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はじめに

TrueChart for WinForms(C1Chart3D) により、プロフェッショナルな外観を備えた 2D または 3D グラフを効率良く作成しま

す。C1Chart は、Visual Studio に組み込まれた最新の技術を採用しており、2.0、3.5、および 4.0 の .NET フレームワークに

完全に準拠しています。ComponentOne のグラフツールがコンポーネントグラフの基底にある複合さを完全に管理しているた

め、開発者は重要なアプリケーション特有のタスクだけに専念できます。

TrueChart for WinForms には、Microsoft Visual Studio で 2D および 3D グラフを作成するための２つのグラフコントロー

ル、、C1Chart と C1Chart3D が含まれています。C1Chart コントロールは、各種のグラフ作成アプリケーションのさまざまな動

的 2D グラフを作成できる２次元グラフコントロールです。C1Chart3D コントロールは、3D 曲面、3D 棒、3D 散布図（プロット）

グラフや、4D の棒および曲面グラフの作成に使用される３次元グラフコントロールです。

TrueChart for WinForms には包括的で多数のマニュアルが用意されており、C1Chart および C1Chart3D コントロールのあ

らゆる可能性の理解に役立ちます。使いやすさを考慮して、Chart for WinForms には次の２つの個別ヘルプファイルが含ま

れています。

C1Chart2D ヘルプ ー C1Chart コントロール関連のマニュアルを含みます。

C1Chart3D ヘルプ ー C1Chart3D コントロール関連のマニュアルを含みます。

3D グラフを使用し、エンドユーザーによるインタラクティブ操作で容易に回転、スケール、またはズームできる 3D の曲面、等

高線、または棒グラフを作成します。3D グラフは、3D データを 15 種類の基本的な曲面または棒の外観で表示し、データから

等高線と領域区分を自動的に生成します。

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

C1.C1Chart.2.dll C1Chart本体アセンブリ

C1.C1Chart3D.2.dll C1Chart3D本体アセンブリ

C1.C1Chart.4.Design.dll C1Chart本体アセンブリ（※）

C1.C1Chart3D.4.dll C1Chart3D本体アセンブリ

C1.C1Chart.4.Design.dll C1Chartデザイナアセンブリ（※）

C1.C1Chart3D.4.Design.dll C1Chart3D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フォームにコンポーネントを配置する方法

以下に、C1Chart3D 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。
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なお、以下では、Visual Studio を例に説明しています。

配置手順配置手順

1. ツールツール メニューから ツールボックスツールボックス アイテムの選択アイテムの選択 を選択します。

2. ツールボックスツールボックス アイテムの選択アイテムの選択 ダイアログの .NET Framework コンポーネントコンポーネント 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。

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

TrueChart for WinForms(C1Chart3D) のラインタイムファイルは、＜インストールフォルダ＞\Bin\ フォルダにインストールされ

る次のファイルです。

ファイル 内容

C1.C1Chart.2.dll C1Chart本体アセンブリ

C1.C1Chart3D.2.dll C1Chart3D本体アセンブリ

C1.C1Chart3D.4.dll C1Chart本体アセンブリ（※）

C1.C1Chart3D.4.dll C1Chart3D本体アセンブリ（※）

※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。

注意：注意：以下のファイルは開発環境のみに必要なファイルです。配布しないように注意してください。

C1.Win.C1Chart.4.Design.dll
C1.Win.C1Chart3D.4.Design.dll
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主な特長

TrueChart for WindowsForms では、C1Chart3D コンポーネントについて以下の機能を備えています。

分かりやすいコード分かりやすいコード

3D 棒グラフ、棒グラフ、3D 散布図、曲面グラフにより、さまざまな方法でデータ表示が可能散布図、曲面グラフにより、さまざまな方法でデータ表示が可能

インタラクティブな表示を提供し、プログラマーとエンドユーザーの両方がグラフの回転、シフトおよびズームの機インタラクティブな表示を提供し、プログラマーとエンドユーザーの両方がグラフの回転、シフトおよびズームの機

能を活用することができます。能を活用することができます。

等高線や領域区分をデータから自動的に作成等高線や領域区分をデータから自動的に作成

C1Chart3D コントロールは、自動的に等高線や領域区分を作成し、各等高線に対して 100 種類の組み込みスタ

イルの中から選択した等高線スタイルを割り当てます。

詳細については、グラフの等高線と領域区分 を参照してください。

グラフの透過処理グラフの透過処理

Transparency プロパティを使用し、グラフの透過処理が可能です。

4D グラフ機能グラフ機能

C1Chart3D では、色を４つめの次元とした4D グラフを表現できます。

4D グラフの作成方法の詳細については、4D グラフの作成を参照してください。

高度なマウス追跡機能高度なマウス追跡機能

.NET の MouseMove イベントなどと組み合わせて使用することで、マウスポインタの下にあるグラフの領域、デー

タセット、データ点を追跡できる一連の変換メソッドを提供します。
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スマートデザイナによるインタラクティブなグラフ作成機能スマートデザイナによるインタラクティブなグラフ作成機能

