪郭
線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

3D 横棒グラフ

3D 横棒グラフを作成するには、Use3D プロパティを True に変更します。Area クラスの Inverted プロパティを True に設
定します。グラフ方向を切り替えるには、Inverted を True に設定します。軸の最小値と最大値の順序を反転するに
は、Reversed プロパティを使用します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。
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積層型 3D 横棒グラフ

Area クラスの Invertedプロパティを True に設定します。グラフ方向を切り替えるには、Inverted を True に設定します。
軸の最小値と最大値の順序を反転するには、Reversed プロパティを使用します。積層型 3D 横棒グラフを作成するには、
以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
の ForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に
設定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

100% 積層型 3D 横棒グラフ
以下のグラフは、100% 積層型 3D 横棒グラフを示します。
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Area クラスの Invertedプロパティを True に設定します。グラフ方向を切り替えるには、Inverted を True に設定します。
軸の最小値と最大値の順序を反転するには、Reversed プロパティを使用します。100% 積層型 3D 棒グラフを作成するに
は、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Bar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを True に設定します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティをTrue に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

エリアグラフ
グラフデータの表示に使用できる６種類のエリアグラフがあります。特定のグラフ種に関する詳細を見るには、該当するグラ
フイメージをクリックします。
エリアグラフ

3D エリアグラフ

積層型エリアグラフ

積層型 3D エリアグラフ

100% 積層型エリアグ
ラフ

100% 積層型 3D エリア
グラフ

エリアグラフ
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以下のグラフは、標準のエリアグラフを示します。

エリアグラフは、データ点を結び、その内部を塗りつぶした各データセットを描画します。標準のエリアグラフを作成するに
は、以下のプロパティを設定します。

ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Area に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型エリアグラフ
以下のグラフは、積層型エリアグラフを示します。
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積層型エリアグラフでは、各データセットの値は、直前に描かれたデータセットの値の上に重ねて描かれます。積層型エリア
グラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Area に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

100% 積層型エリアグラフ
以下のグラフは、100% 積層型エリアグラフを示します。

100% 積層型エリアグラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。

ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Area に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを Trueに設定します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを Trueに設定します。
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Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

3D エリアグラフ
以下のグラフは、3D エリアグラフを示します。

C1Chart の 3D 効果は、エリアグラフまたは積層型エリアグラフで、データセットごとに奥行き感を出すために使用します。
3D エリアグラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。

ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Area に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

積層型 3D エリアグラフ
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積層型 3D エリアグラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Area に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを False に設定します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

100% 積層型 3D エリアグラフ

100% 積層型 3D エリアグラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。

ChartType
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Is100Percent

積層型 ChartGroup が百分率表示のグラフかどうかを制御します。この例では、Is100Percent プ
ロパティを True に設定します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visible プロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを True に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

円グラフ
円グラフの種類では、４種類のサブタイプを選択できます。
円グラフ

3D 円グラフ

分離円グ
ラフ

3D 分離円グ
ラフ

円グラフ
以下のグラフは、グラフデータの表示に使用する円グラフを示します。

円グラフは、各データセットを円のセグメントとして描画します。標準の円グラフを作成するには、以下のプロパティを設定し
ます。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Pie に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
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ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

分離円グラフ
以下のグラフは、分離円グラフを示します。

円グラフでは、あるセグメントを円グラフから分離させて強調することができます。セグメント分離した円グラフを作成するに
は、標準の円グラフと同じ設定を使用します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Pie に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

これらのプロパティ設定に加え、データセットの Offset プロパティを使用して、分離するセグメントの円グラフの中心からの
オフセットを設定します。オフセットは、円グラフの半径のパーセンテージで計算します。これをコードによって設定できます。
詳細は、「特殊な円グラフのプロパティ」を参照してください。または、これを ChartDataSeries コレクションエディタを使用して
設定することもできます。このコレクションエディタを開くには、SeriesList プロパティの横の〈...〉ボタンを選択します。Offset
プロパティを選択して、必要なスペースまでのオフセットの数値を設定します。
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3D 円グラフ

3D 円グラフを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Pie に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。
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3D 分離円グラフ

セグメント分離した 3D 円グラフを作成するには、3D 円グラフと同じ設定を使用します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Pie に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。このプロパティを True に設定すると、3D 棒の各ブロックは PlotArea
のForeColor で輪郭を描画し、データ値と奥行きの表示を追加します。このプロパティを False に設
定すると、各ブロックを純色で輪郭線なしで描画します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを True に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

また、このデータセットの Offset プロパティを設定し、円の中心から分離したセグメントのオフセットを設定する必要がありま
す。コードを使用してオフセットを設定する方法の詳細は、「特殊な円グラフのプロパティ」を参照してください。
ChartDataSeries コレクションエディタを使用してオフセットを設定する方法の詳細は、「分離円グラフ
分離円グラフ」を参照してください。

株価チャート
株価チャートのグラフ種を選択した場合、３種類のサブタイプを使用できます。HiLoチャートはサブタイプ１、HiLoOpenClose
チャートはサブタイプ２、ローソク足チャートはサブタイプ３を選択します。
HiLo チャート

HiLoOpenClose
チャート

ローソク足
チャート

HiLo チャート
以下のグラフは、HiLo チャートを示します。
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HiLoチャートは、２種類の独立した値を組み合わせて、データセットのデータ点における高値と安値のデータを表示します。
この種類のグラフを作成するには、次のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを HiLoに設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

詳細は、「HiLo チャート」を参照してください。

HiLoOpenClose チャート
以下のグラフは、HiLoOpenClose チャートを示します。

HiLoチャートに似ていますが、HiLoOpenCloseチャートでは４種類の独立した値を組み合わせて、データセットのデータ点に
おける高値、安値、始値、および終値のデータを表示します。この種類のグラフを作成するには、以下のプロパティを設定し
ます。
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ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを HiLoOpenClose に設定し、標準の棒グラフを作成
します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

これらのプロパティに加え、HiLoData プロパティ設定を以下のように設定する必要があります。
FillFalling

塗りつぶしたローソク足が下降値（True）を表すか、上昇値（False）を表すかを決定します。この例で
は、このプロパティを True に設定します。

FillTransparent 中空のローソク足を透明（True）にするか、またはデータセットのシンボルの色（False）で塗りつぶす
かを決定します。この例では、このプロパティを True に設定します。
FullWidth

HiLoOpenClose チャートの始値と終値を、高値-安値の棒の両側に横方向の線で表示するかどうかを
取得または設定します。この例では、このプロパティを False に設定します。

