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はじめに
WebChart3D for ASP.NET（C1WebChart3D ）にようこそ。C1WebChart3D では、グラフを ASP.NET Web ページに追加で
きます。C1WebChart3D は強力で汎用的な使いやすいコントロールです。 グラフを Web ページにドラッグして、組み込み
ウィザードを使ってグラフの種類と外観を設定し、コーディングなしでユーザー操作機能を追加できます。
C1WebChart3D は、サーバー側にグラフを作成し、グラフデータをキャッシュしてグラフを Web クライアントに配信するタス
クを処理します。
C1WebChart3D は、C1Chart3D コントロールの機能を活用してグラフを作成します。C1Chart3D 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 C1Chart3D の使用方法
を理解している場合は、C1WebChart3D にすぐに慣れ親しむことができます。 逆に、C1WebChart3D を学べば、
C1Chart3D も WinForms アプリケーションで使用できるようになります。

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
Visual Studio 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

C1Web.C1WebChart.4.dll

C1WebChart本体アセンブリ

C1Web.C1WebChart3D.4.dll

C1WebChart3D本体アセンブリ（※）

C1Web.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、C1Sizer 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。

8
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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
Sizer for WinForms 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

C1Web.C1WebChart.4.dll

本体アセンブリ

C1Web.C1WebChart3D.4.dll

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：本製品に含まれているファイルのうち、上記以外のファイルは配布できません。

9
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主な特長
TrueChart for ASP.NET は、C1WebChart3D コンポーネントについて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
C1WebChart3D 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。
Ajax サポートの詳細については、Ajax によって C1WebChart3D へコールバックを適用する参照してください。

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。

ウィザードによる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 3D グラフを作成する手順として、「グラフ種別の選択」「データレイアウトの種別（通常のグリッ
ド、変則的なグリッド、ポイントレイアウト）の選択」「グラフの 3D 表示の編集」を全てガイドします。

［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、グラフの詳細をすばやく設定できます。

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。

積層型グラフの作成
折れ線、面、横棒、レーダー、プロットといった各種グラフを積層型にすることで、より複雑なデータを比較的小さなスペース
で表示できます。

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。

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。

10
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製品の概要

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
Style クラスにVerticalText プロパティが追加されました。ラベルのテキストを縦書きで表示できます。

11
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C1WebChart3D 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。

C1WebChart3D コントロール
このセクションでは、C1WebChart3D 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。

Visual Studio ツールボックスへの C1WebChart3D の追加
C1WebChart3D 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。
C1WebChart3D コントロールをツールボックスに追加することのほかに、C1WebChart3D を GAC（グローバルアセンブリ
キャッシュ） から実行するか、ローカルに実行するかどうかを決定する必要があります。 インストールプログラム（または各
自）でコンポーネントのコピーが GAC 内に配置された場合、そのコピーはこのコンポーネントを使用するすべてのアプリケー
ションによって使用されます。 コンポーネントが GAC にインストールされていない場合、Visual Studio は必要な .dll のロー
カルコピーをアプリケーションの bin ディレクトリに作成します。
GAC を使用すると、ディスク領域が節約されますが、サーバー側の GAC 内にコンポーネントをインストールすることも忘れな
いようにする 必要があるため、配備も複雑になります。 ほとんどの場合、コンポーネントを GAC から削除して、後で XCOPY
配備 （アプリケーションフォルダには実行に必要なすべての .dlls が含まれている）を使用した方が良くなります。 コンポー
ネントを GAC から削除するには、「system\assembly」フォルダを開き、その中から C1WebChart3D 、 C1Chart、および
C1Chart3D を削除します。 GAC の詳細については、.NET のマニュアルを参照してください。 また、C1Chart と
C1Chart3D が C1.Common.dll に依存関係を持ち、実行にはそれを必要とするため、配備時に必ずこれ もコピーされるよ
うにしてください。
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。

Web アプリケーションにグラフを追加する
C1WebChart3D コントロールを Visual Studio ツールボックスに追加すれば、C1WebChart3D コントロールを Web フォー
ムにドラッグできます。C1WebChart3D コントロールをフォームに追加すると、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ダイアログが表示されるので、「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。
Web.Config ファイルに追加される情報は以下のとおりです。
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.4"/>
</httpHandlers>
</system.web>
<configuration>
この手順では、C1WebChart3D 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。
このトピックについては、後述します(C1WebChart3D におけるイメージの処理方法を参照）。

グラフの設定
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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
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C1WebChart3D.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］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
C1WebChart3D.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の詳細は、3D グラフ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 でグラフ生成に使用する Windows
フォームコントロールです。

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］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 C1WebChart3D 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、Chart3DdataSet の派生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。
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++)
{
13
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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 =
_c1webChart3D.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、データ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
C1WebChart3D 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１つまたは複数の視覚効果デザイナを使用すると、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。

スマートタグの呼び出し
スマートタグを使用して C1WebChart3D コントロールによく使用するプロパティを簡単に設定できます。C1WebChart3D の
スマートタグの詳細は、C1WebChart3D のスマートタグを参照してください。

グラフウィザードの呼び出し
組み込みのグラフウィザードを使用してグラフを簡単に設定できます。グラフウィザードの使用についての詳細は、グラフウィ
ザードを使用する参照してください。

[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]エディタの呼び出し
エディタの呼び出し
[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]エディタは、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。[グラフのプロパティ]エディタでは、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も提供され
ます。C1Chart3D の［グラフのプロパティ］エディタの詳細は、、[グラフのプロパティ]エディタを使用するを参照してください。

コンテキストメニューの呼び出し
C1WebChart3D コントロールは設計時に、関連付けられたコンテキストメニューを使用して簡単に設定できます。
C1WebChart3D コンテキストメニューの詳細は、C1WebChart3D のコンテキストメニューを参照してください。

コレクションエディタの呼び出し
C1WebChart3D は、ユーザーがグラフ領域の要素（軸など）、グラフグループ（ChartStyles など）、ColumnLabels、
ContourStyles、データラベル、等高レベルを簡単に編集できるコレクションエディタを提供しています。
C1WebChart3D の設計時のエディタの詳細は、C1Chart3D のコレクションエディタを参照してください。

C1Chart3D コントロールのプロパティの表示
C1WebChart3D コントロールのプロパティにアクセスするには、単にコントロールを右クリックし、［プロパティ］
［プロパティ］を選択する
か、［プロパティ］
［プロパティ］ウィンドウのドロップダウンボックスから該当するクラスを選択するだけです。

C1WebChart3D のスマートタグ
Visual Studio 2005 では、C1ChartWeb3D コントロールにスマートタグが含まれています。スマートタグは、各コントロール
／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。
C1WebChart3D コントロールは、スマートタグから、グラフウィザードやよく使用するメソッドおよびプロパティに迅速かつ容
易にアクセスできます。
［C1Chart3Dタスク］
タスク］メニューにアクセスするには、C1WebChart3D 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。［［C1WebChart3D タスク］
タスク］メニューが開きます。
14
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［C1WebChart3D タスク］
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]ドロップダウンリストボックスをクリックすると、選択可能な C1WebChart3D のグラフ種のリス
トが表示されます。
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］
［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、グラフウィザードを使用する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］
［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］
［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]エディタを使用する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かどうかを指定します］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、C1Chart3D 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使用するを参照し
てください。
注意
注意: スマートデザイナを有効にするには、アプリケーションで C1.Web.C1WebChart.Designer.4.dll
を参照する必要があります。
ComponentOne C1WebChart3D のバージョン情報
［ComponentOne C1WebChart3D のバージョン情報
のバージョン情報］項目をクリックすると、［ComponentOne
C1WebChart3D のバージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1WebChart3D 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。

C1WebChart3D のコンテキストメニュー
C1WebChart3D 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
C1WebChart3D のコンテキストメニューにアクセスするには、C1WebChart3D コントロールを右クリックしてそのコンテキス
トメニューを開きます。

C1WebChart3D で追加されたカスタム項目の説明は下表のとおりです。

［ComponentOne C1WebChart3D のバージョン情報］
ComponentOne C1WebChart3Dのバージョン情報］ダイアログボックスを表示します。C1WebChart3D 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。
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［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］
C1WebChart3D 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］
C1WebChart3D 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
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。

C1WebChart3D におけるイメージの処理方法
C1WebChart3D コントロールをフォームに配置したら、グラフを設定してこれらのプロパティの値を指定します。これによっ
て、C1WebChart3D は <img /> タグを作成し、すべての中間を処理し、グラフのイメージを結果の .aspx ページにストリー
ミングします。
Web ページにグラフを追加する場合、C1WebChart3D 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。C1WebChart3D がこの URL
を作成し、その内容の供給を行います。下の図はこのプロセスを説明しています：

この図では、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。
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、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、C1WebChart3D 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
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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。ImageRenderMethod の適用について、 C1WebChart3D チュートリアル を参照してください。
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、C1WebChart3D コントロール（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。
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='second-url' />
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。

ImageRenderMethod プロパティ
ImageRenderMethod プロパティは C1WebChart3D 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、C1WebChart3D 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、C1WebChart3D 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
17
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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='c1wc' src='C1WebChartTemp/c1c_105....png' />
ソース
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、ImageTransferMethod 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。
C1WebChart3D 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="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.4"/>
</httpHandlers>
</system.web>
<configuration>

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='c1wc' src='c1webchart3dimage.aspx?SessionID=87987_' />
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。詳細について、ImageTransferMethod プロパティ を参照してください。

ImageRenderMethodEnum.ASPPage
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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。
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='c1wc' src='mySecondPage.aspx?CacheID=8798_' />
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
C1WebChart3D 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。
作成された <IMG> タグがないので、ここでは例を示しません。

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='c1wc' src='renderSalesChart.aspx?Color=Red&Type=XYPlot' />
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 C1WebChart3D のインタラクティブ操作
C1WebChart3D 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。
C1WebChart3D 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。
注意
注意：イメージマップの作成は、バイナリ書き込みの ImageTransferMethod 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。
MapAreaCollection は、C1WebChart3D 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
20

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart3D)
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。
C1WebChart3D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
注意
注意：ChartLabel はそれぞれ独自の <AREA> タグを生成します。さらに、データ点（または「エリア」グラフの各データ
セット）はそれぞれ独自の <AREA> タグを生成します。
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：
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);

形状

座標

説明
説明n

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。

C1WebChart3D 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

MapArea.Attributes

イメージマップ内の<AREA>タグの追加属性を指定します。

MapArea.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。

MapArea.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
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。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。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。
<map NAME=“C1WebChart1_MAP”>

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
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Tooltip プロパティが設定されています。
<AREA SHAPE=rect COORDS=“239,406,303,422” TITLE=“フッタ”>
<AREA SHAPE=rect COORDS=“236,9,306,25” TITLE=“ヘッダ”>
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。
<AREA SHAPE=rect COORDS=“69,62,412,348” TITLE=“プロット領域”
onclick=“ShowDataCoords(C1WebChart1,window.event);”>
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。
<AREA SHAPE=rect COORDS=”20,44,429,387” HREF="http://www.grapecity.com” TITLE=”グラフ領
域”>

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

すべて

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 C1WebChart3D へコールバックを適用する
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Ajax を使用して、C1WebChart3D 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。C1WebChart3D 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。C1WebChart3D 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
を表示することもできます。たとえば、C1WebChart3D 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。
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。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。CallbackWaitControlID 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。
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、CallbackWaitControlID プロパティが CallbackWaitImageUrl 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。
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C1WebChart3D タスク別ヘルプ
チュートリアルでは、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、C1WebChart3D 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、C1WebChart3D の用途を理解することができます。

C1WebChart3D 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。
1. WebプロジェクトにC1.Web.C1WebChart.Designer.4.dllアセンブリを追加します。
2. Web フォームに C1WebChart3D を追加し、C1WebChart3D タスクメニューから [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します。

3. 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するを参照してください。

行及び列ラベルを明示的に設定する
C1WebChart3D で行及び列ラベルを明示的に設定するには、以下のコードを使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim sg As C1.Win.C1Chart3D.Chart3DDataSetGrid =
C1WebChart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid
Dim i As Integer
Dim months As String() = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", _
"Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"}
For i = 0 To months.Length - 1
C1WebChart3D1.ChartGroups.RowLabels.Add(i, months(i))
Next i
For i = 0 To sg.ColumnCount
' 列のラベルを設定するには、任意のコードを使用してください。
C1WebChart3D1.ChartGroups.ColumnLabels.Add(i, "Col " + i.ToString())
Next i
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod =
C1.Win.C1Chart3D.AnnotationMethodEnum.DataLabels
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisX.AnnoRotated = True
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisY.AnnoMethod =
C1.Win.C1Chart3D.AnnotationMethodEnum.DataLabels
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisY.AnnoRotated = True
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart3D.Chart3DDataSetGrid sg =
C1WebChart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid;
int i = 0;
string[] months = {
"Jan",
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"Feb",
"Mar",
"Apr",
"May",
"Jun",
"Jul",
"Aug",
"Sep",
"Oct",
"Nov",
"Dec"
};
for (i = 0; i <= months.Length - 1; i++) {
C1WebChart3D1.ChartGroups.RowLabels.Add(i, months(i));
}
for (i = 0; i <= sg.ColumnCount; i++) {
// 列のラベルを設定するには、任意のコードを使用してください。
C1WebChart3D1.ChartGroups.ColumnLabels.Add(i, "Col " + i.ToString());
}
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisX.AnnoMethod =
C1.Win.C1Chart3D.AnnotationMethodEnum.DataLabels;
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisX.AnnoRotated = true;
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisY.AnnoMethod =
C1.Win.C1Chart3D.AnnotationMethodEnum.DataLabels;
C1WebChart3D1.ChartArea.AxisY.AnnoRotated = true;
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C1WebChart3D 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 C1WebChart3D 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、C1WebChart3D 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、C1WebChart3D 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。

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 ファイルベース描画メソッドを使用して、一時ファイルで C1WebChart3D をクライアントに転送するには以下の手順に従
います。
1. C1WebChart3D 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。
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=_c1wc 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
HttpHandler ベースの描画チュートリアルでは、クライアントへC1WebChart3D の内部HttpHandlerを使用してグラフを転
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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
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 を使うには、 以下の手順を実行します。
1. C1WebChart3D 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
C1WebChart3D の組み込み HttpHandler 機能が利用可能になります。
3. 下記のエントリを Web.config ファイルに追加されます:
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.4"/>
</httpHandlers>
</system.web>
<configuration>
4. 必要に応じて、データと外観要素を設定します。
5. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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）
（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=_c1wc 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 C1WebChart3D 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
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 を使うには、以下の手順を実行します。
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1. C1WebChart3D 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
C1WebChart3D の組み込み HttpHandler 機能が利用可能になります。
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.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. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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）
（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=_c1wc src='c1webchartimage.aspx?CacheID=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 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
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 を使うには、以下の手順を実行します。
1. C1WebChart3D 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
C1WebChart3D の組み込み HttpHandler 機能が利用可能になります。
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<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.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. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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. C1WebChart3D 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=C1WebChart3D1 src='c1chart3dimage.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 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。/p>

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
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 を使うには、以下の手順を実行し
ます。
1. C1WebChart3D 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
C1WebChart3D の組み込み HttpHandler 機能が利用可能になります。
下記のエントリを Web.config ファイルに追加されます:
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.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. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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）
（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=C1WebChart3D1 src='c1chart3dimage.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。C1WebChart3D 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 C1WebChart3D 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
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 を使うには、以下の手順を実行し
ます。
1. C1WebChart3D 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
C1WebChart3D の組み込み HttpHandler 機能が利用可能になります。
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.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. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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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）
（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=C1WebChart3D1 src='c1chart3dimage.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。C1WebChart3D 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 C1WebChart3D 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、C1WebChart3D 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
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 を使うには、以下の手順を実行しま
す。
1. C1WebChart3D をフォームに配置します。[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
C1WebChart3D の組み込み HttpHandler 機能が利用可能になります。
<configuration>
<system.web>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="c1chart3Dimage.aspx"
type="C1.Web.C1WebChart3D.ImageHttpHandler,C1.Web.C1WebChart3D.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. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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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 C1WebChart3D 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 C1WebChart3D 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。
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。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
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs)
' イメージをこのページに転送する方法を決定します。
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"
End If
Dim image As Byte() = Nothing
Dim imgtype As String = String.Empty
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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))