グラフ作成に関する一般的な作業を処理するスマートデザイナを使用すれば、作業時間を大幅に節約できます。

作業はすべてデザイン画面上で完了できます。各グラフ要素をマウスでクリックすると、組み込みのツールバーや

エディタを表示します。

詳細については、スマートデザイナを使用するを参照してください。

ウィザードによる３つの手順でグラフを作成可能ウィザードによる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」「グラフのグラフの 3D 表示の編集表示の編集」を全てガイドします。

詳細については、グラフウィザード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 ダイアログボックスによる素早い設定が可能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。

詳細については、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。

１つのプロパティで軸を反転する機能１つのプロパティで軸を反転する機能

X軸とY軸は１つのプロパティを使用して反転することができます。

実行時のインタラクティブ操作が可能実行時のインタラクティブ操作が可能

実行時に、グラフの回転、移動、ズームなどのインタラクティブ操作を行うことができます。

グラフを画像として保存可能グラフを画像として保存可能

作成したグラフは、任意の画像形式（メタファイル、BMP、JPG など）で保存できます。
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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、プロパプロパ

ティティ 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 タスクタスク メニューが開きます。
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C1Chart3D 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

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

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

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 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

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
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グラフウィザードを開きます。

グラフの読み込みグラフの読み込み

C1Chart3D コントロールの保存済みレイアウトを読み込みます。

グラフの保存グラフの保存

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コレクションエディタ にアクセスするには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。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、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コレクションエディタで使用可能なプロパティ
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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。

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。
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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。

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コレクションエディタにアクセスするには
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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。

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、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。
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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

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 コレクショコレクショ

ンエディタンエディタが開きます。

5. 追加追加 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 コレクショコレクショ
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ンエディタンエディタが開きます。

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
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Contour コレクションエディタを提供しています。

Chart3DContourLevel コレクションエディタ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
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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。

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。
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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。

Color コレクションエディタ

Color コレクションエディタ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。
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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。

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 グラフの種類

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。グラフを曲面グラフに設定する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Surface

C# コードの書き方コードの書き方

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

TrueChart for WinForms (C1Chart3D)  

24 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



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。グラフを棒グラフに設定する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Bar

C# コードの書き方コードの書き方

C#

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。

棒の棒の Z 起点起点

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コレクションエディタ の Bar ノードにあります。

棒の幅棒の幅

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。

棒の陰影色棒の陰影色
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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。グラフを散布図に設定する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartType = Chart3DTypeEnum.Scatter

C# コードの書き方コードの書き方

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。
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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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartGroups(0).Elevation.DropLines = True

C# コードの書き方コードの書き方

C#

C1Chart3D1.ChartGroups[0].Elevation.DropLines = true;

垂線の書式設定垂線の書式設定

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
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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 をを False に設定した場合に設定した場合 DepthCue をを True に設定した場合に設定した場合

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

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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic
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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
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ドット 水平線 －

四角 ■ クロス ✛

三角 ▲ 円 ○

ひし形 ◆ 四角（塗潰しなし） □

星 三角（下向き） ▼

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。

タイプ 画像 タイプ 画像

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
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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。

陰影によるグラフ描画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
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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

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 ,
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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。

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。
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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。

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 プロパティとプロパティと IsZoned プロパティの組み合わせ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
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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

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
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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。

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。
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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。
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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

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。

TrueChart for WinForms (C1Chart3D)  

38 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



軸タイトルの追加軸タイトルの追加

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

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。

グリッド線の外観グリッド線の外観
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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 軸と軸と Y 軸の範囲設定軸の範囲設定

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。

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 コレクコレク

ションエディタションエディタ 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。
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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
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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。

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# コードの書き方コードの書き方

C#

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

ティエディタ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。

C1Chart3D ツールバーのコマンドボタン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

ツールバーを閉じる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〉ボタン

グラフ種グラフ種 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。
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〈形式〉ボタン〈形式〉ボタン

形式形式 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〉ボタン

レイアウトレイアウト 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〉ボタン

背景背景 コマンドボタンには、背景の３種類のスタイルを含むドロップダウンボックス、およびユーザー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〉ボタン