ShowClose

HiLoOpenClose チャートに終値を表示するかどうかを決定します。この例では、このプロパティを
True に設定します。

ShowOpen

HiLoOpenClose チャートに始値を表示するかどうかを決定します。この例では、このプロパティを
True に設定します。

詳細は、「HiLoOpenClose チャート」を参照してください。

ローソク足チャート
以下のグラフは、ローソク足チャートを示します。

ローソク足チャートは、HiLo チャートの１種で、特定の方法で金融情報を表示するために使用します。ローソク足チャートを
作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Candle に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定す
ると、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この
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例では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合
は非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

詳細は、「グラフの基礎」セクションの「ローソク足チャート」を参照してください。

ポーラ／レーダーチャート
グラフ種として［Polar/Radar］を選択すると、６種類のサブタイプを利用できます。ポーラチャートを作成する場合は、サブタ
イプ１、２、または３を選択します。レーダーチャートを作成する場合は、サブタイプ４、５、または６を選択します。
ポーラチャート（シンボル）

レーダーチャート（線）

ポーラチャート（線）

レーダーチャート（線とシンボ
ル）

ポーラチャート（線とシンボ
ル）

レーダー面チャート

ポーラチャート（シンボル）
以下のグラフは、ポーラチャート（シンボル）を示します。

ポーラチャートは、各データセット内のX、Y 座標を（θ、γ） の形で表します。θは起点からの回転量、γ は起点からの距離を
表します。θは度（デフォルト）またはラジアンのいずれかの単位で指定することができます。このグラフでは X 軸は円に相当
するため、X 軸の最大値と最小値は固定されています。シンボルを使用するポーラチャートを作成するには、以下のプロパ
ティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Pie に設定し、標準の棒グラフを作成します。

LegendReversed 凡例内の各ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定する
と、凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例
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では、LegendReversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合は
非表示を意味する False に設定しています。
ShowOutline

プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを True に設定します。

Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、この
プロパティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプ
ロット領域にグラフデータを表示します。

この例は、１～５の値範囲のデータを使用します。そのため、Degrees プロパティを False に設定する必要があります。これ
により、データはラジアンで表示されます。詳細は、「特殊なポーラチャートのプロパティ」を参照してください。以下の Polar
クラスのプロパティを設定します。
Degrees

レーダーチャートの角度を、度（True）単位とラジアン（False）単位のいずれで反映するかを決定し
ます。このプロパティを False に設定します。

PiRatioAnnotations ラジアンで表されるポーラチャートに π 比の軸ラベルを表示するかどうかを決定します。このプロ
パティを True に設定します。
Start

レーダーチャートの開始角度を決定します。この例では開始角度を０
０に設定しています。

シンボルをポーラチャートのデータ点に追加するには、ChartData の SeriesList プロパティを変更します。これをコードで行
うこともできます。また、ChartDataSeries コレクションエディタを使用することもできます。詳細は、「ChartDataSeries コレク
ションエディタ」を参照してください。

ポーラチャート（線）
以下のグラフは、標準的なポーラチャート（線）を示します。

このグラフの種類の設定は、シンボルを使用するポーラチャートとまったく同じです。線をポーラチャートに追加するに
は、LineStyle プロパティと SymbolStyle を希望する外観に設定します。これらのプロパティの設定方法の詳細は、
「ChartDataSeries コレクションエディタ」を参照してください。

ポーラチャート（線とシンボル）
以下のグラフは、標準ポーラチャート（線とシンボル）を示します。
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このグラフの種類の設定は、シンボルを使用するポーラチャートとまったく同じです。線とシンボルをポーラチャートに追加す
るには、LineStyle プロパティと SymbolStyle プロパティを希望する外観に設定します。これらのプロパティの設定方法の
詳細は、「ChartDataSeries コレクションエディタ」を参照してください。

レーダーチャート（線）
以下のグラフは、レーダーチャート（線）を示します。

レーダーチャートは、各データセットにおける Y 軸の値をレーダー線上に表します（ラベル以外の X 軸の値は無視されま
す）。レーダーチャートの設定は、ポーラチャートに類似していますが、いくつかのプロパティの設定が異なります。レーダー
チャートを作成するには、以下のプロパティを設定します。
ChartType

グラフのスタイルを制御します。このプロパティを Radar に設定し、標準の棒グラフを作成します。

Reversed

凡例内の各 ChartGroup のデータセットエントリの表示順序を決定します。これを False に設定すると、
凡例はデフォルトの順序になります。True に設定すると、凡例項目の順序は反転します。この例で
は、Reversed プロパティを False に設定していますが、Visibleプロパティもこの場合は非表示を意味す
る False に設定しています。

ShowOutline プロット領域の前景色で、描画するグラフの輪郭を描くかどうかを決定します。この例では、このプロパ
ティを True に設定します。
Stacked

グラフでデータを積み上げるかどうかを決定します。Stacked プロパティを False に設定します。

Use3D

ChartGroup 内のデータのグラフ化に 3D 効果を使用するかどうかを決定します。この例では、このプロ
パティを False に設定します。

Visible

ChartGroup を表示するかどうかを決定します。このプロパティを True に設定すると、グラフのプロット
領域にグラフデータを表示します。
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以下の Radar クラスのプロパティを設定します。
Degrees レーダーチャートの角度を、度（True）単位とラジアン（False）単位のいずれで反映するかを決定します。このプ
ロパティを True に設定します。
Filled

レーダーチャートを塗りつぶすかどうかを決定します。このプロパティを False に設定します。

Start

レーダーチャートの開始角度を決定します。この例では開始角度を０
０に設定しています。

LineStyle を変更するには、コードを使用するか、「ChartDataSeries コレクションエディタ」を使用します。これらのプロパティ
の設定方法の詳細は、「ChartDataSeries コレクションエディタ」を参照してください。

レーダーチャート（線とシンボル）
以下のグラフは、レーダーチャート（線とシンボル）を示します。

この種類のレーダーチャートの設定は、線を使用するレーダーチャートと同じです。唯一の違いは、SymbolStyle プロパティ
を設定してシンボルを表示させる
シンボルを表示させる点です。このプロパティの変更方法の詳細は、「ChartDataSeries コレクションエディタ」を
参照してください。

レーダー面チャート
以下のグラフは、レーダー面チャートを示します。

レーダー面チャートは、起点とデータ点の間の領域が塗りつぶされ、シンボルが表示されないこと以外は、レーダーチャート
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と同じです。レーダー面チャートを作成するには、Radar クラスのFilled プロパティを True に設定します。