ます。

Response.Clear()
Response.Cache.SetExpires(DateTime.MinValue) ' クライアントキャッシュを消去し

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
{
private void Page_Load(object sender,
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System.EventArgs e)
{
// イメージをこのページに転送する
// 方法を決定します。
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" || del == "true");
}
byte[]
string
string
string

image = null;
imgtype = string.Empty;
img = string.Empty;
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);
}
}
// バイナリイメージをクライアントに返します。
if (image != null && imgtype != null)
{
int iext = imgtype.LastIndexOf('.') + 1;
imgtype = "image/" +
imgtype.Substring(iext);
Response.Clear();
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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
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には、以下の手順を実行します。
1. C1WebChart3D 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. C1WebChart3D の以下のプロパティを設定します。
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=C1WebChart3D1 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。
セッションオブジェクト変数は以下のようです。
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、C1WebChart3D 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
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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
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には、以下の手順を実行します。
1. C1WebChart3D 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。
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 =）
ImageUri を C:\…StreamResponse.aspx に設定します。
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= C1WebChart3D1 src='StreamResponse.aspx CacheID=
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E' />
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
キャッシュオブジェクト変数は以下のようです。
WebForm1.aspx_C1WebChart1_9F0D3D0E_ImageBytes（実際のイメージを含む）(image)
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、C1WebChart3D 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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C1Chart3D の使い方
設計時サポート
C1Chart3D 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１つまたは複数の視覚効果デザイナを使用すると、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。

スマートタグの呼び出し
スマートタグ
スマートタグを使用して C1Chart3D コントロールによく使用するプロパティを簡単に設定できます。C1Chart のスマートタグ
の詳細は、C1Chart3D スマートタグを参照してください。

グラフウィザードの呼び出し
組み込みのグラフウィザード
グラフウィザードを使用してグラフを簡単に設定できます。グラフウィザードの使用についての詳細は、 グラフ
ウィザードを使用するを参照してください。

[グラフのプロパティ
グラフのプロパティ]エディタの呼び出し
エディタの呼び出し
グラフのプロパティエディタ
グラフのプロパティエディタは、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。グラフのプロパティエディタでは、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も提供されま
す。C1Chart3D のグラフのプロパティ
グラフのプロパティ エディタ
エディタの詳細は グラフのプロパティ]エディタを使用するを参照してください。

コンテキストメニューの呼び出し
C1Chart3D コントロールは設計時に、関連付けられたコンテキストメニュー
コンテキストメニューを使用して簡単に設定できます。C1Chart3D コ
ンテキストメニューの詳細は、C1Chart3D コンテキストメニューを参照してください。

コレクションエディタの呼び出し
C1Chart3D は、ユーザーがグラフ領域の要素（軸
軸など）、グラフグループ（ChartStyles な
ど）、ColumnLabels、ContourStyles、データラベル、等高レベルを簡単に編集できるコレクションエディタを提供していま
す。
C1Chart3D の設計時のエディタの詳細は、 C1Chart3D のコレクションエディタを参照してください。

C1Chart3D コントロールのプロパティの表示
C1Chart3D コントロールのプロパティにアクセスするには、単にコントロールを右クリックし、プロパティ
プロパティ を選択するか、プロ
プロ
パティ ウィンドウのドロップダウンボックスから該当するクラスを選択するだけです。

C1Chart3D スマートタグ
Visual Studio では、C1Chart3D コントロールにスマートタグが含まれています。スマートタグは、各コントロール／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。
C1Chart3D コントロールは、スマートタグから、グラフウィザードやよく使用するメソッドおよびプロパティに迅速かつ容易にア
クセスできます。
C1Chart3Dタスク
タスク メニューにアクセスするには、C1Chart3D 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。C1Chart3D タスク メニューが開きます。
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C1Chart3D 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 ドロップダウンリストボックスをクリックすると、選択可能な C1Chart3D のグラフ種のリストが表示されます。

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、グラフウィザードを使用するを参照してください。

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
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]エディタを使用する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 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、C1Chart3D 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使用する を参照してください。

C1Chart3D のバージョン情報
C1Chart3D のバージョン情報 項目をクリックすると、C1Chart3D のバージョン情報
のバージョン情報ダイアログボックスが表示され、
C1Chart3D 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。

親コンテナにドッキングする
親コンテナにドッキングする をクリックすると、C1Chart3D コントロールはその親コンテナ内に入ります。

C1Chart3D コンテキストメニュー
C1Chart3D 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

C1Chart3D コンテキストメニューにアクセスするには
C1Chart3D 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を開きます。

C1Chart3D で追加されたカスタム項目の説明は下表のとおりです。

C1Chart3D のバージョン情報
C1Chart3Dのバージョン情報
のバージョン情報ダイアログボックスを表示します。C1Chart3D 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
C1Chart3D コントロールの保存済みレイアウトを読み込みます。
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グラフの保存
C1Chart3D 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
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。

C1Chart3D のコレクションエディタ
C1Chart3D には以下のエディタがあります。
BarColor コレクションエディタ
Chart3DAxis コレクションエディタ
Chart3DAxisLabel コレクションエディタ
Chart3DDataLabel コレクションエディタ
Chart3DGroup コレクションエディタ
Chart3DLabel コレクションエディタ
Chart3DPoint コレクションエディタ
Chart3DPointSeries コレクションエディタ
Chart3DStyle コレクションエディタ
C1Chart3D Contour コレクションエディタ

BarColor コレクションエディタ
BarColor コレクションエディタ
コレクションエディタで、ユーザーは棒の行と列に色を付けることができます。

BarColor コレクションエディタ にアクセスするには
1. C1Chart3D 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、ChartGroups ノードを展開します。次に Group0 を展開して、Bar ノードを展開し、Colors
プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。BarColor コレクションエディタが開きます。
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Chart3DAxis コレクションエディタ
Chart3DAxis コレクションエディタを使用し、
コレクションエディタを使用し、C1Chart3Dの
のX、
、Y、
、Z の各軸を変更します。

Chart3DAxis コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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 ノードを展開し、Axes プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックしま
す。Chart3DAxis コレクションエディタが開きます。

Chart3DAxis コレクションエディタ内
コレクションエディタ内には、
、Chart3DAxisLabel コレクションエディタ
コレクションエディタがあります。Chart3DAxisLabel コレク
ションエディタ
ションエディタの詳細は、Chart3DAxisLabel コレクションエディタrを参照してください。
Chart3DAxis 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、Chart3DAxis 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
Chart3DAxis クラスでこれらのプロパティを使用できます。
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メンバ名

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。
AnnoMethod

軸ラベルの表示形式を取得または設
定します。

AnnoPosition

軸ラベルとテキストの位置を取得また
は設定します。

AnnoRotated

軸ラベルを回転させるかどうかを取得
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

軸の最小値を自動計算するかどうか
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。

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。

MajorGrid

主グリッド線オブジェクトを取得しま
す。

Chart3DLineStyle

グリッド線スタイル。

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。

Title

軸タイトルを取得または設定します。

UnitMajor

主目盛マークの単位を取得または設
定します。

UnitMinor

副目盛マークの単位を取得または設
定します。

ValueLabels

軸の値ラベルを取得します。

Visible

軸の表示／非表示を取得または設定
します。

Chart3DAxisLabel コレクションエディタ
Chart3DAxisLabel コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、C1Chart3D の特定の軸ラベルのラベルテキストを追加または削除しま
す。

Chart3DAxis コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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〈...〉ボタンをクリックしま
す。Chart3DAxis コレクションエディタ が開きます
3. Chart3DAxis コレクションエディタ
コレクションエディタで、ValueLabels プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。
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Chart3DAxisLabel 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。

Chart3DDataLabel コレクションエディタ
Chart3DDataLabel コレクションエディタ
コレクションエディタでは、ユーザーはデータラベルを追加または削除したり、各ラベルにテキストを適
用したりできます。

Chart3DDataLabel コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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、ColumnLabels プロパティもしくは RowLabels プロパティの
横の〈...〉ボタンをクリックします。Chart3DDataLabel 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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Chart3DGroup コレクションエディタ
Chart3DGroup 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 Group0 の Bar、
、ChartData、
、ChartType、
、Contour、
、Elevation、
、
Surface の各プロパティを設定できます。

Chart3DGroup コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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、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。Chart3DGroup 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。

Chart3DGroup コレクションエディタ内
コレクションエディタ内には、BarColor コレクションエディタ
コレクションエディタと Chart3DContourLevel コレクションエディタ
があります。

Chart3DLabel コレクションエディタ
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Chart3DLabel コレクションエディタ
コレクションエディタでは、ユーザが「追加」ボタンをクリックしてラベルを座標、データ座標またはデータイン
デックスにてグラフに追加できます。「削除」ボタンをクリックしてラベルを削除できます。本コレクションエディタからラベルの
プロパティも編集可能になります。

Chart3DLabel コレクションエディタ
1. C1Chart3D 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、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。Chart3DDataLabel 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。

Chart3DPoint コレクションエディタ
Chart3DPoint コレクションエディタ
コレクションエディタでは、ユーザが3D空間にある点を追加または削除したりできます。

Chart3DPoint コレクションエディタをアクセスするには
1. C1Chart3D 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、ChartGroupsCollection プロパティの横の〈...〉ボタンをク
リックします。Chart3DGroup 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。
3. Chart3DGroup コレクションエディタ
コレクションエディタでは、 ChartData ノードを展開し、Layout プロパティをPointDataに設定しま
す。
4. Set ノードを展開し、SeriesCollection プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。Chart3DPointSeries コレク
ションエディタ
ションエディタが開きます。
5. 追加 ボタンをクリックしてポイントデータレイアウトにデータセットを追加します。Chart3DPointSeries コレクションの
プロパティが表示されます。
6. Points プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。
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Chart3DPoint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。

Chart3DPointSeries コレクションエディタ
Chart3DPointSeries コレクションエディタ
コレクションエディタでは、ポイントデータレイアウトのデータセットを追加または削除できます
(Chart3DdataSetPoint クラス)。
Chart3DPointSeries コレクションエディタをアクセスするには
1. C1Chart3D 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、ChartGroupsCollection プロパティの横の〈...〉ボタンをク
リックします。
。Chart3DGroup 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。
3. Chart3DGroup コレクションエディタ
コレクションエディタでは、 ChartData ノードを展開し、Layout プロパティをPointDataに設定しま
す。
4. Set ノードを展開し、SeriesCollection プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。Chart3DPointSeries コレク
ションエディタ
ションエディタが開きます。
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Chart3DStyle コレクションエディタ
Chart3DStyle コレクションエディタ
コレクションエディタでは、ユーザーは線スタイルやシンボルスタイルを C1Chart3D に適用できます。

Chart3DGroup コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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、ChartStyles プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックしま
す。Chart3DStyle 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。

C1Chart3D Contour コレクションエディタ
C1Chart3D には、等高線のスタイルとレベルを追加／変更するための複数のエディタがあります。C1Chart3D は以下の
Contour コレクションエディタを提供しています。
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Chart3DContourLevel コレクションエディタ - 各レベルのスタイル（塗りつぶし色、線スタイルなど）を変更するた
めに使用します。
Chart3DContourStyle コレクションエディタ - 等高線の描画に使用する線スタイルの追加／削除するために使
用します。
Color コレクションエディタ - コレクション内の色を追加／削除するために使用します。
以下のセクションでは、各 Contour コレクションエディタ
コレクションエディタの概略とそのアクセス方法を説明します。

Chart3DContourLevel コレクションエディタ
Chart3DContourLevel コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、各等高レベルのスタイル（塗りつぶし色、線スタイルなど）を編集しま
す。

Chart3DContourLevel コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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 ノードを展開して Group0 を展開します。次に Contour ノードを展開
し、Levels プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。Chart3DContourLevel 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。

Chart3DContourLevel コレクションエディタで使用可能なプロパテ
設計時に、Chart3DContourLevel 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Chart3DContourLevel クラスでこれらのプロパティを使用できます。

メンバ名

説明

Level

レベルの値を取得ま
たは設定します。

FillColor

領域の塗りつぶし色
を取得または設定し
ます。

LineStyle

描画する等高線の
線のスタイルを取得
または設定します。

Color

描画する線の色を取
得または設定しま
す。

Pattern

描画する線のパター
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ンを取得または設定
します。
Thickness

描画する線の太さを
取得または設定しま
す。

Chart3DContourStyle コレクションエディタ
Chart3DContourStyle コレクションエディタ
コレクションエディタを使用し、各等高レベルのスタイル（塗りつぶし色、線スタイルなど）を編集しま
す。

Chart3DContourStyle コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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 ノードを展開します。次に、ContourStyles 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。Chart3DContourStyle 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。

Chart3DcontourStyle 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、Chart3DContourStyle 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
Chart3DContourStyles クラスでこれらのプロパティ を使用できます。

メンバ名 説明
FillColor

領域の塗りつぶし色を
取得または設定しま
す。

LineStyle

描画する等高線の線の
スタイルを取得または
設定します。

Color

描画する線の色を取得
または設定します。

Pattern

描画する線のパターン
を取得または設定しま
す。

Thickness 描画する線の太さを取
得または設定します。
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Color コレクションエディタ
Color コレクションエディタ を使用し、コレクション内の色の追加や削除を行います。

Color コレクションエディタにアクセスするには
1. C1Chart3D 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 ノードを展開します。次に、ContourStyles ノードを展開し、Colors プロパ
ティの横の〈...〉ボタンをクリックします。Color 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。

3Dグラフの基礎
優れたグラフを作成するためには、特に C1Chart3D コントロールに関連する基本的なグラフ処理と用語に習熟する必要が
あります。

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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以下のトピックで、C1Chart3D コントロールを使用するユーザーが習熟すべき基本的な情報について説明します。

基本3D グラフの種
C1Chart3D コントロールでは、曲面グラフ
曲面グラフ、棒グラフ
棒グラフ、および散布図でデータを表すことができます。ChartType プロパティ
を使用して、データを曲面グラフ、棒グラフ、散布図のうちどのグラフで表示するかを指定します。ChartType プロパティ
は、Chart3DGroup コレクションエディタ
コレクションエディタにあります。このエディタは、Visual Studio のプロパティウィンドウ
のChart3DGroups プロパティからアクセスできます。

3D 曲面グラフ
3D 曲面グラフでは、データはZ 軸を利用した三次元の陰影またはデータ結線曲面で表示されます。X軸、Y軸とZ軸に基づい
たこのようなグラフにて、X、Y変数と比べて、Z変数は大きく変動されます。陰影またはデータ結線曲面がデータ点の接続に
より作成されます。データ点の間の曲面は、補間により計算されます。

Chart3DTypeEnum.Surface
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設計時に
設計時に3D グラフ種を曲面グラフに設定するには
グラフ種を曲面グラフに設定するには:
1. プロパティウィンドウで ChartGroups を展開して、Group0 ノードを展開します。
2. ChartTypeプロパティをSurfaceに設定します。

次のコードでは、実行時に、
次のコードでは、実行時に、3D グラフを曲面グラフに設定する方法を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Surface
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartType = Chart3DTypeEnum.Surface;

3D 棒グラフ
棒グラフでは、各データ点は Z 値から起点に向かって描画される１本の棒として表現されます。グリッドレイアウトまたは不
規則グリッドレイアウトのいずれかを使用する場合、隣接する棒どうしの間隔を設定することが可能です。2D棒グラフと同様
に、3D棒グラフを個々または複数の項目の比較に使用できます。

Chart3DTypeEnum.Bar

設計時に
設計時に3D グラフを棒グラフに設定するには
グラフを棒グラフに設定するには:
1. プロパティウィンドウでChartGroups を展開して、Group0ノードを展開します。
2. ChartTypeプロパティをBarに設定します。

次のコードでは、実行時に、
次のコードでは、実行時に、3D グラフを棒グラフに設定する方法を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Bar
C# コードの書き方

C#
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C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartType = Chart3DTypeEnum.Bar;

