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はじめにはじめに

Menus and Toolbars for WinForms を使用して、Windows Forms アプリケーションの汎用的なメニューとドッキング／フ

ローティングツールバーを作成します。このスイートには、ユーザーインタフェースおよびナビゲーションツールが合わせて９つ

含まれています。 ComponentOne SmartDesigner 技術により、メニューとツールバーを簡単に構築し、スタイルを設定できま

す。このユニークなビジュアル開発機能により、デザイン面で作業することができます。コーディングは不要です。 さらに、最新

の組み込み Microsoft Office 2010 ビジュアルスタイルを使用して、プロパティ１つを設定するだけで、Office 2010 のルック＆

フィールを実現できます。 Menus and Toolbars for WinForms は広範なデザイン時サポートを提供しており、完全な機能を

備えたメニューとツールバーを短時間で作成できます。

Menus and Toolbars for WinForms には、さまざまなプロジェクトが含まれています。個々の製品の詳細については、以下

のリンクをクリックしてください。

メニューとツールバーの概要

C1DockingTab の概要

C1NavBar の概要

C1OutBar の概要

C1TopicBar の概要

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.C1Command.2.dll 本体アセンブリ

C1.C1Command.4.dll 本体アセンブリ（※）

C1.C1Command.4.Design.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フォームにコンポーネントを配置する方法

以下に、C1Command 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。

配置手順配置手順

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

2. ［ツールボックス アイテムの選択］ダイアログの「.NET Framework コンポーネント」タブを選択します。

3. 使用するコンポーネントのチェックボックスを ON にして〈OK〉ボタンをクリックしてください。ツールボックスに指定したコ

ントロールのアイコンが表示されます。
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4. ツールボックスから指定したコントロールのアイコンを選択してフォームに配置します。ソリューションエクスプローラの

参照設定に指定したコントロールの名前空間が追加されます。

コンポーネントのランタイムファイルコンポーネントのランタイムファイル

Menus and Toolbars for WinForms のランタイムファイルは、 C:\Program Files\ComponentOne\WinForms\bin\ フォルダ

にインストールされる次のファイルです。

ファイル 内容

C1.C1Command.2.dll 本体アセンブリ

C1.C1Commandr.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。
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主な特長主な特長

Menus and Toolbars for WinForms スイートには、 Menus and Toolbars for WinForms、DockingTab for
WinForms、NavBar for WinForms、OutBar for WinForms、TopicBar for WinForms の５つの製品が含まれています。

このセクションでは、各製品の主な特長について説明します。

Menus and Toolbars の主な特長の主な特長

Menus and Toolbars for WinForms の特徴は次のとおりです。

C1Command フレームワークの統合フレームワークの統合

Menus and Toolbars スイートは、メニューとツールバーを単一のシステムに統合し、同一のオブジェクトとコードをメ

ニュー項目やツールバーボタンに再使用できるようにします。 同じコマンド項目（テキスト、画像、イベント処理コード）を

同時に複数のメニューおよび／またはツールバーで使用できます。

ドッキング／フローティングツールバードッキング／フローティングツールバー

ドッキング／フローティング動作で、エンドユーザーが簡単にカスタマイズできるレイアウトを作成できます。 エンドユー

ザーがツールバーをフォーム上で移動させたり、左右にドッキングしたり、フローティングツールバー化したりできるよう

にするには、単純にC1CommandDock コンテナの内側に C1ToolBar コントロールを配置します。詳細については、

「ツールバーのドッキングとフローティング」を参照してください。

コードなしのデザインエクスペリエンスコードなしのデザインエクスペリエンス

Menus and Toolbars は、ComponentOne SmartDesigner® 技術を含む幅広いデザイン時サポートを特徴としてい

ます。 マウスをクリックするだけで状況依存のフローティングツールバーが開き、デザイン面でそのまま変更を加えるこ

とができます。 C1Command デザイナには、テキスト、アイコン、ショートカットキーなど、50 を超える設定済みの共通

コマンドが最初から用意されています。詳細については、「スマートタグ」を参照してください。

組み込みビジュアルスタイル組み込みビジュアルスタイル

すべてのメニューおよびツールバーコントロールは、［青］、［シルバー］、［黒］など、Microsoft Office 2010 で利用可能

なスタイルを模したビジュアルスタイルをサポートしています。 Office 2003、2007、および Windows XP のスタイルを

選択することも可能です。詳細については、「メニューの視覚スタイル」および「ツールバーの視覚スタイル」を参照して

ください。

グローバルキーショートカットグローバルキーショートカット

ショートカットやニーモニックキーを使用して、マウスを使わずキーボードからメニューにアクセスできます。 ショートカッ

トキーは、どのメニューやツールバーにも存在しないコマンドに対しても使用可能です。 ショートカットキーのテキストを

ローカライズすることもできます。 詳細については、「メニューへのショートカットキーの適用」を参照してください。

MDI アプリケーションのサポートアプリケーションのサポート

組み込み MDI 子ウィンドウリストや階層的ショートカットキー処理を含む、MDI（Multiple Document Interface）アプリ

ケーションの特別サポート。 MDI アプリケーションでは、リストが表示するメニュー項目の合計数を制限したり、非表示

の MDI のウィンドウをメニューリストに表示したり、複数のメニュー項目をマージしたりすることができます

C1CommandMdiListコマンドタイプを使用してMDI フォーム用のウィンドウリストを作成する例のについては、「MDI
フォーム用のウィンドウリストの作成」を参照してください。

メニューのマージメニューのマージ

Menus and Toolbars では、MDI 子ウィンドウを MDI 親メニューおよびツールバーに簡単にマージできます。 また、

マージ動作の種類を指定し、メニュー項目を追加するか、置き換えるか、削除するか、マージするかを選択したり、メ

ニュー項目またはツールバーボタンのマージ順序を指定したりすることもできます。C1Command メソッドを使用してメ

ニューをマージする方法については、NonMdiMenuMerge、サンプルを参照してください。
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マルチレベルメニューマルチレベルメニュー

メインメニューにサブメニューを追加して、コマンドまたはオプションの階層を作成します。コードおよびデザイナーに

よってメインメニューにサブメニューを追加する例については、「複数のサブメニューの追加」を参照してください。

埋め込みコントロール埋め込みコントロール

テキストボックス、ラジオボタン、チェックボックスなど任意のコントロールをメニューやツールバーに簡単に埋め込むこ

とができます。Combobox などの任意のコントロールを埋め込むる例については、ツールバーへの任意のコントロー

ルの追加」を参照してください。

機能の豊富なコンテキストメニュー機能の豊富なコンテキストメニュー

C1ContextMenu コントロールを使用して、フォームの任意のコントロールにコンテキストメニューを簡単に追加できま

す。 C1ContextMenu は、C1MainMenu と同一の機能を共有しています。コードおよびデザイナーによって

ContextMenu を追加する例については、「コントロールに C1ContextMenu の追加」を参照してください。

C1DockingTab の主な特長の主な特長

DockingTab for WinForms の特徴は次のとおりです。

ドッキングタブとフローティングタブドッキングタブとフローティングタブ

DockingTab for WinForms は、ドッキングおよびフローティング動作をサポートしており、コントロール全体または個

別のページ（タブ）を切り離し、フォームの他の側面の１つや別のC1DockingTab コントロールに自動的にドッキングし

たり、別のツールウィンドウにフローティングすることができます。詳細については、「DockingTab のドッキングとフロー

ティングの有効化」を参照してください。

Visual Studio 風のドッキング風のドッキング

C1DockingTab は、Visual Studio 2005 から定評ある一般的なドッキングひし形インタフェースをサポートしていま

す。 C1CommandDock コントロールの DockingStyle プロパティを設定するだけで、この動作を実現し、フォームドッ

キングレイアウトサポートのすべてを使用することができます。

自動非表示自動非表示

C1DockingTab は、C1CommandDock コントロールに配置されたときに自動非表示モードをサポートします。 つま

り、タブはコンテナの任意の端で最小化し、ユーザーによるクリックでスライドイン／アウトできます。 この動作を実装す

るには、AutoHiding プロパティを True に設定するだけです。 ユーザー自身がこれをオンできるようにするに

は、CanAutoHide プロパティを設定します。詳細については、「DockingTab のドッキングとフローティングの有効化」

を参照してください。

デザイン時エディタによるすばやいスタイル設定デザイン時エディタによるすばやいスタイル設定

使いやすいエディタを使用して、タブのスタイル、サイズ、レイアウトなどタブの外観をすばやく編集できます。

タブの動作タブの動作

タブページのドッキング、フローティング、閉じ方、並べ替えなどの動作のプロパティを制御できます。CanCloseTabs
プロパティとCanMoveTabsプロパティにより、エンドユーザーがタブを閉じたり移動できるようになります。

タブリストタブリスト

使用可能なすべてのタブをドロップダウンリストに表示し、ユーザーが目的のタブにすばやく移動できるようにします。

単純 ShowTabList プロパティを True に設定します。

その他の配置オプションその他の配置オプション

さまざまなタブ配置オプションから選択します。

コントロールの上下左右にタブを配置

タブを配置位置に対して近く、遠く、中間に配置

空きスペースに合わせてタブを拡大／縮小、または数の多いタブを処理するための複数行化とスクロール

タブの非表示タブの非表示

単純に C1DockingTab のタブを非表示にして、ウィザードのようなマルチページフォームを作成しま

す。C1DockingTab を使用するメリットは、完全なドラッグ＆ドロップのデザイン時サポートが各タブページに提供され

るため、複数のフォームを１つのフォームに簡単に含めることができる点です。

タブスタイルの追加タブスタイルの追加

C1DockingTab を使用して、タブ化インタフェースにさらにスタイルを追加できます。 すべての Office 2010、2007、お
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よび 2003 デザインを含む 12 種類の視覚スタイルから選択します。 また、TabStyle プロパティを設定して、タブの傾