よくある質問
このセクションでは、2D グラフに関するよくある質問への解答を示します。

グラフ種別はどのように変更しますか？
グラフ種別を変更するには、以下の手順を実行します。
1. プロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを拡張します。
2. ChartGroupsCollection の横にある〈〈…〉〉ボタンを押します。ChartGroups コレクションエディタ
コレクションエディタが表示されます。
3. ChartType プロパティのドロップダウンメニューから目的のグラフ種別を選択します。
注意：
注意：2D グラフを使用するときは、XY プロットグラフ、円グラフ、面グラフ、極グラフ、レーダーグラフ、バブルグラフ、
HiLo グラフ、HiLoOpenClose グラフ、キャンドル足チャートの各グラフ種別が利用可能です。
グラフ種別の詳細については、「2Dグラフ種別」を参照してください。

グラフデータのプロット方法はどのように変更しますか？
グラフデータのプロット方法を変更するには、以下の手順を実行します。
1. プロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張します。
2. 必要な軸のノードを拡張します。
3. ［グリッドマイナー
グリッドマイナー］で、Max と Min（軸上に表示する最大値と最小値）を設定して、UnitMajor（軸上の数値間隔）を
設定します。
たとえば、Max を 20 に、Min は 0 に、UnitMajor を 5 に設定した場合、５の倍数の数値は軸上に 0、5、10、15、および
20 を表示します。
詳細については、「軸の範囲の設定」を参照してください。

グラフに表示される色はどのように変更しますか？
系列の色を変更するには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.
5.

Chart コントロールを右クリックします。
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
［データ
データ］を選択します。
SymbolStyle ノードを拡張します。
［Color］ドロップダウンメニューから目的の色を選択します。

グラフ領域の色を変更するには、次の作業を実行します。
1. プロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張します。
2. Style ノードを拡張します。
3. ［BackColor］ドロップダウンメニューから目的の色を選択します。

軸の色を変更するには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.

プロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張します。
Style ノードを拡張します。
Font ノードを拡張します。
［ForeColor］ドロップダウンメニューから目的の色を選択します。

詳細については、「軸の外観の変更」を参照してください。
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凡例の配置はどのように変更しますか？
凡例の配置を変更するには、以下の手順を実行します。
1. プロパティウィンドウで、Legend ノードを拡張します。
2. ［Compass］ドロップダウンメニューから、東、西、北、南のいずれかを選択します。
詳細については、「グラフの凡例」を参照してください。

枠線の追加や修正はどのようにしますか？
枠線を追加したり変更したりするには、以下の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

プロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張します。
Style ノードを拡張します。
Border ノードを拡張します。
［BorderStyle］ドロップダウンメニューからスタイル種別を選択します。
［Color］ドロップダウンメニューから目的の色を選択します。
枠線を強調する場合は Thickness プロパティの数値を増加させ、目立たなくする場合は Thickness プロパティの数
値を減少させます。

詳細については、「グラフの枠線」を参照してください。

複数のグラフの X 軸はどのように同期させますか？
複数のグラフを表示するアプリケーションでは、各グラフの x 軸の目盛を同期させることができます。
Margins プロパティを使用して、複数のグラフ領域の x 軸の位置を揃えます。たとえば、下のような方法で、２つのグラフの
x 軸の位置を調整します。これに変更を加えれば、３つのグラフを同期させることもできます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub AdjustAxisPositions()
C1Chart1.ChartArea.Margins.Left = 10
C1Chart1.ChartArea.Margins.Right = 10
C1Chart2.ChartArea.Margins.Left = 10
C1Chart2.ChartArea.Margins.Right = 10
' 強制的に再描画
Dim img As Image = C1Chart1.GetImage()
If img IsNot Nothing Then
img.Dispose()
End If
img = C1Chart2.GetImage()
If img IsNot Nothing Then
img.Dispose()
End If
Dim ch1_X As Rectangle = C1Chart1.ChartArea.AxisX.GetAxisRect()
Dim ch2_X As Rectangle = C1Chart2.ChartArea.AxisX.GetAxisRect()
Dim d As Integer = ch1_X.Left - ch2_X.Left
If d > 0 Then
C1Chart2.ChartArea.Margins.Left += d
ElseIf d < 0 Then
c1Chart1.ChartArea.Margins.Left -= d
End If
d = ch1_X.Right - ch2_X.Right
If d > 0 Then
C1Chart1.ChartArea.Margins.Right += d
ElseIf d < 0 Then
C1Chart2.ChartArea.Margins.Right -= d
End If
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End Sub
C# コードの書き方

C#
void AdjustAxisPositions()
{
c1Chart1.ChartArea.Margins.Left = 10;
c1Chart1.ChartArea.Margins.Right = 10;
c1Chart2.ChartArea.Margins.Left = 10;
c1Chart2.ChartArea.Margins.Right = 10;
// 強制的に再描画
Image img = c1Chart1.GetImage();
if( img!=null)
img.Dispose();
img = c1Chart2.GetImage();
if( img!=null)
img.Dispose();
Rectangle ch1_X = c1Chart1.ChartArea.AxisX.GetAxisRect();
Rectangle ch2_X = c1Chart2.ChartArea.AxisX.GetAxisRect();
int d = ch1_X.Left - ch2_X.Left;
if( d>0)
c1Chart2.ChartArea.Margins.Left += d;
else if( d<0)
c1Chart1.ChartArea.Margins.Left -= d;
d = ch1_X.Right - ch2_X.Right;
if( d>0)
c1Chart1.ChartArea.Margins.Right += d;
else if( d<0)
c1Chart2.ChartArea.Margins.Right -= d;
}
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C1Chart チュートリアル
以下の手順では、横棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、ローソク足チャートといった基本的なグラフの作成方法を説明しま
す。
このセクションには、以下のチュートリアルが含まれています。

チュートリアル

説明

棒グラフのチュートリアル

デザイン時およびコードで単純な横棒グラフを作成する方法を示します。

折れ線グラフのチュートリアル

デザイン時およびコードで折れ線グラフを作成する方法を示します。

円グラフのチュートリアル

デザイン時およびコードで円グラフを作成する方法を示します。

ローソクチャートのチュートリアル

デザイン時およびコードでローソク足チャートを作成する方法を示します。

複数グラフのチュートリアル

デザイン時およびコードで複数のグラフを作成する方法を示します。

横棒グラフのチュートリアル
このセクションでは、単純な横棒グラフを作成する手順を説明します。このグラフでは、各製品価格の数値を表す y 軸１本を
持つ単純な横棒グラフとして情報を表示します。x 軸の各値にはラベルが付けられます。
次の図に、作成するグラフをあらかじめ示します。