棒グラフの特殊なプロパティ
棒グラフでは、各データ点は Z 値から起点に向かって描画される１本の棒として表現されます。グリッドレイアウトまたは不
規則グリッドレイアウトのいずれかを使用する場合、隣接する棒どうしの間隔を設定することが可能です。起点、間隔、色な
ど、棒グラフに特有のいくつかのプロパティをカスタマイズできます。

棒の Z 起点
Chart3DBar オブジェクトの Originプロパティを使用して、Z 軸の起点を設定します。このプロパティは棒グラフでのみ有効で
す。Origin プロパティは、Chart3DGroup コレクションエディタ の Bar ノードにあります。

棒の幅
Chart3DBar オブジェクトのRowWidth プロパティと ColumnWidth プロパティを使用して、棒と棒との隣接間隔を設定しま
す。この値は、使用可能なスペースのパーセンテージで表されます。有効な値の範囲は 0～100 です。100 に設定すると、
棒と棒の間隔はなくなり、互いに密接して表示されます。これらのプロパティは、Chart3DGroup コレクションエディタ の Bar
ノードにあります。

棒の陰影色
棒グラフを領域区分せずに陰影をかけると、Z 起点よりも上に描画される棒には曲面上部の色が使用され、Z 起点よりも下
に描画される棒には曲面下部の色が使用されます。個々の棒の色あるいは棒の行／列全体の色を任意に設定することが
できます。4D グラフを作成するには、凡例に表示される色を定義します。詳細は、4Dデータの表示 を参照してください。

3D散布図
散布図は、１つまたは複数のデータセット（個々のデータ点の集まり）から構成されます。これらのデータセットは、X、Yと１つ
または複数のZ座標を表す1つまたは複数の変数の間の関係を示します。以下の3D散布図のように描画ポイントと起点との
間に垂線を追加して、表示を拡張することができます。

Chart3DTypeEnum.Scatter

設計時に
設計時に3D グラフを散布図に設定するには
グラフを散布図に設定するには:
1. プロパティウィンドウでChartGroups を展開して、Group0ノードを展開します。
2. ChartTypeプロパティをScatterに設定します。

次のコードでは、実行時に、
次のコードでは、実行時に、3D グラフを散布図に設定する方法を示します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Scatter
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartType = Chart3DTypeEnum.Scatter;

散布図の特殊なプロパティ
散布図は、１つまたは複数のデータセット（個々のデータ点の集まり）から構成されます。各データセットのシンボルスタイル
や垂線の外観をカスタマイズするとともに、垂線の表示／非表示をカスタマイズすることができます。以下のトピックでは、3D
散布図の垂線の追加、視点の距離とラインスタイルなどを作成するために使用される特殊なプロパティについて説明しま
す。

垂線の追加
Chart3DElevation オブジェクトの DropLines プロパティを使用して、描画ポイントと起点との間に垂線を表示するかどうか
を指定します。散布図の各データ点には、Z = Zmin 平面につながる垂線が描画されます。DropLines プロパティには、設
計時に Chart3DGroup コレクションエディタ の Elevation ノードからアクセスできます。

次のコードでは、垂線の描画を指定する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).Elevation.DropLines = True
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].Elevation.DropLines = true;
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垂線の書式設定
Chart3DLineStyle オブジェクトの Pattern,Thickness および Colorプロパティを使用して、Chart3DStyle オブジェクトの
描画する垂線のパターン、太さ、および色を設定します。使用できるパターンは次のとおりです。

タイプ

画像

実線
破線
点線
１点鎖線
２点鎖線
これらのプロパティは、設計時に Chart3DStyle コレクションエディタ の LineStyle ノードからアクセスできます。

視点の距離
Chart3DElevationオブジェクトの DepthCue プロパティを使用して、グラフの立体感を強調して描画することができま
す。DepthCue を True に設定した場合、シンボルのサイズは目視距離によって異なります。
下図は、DepthCue プロパティがTrueとFalseに設定されている時にそれぞれどのように表示されるかを示しています。
DepthCue を False に設定した場合

DepthCue を True に設定した場合

散布図のラインとシンボル
散布図のデータセットの描画方法を定義する属性を、Chart3DStyleオブジェクトを使用して設定できます。各データセットに
はそれぞれ独自の Chart3DStyle オブジェクトが存在し、自由にカスタマイズできます。Chart3DStyle オブジェクトを使用し
て、次のデータセットのプロパティをプログラムに組み込んで変更することができます。
オブジェクトのラインスタイルを定義する LineStyle プロパティ。このプロパティは、垂線の色、パターン、および太
さを指定します。
オブジェクトのシンボルスタイルを定義する SymbolStyle プロパティ。このプロパティは、データ点の色、サイズ、
および形状を指定します。
Chart3DStylesCollection オブジェクトには、各データセット用に定義された Chart3DStyle オブジェクトが含まれます。次
のメソッドは、Chart3DStylesCollection オブジェクトに対して定義されます。

方法

説明

AddNewStyle()

新しい Chart3DStyle オブジェクトをコレクションに追加する
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方法

説明

Remove(index)

Chart3DStyle オブジェクトをコレクションから削除する

通常、Chart3DStyle オブジェクトの手動による追加と削除は不要です。対応するデータセットの作成時に Chart3DStyle オ
ブジェクトがすでに存在する場合は、前に作成された Chart3DStyle オブジェクトがこのデータセットのデータの描画に使用
されます。
Chart3DStylesCollection を繰り返し使用することにより、グラフのすべての線種やデータ点の動作をすばやく変更するこ
とができます。次のコードでは、マウスでクリックしたときにグラフのすべてのデータ点が明るく輝く例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Private Sub C1Chart3D1_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles C1Chart3D1.Click
Dim Style As Chart3DStyle
For Each Style in Chart3D1.ChartGroups.ChartStyles
Style.SymbolStyle.Color = Color.White
Next Style
End Sub
C# コードの書き方

C#
private void c1Chart3D1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
foreach(Chart3DStyle sty in c1Chart3D1.ChartGroups.ChartStyles)
sty.SymbolStyle.Color = Color.White;
}

線種を設定
次のコードでは、２番目のデータセットの線種を点線に設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups.ChartStyles(1).LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.Dot
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups.ChartStyles[1].LineStyle.Pattern = LinePatternEnum.Dot;

シンボルスタイルを設定
次のコードでは、３番目のデータセットのシンボルスタイルを円（塗潰しなし）に設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups.ChartStyles(2).SymbolStyle.Shape = SymbolShapeEnum.Circle
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups.ChartStyles[2].SymbolStyle.Shape = SymbolShapeEnum.Circle;

シンボルの書式設定
Chart3DSymbolStyle オブジェクトの Shape プロパティ、Size プロパティ、および Color プロパティを使用して、グラフスタ
55

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart3D)
イルのシンボルの種類、サイズ、およびシンボルの色を設定します。使用できるシンボルは次のとおりです。

タイプ

画像

タイプ

画像

なし

垂直線

ドット

水平線

－

四角

■

クロス

✛

三角

▲

円

○

ひし形

◆

四角（塗潰しなし）

□

三角（下向き）

▼

星
斜めクロス

×

三角（塗潰しなし

△

ひし形（塗潰しなし）

◇

三角（下向きで、塗潰しなし）

▽

これらのプロパティは、設計時に Chart3DStyle コレクションエディタ の LineStyle ノードからアクセスできます。

グラフのデータ結線と陰影による表示
曲面グラフと棒グラフの基本的な外観は、IsMeshed プロパティと IsShadedプロパティを組み合わせて制御します。
これらのプロパティはChart3DGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Elevation ノードの下にあります。このエディタは、.NET のプロ
パティウィンドウの ChartGroupsプロパティからアクセスできます。

IsMeshed プロパティの使用
曲面または棒グラフのIsMeshedプロパティがTrueに設定されている場合、グラフは以下のように表示されます。
曲面グラフ
曲面グラフ: Z 軸を利用した 3D 表示の 3D 曲面に投影される X-Y グリッドを表示します。グラフでは回転と奥行
きの制御が可能です。
棒グラフ
棒グラフ: グラフはすべての棒の輪郭線を描画します。

データ結線

曲面グラフの例

棒グラフの例

メモ：
メモ：グラフのデータ結線の上部と下部の色、およびデータ結線のその他のプロパティをカスタマイズできます。

IsShaded プロパティの使用
曲面または棒グラフのIsShadedプロパティがTrueに設定されている場合、グラフは以下のように表示されます。
曲面グラフ
曲面グラフ： Z 軸を利用した 3D 表示の単層陰影曲面としてデータを表示します。上部と下部の陰影色を設定す
ることができます。グラフでは回転と奥行きの制御が可能です。
棒グラフ
棒グラフ： 棒を単色陰影で描画します。
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陰影によるグラフ描画

曲面グラフの例

棒グラフの例

メモ：
メモ：グラフの曲面の上部と下部の色、および曲面のその他のプロパティをカスタマイズできます。

IsMeshed プロパティと
プロパティとIsShaded プロパティの組み合わせ
IsMeshed プロパティと IsShaded プロパティの組み合わせを使用して、グラフの基本的な外観を設定します。
下図は、曲面グラフおよび棒グラフにて、IsShaded プロパティと IsMeshedプロパティがTrueに設定されている時の、陰影と
データ結線の表示を示しています。

陰影とデータ結線によるグラフ描画

曲面グラフの例

棒グラフの例

陰影とデータ結線によるグラフへの色の追加
IsShadedプロパティと IsMeshed プロパティがTrueに設定されている時、陰影とデータ結線による曲面や棒グラフの上部お
よび下部に色を追加できます。
MeshTopColor と MeshBottomColor プロパティを使用して、曲面グラフと棒グラフにそれぞれ上部および下部の色を設定
します。
下図では、MeshTopColor と MeshBottomColorプロパティは、曲面や棒グラフのデータ結線の上部と下部をそれぞれ区別
できるようにDarkRedとDarkBlueに設定されています。また、ShadedTopColor とShadedBottomColor プロパティは、曲
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面や棒グラフのデータ結線の上部と下部をそれぞれ区別できるようにMistyRoseとLightBlue色に設定されています。

曲面グラフの例

棒グラフの例

メモ：
メモ：上記の棒グラフでは、MeshBottomColor とShadedBottomColor プロパティの下部の色はグラフの現在の回転
方向のため表示されていません。

透過処理
Chart3DElevationオブジェクトのTransparencyプロパティを使用して、描画するデータの透過性を設定します。透過性の
有効値は０～255 です。０は透明で、255 は不透明となります。

メモ：
メモ：透過処理は領域区分された等高線グラフには適用できません。

グラフの等高線と領域区分
IsContoured プロパティと IsZoned プロパティを使用して、グラフの3Dに等高線と領域区分を追加できます。これらのプロ
パティは、Chart3DGroup コレクションエディタ の Contour ノードの下にあります。このエディタは、.NET のプロパティウィン
ドウの ChartGroupsCollection ノードからアクセスできます。Chart3DGroup 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 ,
Chart3DGroup コレクションエディタを参照してください。

IsContoured PropertyIsContoured プロパティの使用
曲面グラフと棒グラフでは、等高線は以下のように表示されます。
曲面グラフ
曲面グラフ：グラフはデータの分布を調べて、各等高レベルを区分する等高線を描画します。
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棒グラフ
棒グラフ：グラフは棒の周りに等高線を描画して、各等高レベルを区分します。

メモ
メモ：グラフの等高レベル、等高線スタイル、およびその他の等高線のプロパティをカスタマイズできます。

IsZonedプロパティの使用
プロパティの使用
3D曲面グラフ、棒グラフ、および散布図では、領域区分は以下のように表示されます。
曲面グラフ
曲面グラフ：グラフはデータの分布を調べて、各領域区分を無地色で色分けします。

棒グラフ：グラフは各棒における各領域を無地色で色分けします。
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散布図：散布図のデータ点は、そのZ値に基づいて色付けされます。

メモ：
メモ：グラフの等高レベル、等高線スタイル、およびその他の領域区分のプロパティをカスタマイズできます。

IsContoured プロパティと IsZoned プロパティの組み合わせ
3D曲面グラフ、棒グラフ、および散布図では、IsContouredプロパティと IsZonedプロパティを有効にして領域区分と等高線
を組み合わせて使用できます。
下図は、3D曲面グラフ、棒グラフで領域区分と等高線の組み合わせ表示を示しています。

曲面グラフの例

棒グラフの例

メモ：
メモ：グラフの等高レベル、等高線スタイル、およびその他の等高線と領域区分のプロパティをカスタマイズできます。

3D グラフデータのレイアウト
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C1Chart3D は、データを 3D 表示します。各データ点は、X/Y デカルト座標と Z 立体座標値で構成されます。したがっ
て、C1Chart3D の場合、X、Y 方向に増加する曲面のグラフ化はできますが、球体のようにX、Y方向に折り返す曲面はグ
ラフ化できません。
データは、３種類の基本レイアウト グリッド
グリッド、不規則グリッド
不規則グリッド、ポイント
ポイント のいずれかで提供します。データファイルや数式の演
算結果など、さまざまなソースからデータを提供することができます。データファイルは読み込んだり保存したりすることが可
能です。データ自体は、Visual Studio のプロパティウィンドウでカスタマイズすることができます。
以下のセクションでは、グリッドレイアウト、不規則グリッドレイアウト、ポイントレイアウトの中から適切な種類を使用・編集す
る方法が説明されています。

グリッドレイアウト
グリッドレイアウトは、各データ点の X 座標と Y 座標の距離が常に等しい場合に使用します。次の図表はグリッドレイアウト
の特徴を示しています。

グリッドレイアウトの重要な特徴は次のとおりです。
X/Y グリッドは、行と列の数、起点、および１つの行と列の増分値によって定義されます。
すべての行のグリッド線の間隔は、RowDelta プロパティで設定します。すべての列のグリッド線の間隔
は、ColumnDelta プロパティで設定します。

不規則グリッドレイアウト
不規則グリッドレイアウトは、各データ点の X 座標あるいは Y 座標を等距離に並ばせることができない場合に使用します。
次の図表は不規則グリッドレイアウトの特徴を示しています。
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不規則グリッドレイアウトの重要な特徴は次のとおりです。
X/Y グリッドは、行と列の数、起点、および不規則グリッド間隔の増分値によって定義されます。
各行と各列には、行または列と先行する行または列とのグリッド線の間隔を設定する独自の RowDelta値また
はColumnDelta 値があります。

ポイントレイアウト
複数のデータ点のデータセットをグラフ化するときは、散布図のポイントレイアウトを使用します。次の図表はポイントレイア
ウトの特徴を示しています。

ポイントレイアウトの重要な特徴は次のとおりです。
データ点は１つまたは複数のデータセットにグループ化されます。
個々のデータ点を X、Y、Z デカルト座標で指定できます。

軸の概要
3Dグラフには、Chart3DAxis による制御される X軸、Y軸、およびZ軸があります。この軸の外観はChart3DAxisオブジェクト
でカスタマイズ可能です。そして、軸の新たな設定を表示させるには、AxisX, AxisY, とAxisZ プロパティでそれぞれX軸、Y
軸、およびZ軸オブジェクトを設定します。
このセクションでは、グラフの可読性を向上させるために使用される軸の構成シナリオ、例えば、軸ラベル、スケーリングと書
式設定などを説明します。

軸の外観
方向
HorizontalAlignment プロパティでは、標準
標準、左揃え
左揃え、中央揃え
中央揃え、右揃え
右揃え、および均等割り付けの、5つの設定オプションが
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あります。方向を中央揃え
中央揃えに設定すると、軸のタイトルはグラフ領域の中央に表示されます。方向を左揃え
左揃えに設定すると、軸
のタイトルはグラフ領域の左に表示されます。方向を右揃え
右揃えに設定すると、軸のタイトルはグラフ領域の右に表示されます。

テキスト
Text プロパティを使用して軸のテキストを設定します。

フォント
Chart3DAxisCollection オブジェクト
オブジェクトの AxisTitleFont プロパティを使用して、軸タイトルのフォントを指定します。すべての
軸タイトルに同じフォントが使用されます。フォントの使用に関する詳細は、フォントの変更 を参照してください。
メモ
メモ：軸タイトルのフォントサイズは、単位立方体サイズの 1/100 単位で表されます。
軸の Font オブジェクトを変更することで、フォントのサイズおよびスタイルを調整できます。設計時にフォントプロパティにア
クセスするには、Font ノードの横にある〈...〉ボタンをクリックします。または、プロパティウィンドウ
、プロパティウィンドウ で、Axisオブジェクト
のFont ノードを展開します。以下のコードを使用して、実行時に、軸のフォントプロパティ変更できます。
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;