斜や角丸を設定できます。

C1NavBar の主な特長の主な特長

NavBar for WinForms の特徴は次のとおりです。

Microsoft Outlook スタイルのスタイルのユーザーインターフェースユーザーインターフェース

Microsoft Outlook で採用されているナビゲーションシステムと同様に、コンテンツやナビゲーションメニューを別々の

カテゴリにグループ化します。 このモデルによってコンテンツを整理することができ、エンドユーザーは素早くナビゲート

できます。

組み込みビジュアルスタイル組み込みビジュアルスタイル

Office 2007、2010、2003 スタイルを含む８つの組み込みビジュアルスタイルから選択できます。 これらはすべてプロ

パティの設定１つで済みます。

縮小可能縮小可能

C1NavBar を有効にすると、コンテナの上下左右任意の縁を縮小できます。

埋め込みコントロール埋め込みコントロール

任意のコントロールを各ナビゲーションパネルに配置します。 デザイン時にコントロールをパネルにドラッグするだけで

実現できます。

実行時カスタマイズ実行時カスタマイズ

C1NavBar ボタンは、下の矢印ボタンをクリックすることで、実行時にカスタマイズできます。 ユーザーはボタンを並べ

替えたり、一部のボタンの表示／非表示を切り替えたりすることができます。

積み重ね可能なボタン積み重ね可能なボタン

スプリッタバーを使用して、ナビゲーションバーの下部にあるストリップバーにボタンを積み重ねることができます。 ボタ

ンはオーバーフローすると、ドロップダウンメニューとして表示され、選択できるようになります。

〈閉じる〉ボタン〈閉じる〉ボタン

単一のプロパティで、エンドユーザーが単一のパネルまたはナビゲーションバー全体を閉じることができるようになりま

す。

広範なデザイン時サポート広範なデザイン時サポート

NavBar は、ComponentOne SmartDesigner® 技術を含む幅広いデザイン時サポートを提供します。 マウスをク

リックするだけで状況依存のフローティングツールバーが開き、デザイン面でそのまま変更を加えることができます。 こ
のコード不要のデザインエクスペリエンスにより、C1NavBar コントロール全体を一切の混乱なくカスタマイズすること

ができます。

C1OutBar の主な特長の主な特長

OutBar for WinForms の特徴は次のとおりです。

アコーディオン風のアニメーションアコーディオン風のアニメーション

標準的なアコーディオンコントロールのような各ページの拡張／縮小動作を提供します。 拡張できるのは一度に１ペー

ジだけなので画面の表示領域が無駄になりません。

任意のコントロールの埋め込み任意のコントロールの埋め込み

TextBoxes やグラフなど任意のコントロールを任意のページに埋め込むことができます。

組み込みビジュアルスタイル組み込みビジュアルスタイル

Microsoft Office カラースキームのすべてを含む 12 種の組み込みビジュアルスタイルから選択できます。

ページの非表示ページの非表示

PageVisible プロパティを使用して、任意のページを簡単に非表示にできます。

スマートスクロールスマートスクロール

C1OutBar と C1ToolBar を使用して、ツールバーコマンドのリストが長くなったときにスクロール機能を提供できま

す。C1OutBar は、選択したページの上下にスマートスクロールボタンを表示できます。

C1TopicBar の主な特長の主な特長

Menus and Toolbars for WinForms  

12 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



TopicBar for WinForms の特徴は次のとおりです。

縮小／拡張可能なリストの作成縮小／拡張可能なリストの作成

C1TopicBar コントロールを使用して、縮小／拡張可能なリストを含む高度なナビゲーション機能を備えたフォームを

生成します。 この強力なコントロールでは、アニメーションを使用して、ページを縮小／拡張するときにスムーズに遷移

させることもできます。

組み込みビジュアルスタイル組み込みビジュアルスタイル

C1TopicBarでは、Office 2010 のカラースキームや Windows XP のルック＆フィールなど、12 種の組み込みビジュア

ルスタイルが用意されています。

コードなしのデザインエクスペリエンスコードなしのデザインエクスペリエンス

TopicBar は、ComponentOne SmartDesigner® 技術を含む幅広いデザイン時サポートを特徴としています。 マウ

スをクリックするだけで状況依存のフローティングツールバーが開き、デザイン面でそのまま変更を加えることができま

す。

ツールチップツールチップ

トピックバーには、TooltipText プロパティがあり、ユーザーフレンドリなアプリケーションを作成できます。 たとえば、

各トピックにツールチップを追加して、ユーザーにそのグループに関する詳細情報を提供することができます。

右から左に書く言語のサポート右から左に書く言語のサポート

C1TopicBar では、アラビア語やヘブライ語の RTL（Right-To-Left：右から左）レイアウトをサポートしています。 単純

に RightToLeft プロパティを Yes に設定します。
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概要概要

Menus and Toolbars for WinForms スイートのコンポーネントを使用して、Windows Forms アプリケーションに美麗なメ

ニューやドッキング／フローティングツールバーを追加できます。 スイートの便利な機能な見た目だけに留まりません。 次の

ような特徴を備えています。

Microsoft Visual Studio/Office XP および Office 2007/2010 のルック＆フィール。

メニューとツールバーの密接な統合。同一のコマンド項目（テキスト、画像、イベント処理コード）を複数のメニューや

ツールバーで同時に共用できます。

Visual Studio フォームデザイナに統合された完全なデザイン時サポート。

ドッキング／フローティング動作とエンドユーザーが簡単にカスタマイズできるレイアウト。

グローバルキーショートカットは、どのメニューやツールバーにも存在しないコマンドに対しても使用可能です。

組み込み MDI ウィンドウリストや階層的ショートカットキー処理などの MDI アプリケーションの特別サポート。

メニュー／ツールバー状態のアイドル時自動更新。

フォーム上の任意のコントロールに付加可能なコンテキストメニュー。

その他にもさまざまな機能が用意されています。

用語用語

このテキストでは、Menus and Toolbars for WinForms 製品で提供されるコンポーネントの特定のクラスまたはクラスのグ

ループを指して、以下の用語が用いられます。

C1Command（２つの意味があります）： Menus and Toolbars for WinForms 製品全体を指す略称として、または

製品の主要クラスを指して用いられます。

コマンドコマンド：C1Command 型とその派生型のオブジェクトを指して用いられます。メニュー項目およびツールバーボタンか

ら呼び出される実行可能な実際のコマンドを表します。

コマンドリンク：コマンドリンク：C1CommandLink 型のオブジェクトを指して用いられます。

コマンドホルダー：コマンドホルダー：C1CommandHolder 型のオブジェクトを指して用いられます。

クラス階層クラス階層

このセクションでは、C1Command スイートに含まれる重要なコンポーネント間のクラス関係について説明します。

コマンドコマンド

C1Command に は、メニューとツールバーの作成に使用される次のタイプのコマンドが含まれています。

C1Command : System.ComponentModel.Componenty
基本的な実行可能コマンド。 その他すべてのコマンドクラスの基本クラス。

C1CommandMenu : C1Command
サブメニューを含むことのできるコマンド。

C1ContextMenu : C1CommandMenu
他のコントロールにコンテキストメニューとして付加することのできるサブメニューを含むコマンド。

C1CommandMdiList : C1CommandMenu
C実行時に既存の MDI 子ウィンドウのリストに展開できるコマンド。

C1CommandControl : C1CommandMenu
任意のコントロールに関連付けられるコマンド。 コントロールは、コマンドに接続されているコマンドリンクの内側に表示

されます（このコマンドは最大１つのコマンドリンクを接続できるようにします）。

その他のコンポーネントとコントロールその他のコンポーネントとコントロール
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以下のコンポーネントとコントロールが C1Command に含まれています。

C1CommandHolder : System.ComponentModel.Component
フォーム上のすべてのコマンドのコンテナ。 このオブジェクトはフォーム１つにつき１つだけ使用できます。メニューまた

はツールバーをフォームに追加したときに自動的に作成されます。

C1MainMenu : System.Windows.Forms.Control
フォームのメインメニューを表すコントロール。

C1ToolBar : System.Windows.Forms.Control
ツールバーを表すコントロールC1CommandDock 内に置いてドッキングおよびフローティング動作に対応させる必要

があります。

C1CommandDock : System.Windows.Forms.Panel
ツールバーにドッキングおよびフローティング動作を提供するコンテナ。

C1DockingTab : System.Windows.Forms.Control
関連するページのセットを管理するタブコントロール。

C1OutBar : System.Windows.Forms.Control
関連するページのセットを管理するアウトバーコントロール。Outlook スタイルのタブコンテナを提供します。

C1NavBar: System.Windows.Form.Control
C1NavBar は、情報を複数の独立したカテゴリにグループ化し、情報を整理してすばやくナビゲートします。 プリセット

ボタンによって表されるいくつかのカテゴリから構成されます。

C1TopicBar: System.Windows.Form.Control
C1TopicBar は、トピックバーを表します。 C1OutBar では、コントロールは複数のページを１つのグループにまとめた