デザイン時の横棒グラフの作成
［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを使用して単純な横棒グラフを作成する手順を説明します。このトピックでは、デザ
イン時に数段階の簡単な手順で特定のグラフ種別を設定し、データ系列を変更し、データをグラフに追加し、軸に注釈を付
加する方法を学びます。
この作業では、C1Chart コントロールをフォームに追加済みであることが前提となります。

グラフ種別の設定
1. C1Chart コントロールを右クリックして、そのショートカットメニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ツリービューペインから［グラフ種
グラフ種］を選択して、［シンプル
シンプル］タブのリストから「Bar」を選択します。
3. そのペインで、左上の横棒を選択して、〈適用〉をクリックします。
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データセットの変更
4. ツリービューペインから［データ
データ］を選択します。
5. 〈削除
削除〉をクリックして、全てのデータセットを削除します。
6. 〈追加〉をクリックして、新しいデータセットを追加します。
新しいデータセットにデータを追加する必要があるとの警告が表示されます。

データセットへのデータの追加
7. ツリービューペインから［データ
データ］-［データテーブル
データテーブル］を選択します。
8. テーブル内をクリックし、（X, Y） の数値として（0, 80）、（1, 400）、（2, 20）、（3, 60）、（4, 150）、（5, 300）、（6, 130）、
（7, 500）を入力します。
注意：
注意：カーソルを次の X-Y 値に移動するには、［Tab］キーを押します。
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9. 〈適用
適用〉をクリックしてグラフを更新します。

軸の設定
次に、x 軸と y 軸にラベルを付加します。x 軸にはテキスト目盛形式のラベルを使用します。こちらの詳細については、「テ
キスト目盛形式の軸ラベル」トピックを参照してください。
10. ツリービューペインから［軸
軸X］を選択して、「ラベル」タブを選択します。
11. ［添付方法］ドロップダウンリストボタンから ValueLabels を選択します。
〈ラベル
ラベル〉ボタンが表示されます。
12. 〈ラベル
ラベル〉ボタンをクリックして、ValueLabel コレクションエディタ
コレクションエディタを開きます。
13. 〈追加
追加〉ボタンを８回クリックして、８つのラベルを追加します。
14. ［メンバ
メンバ］リストボックスで１つめの値ラベルを選択して、その NumericValue プロパティを０に、Text プロパティを
「Hand Mixer」に設定します。
15. 残りの値ラベルのプロパティを次のように設定します。
ValueLabel1 の NumericValue を１に、Text を「Stand Mixer」に設定。
ValueLabel2 の NumericValue を２に、Text を「Can Opener」に設定。
ValueLabel3 の NumericValue を３に、Text を「Toaster」に設定。
ValueLabel4 の NumericValue を４に、Text を「Blender」に設定。
ValueLabel5 の NumericValue を５に、Text を「Food Processor」に設定。
ValueLabel6 の NumericValue を６に、Text を「Slow Cooker」に設定。
ValueLabel7 の NumericValue を７に、Text を「Microwave」に設定。
16. 〈OK〉をクリックして、 X 軸にラベルを適用します。
17. ツリービューペインから［軸
軸Y］を選択して、「ラベル」タブを選択します。
18. ［書式］ドロップダウンリストボックスから NumericCurrency を選択します。

軸のタイトルの設定
19. ツリービューペインから［軸
軸X］を選択して、タイトル
タイトルを「Kitchen Electronic」に設定します。これにより、X 軸のタイトル
が設定されます。
20. ツリービューペインから［軸
軸Y］を選択して、タイトル
タイトルを「Price」に設定します。これにより、Y 軸のタイトルが設定されま
す。
21. 〈OK〉をクリックして［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。
プログラムによる横棒グラフの作成
単純な横棒グラフは、以下の手順を使用してプログラムで作成できます。
1. C1Chart コントロールをフォームに追加します。Add the C1Chart control to the form.
2. フォームを右クリックし、［コードの表示］を選択してコードファイルを表示してから、次の指示文を追加して
C1.Win.C1Chart 名前空間を宣言します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart;
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
3. Form1 をダブルクリックし、以下のコードを Form1_Load プロシージャに追加して、単純な横棒グラフを作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' 既存データをクリア
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C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.Clear()
' データを追加
Dim ProductNames() As String = {"Hand Mixer", "Stand Mixer", "Can Opener",
"Toaster" ,"Blender" ,"Food Processor" ,"Slow Cooker" ,"Microwave"}
Dim PriceX() As Integer = {80, 400, 20, 60, 150, 300, 130, 500}
' １つめのデータセットを作成
Dim ds1 As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries = _
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.AddNewSeries()
ds1.Label = "PriceX"
ds1.X.CopyDataIn(ProductNames)
ds1.Y.CopyDataIn(PriceX)
' グラフ種別を設定
c1Chart1.ChartArea.Inverted = True
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = _
c1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Bar
' 軸のタイトルを設定
c1Chart1.ChartArea.AxisX.Text = "Kitchen Electronics"
c1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = "Price"
' 軸Yラベルの書式を設定
c1Chart1.ChartArea.AxisY.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// 既存データをクリア
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.Clear();
// データを追加
string[] ProductNames = { "Hand Mixer", "Stand Mixer", "Can Opener",
"Toaster" ,"Blender" ,"Food Processor" ,"Slow Cooker" ,"Microwave"};
int[] PriceX = { 80, 400, 20, 60, 150, 300, 130, 500 };
// １つめのデータセットを作成
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds1 =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.AddNewSeries();
ds1.Label = "Price X";
// ChartDataArray オブジェクトの CopyDataIn メソッドを使用してデータを設定
ds1.X.CopyDataIn(ProductNames);
ds1.Y.CopyDataIn(PriceX);
// グラフ種別を設定
c1Chart1.ChartArea.Inverted = true;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType = C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Bar;
// 軸のタイトルを設定
c1Chart1.ChartArea.AxisX.Text = "Kitchen Electronics";
c1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = "Price";
// 軸Yラベルの書式を設定
c1Chart1.ChartArea.AxisY.AnnoFormat = FormatEnum.NumericCurrency;
}