軸のタイトルと回転
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。フォントが指定された軸タイトルをそれぞれの軸に
追加することができます。

軸タイトルの追加
軸にタイトルを追加するには、Chart3DAxisオブジェクトの Title 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ます。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。

軸タイトルの回転
軸タイトルを90・180・270度の角度で回転するには、軸の Rotation プロパティを使用します。90度と270度の回転は垂直軸
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の場合は、効率的です。

X軸の回転
軸の回転
RotationX プロパティ を使用して、X 軸を中心とするプロットキューブの回転度数を指定します。

Y軸の回転
軸の回転
RotationY プロパティ を使用して、Y 軸を中心とするプロットキューブの回転度数を指定します。

軸目盛
主目盛と副目盛はグラフの軸で自動的に設定されます。UnitMajor と UnitMinor プロパティは目盛間の単位を指定しま
す。通常グラフでUnitMinorプロパティは自動的に、UnitMajorプロパティの半分の値に設定されます。自動的に設定されて
いるUnitMinorプロパティを手動で任意の値に設定することもできます。

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。主目盛の位置から描画さ
れているグリッド線はMajorGrid 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。主グリッド線の外観はChart3DGridLines プロパティで制御されます。
XY面上でグリッド線の設定
面上でグリッド線の設定
IsOnXYPlane プロパティをTrueに設定すると、グリッド線がXY面上に表示されます。
XZ面上でグリッド線の設定
面上でグリッド線の設定
IsOnXZPlane プロパティをTrueに設定すると、グリッド線がXY面上に表示されます。
YZ面上でグリッド線の設定
面上でグリッド線の設定
IsOnYZPlane プロパティをTrueに設定すると、グリッド線がYZ面上に表示されます。
グリッド線の外観
Style プロパティを設定することにより、主グリッド線の外観を決定できます。このプロパティが返却するChart3DLineStyle
オブジェクトにより、グリッド線の色、パターンと太さをカスタマイズできます。

軸の範囲の設定
通常、グラフはデータが変更されるたびに軸を再計算し、再描画します。データが変更された場合に軸が再計算されないよ
うに、軸の範囲を固定することができます。X 軸と Y 軸では、軸の範囲をデータの範囲内に設定することにより、データの一
部をフレームで囲むことができます。

軸の最小値と最大値の設定
Chart3DAxis オブジェクトの Min プロパティと Maxプロパティを使用して、軸の最小値と最大値の範囲を特定の値に固定し
ます。 AutoMax プロパティと AutoMin プロパティを使用して、データの範囲に基づき軸の範囲を自動的に決定することが
できます。これらのプロパティは、Chart3DAxis コレクションエディタ にあります。このエディタには、次の方法でアクセスでき
ます。
1. Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartArea ノードを展開します。
2. Axes ノードの横にある <...> ボタンをクリックします。

Z 軸の範囲設定
Z 軸の最大値／最小値は、Z 軸のデータの範囲内では設定できません。Z 軸の固定範囲が存在し、その後のデータ変更が
この範囲をはみ出してしまう場合、グラフは Z 軸の AutoMax プロパティと AutoMin プロパティを設定して軸の範囲を再計
算します。

X 軸と Y 軸の範囲設定
X 軸と Y 軸の最大値／最小値は、データの限度と一致しない位置には設定できません。最大値／最小値は、常にデータの
限度と一致するように上方に調整されます。
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軸の伸縮比率
YScale と XScale プロパティを設定して、プロットキューブの高さ（Z軸）に対してY軸またはX軸方向の伸縮比率を指定できま
す。コードでYScale と XScale プロパティを設定してあるいは、設計時にグラフウィザードやグラフのプロパティ
グラフウィザードやグラフのプロパティを使用して伸
縮比率を指定します。
このデザイナの詳細については、 グラフ作成用の設計時ツールを参照してください。

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。C1Chart3D では、AnnoMethod プロパティを使用して、すべての軸
に対してデータに基づいた数値を割り付けたり、軸座標に任意のテキストを表示させることができます。また、X 軸と Y 軸で
は、各データ点にテキストを割り付けることもできます。以下のセクションでは、軸ラベルの位置、ラベル種類(Values 軸ラベ
ル、ValueLabels 軸ラベル、DataLabels 軸ラベル)と軸ラベルの作成方法を説明します。

軸ラベルの位置
通常、軸ラベルは軸の横に表示されます。起点は、軸の最小値または最大値で設定されていない場合は、ラベルがうまく表
示されなくなる可能性があります。グラフの種類によってラベルの位置が自動的に決定されます。

Value 軸ラベル
Value 軸ラベルは、データ値に基づいて数値の軸ラベルを自動的に生成します。値ラベルは、任意の軸で使用できます。
軸の AnnoMethod プロパティを使用して、軸の値ラベルを指定します。AnnoMethod プロパティは、Chart3DAxis コレク
ションエディタ で設定できます。このエディタには、次の方法でアクセスできます。
1. Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartArea ノードを展開します。
2. Axis ノードの横にある <...> ボタンをクリックします。

ValueLabels 軸ラベル
非常にフレキシブルなタイプの軸ラベルで、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たり、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。ValueLabels 軸ラ
ベルは、任意の軸で使用できます。

軸に表示されるすべてのラベルは１つの ValueLabel です。各 ValueLabel には、Value プロパティと Text プロパティがあ
ります。
Value プロパティを使用して、ラベルを表示する軸座標を設定します。Text プロパティを使用すると、表示するテキストを指
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定できます。ValueLabels のすべてのプロパティは、Chart3DAxisLabel コレクションエディタ にあります。このエディタに
は、次の方法でアクセスできます。
1. Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartArea ノードを展開します。
2. Axis ノードの横にある <...> ボタンをクリックし、Chart3DAxis コレクションエディタ を表示します。
3. Chart3DAxis コレクションエディタ の中にある ValueLabels ノードの横にある<...>をクリックします。
軸の AnnoMethod プロパティを ValueLabels に設定して、このエディタを使用してラベルを定義します。

DataLabels 軸ラベル（X 軸と Y 軸のみ）
DataLabels 軸ラベルは、X 軸と Y 軸に沿って各データ点で定義されたテキストを表示するラベルのコレクションで
す。DataLabels 軸ラベルは、Z 軸では使用できません。
Chart3DGroups オブジェクトの RowLabels プロパティと ColumnLabels プロパティを使用して、DataLabels 軸ラベルの
定義と編集を行います。これらのプロパティは、Chart3DDataLabel コレクションエディタ を使用してアクセスできま
す。RowLabels と ColumnLabels のそれぞれのエディタには、次の方法でアクセスできます。
1. Visual Studio のプロパティウィンドウで、ChartGroups ノードを展開します。
2. ColumnLabels ノードまたは RowLabels ノードの横にある省略符号をクリックします。
軸の AnnoMethod プロパティを DataLabels に設定して、このエディタを使用してラベルを定義します。
メモ：
メモ：DataLabels 軸ラベルは、標準グリッドデータと不規則グリッドデータにのみ使用できます。

軸ラベルのプログラミングで考慮すべき事項
C1Chart3D コントロールを使用する場合、軸ラベルを作成する方法が３種類あります。
軸ラベルは、データの範囲に基づいて自動的に作成されます。
曲面グラフの線または棒グラフの行／列には、個別に軸ラベルを作成できます。
軸ラベルは、軸の明示された位置に配置できます。
特定の軸に対して使用する軸ラベル作成方法は、AnnoMethod プロパティで指定します。このプロパティの有効な値
は、AnnotationMethodEnum 列挙体で指定します。
AnnoMethod プロパティが AnnotationMethodEnum.Values に設定されている場合、C1Chart3D コントロールはデータの範囲に基づい
て自動的に軸を作成します。この方法は、Z 軸および曲面グラフに最も適しています。
AnnoMethod プロパティが AnnotationMethodEnum.DataLabels に設定されている場合、C1Chart3D コントロールは文字列のリストを使
用して各グリッド線または棒にラベルを作成します。この方法は、X 軸と Y 軸でのみ使用できます。X 軸に対しては、グラフ
のChart3DGroups オブジェクトの RowLabelsプロパティを設定してラベルを作成します。たとえば、次のコードではグラフの３つの行のそれ
ぞれに３つのデータラベルを指定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart3D1
'グラフに３つの行があるものとします。
.ChartArea.Axes("X").AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.DataLabels
With .ChartGroups.RowLabels
.Add(0, "Row 1")
.Add(1, "Row 2")
.Add(2, "Row 3")
End With
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart3D.ChartGroups cgs = C1Chart3D1.ChartGroups;
//グラフに３つの行があるものとします。
C1Chart3D1.ChartArea.Axes["X"].AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.DataLabels;
cgs.Add(0, "Row 1");
cgs.Add(1, "Row 2");
cgs.Add(2, "Row 3");
同様に、Y 軸に対しては Chart3DGroups オブジェクトの ColumnLabels プロパティを設定してラベルを作成します。
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AnnoMethod プロパティが AnnotationMethodEnum.ValueLabels に設定されている場合、グラフは軸の明示された位置にラベルを配置
します。軸ラベルのコレクションである 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 10、
20、および 30 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 C1Chart3D1.ChartArea.Axes("X")
.AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.ValueLabels
With .ValueLabels
.Add(10#, "Label 1")
.Add(20#, "Label 2")
.Add(30#, "Label 3")
End With
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart3D.Chart3DAxis axis = C1Chart3D1.ChartArea.Axes["X"];
C1.Win.C1Chart3D.Chart3DAxisLabelsCollection valueLabels = axis.ValueLabels;
axis.AnnoMethod = AnnotationMethodEnum.ValueLabels;
valueLabels.Add(10#, "Label 1");
valueLabels.Add(20#, "Label 2");
valueLabels.Add(30#, "Label 3");

3D グラフ作成用の設計時ツール
このセクションでは、設計時に 3D グラフを作成する方法を説明します。スマートデザイナ
スマートデザイナ、グラフウィザード
グラフウィザードやグラフのプロ
グラフのプロ
パティエディタ
パティエディタを使用してグラフを作成できます。このセクションの内容を用いてアプリケーションに適切なグラフ作成方法を
選択できます。

スマートデザイナを使用する
スマートデザイナ
スマートデザイナを使うと、フォームデザイン画面から離れずに素早くグラフのプロパティを設定することができます。これ
は、グラフプロパティを設定するためにプロパティウィンドウの深い階層までたどり着かなければいけなかったという問題点を
解決します。スマートデザイナ機能は、デザイン時に機能的な3Dグラフを作成するために使用することができます。
次のセクションでは、C1Chart3D コントロールのスマートデザイナに含まれているツールバーを紹介します。

基本ツールバー
スマートデザイナには、C1Chart3D コントロール用の３つの基本ツールバーがあります。基本ツールバーは以下のとおりで
す。
C1Chart3D ツールバー
グラフ領域
グラフ領域ツールバー
このセクションでは、C1Chart3D の基本ツールバーのボタンの機能を説明します。

C1Chart3D ツールバー
C1Chart3D コントロールの 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〉、〈グラフ種
グラフ種〉、〈形式
形式〉、〈レイアウト
レイアウト〉の各ボタ
ンがあります。下図は、C1Chart3D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。
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C1Chart3D ツールバーのコマンドボタン
以下のセクションでは、C1Chart3D 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。
〈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、ツールバーが閉じます。
〈グラフ種〉ボタン
グラフ種 コマンドボタンには、C1Chart3D 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。各グラフイメージにマウスオーバーすると、選択した種類のグラフ名のラベルが表示され
ます。棒グラフ、散布図、曲面グラフの単純なグラフ種の中から１つ選択できます。

〈形式〉ボタン
形式 コマンドボタンにも、C1Chart3D 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。各グラフイメージにマウスオーバーすると、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。棒グラフ、散布図、曲面グラフに対応する使用可能なサブグラフの種類の中からいずれかを選択できま
す。
〈レイアウト〉ボタン
レイアウト コマンドボタンには、ヘッダ
ヘッダ、フッタ
フッタ、凡例
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てか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、C1Chart3D コントロールのグラフ領域に自動的に追加され
たヘッダのテキストボックスを示しています。

［グラフ領域］ツールバー
別の基本ツールバー、C1Chart3D コントロールのグラフ領域
グラフ領域ツールバーには、〈背景
背景〉、〈境界線
境界線〉コマンドボタンがありま
す。下図は、ユーザーが C1Chart3D 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にマウスを移動すると、ユーザーが識別しやすいラベル名が提供されます。
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下図は、グラフ領域
グラフ領域ツールバーの各要素を示しています。

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。
〈背景〉ボタン
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、およびユーザーグラフ領域
グラフ領域 の
背景色の指定に使用する色
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 コマンドボタンには、ChartArea の枠線用に編集可能な枠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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その他の C1Chart3D ツールバー
スマートデザイナには、C1Chart3D の追加要素用の３つのその他のツールバー（ヘッダ
ヘッダ、フッタ
フッタ、凡例
凡例）があります。その他
のツールバーは以下のとおりです。
ヘッダ
ヘッダツールバー
フッタ
フッタツールバー
凡例
凡例ツールバー
このセクションでは、C1Chart3D のその他のツールバーの各ボタンの機能を説明します。

［ヘッダ］ツールバーと［フッタ］ツールバー
ヘッダ
ヘッダとフッタ
フッタ要素のツールバーには、C1Chart3D コントロールのヘッダ
ヘッダとフッタ
フッタ要素の〈フォント
フォント〉、〈背景
背景〉、〈枠線
枠線〉、〈コン
コン
パス位置
パス位置〉の各コマンドボタンがあります。ヘッダ
ヘッダとフッタ
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、C1Chart3D 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
フッ
タのいずれかを選択します。

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。
〈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
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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、ヘッダとフッタの背景の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
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、ヘッダとフッタの枠線に編集可能な枠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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〈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、西、東
北、南、西、東）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、ヘッダまたはフッタを、北（グラフの上側
グラフの上側）、南（グラフの下側
グラフの下側）、西（グラフ
グラフ
の左側
の左側）、東（グラフの右側
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。

［凡例］ツールバー
凡例
凡例要素のツールバーは、ヘッダ
ヘッダやフッタ
フッタツールバーに類似しています。ただし、凡例
凡例要素のツールバーには追加の〈テキ
テキ
ストの編集
ストの編集〉コマンドボタンがあります。［ラベル
ラベル］ツールバーにもこのコマンドボタンがあります。

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。

［凡例］ツールバーのコマンドボタン
以下のセクションでは、凡例
凡例 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。
〈フォント〉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。
〈背景〉ボタン
〈背景
背景〉ボタンは、C1Chart3D コントロールの他のツールバーの〈枠線
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〉コマンドボタンは、C1Chart3D 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。
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〈コンパス位置〉ボタン
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、西、東
北、南、西、東）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、凡例を、北（グラフの上側
グラフの上側）、南（グラフの下側）、
グラフの下側）、西（グラフの左側
グラフの左側）、東
（グラフの右側
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。
次のセクションでは、C1Chart3D コントロールのツールバー以外の追加機能を使用する方法を示します。

グラフウィザードを使用する
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。さまざまなグラフの種類か
ら選択し、グラフのデータレイアウトを設定し、X 軸や Y 軸の回転やスケールによってグラフの表示を編集できます。
設計時にグラフウィザードにアクセスするには
1. C1Chart3D 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［グラフウィザード］を選択します。

または
2. Chart3D タスク メニューを開き、ウィザード
ウィザード 項目をクリックしてグラフウィザードを開きます。

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、棒グラフ、散布図、曲面グラフがあります。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、基本3D グラフの種類 を参照してください。