コレクションを提供します。一方、C1TopicBar には複数のグループに編成されたページのコレクションが含まれていま

す。
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デザイン時のサポートデザイン時のサポート

C1Command は、メニュー、ツールバー、アウトバー、およびドッキングタブを、Microsoft Visual Studio のルック＆フィールで

簡単に作成できるビジュアル編集機能を提供します。

C1Command コントロールに変更を加えるには、次のビジュアルエディタのいずれかを使用します。

インプレース編集インプレース編集

インプレース編集機能を使用して、メニュー項目やツールバー項目をすばやく編集できます。 インプレース編集機能の詳細に

ついては、「インプレーステキスト編集」を参照してください。

スマートタグの起動スマートタグの起動

C1Command コントロールのよく使われるプロパティは、スマートタグを使用して簡単に設定できます。 C1Command のス

マートタグの詳細については、「スマートタグ」を参照してください。

コンテキストメニューの起動コンテキストメニューの起動

デザイン時に任意の C1Command コンポーネントをコンテキストメニューから設定できます。 C1Command のコンテキストメ

ニューの詳細については、「コンテキストメニュー」を参照してください。

C1Command エディタの起動エディタの起動

C1CommandLinks は、デザイン時に編集デザイナ編集デザイナから簡単に編集できます。

デザイン時エディタデザイン時エディタ

C1Command では、 C1Command コレクションエディタコレクションエディタ、C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタ、C1DockingTabPage ココ
レクションエディタレクションエディタ、C1NavBarButton コレクションエディタコレクションエディタ、C1OutPage コレクションエディタコレクションエディタ、C1TopicPage コレクションエコレクションエ

ディタディタ、C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタの７つのコレクションエディタが用意されています。各エディタアプリケーションの主要

部分は、１つのウィンドウフォームから構成され、それぞれ

C1MainMenu、C1ToolBar、C1DockingTab、C1NavBar、C1OutBar、C1TopicBar コントロールを簡単に編集できます。

C1Command 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

C1Command の任意のコンポーネントのプロパティにアクセスするには、コントロール上で右クリックして［プロパティプロパティ］を選択

するか、プロパティウィンドウのドロップダウンボックスからクラスを選択します。
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次のセクションでは、C1Command で使用可能な各タイプのサポートについて詳しく説明します。

インプレーステキスト編集インプレーステキスト編集

メニューまたはツールバーの編集編集デザイナやプロパティプロパティウィンドウからテキストを編集するのではなく、単純にコントロール上で

直接テキストを編集できます。

この機能を使用するには、次の手順に従います。

1. メニュー項目またはツールバー項目を選択し、ハイライト表示にします。

2. ［Enter］キーを押します。

メニュー項目またはツールバー項目のテキストが編集可能になります。

3. ［Enter］キーを再度押して、変更を承認するか、［ESC］キーを押して変更をキャンセルします。

スマートタグスマートタグ

Visual Studio では、C1Command の各コンポーネント／コマンドにスマートタグが含まれています。 スマートタグは、各コン

ポーネント／コマンドで最もよく使われるプロパティを提供するショートカットのタスクメニューを表します。

次のセクションでは、C1Command のコンポーネント／コマンドの各スマートタグについて説明します。

C1CommandHolder のスマートタグのスマートタグ

C1CommandHolder コンポーネントでは、スマートタグを使用して、よく使用されるプロパティにすばやく簡単にアクセスできます。
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［［C1CommandHolder タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1CommandHolder コントロール右上のスマートタグ（）をクリックします。 これによっ

て、［［C1CommandHolder タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1CommandHolder タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、コマンドのルック＆フィールを設定できま

す（［（［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、
［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと

LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、

VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられていることに注意してください。

ImageList

〈〈ImageList〉〉ドロップダウンボタンを選択すると、ImageList コンポーネントが存在すれば、画像リスト項目を含むリストボックスが開きます。

TransparentColor

［［TransparentColor］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、［Custom］、［Web］、［System］から色を選択できます。

コマンドを編集コマンドを編集

［コマンドを編集］［コマンドを編集］をクリックすると、C1Command 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。 C1Command コレクションエディタコレクションエディタの使い方の詳細については、

「C1Command コレクションエディタ」を参照してください。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Command のバージョン番号とオンラインリソースを確認できます。

C1MainMenu のスマートタグのスマートタグ

C1MainMenu コントロールでは、スマートタグによって、よく使用されるプロパティにすばやく簡単にアクセスできます。

［［C1CommandHolder タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1MainMenu コントロール右上のスマートタグ（）をクリックしま

す。［［C1MainMenu タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1MainMenu タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、C1MainMenu コントロールのルック＆フィールを設定できま

す

（［［Custom］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、
［［Office2007Silver］］、［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、およ

び［［WindowsXP］］）。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、

VisualStyle プロパティとVisualStyle 列挙体で置き換えられていることに注意してください。

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
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［スマートデザイナ［スマートデザイナを有効にする］チェックボックスを ON にすると、C1MainMenu コントロールのスマートデザイナが有効になります。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Command のバージョン番号とオンライン

リソースを確認できます。

C1ContextMenu のスマートタグのスマートタグ

C1ContextMenu コンポーネントでは、［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナから、すばやく簡単にメニュー項目を追加したり編集し

たりすることができます。 これはスマートタグによって可能になります。

［［C1ContextMenu タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1ContextMenu コンポーネント右上のスマートタグ（）をクリックし

ます。 ［［C1ContextMenu タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1ContextMenu タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

項目の追加項目の追加

［項目の追加］［項目の追加］をクリックすると、現在のコマンドの後ろに新しいコマンドが追加され、［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナが開きま

す。

［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナの使い方の詳細については、「［コマンドにリンクする］デザイナ」を参照してください。

メニューの編集メニューの編集

［メニューの編集］［メニューの編集］項目をクリックすると、C1MainMenuや C1ToolBar など特定のコントロールに付加されたコンテキストメ

ニューにコマンド項目が表示されます。

C1NavBar のスマートタグのスマートタグ

C1NavBar コントロールでは、スマートタグを使用して、よく使われるプロパティにアクセスしたり、ボタンの追加などの一般的

な編集操作を実行したりできます。

［［C1NavBar タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1NavBar コントロール右上のスマートタグ（）をクリックします。

［［C1NavBar タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1NavBar タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、 C1NavBar コントロールのルック＆フィールを設定できま
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す（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、［］、［Office2010Silver］、［］、［Office2007Blue］、］、
［［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止さ

れ、VisualStyle プロパティとVisualStyle 列挙体で置き換えられていることに注意してください。

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 ON にすると、C1NavBar コントロールのスマートデザイナが有効

になります。

ボタンの追加ボタンの追加

［ボタンの追加］［ボタンの追加］ドロップダウンボックスをクリックすると、リストボックスが開き、［、［Custom］、［］、［Mail］、］、
［［Calender］］、［［Contacts］、［］、［Tasks］、［］、［Notes］、［］、［Folder］、［］、［Shortcut］、［］、［Journal］］など定義済みのボタンを選択でき

ます。

バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、 C1Command のバージョ

ン番号とオンラインリソースを確認できます。

C1NavBarPanel のスマートタグのスマートタグ

C1NavBarPanel のスマートタグのスマートタグ

［［C1NavBarPanel タスク］タスク］メニューを使用すると、VisualStyle の変更や、セクションヘッダー、水平ルーラー、ドッキングされた

パネルの作成などを簡単に実行できます。

［［C1NavBarPanel タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1NavBarPanel 右上のスマートタグ（）をクリックします。

［［C1NavBarPanel タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1NavBarPanel タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、セクションヘッダー、水平線、およびドッキン

グ領域のルック＆フィールを設定できます（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、］、
［［Office2010Silver］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、］、
［［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、［］、［OfficeXP］、［］、［Classic］、］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパ

ティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられている

ことに注意してください。

セクションヘッダーの作成セクションヘッダーの作成

［セクションヘッダーの作成］［セクションヘッダーの作成］項目をクリックすると、選択したボタンのパネル領域にセクションヘッダーが追加されます。

水平線の追加水平線の追加
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［水平線の追加］［水平線の追加］項目をクリックすると、選択したボタンのパネル領域に水平線が追加されます。

ドッキングされたパネルの作成ドッキングされたパネルの作成

［ドッキングされたパネルの作成］［ドッキングされたパネルの作成］項目をクリックすると、選択したボタンのドッキング可能パネル領域が有効になりま

す。

C1Toolbar のスマートタグのスマートタグ

C1ToolBar コンポーネントでは、よく使われるプロパティにすばやく簡単にアクセスできます。

［［C1ToolBar タスク］タスク］メニューにアクセスするには、 C1ToolBar コントロール右上のスマートタグ（）をクリックします。

［［C1ToolBar タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1ToolBar タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、C1ToolBar;のスタイルを設定できま

す（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、［］、［Office2010Silver］、［］、［Office2007Blue］、］、
［［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止さ

れ、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられていることに注意してください。

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 ON にすると、C1ToolBar コントロールのスマートデザイナが有効

になります。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Command のバージョン

番号とオンラインリソースを確認できます。

C1TopicBar のスマートタグのスマートタグ

C1TopicBarコンポーネントでは、C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタや、トピックページの追加などのよく使われる編集操作

に、スマートタグからすばやく簡単にアクセスできます。

［［C1TopicBar タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1TopicBar コントロール右上のスマートタグ（）をクリックします。

［［C1TopicBar タスク］タスク］メニューが開きます。
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［［C1TopicBar タスクタスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、C1TopicBar のスタイルを設定できま

す（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、［］、［Office2010Silver］、［］、［Office2007Blue］、］、
［［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］、］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止さ

れ、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられていることに注意してください。

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 ON にすると、 C1TopicBar コントロールのスマートデザイナが有

効になります。

ページの追加ページの追加

［ページの追加］［ページの追加］項目をクリックすると、 C1TopicBar の現在のページの下に新しいページが追加されます。

ページの編集ページの編集

［ページの編集］［ページの編集］項目をクリックすると、C1TopicPage 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。 C1TopicPage コレクションエコレクションエ

ディタディタの詳細については、「C1TopicPage コレクションエディタ」を参照してください。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Commandのバージョン

番号とオンラインリソースを確認できます.