333

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart2D)
折れ線グラフのチュートリアル
このセクションでは、デフォルトのグラフ種別であるシンボル付きの折れ線グラフを作成する方法を説明します。
この例では、折れ線は１本のみであるため、使用するデータセットは１つです。折れ線では、企業の利益の成長を時系列で
表示します。水平の軸は年を表し、垂直の軸（この例では Y 軸）は利益を表します。
以下の手順を完了したら、グラフは、次のようになります。

デザイン時のシンボル付き折れ線グラフの作成

この作業では、
この作業では、C1Chart コントロールをフォームに追加済みであることが前提となります。
グラフ種別の設定
1. C1Chart コントロールを右クリックして、そのショートカットメニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ツリービューペインから［グラフ種
グラフ種］を選択して、［シンプル
シンプル］タブのリストから「Line」を選択します。
3. グラフ種別の横にあるペインで、「X-Y グラフ、結線、シンボル」のサブタイプを選択して〈適用
適用〉をクリックします。
デフォルトの折れ線グラフでは、２つのデータセットが追加され、２つの折れ線が生成されます。
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データセットの変更
4. ツリービューペインから［データ
データ］を選択します。
5. 〈削除
削除〉をクリックして、「series 1」、「series 2」、「series 3」を削除します。

データセットへのデータの追加
6. ツリービューペインから［データ］、［データテーブル］を選択します。X テーブル内でクリックし、（X, Y） の数値として
（2004, 50）、（2005, 100）、（2006, 150）、（2007, 200）を入力します。注意：
注意：カーソルを次の X-Y 値に移動するに
は、［Tab］キーを押します。
7. デフォルトの折れ線グラフから最後の XY 値を削除します。
8. 〈適用
適用〉をクリックしてグラフを更新します。

軸の外観の変更
9. ツリーから［軸
軸X］を選択します。
10. 「軸X」タブで、タイトル「Year」を入力して、〈フォント
フォント〉ボタンをクリックします。［フォント］ダイアログボックスが表示され
ます。
11. フォントスタイルを太字に、フォントサイズを 10 に変更して、〈OK〉をクリックします。
12. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで〈適用
適用〉をクリックします。X 軸に関する変更が折れ線グラフ上に表示され
ます。
13. ツリーから［軸Y］を選択します。
14. 「軸Y」タブで、タイトル「Profit (thousands of dollars)」を入力して、〈フォント
フォント〉ボタンをクリックします。［フォント］ダイ
アログボックスが表示されます。
15. フォントスタイルを太字に、フォントサイズを 10 に変更して、〈OK〉をクリックします。
16. ［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスで〈適用
適用〉をクリックします。Y 軸に関する変更が折れ線グラフ上に表示され
ます。
17. 〈OK〉をクリックして［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。
プログラムによるシンボル付き折れ線グラフの作成

折れ線グラフは、以下の手順を使用してプログラムで作成できます。
1. C1Chart をフォームに追加します。
2. フォームを右クリックし、［コードの表示］を選択してコードファイルを表示してから、次の指示文を追加して
C1.Win.C1Chart 名前空間を宣言します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart;
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
3. Form1 をダブルクリックし、以下のコードを Form1_Load プロシージャに追加して、単純な円グラフを作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'グラフのデータを作成
Dim xdata() As Double = {2004, 2005, 2006, 2007}
Dim ydata() As Double = {50, 100, 150, 200}
'既存のデータセットをクリア
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.Clear()
'１つのデータセットをグラフに追加
Dim ds As C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries = _
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.AddNewSeries()
'x と y のデータをコピー
ds.X.CopyDataIn(xdata)
ds.Y.CopyDataIn(ydata)
'グラフ種別を設定
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType =
C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.XYPlot
'X 軸と Y 軸の新しいフォントを作成
Dim f As Font = New Font("Arial", 10, FontStyle.Bold)
C1Chart1.ChartArea.Style.ForeColor = Color.DarkGray
C1Chart1.ChartArea.AxisX.Font = f
C1Chart1.ChartArea.AxisX.Text = "Year"
C1Chart1.ChartArea.AxisX.GridMajor.Visible = True
C1Chart1.ChartArea.AxisX.GridMajor.Color = Color.LightGray
C1Chart1.ChartArea.AxisY.Font = f
C1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = "Profit (thousands of dollars)"
C1Chart1.ChartArea.AxisY.GridMajor.Visible = True
C1Chart1.ChartArea.AxisY.GridMajor.Color = Color.LightGray
'デフォルトの折れ線の外観を変更
ds.LineStyle.Color = Color.LightPink
ds.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.Solid
ds.LineStyle.Thickness = 1
'デフォルトのシンボルの外観を変更
ds.SymbolStyle.Shape = SymbolShapeEnum.Box
ds.SymbolStyle.Color = Color.LightPink
ds.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Black
ds.SymbolStyle.Size = 5
ds.SymbolStyle.OutlineWidth = 1
'プロット領域の背景色を設定
C1Chart1.ChartArea.PlotArea.BackColor = Color.White
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End Sub
C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
//グラフのデータを作成
double[] xdata = { 2004, 2005, 2006, 2007 };
double[] ydata = { 50, 100, 150, 200 };
//既存のデータセットをクリア
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.Clear();
//１つのデータセットをグラフに追加
C1.Win.C1Chart.ChartDataSeries ds =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.AddNewSeries();
//x と y のデータをコピー
ds.X.CopyDataIn(xdata);
ds.Y.CopyDataIn(ydata);
//グラフ種別を設定
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType =
C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.XYPlot;
//X 軸と Y 軸の新しいフォントを作成
Font f = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold);
c1Chart1.ChartArea.Style.ForeColor = Color.DarkGray;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.Font = f;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.Text = "Year";
c1Chart1.ChartArea.AxisX.GridMajor.Visible = true;
c1Chart1.ChartArea.AxisX.GridMajor.Color = Color.LightGray;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.Font = f;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.Text = "Profit (thousands of dollars)";
c1Chart1.ChartArea.AxisY.GridMajor.Visible = true;
c1Chart1.ChartArea.AxisY.GridMajor.Color = Color.LightGray;
//折れ線の外観を変更
ds.LineStyle.Color = Color.LightPink;
ds.LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.Solid;
ds.LineStyle.Thickness = 1;
//シンボルの外観を変更
ds.SymbolStyle.Shape = SymbolShapeEnum.Box;
ds.SymbolStyle.Color = Color.LightPink;
ds.SymbolStyle.OutlineColor = Color.Black;
ds.SymbolStyle.Size = 5;
ds.SymbolStyle.OutlineWidth = 1;
c1Chart1.ChartArea.PlotArea.BackColor = Color.White;
}