グラフの種類を選択したら、〈次へ
次へ〉をクリックして新しいグラフ固有の詳細を設定します。
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手順２：グラフの設定
グラフウィザードの次の手順では、データレイアウトのタイプを選択して、その Chart3DDataSetGridプロパティを設定できま
す。グリッドレイアウトは、各データ点のX座標とY座標の距離が常に等しい場合に使用します。グリッドレイアウトの詳細は、
グリッドレイアウトを参照してください。不規則グリッドレイアウトは、各データ点の X 座標または Y 座標が等間隔でない場合
に使用します。ColumnDelta プロパティを使用する標準グリッドと異なり、不規則グリッドレイアウトは、ColumnDeltaArray
プロパティを使用します。不規則グリッドレイアウトの詳細は、不規則グリッドレイアウト. を参照してください。ポイントレイア
ウトは、散布図でデータ点の複数のデータセットをグラフ化するときに使用します。ポイントレイアウトを選択した場
合、Chart3DpointSeries コレクションエディタが、Chart3D Point のグラフ種のデータセットを追加または変更するために
使用できます。ポイントレイアウトの詳細は、ポイントレイアウトを参照してください

Chart3DDataSetGrid オブジェクトの設定を指定したら、〈次へ
次へ〉を選択して Chart3D の表示を編集します。

手順３：Chart3D の表示の編集
グラフウィザードの次の手順では、Chart3D の表示を変更します。3D 表示 タブで、 Chart3DView クラスの任意のプロパ
ティを簡単に設定または変更できます。X 軸を回転するには、スライダを上下に移動します。Y 軸を回転するには、スライダ
を左右に移動します。また、上下の矢印をクリックするか値を入力し、3D グラフの奥行きを変更することもできます。奥行き
を変更するには、有
有 チェックボックスにチェックを入れることで、Perspective プロパティを有効にします。X または Y 軸をス
ケールするには、コンボボックス内の上下矢印をクリックします。
曲面グラフまたはゾーングラフの場合、Contour グループにある ColorSet プロパティと NumLevels プロパティを変更でき
ます。
各プロパティにはリセットボタンが提供され、必要に応じて特定のプロパティをデフォルト値に戻すことができます。
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グラフが完成したら、完了
完了 をクリックします。

[グラフのプロパティ]エディタを使用する
グラフのプロパティ
グラフのプロパティエディタは、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。グラフウィザードと同様、グラフ種
グラフ種、データ
データ、表示
表示タブと同じ機能が含まれます。ただし、一度に１つのタブでなく、
３つのタブが同時に表示されます。グラフのプロパティ
グラフのプロパティエディタは、 C1Chart3D のコンテキストメニュー、または タスク
タスクメ
ニューからアクセスできます。
グラフのプロパティ
グラフのプロパティエディタでは、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。

「グラフ種」タブ
グラフ種 タブでは、グラフの種類またはグラフのサブタイプ（あるいはその両方）を選択するためのオプションを提供します。
使用可能なグラフの種類は「グラフ種」タブページの左側にあり、使用可能なグラフのサブタイプは グラフ種 タブページの右
側にあります。グラフの種類の選択に関する説明を表示するには、B基本3D グラフの種類 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さらに機能を追加したりできます。

75

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart3D)

「データ」タブ
グラフのプロパティ ダイアログボックスから データ タブを選択し、データレイアウトのタイプを選択して、その
Chart3DDataSetGrid プロパティを設定します。

「3D 表示」タブ
グラフのプロパティ ダイアログボックスから、3D 表示 タブを選択し、Chart3DView クラスの任意のプロパティを設定または
変更します。
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データ
以下のトピックでは、C1Chart3D コントロールにおけるデータのプロット、設定、コピーおよび構成方法について説明します。

データの階層構造
グラフ内のデータはChart3DGroups オブジェクトに編成されます。C1Chart3D コントロールでは、グラフグループは
Chart3DGroup オブジェクトからアクセスできます。現在は、１つのグラフグループのみ ChartGroupsCollection オブジェ
クトに格納できます。
グラフグループ内では、表示される３次元データはグリッド面から、あるいは１つまたは複数のデータセットのデータ点から取
得されるものとみなされます。このデータは、 Chart3DData オブジェクトの Setプロパティによって表されます。このプロパ
ティは、Chart3DDataSet型です。Chart3DDataSet クラスは、すべてのデータ型の基本抽象クラスです。表示するデータ
は、次の３種類の書式のうちの１つを取ることができます。
標準グリッドデータ： X座標とY座標の各グリッド線が等間隔(Chart3DDataSetGrid).
不規則グリッドデータ： X座標とY座標の各グリッド線が不規則間隔(Chart3DDataSetIrGrid).
ポイントデータ： X、Y、およびZ座標を無制限に設定可能(Chart3DDataSetPoint).
データの書式を設定するには、３種類のデータセットのうち、１つを作成して Chart3DData オブジェクトの Set プロパティに
割り当てるか、または Layout プロパティを該当するデータレイアウト定数に設定します。設計時には、２番目の方法が便利
です。

欠損データの処理
データ点のある座標を「欠損値」と呼ばれる特殊な値に設定すると、グラフはそのデータ点を値が欠落したものと見なし、こ
のデータ点をグラフ上に表示しません。この欠損値はChart3DDataSet オブジェクトの Hole プロパティで指定します。
たとえば、次のコードでは３番目の行と１番目の列のデータ点を欠損値に設定する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim gridset As Chart3DDataSetGrid
gridset = C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid
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With gridset
.Hole = 999.1
.Item(0, 2) = 999.1
End With
C# コードの書き方

C#
Chart3DDataSetGrid gridset = C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetGrid;
gridset.Hole = 999.1f;
gridset[0,2] = 999.1f;

グリッドデータと不規則グリッドデータ
グリッドデータと不規則グリッドデータに対し、Chart3DDataSetGrid オブジェクトと Chart3DDataSetIrGrid オブジェクトは
次のプロパティを定義して、グラフに表示するデータをコントロールします。
RowCount プロパティと ColumnCount プロパティは、データの行数と列数を定義します。
RowOrigin プロパティと ColumnOrigin プロパティは、それぞれ X 軸と Y 軸の起点を指定します。
標準グリッドデータ
標準グリッドデータ： RowDelta プロパティと ColumnDelta プロパティは、隣接する行と列との間隔を指定しま
す。
不規則グリッドデータ： RowDeltaArray プロパティと ColumnDeltaArray プロパティは、隣接する行と列との間
隔を指定します。
SetGrid プロパティは、特定のデータ点の Z 座標を指定します。このプロパティは行と列によってインデックス化さ
れます。
たとえば、以下のコードは、１番目の行と３番目の列のデータ点の Z 座標を Zval に割り当てます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Zval = C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid(2, 0)
' １番目の行と３番目の列のデータ点の Z 座標を Zval に割り当てます。
C# コードの書き方

C#
Zval = C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid(2, 0);
// １番目の行と３番目の列のデータ点の Z 座標を Zval に割り当てます。

データ値の変更
グラフに表示されるデータ値を変更するには、グラフの SetGrid プロパティを設定します。次のコードは、３番目の行と２番
目の列のデータ点の値を 3.14159 に変更する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid(1, 2) = 3.14159
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetGrid[1, 2] = 3.14159;

行と列の追加
グラフグループに行を追加するには、以下を実行します。
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RowCount プロパティを新しい行数に設定します。
データが不規則グリッドの場合RowDeltaArray プロパティを使用して新しい行とその直前の行との間隔を設定し
ます。
Item プロパティを使用すると、個々の新しいデータ点を設定できます。
次のコードは、３つのデータ点の４番目の行をグラフグループに追加する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid
.RowCount = 4
.Item(0, 3) = 5.17
.Item(1, 3) = 5.84
.Item(2, 3) = 6.33
End With
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetGrid.RowCount = 4;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetGrid[0,3] = 5.17;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetGrid[1,3] = 5.84;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetGrid[2,3] = 6.33;

新しい列も、ほとんど同じ方法で追加できます。
ColumnCount プロパティを新しい列数に設定します。
データが不規則グリッドの場合、ColumnDeltaArray プロパティを使用して新しい列とその直前の列との間隔を
設定します。
Item プロパティを使用すると、個々の新しいデータ点を設定できます。

ポイントデータ
ポイントデータ形式のデータには、データセットでアクセスします。データセットは、設計時にコレクションエディタを使って追加
または削除することができます。あるいは、the Chart3DDataSetPoint オブジェクトの AddSeries メソッドと
RemoveSeries メソッドを使用して、実行時に追加または削除することができます

PointSeries コレクション
個々のデータセットには、Chart3DDataSetPoint オブジェクトのSeriesCollection プロパティからアクセスします。データ
セットのデータ点の数は、読み取り専用の Count プロパティで設定できます。
Chart3DPointSeries オブジェクトの Points プロパティを使用すると、データセットのデータ点の配列にアクセスできます。こ
のプロパティは、データ点の座標を表す Chart3DPoint 型の配列を返します。データセットに新しいデータ点を設定するに
は、Chart3DPoint を新たに作成し Points プロパティに割り当てます。

例
次のコードは、データ点のデータセットを作成して２つのデータセットを追加する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim pointset As Chart3DDataSetPoint
pointset = new Chart3DDataSetPoint()
Dim len As Integer = 20
Dim i As Integer
Dim points1(len) As Chart3DPoint
Dim points2(len) As Chart3DPoint
Dim c, s As Double

79

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart3D)
For i = 0 To 20
c = Math.Cos(i *
s = Math.Sin(i *
points1(i) = New
points2(i) = New
Next

Math.PI * 2 / len)
Math.PI * 2 / len)
Chart3DPoint(s, c, 0)
Chart3DPoint(s, 0, c)

pointset.AddSeries( points1)
pointset.AddSeries( points2)
' データセットをグラフに転送し、散布図を選択します。
scatterC1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.Set = pointset
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Scatter
C# コードの書き方

C#
Chart3DDataSetPoint pointset = new Chart3DdataSetPoint();
int len =21;
Chart3DPoint[] points1 = new Chart3DPoint[len];
Chart3DPoint[] points2 = new Chart3DPoint[len];
double c, s;
for( int i=0; i<len; i++)
{
c = Math.Cos( i * Math.PI*2 / len);
s = Math.Sin( i * Math.PI*2 / len);
points1[i]=new Chart3DPoint(s, c, 0);
points2[i]=new Chart3DPoint(s, 0, c);
}
pointset.AddSeries( points1);
pointset.AddSeries( points2);
// データセットをグラフに転送し、散布図を選択します。
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.Set = pointset;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartType = Chart3DTypeEnum.Scatter;
次のコードは、データ点の新しい配列を１番目のデータセットに設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim pts(1) As Chart3DPoint
pts(0) = New Chart3DPoint( 0, 0, -1)
pts(1) = New Chart3DPoint( 0, 0, 1)
pointset.SeriesCollection(0).Points = pts
C# コードの書き方

C#
Chart3DPoint[] pts = new Chart3DPoint[2];
pts[0] = new Chart3DPoint( 0, 0, -1);
pts[1] = new Chart3DPoint( 0, 0, 1);
pointset.SeriesCollection[0].Points = pts;

データ点
特定のデータ点の座標は、それぞれの Chart3DPoint 構造体のプロパティを通じてアクセスできます。座標の
Chart3DPoint を取得するには Chart3DPointSeries オブジェクトの Item を使用します。次のコードは、２番目のデータ
セットの３番目のデータ点の座標を（1, 1, 1）に設定する例を示します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetPoint(1,2) = New Chart3DPoint(1,1,1)
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.SetPoint[1,2] = new Chart3DPoint(1,1,1);

ファイルからのデータ読み込み
C1Chart3D コントロールを使用するすべてのプログラムに共通するタスクは、ファイルのグラフデータ（データセット
データセットと呼びま
す）をグラフにとって有効な形式に読み込むことです。
Chart3DData オブジェクトのLoadDataFromFile メソッドは、ファイルからデータを割り当てたり、読み込んだりするために
使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' ファイルMMF95.DATのデータを読み込みます。
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.LoadDataFromFile("mmf95.dat")
C# コードの書き方

C#
// ファイルMMF95.DATのデータを読み込みます。
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.LoadDataFromFile("mmf95.dat");
C1Chart3D コントロールがファイルからデータを割り当てたり読み込んだりするには、グリッド
グリッド、不規則グリッド
不規則グリッド、あるいはポ
ポ
イント
イントの３種類の基本レイアウトのいずれか１つに対応していることが必要です。グリッド形式は、曲面グラフと棒グラフで各
データ点の X 座標と Y 座標の距離が常に等しい場合に使用します。不規則グリッド形式は、曲面グラフと棒グラフで各デー
タ点の X 座標あるいは Y 座標を等距離に並ばせることができない場合に使用します。ポイント形式は、散布図の複数の
データセットのデータ点に使用します。
グリッド、不規則グリッド、およびポイントレイアウトの詳細は、 3D グラフデータのレイアウト を参照してください。
次のセクションは、グリッド、不規則グリッド、およびポイントレイアウトのファイル形式の例を示します。

グリッドファイル形式
以下のコードでは、ファイル形式が「グリッド」で、ファイルには 50 x 30 のデータ点があることを示します。
! グリッドには 50*30 のデータ点があります。
! 欠損値は 100.0 です。
! グリッドの X の増分は 1.0、Y の増分は 2.0 です。
! グリッドの起点は X = -20、Y = 50 です。
GRID 50 30 100.0 1.0 2.0 -20.0 50.0
! 1500 個のデータ値が続きます。それぞれのデータ値は各グリッド点に対応します。
49.875000 43.765625 38.500000 33.984375 30.12400
26.828125 24.000000 21.235610 48.877940 17.39770
. . .
５行目は、ファイル形式が「グリッド」で、ファイルには 50 x 30 のデータ点があることを示します。６行目は、欠損値（100.0）、
X と Y の増分値（1.0と2.0）、および起点の座標を示します。
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「!」で始まる行はコメントを表し、コントロールによって無視されます。

不規則グリッド形式
! 不規則グリッドには 10*5 のデータ点があります。
! 欠損値は 100.0 です。
! 10個の X 値と５個の Y 値が与えられます。
IRGRID 10 5
100.0
20 21.1 23.4 24.4 25.0 27.8 29.9 31.0 32.6 33.2
50.3 51.3 52.6 54.8 59.6
! 50 個のデータ点が続きます。
23.34563 12.89239 11.99423 15.781212 18.81988
. . .
４行目は、ファイル形式が「不規則グリッド」で、ファイルには 10 x 5 のデータ点があることを示します。５行目は、欠損値
（100.0）を示します。６行目では10個の X 値を、７行目では５個の Y 値を設定しています。
「!」で始まる行はコメントを表し、コントロールによって無視されます。

ポイントファイル形式
以下のコードでは、データセットが２つあるポイントデータレイアウトのファイル形式を示します。
! ポイントには２つのデータセットがあります。
! 欠損値は 100.0 です。
POINT 2
100.0
! 最初のデータセットには５つのデータ点があります。
5
! X
Y
Z
5.65 6.24 1.78
7.41 7.26 4.21
5.45 5.44 1.43
0.97 9.66 3.41
3.86 1.42 0.20
! ２番目のデータセットには3つのデータ点があります。
3
8.49 -1.28 8.76
8.14 0.42 6.06
7.17 -3.80 4.11
３行目は、ファイル形式が「ポイント」で、データセットが２つあることを示します。６行目は、欠損値（100.0）を示します。８行目
は、１番目のデータセットに５つのデータ点があることを示します。10～14 行目は、１番目のデータセットに５つのデータ点の
X、Y、および Z 座標を設定しています。16行目では、２番目のデータセットに３つのデータ点があることを示し、次の３行では
その３つのデータ点の座標を設定しています。
「!」で始まる行はコメントを表し、コントロールによって無視されます。
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数値計算から直接データをグラフ化する
グラフデータをファイルから読み込む作業がわずらわしい場合もよくあります。たとえば、データがプログラミングによって数
学的に計算されたものであれば、いったんファイルに保存した後にグラフに読み込むより、直接グラフに読み込む方が効率
的です。こうすると処理時間が短縮できるだけでなく、プログラミング処理も簡単になります。
次のコードでは、あらかじめ計算した２次元配列を使用して、標準グリッドデータセットを作成し、この配列データをグラフに転
送する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
' 配列を計算します。
Dim Rnd As Random = New Random()
Dim m,n As Integer
Dim z(20,30) As Double
For m = 0 To 30
For n = 0 To 20
If m Mod 2 = 0 Then
Z(n, m) = m * 5 * Rnd.NextDouble() + Math.Sqrt(2 * m * m * n)
Else
Z(n, m) = m * -5 * Rnd.NextDouble() + Math.Sqrt(2 * m * n)
End If
Next n
Next m
' 配列を計算します。
Dim gridset As Chart3DDataSetGrid
gridset=New Chart3DDataSetGrid( 0, 0, 1, 1, z)
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.Set = gridset
C# コードの書き方