C1DockingTab のスマートタグのスマートタグ

C1DockingTab コントロールでは、、C1DockingTabPages コレクションエディタコレクションエディタや、新しいタブページの追加などのよく使われ

る編集操作に、スマートタグからすばやく簡単にアクセスできます。

C1DockingTab タスクタスクメニューにアクセスするには、C1DockingTab コントロール右上のスマートタグ（ ）をクリックします。

［C1DockingTab タスクタスク］メニューが開きます。

Menus and Toolbars for WinForms  

22 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



［C1DockingTab タスクタスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

VisualStyleドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、タブのスタイルを設定できます(Custom, System,
Office2010Blue, Office2010Black, Office2010Silver, Office2007Blue, Office2007Black, Office2007Silver,
Office2003Blue, Office2003Olive, Office2003Silver, OfficeXP, Classic,および WindowsXP)LookAndFeel プロパティ

と LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、 C1DockingTab.VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられ

ていることに注意してください。

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 ON にすると、C1DockingTab 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（オン）です。 スマートデザイナの要素の詳細については、「スマートデザイナ」を参照してくださ

い。

ページの追加ページの追加

［ページの追加ページの追加］をクリックすると、新しい C1DockingTabPage が追加されます。 C1DockingTabPage にはスマートタグもあり

ます。［C1DockingTabPage タスクタスク］メニューの詳細については、C1DockingTabPage のスマートタグを参照してください。

ページの編集ページの編集

［ページの編集ページの編集］を選択すると、C1DockingTabPage コレクションエディタが開きます。

C1DockingTabPage コレクションエディタの使い方の詳細については、C1DockingTabPage のスマートタグを参照してください

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Commandのバージョン番号と

オンラインリソースを確認できます。

C1DockingTabPage のスマートタグのスマートタグ

C1DockingTabPage コントロールでは、スマートタグを利用して、簡単に VisualStyle を変更したり、新しいタブページを追加

したりできます。

［［C1DockingTabPage タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1DockingTabPage 右上のスマートタグ（）をクリックします。

［［C1DockingTabPage タスク］タスク］メニューが開きます。
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［［C1DockingTabPage タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、タブのスタイルを設定できま

す（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、［］、［Office2010Silver］、［］、［Office2007Blue］、］、
［［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止さ

れ、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられていることに注意してください。

ページの追加ページの追加

［ページの追加］［ページの追加］をクリックすると、新しい C1DockingTabPage が追加されます。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Command のバージョン

番号とオンラインリソースを確認できます。

C1OutBar のスマートタグのスマートタグ

C1OutBar コントロールでは、C1OutPage コレクションエディタコレクションエディタや、空のページの追加、ツールバー付きページの追加などの

よく使われる編集操作に、スマートタグからすばやく簡単にアクセスできます。

［［C1OutBar タスク］タスク］メニューにアクセスするには、 C1OutBar コントロール右上のスマートタグ（ ）をクリックします。

［［C1OutBar タスク］タスク］メニューが開きます。

［［C1OutBar タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、 C1OutBar コントロールのスタイルを設定

できます（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、［］、［Office2010Silver］、］、
［［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、］、
［［Office2003Silver］、［］、［ OfficeXP］、［］、［Classic］］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと

LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられていることに

注意してください。

Enable Smart Designer

［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 ON にすると、C1OutBar 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（オン）です。 スマートデザイナの要素の詳細については、「スマートデザイナ」を参

照してください。
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空ページの追加空ページの追加

［空ページの追加］［空ページの追加］をクリックすると、現在の C1OutPage の下に新しい C1OutPage が追加されます。 新しい

C1OutPage の内側をクリックすると、［、［C1OutPage タスク］タスク］メニューのスマートタグアンカーが表示されます。

ツールバー付きページの追加ツールバー付きページの追加

［ツールバー付きページの追加］［ツールバー付きページの追加］をクリックすると、 C1ToolBar を含む新しい C1OutPage が追加されます。 新しく追加

した C1OutPage の［C1OutPageタスク］メニューが表示されます。 新しいページの内側をクリックすると、［［C1ToolBar
タスク］タスク］メニューのスマートタグアンカーが表示されます。

［［C1ToolBar タスク］タスク］メニューの使い方の詳細については、「C1ToolBar のスマートタグ」を参照してください。

ページの編集ページの編集

［ページの編集］［ページの編集］を選択すると、C1OutPage コレクションエディタが開きます。

C1OutPage コレクションエディタコレクションエディタの使い方の詳細については、「C1OutPage コレクションエディタ」を参照してください。

使い方の詳細については、「C1OutPage コレクションエディタ」を参照してください。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、C1Command のバージョン

番号とオンラインリソースを確認できます。

C1OutPage のスマートタグのスマートタグ

C1OutPageコントロールでは、C1OutPage コレクションエディタや、新しい空ページの追加、ツールバー付きの新しいページ

の追加などのよく使われる編集操作に、スマートタグをクリックするだけで、すばやく簡単にアクセスできます。

［［C1OutPage タスク］タスク］メニューにアクセスするには、C1OutPage を選択し、C1OutPage 右上のスマートタグ（ ）をクリックしま

す。 ［［C1OutPage タスク］タスク］メニューが開きます。
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［［C1OutPage タスク］タスク］メニューの動作は次のとおりです。

VisualStyle

［［VisualStyle］］ドロップダウンボックスを選択すると、リストボックスが開き、C1OutPage コントロールのスタイルを設定

できます（［（［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2010Blue］、［］、［Office2010Black］、［］、［Office2010Silver］、］、
［［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、［］、［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、］、
［［Office2003Silver］、［］、［OfficeXP］、［］、［Classic］、］、および［［WindowsXP］）］）。 LookAndFeel プロパティと

LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙体で置き換えられていることに

注意してください。

テキストテキスト

［テキスト］［テキスト］ボックスを選択し、名前を入力すると、C1OutPage のテキストを取得できます。

ブランクページの追加ブランクページの追加

［空ページの追加］［空ページの追加］をクリックすると、（内側に C1ToolBar のない）新しい空の C1OutPage が現在の C1OutPage の下

に追加されます。

ツールバー付きページの追加ツールバー付きページの追加

［ツールバー付きページの追加］［ツールバー付きページの追加］をクリックすると、現在の C1OutPage の下に新しい C1OutPage が追加されます。 ま
た、その内側に新しい C1ToolBarも追加されます。

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、C1OutPage を親コンテナの内側にドッキングします。

バージョン情報バージョン情報

［バージョン情報］［バージョン情報］項目をクリックすると、［バージョン情報］、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示され、 C1Commandのバージョン

番号とオンラインリソースを確認できます。

コンテキストメニューコンテキストメニュー

C1Commandの各コンポーネントには、デザイン時に使用する追加機能を含むコンテキストメニューが用意されています。

コマンドリンクのコンテキストメニューコマンドリンクのコンテキストメニュー

メニュー項目またはツールバーボタンのコマンドリンク項目を右クリックすると、次のコンテキストメニューが開きます。

注意：注意： メニューのコマンドリンクコンテキストメニューとツールバーのメニューの違いは、［メニューのプロパティ／ツール

バーのプロパティ］コマンドだけです。
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次の表は、C1MainMenu コントロールと C1ToolBar コントロールでコンテキストメニューに追加されるカスタム項目の簡単な

説明です。

カスタム項目 説明

編集編集 現在選択されているコマンドリンクに対して［コマンドにリンクす［コマンドにリンクす

る］る］デザイナを開きます。 現在リンクされているコマンドを編集した

り、別の（新しいまたは既存の）コマンドにリンクできます。 この項目

は現在選択されているコマンドリンクがないと無効になります。

項目の挿入項目の挿入 現在のコマンドリンクの前に新しいコマンドリンクを挿入し、［コマン［コマン

ドにリンクする］ドにリンクする］デザイナを開きます。 この項目は現在選択されて

いるコマンドリンクがないと無効になります。

項目の追加項目の追加 現在のメニューまたはツールバーの最後のコマンドリンク最後のコマンドリンクの後ろに

新しいコマンドリンクを追加し、その新しいリンクに対してコマンド編

集デザイナを開きます。

子項目の追加子項目の追加 現在選択されているコマンドリンクからリンクされているメニュー

（C1CommandMenu  または  C1ContextMenu）に新しいコマン

ドリンクを追加し、［コマンドにリンクする］、［コマンドにリンクする］デザイナを開きます。 この

項目は、現在のコマンドリンクが C1CommandMenu タイプまた

はC1ContextMenu タイプのコマンドにリンクされていない場合は

無効になります。

リンクのプロパティリンクのプロパティ コマンドリンクを選択し、プロパティウィンドウにプロパティを表示し

ます。

コマンドのプロパティコマンドのプロパティ コマンドを選択し、プロパティウィンドウにプロパティを表示します。

空でないリンクの場合、リンクをクリックすると、リンクのプロパティと

リンクされたコマンドのプロパティが切り替わります。

メニューのプロパティメニューのプロパティ メニューを選択し、プロパティウィンドウにプロパティを表示します。

注意：注意： すべてのメニュー編集操作は、Visual Studio の［元に戻す］機能を使用して元に戻せます。
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C1DockingTab のコンテキストメニューのコンテキストメニュー