境界線境界線 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〉、〈コンパコンパ

ス位置ス位置〉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］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。
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〈フォント〉ボタン〈フォント〉ボタン

フォントフォントコマンドボタンは、ヘッダヘッダとフッタフッタ要素のフォントフォントダイアログボックスを表示します。ここで、ヘッダとフッタのテキス

トのフォントスタイルを変更できます。

〈背景〉ボタン〈背景〉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〉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〉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。

［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〈テキストテキスト

の編集の編集〉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［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〈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。
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〈背景〉ボタン〈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〉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。

〈コンパス位置〉ボタン〈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、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（グラフの右グラフの右

側側）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。
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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。

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
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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。
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「データ」タブ

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から データデータ 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グラフのプロパティ ダイアログボックスから、3D 表示表示 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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Dim gridset As Chart3DDataSetGrid
gridset = C1Chart3D1.ChartGroups(0).ChartData.SetGrid
With gridset
  .Hole = 999.1
  .Item(0, 2) = 999.1
End With                                        

C# コードの書き方コードの書き方

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：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
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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。グラフグループに行を追加するには、以下を実行します。

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
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C# コードの書き方コードの書き方

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。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
 
For i = 0 To 20
  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)
Next
 
pointset.AddSeries( points1)
pointset.AddSeries( points2)
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' 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、あるいはポイポイ

ントントの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
. . .
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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。

「!」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。

数値計算から直接データをグラフ化する
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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
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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。

4D グラフの作成

次の手順と条件で次の手順と条件で 4D グラフを作成します。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()    
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  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   
C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.NumLevels = 20  
C1Chart3D1.ChartGroups.ContourStyles.ColorSet = ColorSetEnum.RevRainbow

 

C# コードの書き方コードの書き方

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。
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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。

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。
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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。

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 面面、または YZ 面面）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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartLabels.Remove(label)

C# コードの書き方コードの書き方

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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartLabels.DefaultStyle.BackColor = Drawing.Color.Gray

C# コードの書き方コードの書き方

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
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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コレクションエディタ にあります。

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。
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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。

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
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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

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、
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「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 のプロのプロ

パティウィンドウ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 効果

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。

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

  TrueChart for WinForms (C1Chart3D)

73 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



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。

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# コードの書き方コードの書き方

C#

c1Chart3D1.ChartArea.Style.Border.BorderStyle = 
C1.Win.C1Chart3D.BorderStyleEnum.Dashed;

グラフ領域グラフ領域 で破線の枠線は次のように表示します：

メンバ名 説明 効果

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
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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。

チャート要素 フォントの種類

色の変更

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。
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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コレクションエディタ にあります。

領域区分の設定方法

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コレクションエディタ にあります。
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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

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
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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。
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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。

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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic
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Dim cstyle As Chart3DContourStyle
cstyle = C1Chart3D1.ChartGroups(0).Contour.Levels(2).Style

C# コードの書き方コードの書き方

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

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 をを Rainbow に設定した場合に設定した場合 ColorSet をを BlackWhite に設定した場合に設定した場合
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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。

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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartArea.View.Ceiling.IsZoned = True

C# コードの書き方コードの書き方

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。
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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

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# コードの書き方コードの書き方
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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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

C1Chart3D1.ChartGroups(1).Contour.Levels.Remove( 1000)

C# コードの書き方コードの書き方

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。
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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

ます。

グラフの移動グラフの移動

［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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic
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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。

C# コードの書き方コードの書き方

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# コードの書き方コードの書き方

C#
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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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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。

Visual Basic

c1Chart3D1.ChartArea.Style.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;

C#

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コード上での使用方法

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

c1Chart3D1.ChartGroups.ChartGroupsCollection[0]

C# コードの書き方コードの書き方

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 コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

c1Chart3D1.ChartGroups.Group0

C# コードの書き方コードの書き方

C#

c1Chart3D1.ChartGroups.Group0;
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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Chart3DGroup コレクションコレクション 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
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  .IsConnected = True
End With

C# コードの書き方コードの書き方

C#

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

プロパティの設定方法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コレクションエディタ を表示し
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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コレクションエディタ を表示します。

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 ヘッダヘッダ と 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。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コード上での使用方法

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

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"; 
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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。

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"
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C# コードの書き方コードの書き方

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;
 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。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

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。

TrueChart for WinForms (C1Chart3D)  

98 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



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？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？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？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グラフのプロパティ を選択します。

3. データデータ 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. 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. Style.Font ノードを拡張します。

4. 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？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。
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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？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。

2. Style ノードを拡張します。

3. Border ノードを拡張します。

4. 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。

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。

6. 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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