円グラフのチュートリアル
このセクションでは、円グラフを作成する手順を説明します。円グラフは、単純な値の表示に使用されます。C1Chart の他の
種別と異なり、円グラフで複数のセグメントを表示するには、複数のデータセットが必要です。データセットが１つしかない場
合、円グラフはセグメントなしで１つの円になるだけです。この例では、８つのセグメントを持つ円を作成するため、８つのデー
タ点を持つ１つのデータセットではなく、それぞれデータ点を１つだけ持つ８つのデータセットを使用します。
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このグラフは、各製品が円の１つのセグメントに相当する円グラフとして表示します。

デザイン時の円グラフの作成
この作業では、C1Chart コントロールをフォームに追加済みであることが前提となります。

グラフ種別の設定
1. C1Chart コントロールを右クリックして、そのショートカットメニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ツリービューペインから［グラフ種］を選択して、［シンプル］タブのリストから「Pie」を選択します。
3. そのペインで、左上の円グラフを選択して、〈適用
適用〉をクリックします。
デフォルトの円グラフでは、それぞれ４つのデータ点を持つ５つの円が作成されます。

データセットの変更
4. ツリービューペインから［データ］を選択します。
5. 〈削除
削除〉をクリックしてデータセットをすべて削除します。
6. 〈追加
追加〉をクリックして、新しいデータセットを追加します。
新しいデータセットにデータを追加する必要があるとの警告が表示されます。
7. 〈追加
追加〉を７回クリックして残る７つのデータセットを追加し、円のセグメントが８つになるようにします。
8. ツリービューペインから［データ］-［データテーブル］を選択します。
9. データテーブルで１つめのフィールドをクリックし、（X, Y）の値として（1, 80）、（1, 400）、（1, 20）、（1, 60）、（1, 150）、
（1, 300）、（1, 130）、（1, 500）を入力します。
10. ツリービューペインから［データ］を選択し、［データセット］リストボックスからデータセットを選択して、［ラベル
ラベル］テキス
トボックスに各データセットのラベルを次のように入力します。
Series0 は「Hand Mixer ($80.00)」
Series1 は「Stand Mixer ($400.00)」
Series2 は「Can Opener ($20.00)」
Series3 は「Toaster ($60.00)」
Series4 は「Blender ($150.00)」
Series5 は「Food Processor ($300.00)」
Series6 は「Slow Cooker ($130.00)」
Series7 は「Microwave ($500.00)」

円グラフへの凡例の追加
凡例を有効にするには、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスのツリービューペインで［外観
外観］-［凡例］を選択して、［外観］
［凡例
凡例］」タブにある［表示］チェックボックスを ON にします。
プログラムによる円グラフの作成
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この作業では、C1Chart コントロールをフォームに追加済みであることが前提となります。

円グラフは、以下の手順を使用してプログラムで作成できます。
1. 次の指示文を追加して C1.Win.C1Chart 名前空間を宣言します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart;
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
2. Form1 をダブルクリックし、以下のコードを Form1_Load プロシージャに追加して、単純な円グラフを作成します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' グラフ種別を設定
C1Chart1.ChartArea.Inverted = True
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Pie
' 既存のデータセットをクリア
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.Clear()
' データを追加
Dim ProductNames As String() = {"Hand Mixer", "Stand Mixer", "Can
Opener", "Toaster", "Blender", "Food Processor", "Slow Cooker", "Microwave"}
Dim PriceX As Integer() = {80, 400, 20, 60, 150, 300, 130, 500}
' データセットのコレクションを取得
Dim dscoll As ChartDataSeriesCollection =
C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
For i As Integer = 0 To PriceX.Length - 1
' データセットに入力
Dim series As ChartDataSeries = dscoll.AddNewSeries()
' １つのデータ点を追加して１つの円を表示
series.PointData.Length = 1
' 価格を Y データセットに割り当て
series.Y(0) = PriceX(i)
' 凡例で製品名と製品価格を書式設定
series.Label = String.Format("{0} ({1:c})", ProductNames(i),
PriceX(i))
Next
' 円の凡例を表示
C1Chart1.Legend.Visible = True
' グラフの凡例にタイトルを追加
C1Chart1.Legend.Text = "Product Unit Prices"
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// グラフ種別を設定
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c1Chart1.ChartArea.Inverted = true;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType = C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Pie;
// 既存のデータセットをクリア
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.Clear();
// データを追加
string[] ProductNames = { "Hand Mixer", "Stand Mixer", "Can Opener",
"Toaster" ,"Blender" ,"Food Processor" ,"Slow Cooker" ,"Microwave"};
int[] PriceX = { 80, 400, 20, 60, 150, 300, 130, 500 };
// データセットのコレクションを取得
ChartDataSeriesCollection dscoll =
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList;
// データセットに入力
for (int i=0; i < PriceX.Length; i++)
{
ChartDataSeries series = dscoll.AddNewSeries();
// １つのデータ点を追加して１つの円を表示
series.PointData.Length = 1;
// 価格を Y データセットに割り当て
series.Y[0] = PriceX[i];
// 凡例で製品名と製品価格を書式設定
series.Label = string.Format("{0} ({1:c})", ProductNames[i],
PriceX[i]);
}
// 円の凡例を表示
c1Chart1.Legend.Visible = true;
// グラフの凡例にタイトルを追加
c1Chart1.Legend.Text = "Product Unit Prices";
}

ローソク足チャートのチュートリアル
このセクションでは、ローソク足チャートを作成する手順を説明します。このグラフは、Y 軸上の４つの Y 変数で株式の高値、
安値、始値、および終値が表されるローソク足チャートとして情報を表示し、X 軸の値は各ローソクの位置を示します。
ここでは、次の図のようなグラフを作成します。
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デザイン時のローソク足チャートの作成
このトピックでは、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを使用してローソク足チャートを作成する手順を説明します。デザ
イン時に数段階の簡単な手順でグラフ種別を設定し、データセットを変更し、データをグラフに追加し、ローソクの外観を書式
設定する方法を学びます。
注意：
注意：この作業では、C1Chart コントロールをフォームに追加済みであることが前提となります。