C1DockingTab コントロールを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。

次の表は、C1DockingTab コントロールで追加されるカスタム項目の簡単な説明です。

カスタム項目 説明

バージョン情報バージョン情報 ［バージョン情報］［バージョン情報］ダイアログボックスが開き、C1Command のバージョ

ン番号とオンラインリソースを確認できます。

ページの追加ページの追加 C1DockingTab に新しいページを追加します。

C1OutBar のコンテキストメニューのコンテキストメニュー

C1OutBar コントロールを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。
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次の表は、C1OutBar コントロールで追加されるカスタム項目の簡単な説明です。

カスタム項目 説明

バージョン情報バージョン情報 ［バージョン情報］［バージョン情報］ダイアログボックスが開き、C1Command のバー

ジョン番号とオンラインリソースを確認できます。

ツールバーの追加ツールバーの追加 内側に C1ToolBar を含む新しい C1OutPage が追加されます。

空ページを追加空ページを追加 内側に C1ToolBar のない新しい C1OutPage が追加されます。

C1NavBar のコンテキストメニューのコンテキストメニュー

C1NavBar コントロールを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。
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次の表は、C1NavBar コントロールで追加されるカスタム項目の簡単な説明です。

カスタム項目 説明

バージョン情報バージョン情報 ［バージョン情報］［バージョン情報］ダイアログボックスが開き、C1Command のバージョ

ン番号とオンラインリソースを確認できます。

ボタンの編集ボタンの編集 C1NavBarButton 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。

C1TopicBar のコンテキストメニューのコンテキストメニュー

C1TopicBarコントロールを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。
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次の表は、C1TopicBar コントロールで追加されるカスタム項目の簡単な説明です。

カスタム項目 説明

バージョン情報バージョン情報 ［バージョン情報］［バージョン情報］ダイアログボックスが開き、C1Command のバージョ

ン番号とオンラインリソースを確認できます。

ページの追加ページの追加 C1TopicBar コントロールに新しい C1TopicPage を追加します。

［コマンドにリンクする］デザイナ［コマンドにリンクする］デザイナ

C1Command の［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナは、メニューコントロールやツールバーコントロールのコマンド項目の編集に

使用します。デザイン時にコマンドを追加したり、既存のコマンドを編集したりできます。

編集デザイナにアクセスするには、次の手順に従います。編集デザイナにアクセスするには、次の手順に従います。

メニューまたはツールバーコントロールの任意のコマンド項目を２回クリックするか、コマンド項目を右クリックして、コンテキスト

メニューから［編集［編集］を選択すると、［コマンドにリンクする］、［コマンドにリンクする］デザイナが開きます。
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このダイアログボックスは、新しいコマンドの作成、既存のコマンドの編集、およびコマンドリンクの他のコマンドへのリンクに使

用します。 ドロップダウンメニューおよびツールバーのコマンドリンクの編集にも同じダイアログボックスが使用されます。 ［コ［コ
マンドにリンクする］マンドにリンクする］デザイナには、［コマンドのプロパティ］、［新規コマンドの作成］、［標準コマンド］の３つのカテゴリが含まれ

ています。

次の表は、［コマンドにリンクする］、［コマンドにリンクする］デザイナの項目一覧と機能の説明です。

グループボックス 説明

コマンドのプロパティコマンドのプロパティ ［コマンドのプロパティ］［コマンドのプロパティ］グループボックスには、［名前］、［名前］テキストボックスと［テ［テ

キスト］キスト］テキストボックスがあります。 ［名前］テキストボックスにはコマンドの

デフォルトコマンド名が表示され、新しいコマンド名を入力することもできま

す。 ［テキスト］テキストボックスは、コマンド項目に表示されるテキストを表示

します。

新規コマンドの作成新規コマンドの作成 ［新規コマンドの作成］［新規コマンドの作成］グループボックスには、さまざまなコマンドタイプのリス

トボックスが含まれ、新しいコマンドのコマンドタイプを選択できます。 ラジオ

ボタンで、新規コマンドを作成するか、［既存のコマンドにリンクする］［既存のコマンドにリンクする］リスト

ボックスで既存のコマンドにリンクするかを切り替えることができます。

既存のコマンドにリン既存のコマンドにリン

クするクする

［既存のコマンドにリンクする］［既存のコマンドにリンクする］グループボックスには、フォーム上にすでに作

成されているコマンドのリストボックスが表示されます。 このリストから項目を

選択すると、〈新規コマンドの作成〉ラジオボタンが自動的にオフになります。

標準コマンド標準コマンド ［標準コマンド］［標準コマンド］グループボックスは、標準コマンドの 54 個の組み込みコマン

ドと 40 枚の画像を提供します。 ［標準コマンド］リストボックスから組み込み

画像を含む標準コマンドを選択すると、プレビュー画像が「コマンドプロパ

ティ」グループボックスにある矩形に表示されます。 

コレクションエディタコレクションエディタ

C1Command には、C1Command コレクションエディタコレクションエディタ、C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタ、C1DockingTabPage コレコレ

クションエディタクションエディタ、C1NavBarButton コレクションエディタコレクションエディタ、C1OutPage コレクションエディタコレクションエディタ、C1TopicPage コレクションエディコレクションエディ
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タタ、C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタの７つのコレクションエディタが用意されています。 各エディタアプリケーションの主要部

分は、１つのウィンドウフォームから構成され、それぞれ C1MainMenu、 C1ToolBar、C1DockingTab、 C1NavBar、
C1OutBar、 C1TopicBar コントロールを簡単に編集できます。

次のセクションでは、 C1Command コレクションエディタについて簡単に紹介し、アクセス方法について説明します。

C1Command コレクションエディタコレクションエディタ

C1Command コレクションエディタコレクションエディタでは、コマンドプロパティの編集や、C1Command、C1CommandMenu、
C1CommandMdiList、 C1ContextMenu、C1CommandControl の各タイプのコマンドを階層的に追加したり削除したりす

ることができます。

C1Command コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

1. C1MainMenu またはC1ToolBar をフォームにドロップします。

フォームのコンポーネントトレイに自動的に C1CommandHolder コンポーネントが作成されます。

2. C1CommandHolder のプロパティウィンドウで、Commands プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。

C1Command コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。
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C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタ

C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタでは、コマンドリンクの追加と削除、既存のコマンドリンクの他のコマンドリンクへのリン

クなどの操作を行えます。

C1CommandLink コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

1. C1MainMenuまたはC1ToolBar をフォームにドロップします。

フォームのコンポーネントトレイに自動的に C1CommandHolder コンポーネントが作成されます。

2. C1MainMenu またはC1ToolBarのプロパティウィンドウで、CommandLinks プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックし

ます。
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C1DockingTabPage コレクションエディタコレクションエディタ

C1DockingTabPage コレクションエディタコレクションエディタでは、タブの追加と削除、タブページのプロパティの編集などの操作を行えます。

C1DockingTabPage コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

C1DockingTabPage 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方法は２つあります。プロパティウィンドウの TabPages プロパティ

からアクセスする方法と、［、［C1DockingTab タスク］タスク］メニューの［タブページの編集］［タブページの編集］からアクセスする方法です。

［［C1DockingTab タスク］タスク］メニューの使い方の詳細については、「C1DockingTab のスマートタグ」を参照してください。

オプションオプション1

1. C1DockingTab をフォームにドロップします。

2. C1DockingTab のプロパティウィンドウで、TabPages プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。

C1DockingTabPage コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

オプションオプション2

1. C1DockingTabコントロールをフォームにドロップします。

2. C1DockingTab コントロール右上のスマートタグ（）をクリックし、［、［C1DockingTab タスク］タスク］メニューから［ページの編集］

を選択します。
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C1NavBarPanel コレクションエディタコレクションエディタ

C1NavBarPanel コレクションエディタコレクションエディタでは、 C1NavBar コントロール内のパネルの追加と削除や、パネルのプロパティの編集

などの操作を行えます。

C1NavBarPanel コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

1. C1NavBar をフォームにドロップします。

2. C1NavBar のプロパティウィンドウで、Panels プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。

C1NavBarPanel コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。
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C1OutPage コレクションエディタコレクションエディタ

C1OutPages コレクションエディタコレクションエディタでは、C1OutBar コントロール内のページの追加と削除や、ページのプロパティの編集など

の操作を行えます。

C1OutPage コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

C1OutPage 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方法は２つあります。プロパティウィンドウの Pages プロパティからアクセスす

る方法と、［、［C1OutBar タスク］タスク］メニューの［ページの編集］［ページの編集］からアクセスする方法です。 ［［C1OutBar タスク］タスク］メニューの使い方

の詳細については、「C1OutBar のスマートタグ」を参照してください。

オプションオプション1

1. C1OutBarコントロールをフォームにドロップします。

2. C1OutBar のプロパティウィンドウプロパティウィンドウで、Pages プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。 C1OutPage コレクションエコレクションエ

ディタディタが表示されます。
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オプションオプション2

1. C1OutBarコントロールをフォームにドロップします。

2. C1OutBar コントロール右上のスマートタグ（）をクリックし、［、［C1OutBar タスク］タスク］メニューから［ページの編集］［ページの編集］を選択しま

す。

C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ

C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタでは、 C1TopicBar コントロール内のページの追加と削除や、ページのプロパティの編集