C#
// 配列を計算します。
Random rnd = new Random();
double[,] z = new double[21, 31];
for( int m = 0; m<31; m++)
for( int n = 0; n<21; n++)
{
if(m%2==0)
z[n,m]= m * 5 * rnd.NextDouble() + Math.Sqrt(2 * m * m * n);
else
z[n,m]= m * -5 * rnd.NextDouble() + Math.Sqrt(2 * m * n);
}
// 配列を計算します。
Chart3DDataSetGrid gridset=new Chart3DDataSetGrid(0,0,1,1,z);
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.Set = gridset;

4Dデータの表示
C1Chart3D コントロールは、４次元を色で表すことによって、４次元プロットグラフと棒グラフを表現することができます。
4D グラフは、曲面グラフや棒グラフ上に色を加えて４次元データを表現します。色は、領域区分と等高線の色区分に使用す
る２つ目のデータセットを使用します。4D グラフは、同じサイズの２種類のデータセットを同一グラフ上に表示する場合に役
立ちます。
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4D グラフの作成
次の手順と条件で 4D グラフを作成します。
1. グリッドデータセット（標準または不規則）のデータをグラフに追加します。グラフへのデータの追加に関する詳細
は、データ を参照してください。
2. 等高線データをグラフに追加します。このデータは、４次元のグラフ情報を表示するための領域と等高線の色区分を
抽出するために使用します。等高線データは、Chart3DData オブジェクトの ContourData プロパティで定義されま
す。
3. Chart3DGroup オブジェクトの Contour プロパティからアクセスする Chart3DContourオブジェクトの IsShaded プ
ロパティまたは IsZoned プロパティ（あるいはその両方）を設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
'手順１
'サンプルデータでデータセットを作成します。
Dim rnd As Random = New Random()
Dim i, j As Integer
Dim z(20, 20) As Double
For i = 0 To 20
For j = 0 To 20
z(i,j) = 200 - ((i - 10) * (i - 10) + (j - 10) * (j - 10))
Next j
Next i
Dim gridset As Chart3DDataSetGrid = New Chart3DDataSetGrid(0, 0, 1, 1, z)
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.Set = gridset
'手順２
'4次元の値の配列を作成してグラフに加えます。
Dim contour(20, 20) As Double
For i = 0 To 20
For j = 0 To 20
contour(i, j) = rnd.NextDouble()
Next j
Next i
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.ContourData = contour
'手順３
'グラフの領域区分を設定します。
C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.IsZoned = True
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C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.NumLevels = 20
C1Chart3D1.ChartGroups.ContourStyles.ColorSet = ColorSetEnum.RevRainbow
C# コードの書き方

C#
//手順１
// サンプルデータでデータセットを作成します。
Random rnd = new Random();
int i, j;
double[,] z = new double[21, 21];
for( i=0; i<z.GetLength(0); i++)
{
for( j=0; j<z.GetLength(1); j++)
{
z[ i, j] = 200 - (( i-10)*(i-10) + (j-10)*(j-10));
}
}
Chart3DDataSetGrid gridset=new Chart3DDataSetGrid(0,0,1,1,z);
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.Set = gridset;
//手順２
//4次元の値の配列を作成してグラフに加えます。
double[,] contour = new double[21, 21];
for( i=0; i<contour.GetLength(0); i++)
{
for( j=0; j<contour.GetLength(1); j++)
{
contour[ i, j] = rnd.NextDouble();
}
}
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.ContourData = contour;
//手順３
//グラフの領域区分を設定します。
C1Chart3D1.ChartGroups[0].Contour.IsZoned = true;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].Contour.NumLevels = 20;
C1Chart3D1.ChartGroups.ContourStyles.ColorSet = ColorSetEnum.RevRainbow;
棒グラフでは、それぞれの棒は棒の領域区分の高さに応じて単一の無地色で塗り分けられます。

曲面グラフでは、４次元データが領域区分と等高線を表す色でそれぞれ塗り分けられます。
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メモ
メモ：グリッドデータセットと等高線データ配列は、同じ寸法でなければなりません。これらの条件が揃ってはじめて 4D
グラフを表示することができます。

4D 棒グラフの注記
等高線のデータセットを4D棒グラフに使用すると、以下のように表示されます：
等高線のデータセットを棒グラフに追加し、Chart3DContour オブジェクトの IsZoned プロパティを設定している
場合、それぞれの棒は個々に色区分されたセグメントとしてではなく、棒の領域区分の高さで指定された１色で描
画されます。
等高線データを追加しても、等高線は表示されません。

グラフラベルを使用する
Chart3DLabel オブジェクトは、プロットキューブの内外に表示できる独立したラベルです。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。
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 Chart3DLabel オブジェクトには、ラベル、前景色と背
景色、枠線、フォント、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。
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Chart3DLabel 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。
Text プロパティは、グラフラベルに表示するテキストとグラフラベルの種類を指定します。
View3D プロパティは、3D 空間におけるグラフラベルの表示位置を指定します。表示位置
は、LabelView3DEnum として指定されます。
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。
次のコードを使用して、上述のプロパティを設定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart3D1.ChartLabels(1)
.Text = "これはグラフラベルです。"
.View3D = LabelView3DEnum.YZ
.Connected = True
End With
C# コードの書き方

C#
Chart3DLabel lab = C1Chart3D1.ChartLabels[1];
lab.Text = "これはグラフラベルです。";
lab.View3D = LabelView3DEnum.YZ;
lab.Connected = true;

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、グラフラベルをグラフに添付する方法と位置を指定します。
Chart3DAttachMethodData プロパティの設定によって、グラフラベルの基本外観が決まります。最も適切な設定値は、グ
ラフラベルの用途によって異なります。
Coordinates は、プロットキューブの外側にラベルを添付し、グラフの任意の場所に表示することができます。グ
ラフの左上隅から Chart3DLabel オブジェクトの中心までのピクセル数を指定することができます。この形式でグ
ラフラベルを添付する場合、ラベルと対面する平面やプロットキューブのフォントのカスタマイズは無効になりま
す。
DataCoordinates は、プロットキューブの内側やデータ範囲内の 3D 空間の任意の点にラベルを添付します。
データの X、Y、および Z 座標を指定します。グラフラベルは、軸のデータ座標の最大値と最小値の範囲内に添付
する必要があります。この範囲外にある場合、ラベルは描画されません。
DataIndex は、プロットキューブの内側やグラフ上の特定のデータ点にラベルを添付します。行と列のインデック
スを指定します。
次にそれぞれの設定値を説明します。
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Chart3DLabel オブジェクトの AttachMethod プロパティを使用して添付方法を設定し、Chart3DAttachMethodData 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は、Chart3DLabel コレクションエディタ の AttachMethodData
ノードにあります。

グラフララベルの 3D表示
DataCoordinates または DataIndex でグラフララベルを添付する場合、View3D プロパティを使用してラベルが対面する平
面（指定しない
指定しない、XZ 面、または YZ 面）を設定します。View3D プロパティは、Chart3DLabel コレクションエディタ にありま
す。

グラフラベルのプログラミングで考慮すべき事項
グラフラベルを使用する も参照してください。
Chart3DLabel 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。Chart3DLabels オ
ブジェクトには、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、Chart3DLabels オブジェクトにインデックス番号を指定します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
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C1Chart3D1.ChartLabels(0).Text = "これはコレクションの最初のラベルです。"
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartLabels[0].Text = "これはコレクションの最初のラベルです。";
Chart3DLabel 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 label As Chart3DLabel
label = C1Chart3D1.ChartLabels.AddNewLabel()
C# コードの書き方

C#
Chart3DLabel label;
label = C1Chart3D1.ChartLabels.AddNewLabel();
Remove メソッドは、コレクションから Chart3DLabel オブジェクトを削除します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartLabels.Remove(label)
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartLabels.Remove(label);

グラフラベルのカスタマイズ
Chart3DLabels オブジェクトには、すべてのラベルの属性（フォント、色、枠線）を制御する DefaultStyle プロパティがあり
ます。また、各ラベルにはデフォルトスタイルから継承された独自のスタイルがあります。個々のラベルのスタイル属性を設
定すると、
、DefaultStyle 属性はオーバーライドされます。
次のコードでは、デフォルトスタイルの背景色を灰色に設定する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartLabels.DefaultStyle.BackColor = Drawing.Color.Gray
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartLabels.DefaultStyle.BackColor = Drawing.Color.Gray;
意図的に他の色に設定しない限り、既存のラベルの背景色はすべて灰色に設定され、新しく作成する全ラベルにも灰色の
背景色が設定されます。

引き出し線とオフセット
Connected プロパティを使用して、グラフララベルと添付点を結ぶ線を描画します。Connected プロパティ
は、Chart3DLabel コレクションエディタ にあります。 Offset プロパティを使用して、グラフラベルとその添付点までの距離
を設定します。このプロパティは、Chart3DLabel コレクションエディタ にあります。
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Chart3DLabel のテキストと行揃え
Chart3DLabel オブジェクトの Text プロパティを使用して、ラベルテキストの設定と変更を行います。Text プロパティは、設
計時、Chart3DLabel 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。
LabelCompass プロパティを使用して、添付点を基準にしたラベルの表示位置を指定します。たとえば、ラベルを指定した点
の左に表示しようとする場合、このプロパティを East に設定して希望の場所にラベルを表示します。LabelCompass プロパ
ティは、設計時に Chart3DLabel コレクションエディタ を使用してアクセスできます。

グラフララベルの枠線
View3D プロパティを XZ または YZ に設定すると、枠線は細い線に固定され、カスタマイズすることはできません。View3D
プロパティを指定しない場合は、Border オブジェクトの BorderStyle プロパティと Thickness プロパティを使用して、ラベル
の枠線をカスタマイズできます。これらのプロパティは、Chart3DLabel 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、枠線の変更 を参照してください。

グラフラベルの色
背景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
ティは、Chart3DLabel 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、色の変更を参照してください。

ラベルに使用するフォント
View3D プロパティを XZ または YZ に設定すると、ラベルに使用するフォントはスケーラブルとなり、そのサイズはプロット
キューブのサイズの変更に応じて拡大または縮小します。View3D プロパティを指定しない場合、ラベルにはノンスケーラブ
ルフォントが使用され、サイズが固定されます。フォントプロパティは、Chart3DLabel 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、 フォントの変更 を参照してください。

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。

グラフのタイトル
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行または複数行のテキストで構成さ
れ、オプションで枠線を設定できます。タイトルおよびオプションの枠線は自由にカスタマイズできます。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で、ヘッダをオブジェクトの上部に、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、およびフォントを変更で
きます。

タイトルテキストの行揃え
Text オブジェクトのTitle 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 プロ
パティは、対応する Title ノード（Footer および Header）の下の Title ノードで設定できます。
Title オブジェクトの Style プロパティからアクセスする Style オブジェクトの HorizontalAlignment プロパティと
VerticalAlignment プロパティを使用すると、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で、Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Style ノード
を使用してアクセスできます。

タイトルの位置
Compass Title オブジェクトの Compass プロパティを使用すると、グラフ領域を基準にして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。
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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、タイトルの位置をカスタマイズします。位置の自動選択を復
元するには、X プロパティまたは Y プロパティを -１ に設定します。
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、タイトルのサイズをカスタマイズします。サイズの自動
選択を復元するには、Width プロパティまたは Height プロパティを -１ に設定します。これらのプロパティには、Visual
Studio のプロパティエディタで、Header ノードまたは Footer ノードのいずれかの Size ノードを使用してアクセスできます。
詳細は、グラフ要素の配置 を参照してください。

タイトルの枠線
BorderStyle と Thickness のプロパティを使用すると、タイトルの枠線、スタイルおよび幅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
にある Style ノードを使用してアクセスできます。詳細は、枠線の変更 を参照してください。

タイトルの色
タイトルの背景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
のプロパティは、プロパティエディタの Style ノードの下にあります。詳細は、 色の変更 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、プロパティエディ
タの Style ノードにあります。詳細は、フォントの変更 を参照してください。

凡例の書式設定
グラフに等高線または領域区分を描画すると、グラフは自動的に凡例を生成します。等高線だけが使用される場合、各等高
線によって表される値が凡例に表示されます。領域区分が使用される場合、各領域区分レベルによって表される値が凡例
に表示されます。凡例のレイアウトや表示位置、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。

凡例の種類と表示方向
Chart3DLegend オブジェクトの Type プロパティを使用すると、凡例を「連続型」かステップ型
ステップ型のいずれかで描画することが
できます。連続型の凡例は、画面上に占めるスペースがステップ型より少なくなります。Type プロパティは、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。

連続型

ステップ型

凡例の位置
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凡例の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
のコンパスの方位点から位置を選択します。Compass プロパティは、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。
デフォルトでは、グラフは自動的に凡例を配置します。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
位置の細部を調整します。これらのプロパティは、Visual Studio のプロパティウィンドウで、Legend ノードの下にある
Location ノードを使用してアクセスできます。
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は、Visual Studio のプロパティウィンドウで、Legend ノードの
下にある Size ノードを使用してアクセスできます。
詳細は、グラフ要素の配置 を参照してください。

凡例のタイトル
Chart3DLegend.Text プロパティを使用すると、凡例のタイトルを指定できます。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。

凡例の枠線
BorderStyle, Rounding, Color と Thickness の各プロパティを使用すると、凡例の枠線、スタイル、色、丸みおよび幅をカ
スタマイズできます。これらのプロパティは、Visual Studio のプロパティウィンドウで、LegendStyle ノードを使用してアクセ
スできます。詳細は、枠線の変更 を参照してください。

凡例の色
凡例の背景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、色の変更 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は、Visual Studio のプ
ロパティウィンドウ
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、フォントの変更 を参照してくださ
い。

枠線の変更
グラフの一部に枠線を追加すると、重要な情報を際立たせたり、あるいはグラフ全体を見やすく仕上げることができま
す。BorderStyle, Color, Rounding, および Thickness のそれぞれのプロパティを使用して枠線のスタイル、色、丸みと幅
を設定できます。また、これらのプロパティを使用して枠線をカスタマイズできるグラフ要素は次のとおりです
ヘッダとフッタのタイトル
凡例
グラフ領域
グラフ全体
次の表は、BorderStyleEnum:の各値の効果を説明します：

メンバ名

説明

NotSet

枠線のスタイルは設定されていなく、C1Chartクラスから継承さ
れます。

None

枠線なし。

Empty

空白の枠線。

Solid

実線の枠線。
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メンバ名

説明

Raised

枠線の外観はシステム色を使用した浮き出た 3D になります。

Inset

枠線の外観はくぼんだ 3D になります。

RaisedBevel

枠線は、斜影付きの浮き出た 3D です。

InsetBevel

枠線は、斜影付きのくぼんだ 3D です。

Groove

枠線の内側の線。(inset+raised)

Fillet

フィレットタイプの枠線。(raised+inset)

Double

二重の実線の枠線。

Dashed

破線の枠線。

Opaque

不透明な枠線スタイルは、境界を描画するときにアンチエイリ
アシングがオフになっていることを保証します。不透明な枠線
は丸め設定を無視し、透明な背景で使用する場合グラフの画
像を生成する時に役立ちます。

効果

枠線のプロパティは、[グラフのプロパティ]エディタ, のウインドウ、プロパティウインドウまたは,スマートデザイナ. のウインド
ウを使用してデザイン時に変更できます。これらのプロパティは、Visual Studio のプロパティウィンドウの
ChartArea、Header および Footer、Legend、>ChartLabels、 オブジェクトノードの下にある Style ノードからアクセスでき
ます。