グラフ種別の設定
スマートタグの［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］によるグラフ設定の最初の手順は、利用可能な多数のグラフ種別からギャラリーの種
別を選択することです。横棒や折れ線のような基本的なグラフ種別から極や等高線のようなより複雑なグラフまで、C1Chart
では、必要なあらゆるデータ視覚化を処理できます。
1. C1Chart コントロールを右クリックして、そのショートカットメニューから［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］を選択します。
2. ツリービューペインから［グラフ種
グラフ種］を選択して、［シンプル
シンプル］タブのリストから「Stock」を選択します。
3. そのペインで、ローソク足チャートを選択して、〈適用
適用〉をクリックします。
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データセットの変更
4. ツリービューペインから［データ
データ］を選択します。
5. 〈削除
削除〉をクリックして、全てのデータセットを削除します。
6. 〈追加
追加〉をクリックして、新しいデータセットを追加します。
新しいデータセットにデータを追加する必要があるとの警告が表示されます。

データセットへのデータの追加
7. ツリービューペインから［データ
データ］-［データテーブル
データテーブル］を選択します。次のデータをデータテーブルに追加します。
8. 次の表のようにデータを追加します。

注意：
注意：X は X 軸上の位置を表し、Y、Y1、Y2、Y3 は、それぞれ高値、安値、始値、終値を表します。
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9. 〈適用
適用〉をクリックしてグラフを更新します。

ローソクの書式設定
次に、線の色を赤に変更し、ローソクの線の太さと本体の幅を太くします。線の色と太さを変更するには LineStyle プロパ
ティを、また、ローソクの本体幅を変更するにはSymbolStyle プロパティを使用します。
10. ツリービューペインから［データ
データ］を選択して、［グラフデータ］タブを表示します。
11. ［線
線］の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。

12.
13.
14.
15.

［色
色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、「Red」を選択します。
［幅
幅］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、「2」を選択します。
〈OK〉をクリックして、［グラフのプロパティ
グラフのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。
ノードを［ChartGroups］-［Group0］-［ChartData］と拡張し、［SeriesList］の横にある〈〈…〉〉ボタンをクリックします。
ChartDataSeries コレクションエディタ
コレクションエディタが表示されます。
16. SymbolStyle を拡張して、SymbolStyle.Size プロパティを 10 に設定します。
ローソクの本体がデフォルトサイズ（5）から 10 に拡大します。
プログラムによるローソク足チャートの作成
ローソク足チャートは、以下の手順を使用してプログラムで作成できます。
1. 次の指示文を追加して C1.Win.C1Chart 名前空間を宣言します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
2. Form1 をダブルクリックし、以下のコードを Form1_Load プロシージャに追加して、単純なローソク足チャートを作成
します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
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c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList.AddNewSeries()
'x と y の変数を double として宣言して x、y、y1、y2、y3 の各値を表し、値を割り当て
Dim x As Double() = New Double() {1, 2, 3, 4, 5}
Dim y_hi As Double() = New Double() {8, 12, 10, 12, 15}
Dim y_low As Double() = New Double() {20, 22, 19, 24, 25}
Dim y_open As Double() = New Double() {10, 16, 17, 15, 23}
Dim y_close As Double() = New Double() {16, 19, 15, 22, 18}
'x、y、y1、y2、y3 の各データをチャートグループにコピー
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(0).X.CopyDataIn(x)
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(0).Y.CopyDataIn(y_hi)
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(0).Y1.CopyDataIn(y_low)
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(0).Y2.CopyDataIn(y_open)
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData(0).Y3.CopyDataIn(y_close)
'ローソク足チャートをグラフ種別に指定
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartType = C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Candle
'上昇時のローソクを透明にして株価の上昇を表示
c1Chart1.ChartGroups(0).HiLoData.FillTransparent = True
'線の色を設定
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).LineStyle.Color =
System.Drawing.Color.Red
'線の太さを設定
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).LineStyle.Thickness = 2
'ローソクの本体幅を設定
c1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList(0).SymbolStyle.Size = 10
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList.AddNewSeries();
//x と y の変数を double として宣言して x、y、y1、y2、y3 の各値を表し、値を割り当て
double[] x = new double[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
double[] y_hi = new double[] { 8, 12, 10, 12, 15 };
double[] y_low = new double[] { 20, 22, 19, 24, 25 };
double[] y_open = new double[] { 10, 16, 17, 15, 23 };
double[] y_close = new double[] { 16, 19, 15, 22, 18 };
//x、y、y1、y2、y3 の各データをチャートグループにコピー
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData[0].X.CopyDataIn(x);
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData[0].Y.CopyDataIn(y_hi);
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData[0].Y1.CopyDataIn(y_low);
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData[0].Y2.CopyDataIn(y_open);
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData[0].Y3.CopyDataIn(y_close);
//ローソク足チャートをグラフ種別に指定
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartType =
C1.Win.C1Chart.Chart2DTypeEnum.Candle;
//上昇時のローソクを透明にして株価の上昇を表示
c1Chart1.ChartGroups[0].HiLoData.FillTransparent = true;
//線の色を設定
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].LineStyle.Color =
System.Drawing.Color.Red;
//線の太さを設定
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].LineStyle.Thickness =
2;
c1Chart1.ChartGroups[0].ChartData.SeriesList[0].SymbolStyle.Size = 10;
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}

複数グラフのチュートリアル
このセクションではC1Chart コントロールで横棒
横棒とXYPlotグラフをプログラムで追加する段階的な方法が説明されています。
グラフでは、横棒
横棒グラフのY軸が平均降雨量のダブル値を示しており、X軸が三月から八月までの各ストリング値を示してい
ます。 XYPlotグラフではy2軸が3月から8月までの各月の平均最高気温のダブル値を示してあり、X軸が3月から8月までの
各ストリング値を示しています。
グラフを作成し始める前に以下のグラフが表示されます。

プログラムで複数のグラフを作成するには、以下の手順に従います：
1. C1.Win.C1Chart namespace を宣言するために以下の命令を追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Chart
C# コードの書き方