などの操作を行えます。
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C1TopicPage コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

C1TopicPage 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方法は２つあります。C1TopicBarProperties ウィンドウの Pages プロパ

ティからアクセスする方法と、［、［C1TopicBar タスク］タスク］メニューの［ページの編集］［ページの編集］からアクセスする方法です。 ［［C1TopicBar タタ
スク］スク］メニューの使い方の詳細については、「C1TopicBar のスマートタグ」を参照してください。

オプションオプション1

1. C1TopicBar& をフォームにドロップします。

2. C1TopicBar のプロパティウィンドウで、Pages プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。

オプションオプション2

1. C1TopicBarをフォームにドロップします。

2. C1TopicBar コントロール右上のスマートタグ（）をクリックし、［、［C1TopicBar タスク］タスク］メニューから［ページの編集］［ページの編集］を選択

します。
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C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタ

C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタでは、C1TopicBarコントロール内のリンクの追加と削除や、リンクのプロパティの編集など

の操作を行えます。

C1TopicLink コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。コレクションエディタにアクセスするには、次の手順に従います。

C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタは、C1TopicPages コレクションエディタコレクションエディタの Links プロパティからアクセスできます。

1. C1TopicBar をフォームにドロップします。

2. C1TopicBarコントロール右上のスマートタグ（ ）をクリックし、［、［C1TopicBar タスク］タスク］メニューから［ページの編集］［ページの編集］を選

択します。 Links プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。

スマートデザイナスマートデザイナ

C1Command では、C1MainMenu, C1ToolBar、C1DockingTab、C1OutBar、 C1NavBar、 C1TopicBar の各コントロー

ルのデザイナ時操作が改善されたスマートデザイナが用意されています。C1Commandコントロールのいずれか１つを選択

し、フォーム上にマウスカーソルを置くと、〈開〉、〈開〉 ボタン が表示されます。 〈開く〉〈開く〉ボタンをクリックすると、フォーム上で選択した

ツールバーに関連付けられているフローティングツールバーが開きます。

各ツールバーには、ユーザーが円滑に操作できるように、ツールバー項目のツールチップが用意されています。 さらに、各

ツールバーには、デザインフォームから離れずに C1Commandコントロールをすばやく設定できるよう、よく使われるプロパ

ティを含むコマンドボタンとダイアログボックスが用意されています。 これにより、プロパティウィンドウで C1Command コント
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ロールのプロパティをドリルダウンしなければならなかった以前の使い難さの問題が解決されました。

組み込みツールバー、ダイアログボックス、およびコマンドボタンに加えて、スマートデザイナには C1DockingTab コントロー

ルでタブ項目をカスタマイズするための指示が含まれ、デザイン時の作業を直観的に進められるようになりました。 マウス

カーソルを C1DockingTab コントロール内のタブ項目に置くと、実行すべき操作手順を含むラベルが表示されます。

スマートデザイナスマートデザイナ機能を使用して、機能メニュー、ツールバー、ドッキングタブ、アウトバー、ナビゲーションバー、またはトピック

バーをデザイン時に作成できます。

このセクションでは、各 C1Commandコントロールに関連付けられているスマートデザイナスマートデザイナのツールバーの機能と、各フロー

ティングツールバーの表示方法について説明します。

スマートデザイナのフローティングツールバースマートデザイナのフローティングツールバー

C1Command スイートのスマートデザイナは、以下のツールバーから構成されています。

フローティングツール

バー
説明

C1MainMenu ツールバー：ツールバー： C1MainMenu ツールバーでは、新しいコマンドリンク

の追加、コマンドリンクの編集、メインメニューの外観の編集、およびメインメニュー

のその他のプロパティの編集を行えます。 

C1CommandLink/C1Command ツールバー：ツールバー： C1CommandLink ツールバー

では、既存のコマンドの追加、削除、または変更を行えます。

C1CommandMenu ツールバー：ツールバー： C1CommandMenu ツールバーでは、新しい

コマンドリンクの追加、コマンドリンクの編集、コマンドプロパティの編

集、C1CommandMenu の外観の編集、およびサイドキャプションプロパティの編

集を行えます。 

C1ToolBar toolbar: C1ToolBar ツールバー： C1ToolBar ツールバーでは、ツー

ルバーへのコマンドリンクの追加または編集、ツールバーの外観プロパティの設

定、ツールバーボタンのマージ、折り返し、またはツールチップの有効化／無効

化、およびツールバーボタンの色とフォントのスタイルの設定を行えます。

C1DockingTab ツールバー：ツールバー： C1DockingTab ツールバーでは、C1DockingTab
コントロールへのタブページの追加、C1DockingTab の動作設定の有効化／無

効化、および C1DockingTab コントロールの色とフォントのスタイルの設定を行え

ます。
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C1DockingTabPage ツールバー：ツールバー： C1DockingTabPage ツールバーでは、タブ

ページの色とフォントのスタイルを設定できます。

C1NavBar toolbar：： C1NavBar ツールバーでは、C1NavBar へのボタンの追

加、C1NavBar の外観プロパティの設定、およびその他のプロパティの設定を行

えます。

C1NavBarButton ツールバー：ツールバー： C1NavBarButton ツールバーによ

り、C1NavBar コントロール内の選択されたボタンのプロパティを変更できます。

C1OutBar ツールバー：ツールバー： C1OutBar ツールバーでは、空ページまたはツールバー

付きページの追加、C1OutBar の外観プロパティの設定、および C1OutBar コント

ロールのその他のプロパティの設定を行えます。

C1OutPage ツールバー：ツールバー： C1OutPage ツールバーにより、選択された

C1OutPage にプロパティ設定を適用できます。

C1TopicBar ツールバー：ツールバー： C1TopicBar ツールバーでは、C1TopicBar への新し

いページリンクの追加、ページの編集、トピックバーの外観とレイアウトの編集、お

よびその他のプロパティの編集を行えます。

C1TopicPage ツールバー：ツールバー： C1TopicPage ツールバーでは、トピックリンクの追

加、トピックページの削除、およびトピックページの外観プロパティの編集を行えま

す。

C1TopicLink ツールバー：ツールバー： C1TopicLink ツールバーにより、選択されたトピックリ

ンクの外観を変更したり、既存のトピックリンクを削除できます。

スマートデザイナのツールバーは、通常のツールバーとは動作が少々異なり、フローティングツールバーと呼ばれることがあり

ます。 スマートデザイナのツールバーは、コントロールがアクティブなときのみ表示され、他のコントロールにドッキングするこ

とができません。

このセクションでは、各フローティングツールバーのボタンの機能を説明します。

C1MainMenu ツールバーツールバー

C1MainMenu ツールバーは、C1MainMenu コントロールに対して表示されます。 C1MainMenu ツールバーを表示するに

は、C1MainMenu コントロールを選択し、カーソルを C1MainMenu コントロールの上に移動します。 C1MainMenu ツール

バーの〈開く〉ボタン  が表示されます。

C1MainMenu ツールバーを開く／閉じるツールバーを開く／閉じる

C1MainMenu ツールバーを開くには、 ボタンをクリックします。  C1MainMenu ツールバーを閉じるには、 ボタンをクリックし

ます。

C1MainMenu ツールバーは、以下のコマンドボタンから構成されています。

ツールバーボタ

ン
説明

新規コマンドリンク／コマンドの追加：新規コマンドリンク／コマンドの追加： メインメニューの現在のコマンドの後ろに新しい

コマンドを追加します。

コマンドリンクの編集：コマンドリンクの編集： C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタを開きます。コマンドリ

ンクを編集できます。

メインメニューの外観の編集：メインメニューの外観の編集：C1MainMenu の外観ダイアログボックスを開きま

す。C1MainMenu コントロールの全般的な外観プロパティを設定できます。
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その他のプロパティの編集：その他のプロパティの編集： C1MainMenuコントロールの［その他］ダイアログボック

スを開きます。動作設定を C1MainMenu コントロールに適用できます。

新規コマンドリンク／コマンドの追加新規コマンドリンク／コマンドの追加

〈新規コマンドリンク／コマンドの追加〉〈新規コマンドリンク／コマンドの追加〉ボタンをクリックすると、現在のコマンドの後ろに新しいコマンドが追加されます。さら

に、新しいコマンドの下に［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナが表示され、デザイン面から離れることなく新しいコマンドを簡単に

編集できます。

コマンドリンクの編集コマンドリンクの編集

〈コマンドリンクの編集〉〈コマンドリンクの編集〉ボタンをクリックすると、C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタが開き、コマンドリンクの追加と削除、

およびコマンドリンクのプロパティの編集を行えます。

メインメニューの外観の編集メインメニューの外観の編集

〈メインメニューの外観の編集〉〈メインメニューの外観の編集〉ボタンをクリックすると、［、［C1MainMenu Appearance］］ダイアログボックスが開き、メニュー項

目の外観プロパティを変更できます。
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次の表は、［、［Appearance］］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

標準標準

テキステキス

トト

［テキスト］［テキスト］テキストボックスには、C1MainMenu コントロールに関連付けられているテキスト名

が表示されます。 コマンドのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボックス内のテキス

トを選択し、希望するテキスト名を入力します。

フォントフォント ［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが開き、、

C1MainMenu コントロールのフォントスタイルプロパティを変更できます。

色色

前景前景 ［前景］［前景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションが

あり、C1MainMenu コントロールの前景色を設定できます。 

強調色強調色 ［強調色］［強調色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、C1MainMenu コントロールでハイライト表示された項目のテキスト色を設定できます。