デザイン時にグラフ領域の枠線のスタイルを変更する
Visual Studioのプロパティウインドウを使用してグラフ領域の枠線スタイルを変更するには、次の手順を行います：
1. ChartArea ノードを展開します。
2. Style - Border プロパティを展開します。
3. BorderStyle プロパティの横にあるドロップダウンの矢印をクリックして、任意の枠線スタイルを選択します。たとえ
ば、
、Dashed を選択します。
グラフ領域の枠線スタイルをコードで変更する
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart3D1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle =
C1.Win.C1Chart3D.BorderStyleEnum.Dashed
C# コードの書き方

C#
c1Chart3D1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle =
C1.Win.C1Chart3D.BorderStyleEnum.Dashed;
グラフ領域 で破線の枠線は次のように表示します：
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フォントの変更
グラフ要素ごとに使用するフォントをカスタマイズして、グラフにより大きな効果を与えることができます。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。グラフでは、ノンスケーラブル
フォントとスケーラブルフォントの２種類のフォントサイズ調整が可能です。ノンスケーラブルフォントは常に同じサイズです。
スケーラブルフォントは、プロットキューブのサイズ変更に応じて拡大または縮小します。次に各要素で使用されるフォントの
種類を示します。

チャート要素

フォントの種類

軸ラベル

スケーラブル

軸タイトル

スケーラブル

フッタタイトル

ノンスケーラブル

ヘッダタイトル

ノンスケーラブル

凡例

ノンスケーラブル

.NET 標準のフォントプロパティエディタを使用して、フォントの種類、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。

軸ラベル、軸タイトル、またはグラフラベルのフォントに関する注意
メモ：
メモ：スケーラブルフォントの場合、Font オブジェクトの Size プロパティはプロットキューブの長さの 1/100 単位で表
されます。たとえば、８という値を設定する場合、フォントサイズはプロットキューブの高さの８%に相当することを示しま
す。

色の変更
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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、またはカラーチューザーをインタラク
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
ヘッダとフッタのタイトル
凡例
グラフ領域
プロットキューブ（背景色のみ）
グラフに追加した各グラフラベル
データ結線、等高線、曲面の陰影、領域の塗潰しにも、カスタマイズ可能な色のプロパティがあります。

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カラーダイアログをインタラクティブに操作して、色を選択します。
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。

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
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。

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。
透明色オプションは、.NET のカラーダイアログの Web タブにあります。

色を変更するには
BackColor プロパティと ForeColor プロパティを使用して、背景色と前景色を設定します。これらのプロパティは、Visual
Studio のプロパティウィンドウの Control、Titles、Legend、ChartArea、PlotCube、および ChartLabels ノードの下にあ
る Style ノードからアクセスできます。

曲面グラフの外観の変更
陰影の付いた曲面グラフは、 Chart3DElevation オブジェクトの IsShaded プロパティで描画されます。陰影による曲面グラ
フの色と外観のプロパティをカスタマイズできます。 Chart3DContour オブジェクトの IsZoned プロパティを使用して描画さ
れる領域区分の設定方法もカスタマイズできます。

曲面の色
陰影の色を設定するには、Chart3DElevation オブジェクトの ShadedBottomColor プロパティと ShadedTopColor 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 Elevation ノードからアクセスできます。このノードは、Visual Studio
のプロパティウィンドウの Chart3DGroup コレクションエディタ にあります。

領域区分の設定方法
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Chart3DContour オブジェクトの ZoneMethod プロパティを使用して、各領域の区分形式を指定します。等高線による領域
区分を行うには、等高線で各領域ごとに間隔を分けます。一方、セルによる領域区分には、X/Y グリッドが形成する矩形ブ
ロックを使用します。セルによる領域区分では、なめらかに表示することはできませんが、等高線による領域区分よりも描画
速度がはるかに上回ります。ZoneMethod プロパティは、設計時に Contour ノードからアクセスできます。このノードは、
Visual Studio のプロパティウィンドウの Chart3DGroup コレクションエディタ にあります。

データ結線の書式設定
データ結線は、Chart3DElevation オブジェクトの IsMeshed プロパティで描画されます。データ結線の表示形式、色、フィ
ルタ形式のプロパティをカスタマイズできます。データ結線の高密度化は、大量のデータを小さなスペース上で表現する場合
に特に便利です。

データ結線の密度
データ結線の表示の密度を定義するには、Chart3DSurface オブジェクトの ColumnMeshFilter プロパティと
RowMeshFilter プロパティを使用します。グラフは最適なフィルタリング形式を自動的に定義しますが、任意の正の整数を
指定することもできます。
設定値がゼロの場合、グラフはデータ結線の密度に基づいて最適な密度を自動的に定義します。グラフデータが
増加したり、グラフコントロールのサイズが小さくなると、グラフはさらにデータ結線の高密度化を実行します。
設定値がゼロより大きい場合、グラフは固定フィルタリング形式を提供します。値が大きくなるにつれて、データ結
線の本数は減少します。たとえば値を５に設定すると、データ結線は５本目ごとに描画されます。
ColumnMeshFilter プロパティと RowMeshFilter プロパティには、設計時に ChartGroup コレクションエディタ の Surface
ノードからアクセスできます。
1番目の曲面グラフでは、ColumnMeshFilterプロパティとRowMeshFilter プロパティはデフォルト（0）に設定されていま
す。
2番目の曲面グラフでは、ColumnMeshFilter プロパティとRowMeshFilter プロパティは1に設定されています。
そして、3番目の曲面グラフでは、ColumnMeshFilter プロパティとRowMeshFilter プロパティは6に設定されています。

データ結線の表示と非表示
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IsColumnMeshShowing プロパティと IsRowMeshShowing プロパティを使用すると、データ結線の表示／非表示を設定で
きます。これらのプロパティは、ChartGroup コレクションエディタ の Surface ノードからアクセスできます。

データ結線の色
データ結線の色を設定するには、Chart3DElevation オブジェクトの MeshBottomColorプロパティと MeshTopColor プロ
パティを使用します。これらのプロパティは、ChartGroup コレクションエディタ の Elevation ノードからアクセスできます。

グラフ要素の配置
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。グラフはこれらのプロパティを自動的に制御できますが、次の項目をカスタマイズすることもできます。
グラフラベル以外のグラフ要素の表示位置
グラフ要素のサイズ
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。残りの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。

表示位置の変更と参照
Location プロパティの X プロパティを使用して、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
します。Location プロパティの Y プロパティを使用して、グラフの左端から対象グラフ要素の上端までの長さをピクセル単
位で設定します。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 ChartArea、Titles、Legend、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 プロパティの 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 ノードからアクセスできます。

等高線スタイルを使用する
グラフ内の等高線と領域区分の色の表示方法を定義する属性を、Chart3DContourStyleオブジェクトを使用して設定でき
ます。グラフには 100 種類ものスタイルがあらかじめ用意されています。これらのスタイルのサブセットが、グラフの等高レ
ベルの数に基づいてグラフ表示に使用されます。個々のスタイルはカスタマイズ可能です。
下図は、等高線の表示を設定する LineStyle プロパティと領域区分の色を設定する FillColor プロパティを示しています。
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すべての Chart3DContourStyle オブジェクトには FillColor プロパティと LineStyle プロパティがあります。FillColor プロ
パティは領域区分色の設定に使用します。LineStyle プロパティは等高線の設定に使用します。大部分のグラフでは等高線
スタイルをカスタマイズする必要はありません。ただし、次のような場合には等高線スタイルをカスタマイズする必要がありま
す。
特定のレベルの Chart3DContourStyle オブジェクトを正確に制御する場合
100 以上の等高レベルを表示する場合
等高線を一意に識別する場合（あらかじめ定義されたスタイルでは、すべての Chart3DContourStyle オブジェク
トには同じ LineStyle が適用されます）

等高線スタイルの外観の設定
デフォルトでは、グラフは等高線スタイルを各グラフグループの配列として定義しています。これらの等高線スタイルは、オブ
ジェクトの として指定されます。Chart3DContourStylesCollection として指定されます。
このコレクションの各 Chart3DContourStyle オブジェクトには、グラフの特定の等高線または領域の外観を指定する次の２
つのプロパティが定義されます。
FillColor プロパティは、この等高線スタイルと関連付けられた領域の色を指定します。FillColor プロパティは、
設計時に ContourStyles ノードの Chart3DStyle 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。ContourStyles ノードは、Visual Studio のプロパティウィンドウの ChartGroups ノードからアクセスできま
す。
LineStyle プロパティは、Chart3DLineStyle オブジェクトです。この等高線スタイルと関連付けられた等高線の
幅、色、および線種を指定します。デフォルトでは、各等高線は１ピクセル幅の黒い実線で定義されま
す。LineStyle プロパティは、設計時に ContourStyles ノードの Styles コレクションエディタを使用してアクセスで
きます。ContourStyles ノードは、Visual Studio のプロパティウィンドウの ChartGroups ノードからアクセスでき
ます。
デフォルトでは、全部で 100 種類の等高線スタイルが定義されています。等高線スタイルを追加するには、Add メソッドを使
用します。
特定の等高線や領域区分に対応する Chart3DContourStyle オブジェクトにアクセスするには、Chart3DContourLevel オ
ブジェクトの, Style プロパティを使用します。次のコードでは、３番目の等高線の Chart3DContourStyle オブジェクトを参
照する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim cstyle As Chart3DContourStyle
cstyle = C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.Levels(2).Style
C# コードの書き方

C#
Chart3DContourStyle cstyle = C1Chart3D1.ChartGroups[0].Contour.Levels[2].Style;
この方法を使用して、個々の領域区分や等高線の属性を変更します。たとえば、特定の領域区分の色を変更するに
は、Chart3DContourStyle オブジェクトの FillColor プロパティを変更します。次のコードでは、１番目の領域区分の色を緑
に変更する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.Levels(0).Style.FillColor = Color.Green
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].Contour.Levels[0].Style.FillColor = Color.Green;

等高線スタイルと分布レベル
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通常、グラフ上の n 番目の等高線や領域区分は、Chart3DContourStyles コレクション中の n 番目の等高線スタイルとは
対応しません。分布レベル（等高線・領域区分）と Chart3DContourStyles コレクションとの相互関係は次のとおりです。
nstyles 個の等高線スタイルを定義し、このとき分布レベルの数が nlevels 個であるとすると、n 番目の分布レベルに対応す
る等高線スタイルのインデックス番号は、次の式で求められる値に等しいか、四捨五入した値となります。
(n * (nstyles - 1) / nlevels) + 1
たとえば、100 個の等高線スタイルと６個の分布レベルが定義されたとすると、各分布レベルには Chart3DContourStyles
コレクションの １、21、41、60、80、100 番目の要素がそれぞれ使われます。分布レベルの数は、Chart3DContour オブジェ
クトの NumLevels プロパティで指定します。
等高線スタイルと分布レベルを１対１で対応させるには、分布レベルの数と同数の要素を持つ等高線スタイルの配列を作成
します。さらに領域区分の描画が指定されている場合は、等高線スタイルの配列には分布レベルの数よりも１つ多い要素を
加える必要があります。領域区分を指定するには、Chart3DContour オブジェクトのIsZoned プロパティを True に設定し
ます。余分に加えた等高線スタイルは、最後の領域の塗潰し色を指定するために使用されます。

等高線スタイルの塗潰し色
Chart3DContourStyles オブジェクトには、等高線スタイルの色の塗潰しを簡単に操作できるColors プロパティと ColorSet
プロパティの２種類のプロパティがあります。ColorSet プロパティを Custom に設定すると、すべての等高線の塗潰し色は
Colors プロパティで定義した色にスムーズに移行することで自動的に生成されます。ColorSet プロパティを定義済みの値
（Rainbow、RevRainbow、BlackWhite、WhiteBlack など）のいずれかに設定すると、等高線の塗潰し色はこれらの定義
済みの色のコレクションの１つを使用して生成されます。
ColorSet を Rainbow に設定した場合

ColorSet を BlackWhite に設定した場合

等高線太さと色の変更
等高線の太さや色を変更するには、Chart3DLineStyle オブジェクトの Thickness プロパティと Color プロパティを変更し
ます。次のコードでは、２番目の等高線を緑の線に変更する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.Levels(1).Style.LineStyle.Color = Color.Green
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[0].Contour.Levels[1].Style.LineStyle.Color = Color.Green;
デフォルトの等高線スタイルの動作に戻るには、Chart3DContourStyles コレクション
コレクションの Reset メソッドを実行します。すべ
ての等高線スタイルがデフォルト値にリセットされます。
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等高線と領域区分の投影
グラフに定義した等高線と領域区分は、プロットキューブの天井面と底面に投影することができます。それには、,
IsContoured プロパティと IsZoned プロパティの両方またはどちらか一方を天井面または底面に設定します。
次のコードは、領域区分をプロットキューブの天井面に投影する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartArea.View.Ceiling.IsZoned = True
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartArea.View.Ceiling.IsZoned = true;
これらの投影に使用する等高線と領域区分の設定には、そのグラフグループ用に定義された Chart3DContour オブジェク
トを使用します。
２次元のグラフ、散布図、および棒グラフでは、等高線と領域区分の投影は無視されます。

等高線分布一覧のカスタマイズ
グラフの Chart3DContourLevel オブジェクトは、グラフで使用される等高線と領域区分の色の数と各等高レベルをマーク
するZ値を定義します。等高レベルの数あるいは等高線分布一覧自体をカスタマイズできます。
概要
等高線と領域区分を設定する際に、グラフはデータを分析し、指定された等高レベルの数に基づき次の事項を実行します。
各等高レベルをマークする Z 値を含む線形分布一覧の作成
グラフに組み込まれた 100 種類のスタイルからの Chart3DContourStyles オブジェクトの割り当て。グラフは、
等高レベル数に応じて 100 種類のスタイルを均等に配分することで、使用するスタイルを決定します。

等高レベル数のカスタマイズ
Chart3DContour オブジェクトの NumLevels プロパティを使用して、使用する等高レベルの数を設定します。グラフが等高
線カスタム分布一覧を使用している場合、このプロパティは無効となります。等高レベルは最高 100 レベルまで設定でき、レ
ベル数が高いほど等高線カスタム分布一覧の密度も高くなります。NumLevels プロパティは、ChartGroup コレクションエ
ディタ
ディタの Contour ノードの下にあります。

カスタム等高線分布一覧の作成
線形分布一覧がグラフの目的に適合しない場合、カスタム分布一覧を作成して、等高レベル数と等高レベルをマークするた
めに使用する値を設定することができます。カスタム等高線分布一覧を使用するには、 Chart3DContour オブジェクトの
AutoDistribution プロパティを False に設定します。

線形分布一覧のリセット
線形分布一覧を使用するには、Chart3DContour オブジェクトの AutoDistribution プロパティを使用します。このプロパ
ティを True に設定すると、カスタマイズしたすべての等高レベルが削除されます。AutoDistribution プロパティ
は、ChartGroup コレクションエディタ
コレクションエディタの Contour ノードの下にあります。

分布一覧のプログラミングで考慮すべき事項
等高線分布一覧のカスタマイズも参照してください。
Chart3DContourLevel オブジェクトは、グラフの等高線レベルと領域区分の作成に使用する分布レベルの動作を制御しま
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す。それぞれのグラフグループに対して１つの Chart3DContourLevel オブジェクトが定義されます。
Chart3DContour オブジェクトの NumLevels プロパティは、グラフで使用する分布レベルの数を指定します。2～100 まで
の任意の数値を使用できます。２を指定すると、等高線レベルはどれも描画されず、グラフ全体が１つの領域として描画され
ます。
デフォルトでは、分布レベルは均等間隔で配置されます。分布レベルとその間隔を定義するには、Chart3DContourLevel
オブジェクトの Add メソッドを使用します。次のコードでは、分布レベルを 1000、2500、および 4200 で定義する例を示しま
す。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.Levels
.Add( 1000)
.Add( 2500)
.Add( 4200)
End With
C# コードの書き方

C#
Chart3DContourLevelsCollection levs;
levs = C1Chart3D1.ChartGroups[0].Contour.Levels;
levs.Add(1000);
levs.Add(2500);
levs.Add(4200);
分布レベルを削除するには、Remove メソッドを使用します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.ChartGroups(1).Contour.Levels.Remove( 1000)
C# コードの書き方