C#
using C1.Win.C1Chart;
2. Form1 をダブルクリックし、複数グラフを作るために Form1_Load イベントに以下のコードを追加します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs)
Dim cgroup As ChartGroup = c1Chart1.ChartGroups.Group0
cgroup.ChartType = Chart2DTypeEnum.Bar
'シリーズコレクションでデータを挿入します。
Dim cdsc As ChartDataSeriesCollection = cgroup.ChartData.SeriesList
cdsc.Clear()
'デフォールトデータを削除します。
'コレクションでシリーズオブジェクトを作成し、データを追加します。
Dim cds As ChartDataSeries = cdsc.AddNewSeries()
'ChartGroup0、横棒グラフのデータを追加します。
Dim MonthNames As String() = {"March", "April", "May", "June", "July",
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"August"}
Dim AvgPrecip As Double() = {3.17, 3.01, 3.8, 4.12, 3.96, 3.38}
'横棒グラフデータシリーズのラベルを作成します。
cds.Label = "Avg. Precip"
'データシリーズにXとY値データをコピーするには、ChartDataArrayオブジェクトのCopyDataInメソッド
を使用します。
cds.X.CopyDataIn(MonthNames)
cds.Y.CopyDataIn(AvgPrecip)
'グラフ領域用の変数を作成します。
Dim carea As C1.Win.C1Chart.Area = c1Chart1.ChartArea
'ChartGroup0(横棒)のタイトルを設定します。
carea.AxisX.Text = "Month"
carea.AxisY.Text = "Avg. Precip (in)"
'Group1のXYグラフ用のデータを作成し追加します。
Dim cgroup2 As ChartGroup = c1Chart1.ChartGroups.Group1
cgroup2.ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot
'シリーズコレクションでgroup1の棒グラフデータを入力します。
Dim cdsc2 As ChartDataSeriesCollection = cgroup2.ChartData.SeriesList
'2番目のコレクションでシリーズオブジェクトを作成し、データを追加します。
Dim cds2 As ChartDataSeries = cdsc2.AddNewSeries()
cds2.X.CopyDataIn(MonthNames)
cds2.Y.CopyDataIn(New Double() {49.5, 60.7, 70.8, 79.1, 82.7, 81.1})
cds2.Label = "Avg. High Temp"
'軸をカスタマイズします。
'X、Y、Y2軸用に新規フォントを作成します。
Dim f As New Font("Arial", 10)
carea.AxisX.Font = f
carea.AxisY.Font = f
carea.AxisX.ForeColor = Color.SteelBlue
carea.AxisY.ForeColor = Color.SteelBlue
carea.AxisY2.ForeColor = Color.SteelBlue
carea.AxisY2.Font = f
'ChartGroup1(XYPlot)の軸タイトルを設定します。
carea.AxisY2.Text = "Avg. High Temp (F)"
'軸の範囲を設定します。
carea.AxisY.Min = 2.75
carea.AxisY2.Min = 30
carea.AxisY2.Max = 90
carea.AxisY.UnitMinor = 0.25
'X軸のラベルを回転します。
carea.AxisX.AnnotationRotation = 60
'凡例を追加します。
c1Chart1.Legend.Visible = True
'ヘッダを追加します。
c1Chart1.Header.Visible = True
c1Chart1.Header.Text = "Pittsburgh Spring and Summer Season"
'視覚エフェクトを追加します。
Dim s As Style = carea.Style
s.ForeColor = Color.White
s.BackColor = Color.LightBlue
s.BackColor2 = Color.Azure
s.GradientStyle = GradientStyleEnum.Radial
c1Chart1.ColorGeneration = ColorGeneration.Flow
End Sub
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C# コードの書き方

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
ChartGroup cgroup = c1Chart1.ChartGroups.Group0;
cgroup.ChartType = Chart2DTypeEnum.Bar;
//シリーズコレクションでデータを挿入します。
ChartDataSeriesCollection cdsc = cgroup.ChartData.SeriesList;
cdsc.Clear();
//デフォールトデータを削除します。
//コレクションでシリーズオブジェクトを作成し、データを追加します。
ChartDataSeries cds = cdsc.AddNewSeries();
//ChartGroup0、横棒グラフのデータを追加します。
string[] MonthNames = { "March", "April", "May", "June", "July",
"August" };
double[] AvgPrecip = { 3.17, 3.01, 3.80, 4.12, 3.96, 3.38};
//横棒グラフデータシリーズのラベルを作成します。
cds.Label = "Avg. Precip";
//データシリーズにXとY値データをコピーするには、ChartDataArrayオブジェクトのCopyDataIn
メソッドを使用します。
cds.X.CopyDataIn(MonthNames);
cds.Y.CopyDataIn(AvgPrecip);
//グラフ領域用の変数を作成します。
C1.Win.C1Chart.Area carea = c1Chart1.ChartArea;
//ChartGroup0(横棒)のタイトルを設定します。
carea.AxisX.Text = "Month";
carea.AxisY.Text = "Avg. Precip (in)";
//Group1のXYグラフ用のデータを作成し追加します。
ChartGroup cgroup2 = c1Chart1.ChartGroups.Group1;
cgroup2.ChartType = Chart2DTypeEnum.XYPlot;
//シリーズコレクションでgroup1の棒グラフデータを入力します。
ChartDataSeriesCollection cdsc2 = cgroup2.ChartData.SeriesList;
//2番目のコレクションでシリーズオブジェクトを作成し、データを追加します。
ChartDataSeries cds2 = cdsc2.AddNewSeries();
cds2.X.CopyDataIn(MonthNames);
cds2.Y.CopyDataIn(new double[] { 49.5, 60.7, 70.8, 79.1, 82.7, 81.1});
cds2.Label = "Avg. High Temp";
//軸をカスタマイズします。
//X、Y、Y2軸用に新規フォントを作成します。
Font f = new Font("Arial", 10);
carea.AxisX.Font = f;
carea.AxisY.Font = f;
carea.AxisX.ForeColor = Color.SteelBlue;
carea.AxisY.ForeColor = Color.SteelBlue;
carea.AxisY2.ForeColor = Color.SteelBlue;
carea.AxisY2.Font = f;
//ChartGroup1(XYPlot)の軸タイトルを設定します。
carea.AxisY2.Text = "Avg. High Temp (F)";
//軸の範囲を設定します。
carea.AxisY.Min = 2.75;
carea.AxisY2.Min = 30;
carea.AxisY2.Max = 90;
carea.AxisY.UnitMinor = .25;
//X軸のラベルを回転します。
carea.AxisX.AnnotationRotation = 60;
//凡例を追加します。
c1Chart1.Legend.Visible = true;
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//ヘッダを追加します。
c1Chart1.Header.Visible = true;
c1Chart1.Header.Text = "Pittsburgh Spring and Summer Season";
//視覚エフェクトを追加します。
Style s = carea.Style;
s.ForeColor = Color.White;
s.BackColor = Color.LightBlue;
s.BackColor2 = Color.Azure;
s.GradientStyle = GradientStyleEnum.Radial;
c1Chart1.ColorGeneration = ColorGeneration.Flow;
}
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