背景色背景色 ［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、C1MainMenu コントロールでハイライト表示された項目の背景色を設定できます。

強調色強調色 ［強調色］［強調色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、C1MainMenu コントロールでハイライト表示された項目の背景色を設定できます。

背景画像背景画像

画像画像 ［画像］［画像］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが開き、C1MainMenu
コントロールに使用する背景画像を適用できます。

レイアレイア

ウトウト

［レイアウト］［レイアウト］ドロップダウンボックスをクリックすると、レイアウト項目のリスト（［None］、［Tile］、
［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、C1MainMenu コントロールの背景画像レイアウトを設

定できます。

画像画像

バーにバーに

表示表示

［画像バーに表示］［画像バーに表示］チェックボックスは、ツールバーのスタイルが Drop-downMenu のときに、

背景画像を画像バーに表示するかどうかを決定します。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に戻定に戻

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1MainMenu の変更した外観プロパティがデフォ

ルト値に戻ります。
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すす

その他のプロパティの編集その他のプロパティの編集

〈その他のプロパティの編集〉〈その他のプロパティの編集〉ボタンをクリックすると、C1MainMenuMiscellaneous ダイアログボックスが開き、

C1MainMenu コントロールのその他のプロパティを編集できます。

< p>

次の表は、［、［c1MainMenu Miscellaneous］］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

動作動作

有効有効 ［有効］［有効］チェックボックスは、選択したコマンドが実行時に有効になるかどうかを示します。 デフォル

トでは、C1Command.Enabled プロパティは True に設定されます。

表示表示 ［表示］［表示］チェックボックスは、選択したコマンドが実行時に表示されるかどうかを示します。 デフォル

トでは、C1Command.Visible プロパティは True に設定されます。

最小最小

サイサイ

ズズ

［最小サイズ］［最小サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあ

り、C1MainMenu コントロールの最小の幅と高さを指定できます。

最大最大

サイサイ

ズズ

［最大サイズ］［最大サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあり、

C1MainMenu コントロールの最大の幅と高さを指定できます。

メメ

ニューニュー

の結の結

合合

［メニューの結合］［メニューの結合］チェックボックスは、MDI 子メニューと MDI 親メニューをマージできるかどうかを

示します。 チェックボックスを ON にすると、このプロパティは有効になり、チェックボックスを OFF
にすると、このプロパティは無効になります。

ツーツー

ルチッルチッ

プのプの

表示表示

［ツールチップの表示］［ツールチップの表示］チェックボックスは、マウスカーソルをメニュー項目の上に置いたときに、

ツールチップテキストを表示するかどうかを示します。 チェックボックスを ON にすると、このプロパ

ティは有効になり、チェックボックスを OFF にすると、このプロパティは無効になります。

折り返折り返

しし

［折り返し］［折り返し］チェックボックスは設定（ON にすると True、OFF にすると False）に応じて、１行にすべ

ての項目を表示できないときに、メニューを折り返すか、〈その他…〉ボタンを表示します。

カーソカーソ

ルル

［カーソル］［カーソル］ドロップダウンボックスをクリックすると、カーソル項目のリスト（［None］、［Tile］、
［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、C1MainMenu コントロールの上にポインタを置いたとき

に表示されるカーソルを設定できます。
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待機待機

カーソカーソ

ルル

［待機カーソル］［待機カーソル］チェックボックスは、待機カーソルを使用するかどうかを示します。

デザインデザイン

メンメン

バーバー

変数変数

の生の生

成成

［メンバを生成］［メンバを生成］チェックボックスは、C1MainMenu コントロールのメンバを生成するかどうかを示

します （ON の場合は True、OFF の場合は False）。

ロックロック ［ロック］［ロック］チェックボックスは、C1MainMenu をロックするかどうかを示します （ON の場合は True、
OFF の場合は False）。

非表非表

示の示の

項目項目

を表を表

示示

［非表示の項目を表示］［非表示の項目を表示］チェックボックスは、C1MainMenu コントロールの非表示項目を表示する

かどうかを示します。

下空下空

白白

［下空白］［下空白］は、下マージンのスペースを取得します。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に定に

戻す戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1MainMenu の変更したプロパティがデフォルト値

に戻ります。

C1CommandLink ツールバーツールバー

C1CommandLink ツールバーまたはC1Commandツールバーは、C1MainMenuコントロールおよびC1ToolBarコントロー

ルの C1CommandLinks/C1Commandに対して表示されます

C1CommandLink ツールバーの表示ツールバーの表示

C1CommandLink ツールバーを表示するには、 C1ToolBar コントロールまたは C1MainMenuコントロールで

C1Command項目を選択します。次の図に示すように、 C1CommandLinkツールバーがメニュー項目またはツールバー項

目の下に表示されます。

C1CommandLink ツールバーのボタンツールバーのボタン

C1CommandLink ツールバーは以下のコマンドボタンから構成されています。

ツール

バーボタ

ン

説明

コマンドリンクの挿入：コマンドリンクの挿入： 選択したコマンドの前に新しいコマンドを追加します。
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コマンドリンクの削除：コマンドリンクの削除： 選択したコマンドを削除します。

コマンドリンクプロパティの編集：コマンドリンクプロパティの編集： スタイル、レイアウト、およびタブレイアウトを C1DockingTab コ
ントロールに適用します。

コマンドプロパティの編集：コマンドプロパティの編集：テキストとフォントスタイルを設定し、コマンドに適用します。

リンクしたコマンドの変更：リンクしたコマンドの変更：［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナを開きます。既存のコマンドへのリンク

のリストボックスでコマンドへのリンクを変更できます。

マンドリンクの挿入マンドリンクの挿入

〈コマンドリンクの挿入〉〈コマンドリンクの挿入〉ボタンをクリックすると、選択したコマンドの前に新しいコマンドが追加されます。

コマンドリンクを削除コマンドリンクを削除

〈コマンドリンクを削除〉〈コマンドリンクを削除〉ボタンをクリックすると、選択したコマンドが削除されます。

CommandLink プロパティプロパティ

〈〈CommandLink プロパティ〉プロパティ〉ボタンをクリックすると、CommandLink プロパティプロパティダイアログボックスが開き、選択したコマンド

に設定を適用できます。

次の表は、［C1CommandLink ］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の定義です。

項目 説明

コマンドコマンド

コマンコマン

ドド

［コマンド］［コマンド］ドロップダウンリストには、選択した C1CommandMenu に属するコマンドタイプのリストが

表示されます。

テキステキス

トト

［テキスト］［テキスト］テキストには、選択したコマンドに表示されるテキスト名が表示されます。 コマンドのテキス

ト名を変更するには、［テキスト］テキストボックスでテキストを選択し、目的のテキスト名を入力しま

す。

ツールツール

チップチップ

［ツールチップ］［ツールチップ］テキストボックスには、選択したコマンドに表示されるツールチップが表示されます。

ツールチップが定義されていない場合、［ツールチップ］テキストボックスは空です。 ツールチップを変

更または作成するには、テキストを［ツールチップ］テキストボックスに入力します。

外観外観

ボタンボタン

の外の外

観観

［ボタンの外観］［ボタンの外観］ドロップダウンリストボックスには、 ［Default］、［Text］、［Image］、［TextAndImage］
の４つの値が含まれ、コマンドリンクのボタンの外観を選択することができます。

オーオー

ナーナー

描画描画

［オーナー描画］［オーナー描画］チェックボックスを ON にすると、OwnerDraw プロパティが有効になります。

デフォデフォ

ルト項ルト項

目目

［デフォルト項目］［デフォルト項目］チェックボックスを ON にすると、選択したコマンドリンクがデフォルトの外観になりま

す。

動作動作

マージマージ

形式形式

［マージ形式］［マージ形式］ドロップダウンリストボックスには、 ［Add］、［Replace］、［MergeItems］、［Remove］の
マージタイプ値があり、コマンドリンクのマージタイプを選択できます。 デフォルト値は［Add］です。

マージマージ

順序順序

［マージ順序］［マージ順序］ NumericUpDown ボックスは、メニュー項目を他のメニュー項目とマージしたときの相

対的な位置を示す値を取得します。
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区切り区切り

記号記号

［区切り線］［区切り線］チェックボックスを ON にすると、選択したコマンドリンクの前に区切り線が引かれます。

新規新規

列列

［新規列］［新規列］チェックボックスを ON にすると、NewColumn プロパティが有効になります。

l履歴履歴

をすべをすべ

て表て表

示示

［履歴をすべて表示］［履歴をすべて表示］チェックボックスを ON にすると、AlwaysRecent プロパティが有効になります。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に定に

戻す戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1Command の変更したプロパティがデフォルト値に戻

ります。

C1Command プロパティプロパティ

〈〈C1Command プロパティ〉プロパティ〉ボタンをクリックすると、［C1CommandMenu Command］プロパティダイアログボックスが開き、

選択したコマンドに設定を適用できます。

次の表は、［c1CommandMenu Command］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です.