C#
C1Chart3D1.ChartGroups[1].Contour.Levels.Remove( 1000);
AutoDistribution プロパティを True に設定すると、均等間隔で配置された分布レベルにいつでも戻ります。この設定を行
行っても、グラフの分布レベルの数は変更されません。

実行時のグラフのインタラクティブ操作
実行中のグラフをインタラクティブに操作して、データを詳しく調べたり、グラフの一部を分離して表示させたりすることができ
ます。ここで紹介する操作はグラフ領域内のグラフのみを対象としたもので、ヘッダなどのグラフ要素は処理の対象外となり
ます。
グラフのインタラクティブ操作は、実行時に Chart3DView オブジェクトの IsInteractive プロパティによって制御されます。
このプロパティのデフォルトの設定は False です。

特に注意すべき点
キーボードやマウスの組み合わせにより、さまざまな操作を実行するように変更したり、削除したりすることができます。その
場合、ここで説明する操作が無効になる場合があります。

グラフの回転
マウスの左ボタンを押します。
そのままマウスを任意の方向に動かし、グラフを自由に回転させます。
また、軸を固定してグラフを軸回転させる場合は、［X］、［Y］、または［Z］キーを押しながら、マウスを軸に対して垂直に動かし
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ます。

グラフの移動
［Shift］キーを押しながら、マウスの左ボタンを押します。
そのままマウスを動かして、グラフ領域内でグラフの位置を変更します。

グラフの拡大／縮小
［Ctrl］キーを押しながら、マウスの左ボタンを押します。
そのままマウスを下方に動かしてグラフを拡大し、上方に動かしてグラフを縮小します。

グラフ領域のグラフィックズーム
［Alt］キーを押しながら、マウスの左ボタンを押します。
そのままマウスをドラッグしてズーム範囲を選択し、マウスボタンを離します。

デフォルトサイズやデフォルト位置へのリセット
すべての操作をリセットするには［R］キーを押します。

座標値の変換
Chart3DData オブジェクトには、次の項目を実行するメソッドが用意されています。
特定のデータ点のピクセル座標または特定のピクセル座標のセットに最も近いデータ点の決定
データ座標からスクリーンピクセル座標への変換（およびその逆）

座標値の決定
特定のデータ点のピクセル座標を決定するには、, DataIndexToCoord メソッドを呼び出します。次のコードは、２番目の行
と３番目の列のデータ点のピクセル座標を取得する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim PixelX, PixelY As Integer
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.DataIndexToCoord(2, 1, PixelX, PixelY)
' これで、PixelX と PixelY はピクセル座標値を含みます。
C# コードの書き方

C#
int PixelX=0, PixelY=0;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.DataIndexToCoord(2,1,ref PixelX,ref PixelY);
// これで、PixelX と PixelY はピクセル座標値を含みます。

データ座標のピクセル座標への変換
データ座標をスクリーンピクセル座標に変換するには、DataCoordToCoord メソッドを呼び出します。次のコードは、データ
座標（5.1, 10.2, 8.4）に対応するピクセル座標を取得する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim PixelX, PixelY As Integer
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData. _DataCoordToCoord(5.1, 10.2, 8.4, PixelX,
PixelY)
' これで、PixelX と PixelY はピクセル座標値を含みます。
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C# コードの書き方

C#
int PixelX=0, PixelY=0;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.
DataCoordToCoord(5.1, 10.2, 8.4, ref PixelX, ref PixelY);
// これで、PixelX と PixelY はピクセル座標値を含みます。
データ座標がグラフの表示可能範囲外にある場合、このメソッドは False を返します。

ピクセル座標のデータ座標への変換
ピクセル座標をデータ座標に変換するには、CoordToDataCoord メソッドを呼び出します。次のコードは、ピクセル座標
（225, 92）を同等のデータ座標に変換する例を示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim DataX As Double
Dim DataY As Double
Dim DataZ As Double
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData._CoordToDataCoord(225, 92, DataX, DataY, DataZ)
' これで、DataX、DataY、および DataZ はデータ座標値を含みます。
C# コードの書き方

C#
double DataX=0, DataY=0, DataZ=0;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.CoordToDataCoord(225, 92, ref DataX, ref DataY,
ref DataZ);
// これで、DataX、DataY、および DataZ はデータ座標値を含みます。
これらのピクセル座標に対応するデータが存在しない場合、CoordToDataCoord は False を返します。

近似データ点の抽出
ピクセル座標のセットに最も近いデータ点を抽出するには、次のように ,CoordToDataIndex メソッドを呼び出します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
Dim Row, Column As Integer
C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.CoordToDataIndex( 225, 92, Column, Row)
' CoordToDataIndex は最も近いデータ点の行と列を返します。
C# コードの書き方

C#
int Row=0, Column=0;
C1Chart3D1.ChartGroups[0].ChartData.CoordToDataIndex(225, 92, ref Column, ref Row);
//CoordToDataIndex は最も近いデータ点の行と列を返します。
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C1Chart3D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、C1Chart3D 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、C1Chart3D 製品の充実した各機能も実感できます。いくつかのタスク別ト
ピックでは、プログラム操作によって C1Chart3D のプロパティにアクセスする方法も示していますが、ほとんどのトピックで
は、設計時における C1Chart3D のプロパティを中心に説明しています。

軸ラベルの色の変更
軸ラベルの色を変更するには、次のコードを使用します。
c1Chart3D1.ChartArea.Style.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
または
c1Chart3D1.ChartArea.View.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;

スマートデザイナを使用する
このセクションでは、スマートデザイナを使用してのグラフ項目の作成及び編集方法を取り上げます。
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
スマートデザイナを使用して
C1Chart3D 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。それらはすべて、設計時に C1Chart3D の各種エディタを使用して行えます。

C1Chart3D のフッタ要素の追加
このトピックでは、C1Chart3D ツールバーを使用して、グラフにフッタ要素を追加する方法を示します。
1. C1Chart3Dコントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く〉ボタン をクリックして C1Chart3D 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 C1Chart3D ツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［フッタ
フッタ］項目を選択しま
す。

フッタ
フッタ要素はデフォルトとしてグラフ領域の下に表示されます。
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C1Chart3D のヘッダ要素の追加
このトピックでは、C1Chart3D ツールバーを使用して、グラフにヘッダ要素を追加する方法を示します。
1. C1Chart3D コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く〉ボタン をクリックして C1Chart3D 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 C1Chart3D ツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［ヘッダ
ヘッダ］項目を選択しま
す。

ヘッダ
ヘッダ要素はデフォルトとしてグラフ領域の上に表示されます。
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C1Chart3D の凡例の追加
このトピックでは、グラフに凡例要素を追加する方法を示します。
1. C1Chart3D コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈開く〉ボタン をクリックして C1Chart3D 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 C1Chart3D ツールバーのドロップダウンメニューから選択し、［凡例
凡例］項目を選択しま
す。

凡例要素はデフォルトとしてグラフ領域の右側（東側）に表示されます。
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3Dグラフの種類の選択
このトピックでは、C1Chart3D 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. C1Chart3D コントロールを選択し、〈開く〉ボタン をクリックして、C1Chart3D 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、棒（棒グラフ）を選択します。

棒グラフは C1Chart3D コントロールに表示されます。
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グラフのサブタイプの選択
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. C1Chart3D コントロールを選択し、まだ開いていない場合は〈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、［曲面グラフ
曲面グラフ、陰影
陰影、領域区分グラフ
領域区分グラフ］サブタイプを選択
します。

選択されたグラフのサブタイプはコントロールに表示されます。

軸のプロパティへのアクセス
プロパティの設定方法
1. プロパティダイアログで、ChartArea ノードを展開します。
2. Axes ノードの横にある<...> ボタンをクリックして、Chart3DAxis コレクション エディタを表示します。
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3. 必要に応じて、プロパティを変更します。詳細は、, 軸の概要を参照してください。

グラフグループへのアクセス
Chart3DGroups オブジェクトは、Chart3DGroupsCollection に編成され、 Chart3DGroups オブジェクトを使用してアクセ
スします。

コード上での使用方法
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart3D1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0]
C# コードの書き方

C#
c1Chart3D1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0];
C1Chart コントロールと同じように、アクセスパスを短縮することもできます。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart3D1.ChartGroups.Group0
C# コードの書き方

C#
c1Chart3D1.ChartGroups.Group0;
C1Chart コントロールと同じように、グループからプロパティに直接アクセスできます。
プロパティの設定方法
1. プロパティダイアログで、ChartGroups ノードを展開します。
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2. ChartGroupsCollection ノードの横にある <...> ボタンをクリックしChart3DGroup コレクション エディタ
エディタを表示しま
す。

3. 必要に応じて、プロパティを変更します。詳細は、グラフ要素のカスタマイズを参照してください。

グラフラベルの変更
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。

コード上での使用方法
Chart3DLabel 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。
Text プロパティは、グラフラベルに表示するテキストとグラフラベルの種類を指定します。
View3D プロパティは、3D 空間におけるグラフラベルの表示位置を指定します。表示位置
は、LabelView3DEnumとして指定されます。
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。
次のコードを使用して、上述のプロパティを設定します
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With c1Chart3D1.ChartLabels(1)
.Text = "これはグラフラベルです。"
.View3D = LabelView3DEnum.XY
.IsConnected = True
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.Chart3D.Chart3DLabel lab = C1Chart3D1.ChartLabels[1];
lab.Text = "これはグラフラベルです。";
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lab.View3D = LabelView3DEnum.XY;
lab.IsConnect = True;

プロパティの設定方法
1. プロパティダイアログで、ChartLabels ノードを展開します。

2. 必要に応じて、プロパティを変更します。詳細は、グラフラベルを使用するを参照してください。

分布レベルの変更
分布レベル（等高線・領域区分）と Chart3DContourStyles コレクションとの相互関係は次のとおりです。nstyles 個の等高
線スタイルを定義し、このとき分布レベルの数が nlevels 個であるとすると、n 番目の分布レベルに対応する等高線スタイル
のインデックス番号は、次の式で得られる値に等しいか、四捨五入した値となります。
(n * (nstyles - 1) / nlevels) + 1

プロパティの設定方法
1. プロパティダイアログで、ChartGroups ノードを展開します。
2. ChartGroupsCollection ノードの横にある <...> ボタンをクリックして、Chart3DGroup コレクションエディタ を表示
します。
3. Contour ノードを展開します。
4. Levels ノードの横にある <...> ボタンをクリックして、Chart3DContourLevel コレクションエディタ を表示します。
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5. 必要に応じて、レベルを追加、削除、または変更します。詳細は、等高線スタイルの外観の設定.を参照してください。

ヘッダタイトルとフッタタイトルの変更
グラフには ヘッダ と 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。各タイトルは、グラフの上下左右に配置する
ことができるので、ヘッダ
ヘッダとフッタ
フッタをオブジェクトの上部と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。

コード上での使用方法
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
c1Chart3D1.Header.Text = "サンプルのヘッダテキスト"
c1Chart3D1.Header.Compass = C1.Win.C1ChartBase.CompassEnum.East
c1Chart3D1.Header.Location = New Point(20, -1)
c1Chart3D1.Footer.Text = "サンプルのヘッダテキスト"
c1Chart3D1.Footer.Compass = C1.Win.C1ChartBase.CompassEnum.South
c1Chart3D1.Footer.Location = New Point((C1Chart3D1.Size.Width - 120), -1)
C# コードの書き方

C#
c1Chart3D1.Header.Text = "サンプルのヘッダテキスト";
c1Chart3D1.Header.Compass = C1.Win.C1ChartBase.CompassEnum.East;
c1Chart3D1.Header.Location = new Point(20, -1);
c1Chart3D1.Footer.Text = "サンプルのヘッダテキスト";
c1Chart3D1.Footer.Compass = C1.Win.C1ChartBase.CompassEnum.South;
c1Chart3D1.Footer.Location = new Point((C1Chart3D1.Size.Width - 120), -1);

プロパティの設定方法
1. プロパティダイアログで、Footer ノードと Header ノードを展開します。

112

Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.

TrueChart for ASP.NET(C1WebChart3D)

2. 必要に応じて、プロパティを変更します。詳細は、グラフ要素のカスタマイズを参照してください。

凡例の変更
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 Chart3DDataSet 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。Chart3DLineStyle オブジェクトと
Chart3DSymbolStyle オブジェクトは、凡例のデータセット名に付随するシンボルを決定します。凡例にの表示位置や凡例
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。.

コード上での使用方法
プロパティの設定例を以下に示します。
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
C1Chart3D1.Legend.Compass = CompassEnum.East
C1Chart3D1.Legend.Style.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Solid
C1Chart3D1.Legend.Style.Border.Thickness = 3
C1Chart3D1.Legend.Style.Border.Color = Color.Black
C1Chart3D1.Legend.Style.BackColor = Color.Gray
C1Chart3D1.Legend.Text = "凡例のテキスト"
C# コードの書き方

C#
c1Chart3D1.Legend.Compass = CompassEnum.East;
c1Chart3D1.Legend.Style.Border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Solid;
c1Chart3D1.Legend.Style.Border.Thickness = 3;
c1Chart3D1.Legend.Style.Border.Color = Color.Black;
c1Chart3D1.Legend.Style.BackColor = Color.Gray;
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c1Chart3D1.Legend.Text = "凡例のテキスト";
メモ
メモ：VB.NET では、With および End With ステートメントを使用して、同じオブジェクトの反復使用の表現をより簡単
に行うことができます。このメソッドを使用すると、上述のコードは次のように表現されます。
The code above would look as follows using this method:
Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
With C1Chart3D1.Legend
.Compass = CompassEnum.East
With .Style
With.Border
.BorderStyle = BorderStyleEnum.Solid
.Thickness = 3
.Color = Color.Black
End With
.BackColor = Color.Gray
End With
.Text = "凡例のテキスト"
End With
C# コードの書き方

C#
C1.Win.C1Chart3D.Legend legend = C1Chart3D1.Legend;
C1.Win.C1Chart3D.Style style = legend.Style;
C1.Win.C1Chart3D.Border border = style.Border;
legend.Compass = CompassEnum.East;
border.BorderStyle = BorderStyleEnum.Solid;
border.Thickness = 3;
border.Color = Color.Black;
style.BackColor = Color.Grey;
legend.Text = "凡例のテキスト";

プロパティの設定方法
1. プロパティダイアログで、Legend ノードを展開します。
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2. 必要に応じて、プロパティを変更します。詳細は、凡例の書式設定を参照してください。
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C1Chart3D のよくある質問
以下に、C1Chart3D に関してよくある質問（（FAQ））をいくつか示します。

グラフ種別はどのように変更しますか？
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〈〈…〉〉ボタンを押して、ChartGroups 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。
3. ChartType プロパティのドロップダウンリストボックスから目的のグラフ種別を選択します。
3D グラフを使用するときは、以下のグラフ種別が利用可能です。
散布図
横棒グラフ
等高線グラフ
グラフ種別の詳細については、基本3D グラフの種類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？
1. プロパティウィンドウで、プロパティ
プロパティ の 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 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。
例：Max を 20、Min を０、UnitMajor を５に設定した場合は、軸上に５の倍数（0、5、10、15、20）が表示されます。
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、以下の作業を実行します。
1. 系列の色を変更するには、以下の作業を実行します。
2. グラフのプロパティ を選択します。
3. データ を選択します。
4. SymbolStyle ノードを拡張します。
5. Color ドロップダウンリストボックス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、以下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 ドロップダウンリストボックスから目的の色を選択します。
軸の色を変更するには、以下の作業を実行します。
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。
Style.Font ノードを拡張します。
ForeColor ドロップダウンリストボックスから目的の色を選択します。

凡例の配置はどのように変更しますか？
1. プロパティウィンドウで、Legend ノードを拡張します。
2. Compass ドロップダウンリストボックスから、東、西、北、南のいずれかを選択します。
詳細については、凡例の位置を参照してください。

枠線の追加や変更はどのようにしますか？
1. プロパティウィンドウで、ChartArea ノードを拡張します。
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2.
3.
4.
5.
6.

Style ノードを拡張します。
Border ノードを拡張します。
BorderStyle ドロップダウンリストボックスからスタイル種別を選択します。
Color ドロップダウンリストボックス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、枠線の変更を参照してください。
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