フィールド 説明

標準標準

テキストテキスト ［テキスト］［テキスト］テキストボックスには、選択したコマンドに表示されるテキスト名が表示されま

す。 コマンドのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボックスでテキストを選択

し、目的のテキスト名を入力します。

ツールチップテキツールチップテキ

ストスト

［ツールチップテキスト］［ツールチップテキスト］チェックボックスを ON にすると、Text プロパティの値がツールチッ

プとして表示されます。

ツールチップツールチップ ［ツールチップ］［ツールチップ］テキストボックスには、選択したコマンドに表示されるツールチップが表示さ

れます。 ツールチップが定義されていない場合、［ツールチップ］テキストボックスは空で

す。 ツールチップを変更または作成するには、［ツールチップ］テキストボックスにテキスト

を入力します。 ToolTipText プロパティ。

ショートカットショートカット ［ショートカット］［ショートカット］ドロップダウンボックスには、キーのリストが表示され、選択したコマンドに

キーボードショートカットを関連付けることができます。

ショートカットの表ショートカットの表

示示

［ショートカットの表示］［ショートカットの表示］チェックボックスは、選択したコマンドのショートカットを表示するか

どうかを示します。 C1Command.ShowShortCut はデフォルトで有効になります。

カテゴリカテゴリ カテゴリ］ドロップダウンリストボックスには、選択したコマンドのカテゴリが表示されます。

C1ContextMenu ［C1ContextMenuu］ドロップダウンリストボックスには、C1ContextMenu の名前が表示

され、選択したコマンドに関連付ける C1ContexMenu を選択できます。

画像画像

アイコンアイコン ［アイコン］［アイコン］ドロップダウンリストボックスをクリックすると、［開く］［開く］ダイアログボックスが開き、

選択したコマンドに関連付けるアイコンを選択できます。

画像画像 ［画像］［画像］ドロップダウンリストボックスには、選択したコマンドに現在関連付けられている画

像が表示されます。 ドロップダウン矢印をクリックすると、［開く］［開く］ダイアログボックスが開

き、選択したコマンドに関連付ける画像を選択することができます。
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画像インデックス画像インデックス ［画像インデックス］［画像インデックス］ドロップダウンリストボックスには、コマンド画像のインデックス値が表

示されます。

動作動作

表示表示 ［表示］［表示］チェックボックスは、選択したコマンドが実行時に表示されるかどうかを示します。

デフォルトでは、Visible プロパティは True に設定されます。

有効有効 ［有効］［有効］チェックボックスは、選択したコマンドが実行時に有効になるかどうかを示します。

デフォルトでは、、Enabledプロパティは True に設定されます。

選択モード選択モード ［選択モード］［選択モード］チェックボックスは、選択したコマンドが押されているかどうかを示します。 デ
フォルトでは、Pressed プロパティは True に設定されます。

ドロップダウン矢ドロップダウン矢

印の表示印の表示

［ドロップダウン矢印の表示］［ドロップダウン矢印の表示］チェックボックスは、選択したコマンドがツールバー上にあると

きにドロップダウン矢印を表示するかどうかを示します。

オンオン ［オン］［オン］チェックボックスは、コマンドが ON かどうかを示します。

 

オンオン/オフ状態のオフ状態の

切り替え切り替え

［オン［オン/オフ状態の切り替え］オフ状態の切り替え］チェックボックスは、このコマンドを呼び出したとき

に、Checked プロパティを自動的にトグルするかどうかを示します。

デフォルト設定にデフォルト設定に

戻す戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1Command の変更したプロパティがデフォ

ルト値に戻ります。

リンクされたコマンドの変更リンクされたコマンドの変更

〈リンクされたコマンドの変更〉〈リンクされたコマンドの変更〉ボタンをクリックすると、［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナが開き、既存のコマンドへのリンクリスト

ボックスでコマンドへのリンクを変更できます。

C1CommandMenu ツールバーツールバー

C1CommandMenu ツールバーは、C1MainMenu コントロールと C1ToolBarコントロールの C1CommandMenu のサブメ

ニュー項目に対して表示されます。

C1CommandMenu ツールバーの表示ツールバーの表示

C1CommandMenu ツールバーを表示するには、C1ToolBar コントロールまたは C1MainMenu コントロールで、

C1CommandMenu 項目とそのサブ項目を選択し、〈開く〉ボタン をクリックします。次の画像に示すフローティング

C1CommandMenu ツールバーが表示されます。

C1CommandMenu ツールバーのボタンツールバーのボタン

C1CommandMenuツールバーは以下のコマンドボタンから構成されています。

ツール

バーボ

タン

説明
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新しいコマンドリンク／コマンドの追加：新しいコマンドリンク／コマンドの追加： 空のコマンドリンクを追加し、［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］ダイ

アログボックスを開いて、空のコマンドに新しいコマンド／コマンドリンクを作成できるようにしま

す。

コマンドリンクの編集：コマンドリンクの編集： ［メンバ］リストボックスの現在のコマンドリンクで、C1CommandLink コレ

クションエディタを開き、編集できるようにします。

コマンドプロパティの編集：コマンドプロパティの編集： C1CommandMenu Command の［プロパティ］ダイアログボックスが

開き、選択したコマンドのプロパティを変更できます。

メニューの外観の編集：メニューの外観の編集： ［［C1CommandMenu Appearance］］ダイアログボックスを開きます。選

択したコマンドの外観プロパティを変更できます。

サイドキャプションの編集：サイドキャプションの編集： C1CommandMenu FormCaption の［プロパティ］ダイアログボック

スが開き、選択したメニューとサブメニューのサイドキャプションのプロパティを変更できます。

新規コマンドリンク／コマンドの追加新規コマンドリンク／コマンドの追加

〈新規コマンドリンク／コマンドの追加〉〈新規コマンドリンク／コマンドの追加〉ボタンをクリックすると、空のコマンドリンクが追加され、［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］ダイアロ

グボックスが開きます。空のコマンドに対して新しいコマンド／コマンドリンクを作成できます。

コマンドリンクの編集コマンドリンクの編集

〈コマンドリンクの編集〉〈コマンドリンクの編集〉ボタンをクリックすると、［メンバ］リストボックスの現在のコマンドで C1CommandLink コレクションエコレクションエ

ディタディタが開き、編集できるようになります。

コマンドのプロパティを編集コマンドのプロパティを編集

〈コマンドのプロパティを編集〉〈コマンドのプロパティを編集〉ボタンをクリックすると、［、［C1CommandMenu Command］］プロパティダイアログボックスが開

き、選択したコマンドのプロパティを変更できます。

次の表は、［C1CommandMenu Command］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明
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標準標準

テキストテキスト ［テキスト］［テキスト］テキストボックスには、選択したコマンドに表示されるテキスト名が表示されま

す。 コマンドのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボックスでテキストを選択

し、目的のテキスト名を入力します。

ツールチップテキツールチップテキ

ストスト

［ツールチップテキスト］［ツールチップテキスト］チェックボックスを ON にすると、Textプロパティの値がツール

チップとして表示されます。

ツールチップツールチップ ［ツールチップ］［ツールチップ］テキストボックスには、選択したコマンドに表示されるツールチップが表示

されます。 ツールチップが定義されていない場合、［ツールチップ］テキストボックスは空

です。 ツールチップを変更または作成するには、テキストを［ツールチップ］テキストボック

スに入力します。

ショートカットショートカット ［ショートカット］［ショートカット］ドロップダウンボックスには、キーのリストが表示され、選択したコマンドに

キーボードショートカットを関連付けることができます。

ショートカットの表ショートカットの表

示示

［ショートカットの表示］［ショートカットの表示］チェックボックスは、選択したコマンドのショートカットを表示するか

どうかを示します。 ShowShortCut はデフォルトで有効になります。

カテゴリカテゴリ ［カテゴリ］［カテゴリ］ドロップダウンリストボックスには、選択したコマンドのカテゴリが表示されま

す。

C1ContextMenu ［［C1ContextMenu］］ドロップダウンリストボックスには、C1ContextMenu の名前が表示

され、選択したコマンドに関連付ける C1ContexMenu を選択できます。

画像画像

アイコンアイコン ［アイコン］［アイコン］ドロップダウンリストボックスをクリックすると、［開く］、［開く］ダイアログボックスが開

き、選択したコマンドに関連付けるアイコンを選択できます。

画像画像 ［画像］［画像］ドロップダウンリストボックスには、選択したコマンドに現在関連付けられている画

像が表示されます。 ドロップダウン矢印をクリックすると、［開く］［開く］ダイアログボックスが開

き、選択したコマンドに関連付ける画像を選択することができます。

画像インデックス画像インデックス ［画像インデックス］［画像インデックス］ドロップダウンリストボックスには、コマンド画像のインデックス値が表

示されます。

動作動作

表示表示 ［表示］［表示］チェックボックスは、選択したコマンドが実行時に表示されるかどうかを示します。

デフォルトでは、Visible プロパティは True に設定されます。

有効有効 ［有効］［有効］チェックボックスは、選択したコマンドが実行時に有効になるかどうかを示します。

デフォルトでは、Enabledプロパティは True に設定されます。

選択モード選択モード ［選択モード］［選択モード］チェックボックスは、選択したコマンドが押されているかどうかを示します。

デフォルトでは、Pressed プロパティは True に設定されます。

ドロップダウン矢ドロップダウン矢

印の表示印の表示

［ドロップダウン矢印の表示］［ドロップダウン矢印の表示］チェックボックスは、選択したコマンドがツールバー上にある

ときにドロップダウン矢印を表示するかどうかを示します。

オンオンh ［オン］［オン］チェックボックスは、コマンドが ON かどうかを示します。

オンオン/オフ状態のオフ状態の

切り替え切り替え

［オン［オン/オフ状態の切り替え］オフ状態の切り替え］チェックボックスは、このコマンドを呼び出したとき

に、Checkedプロパティを自動的にトグルするかどうかを示します。

デフォルト設定にデフォルト設定に

戻す戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1CommandMenu の変更したコマンドプロ

パティがデフォルト値に戻ります。
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メニューの外観を編集メニューの外観を編集

〈メニューの外観を編集〉〈メニューの外観を編集〉ボタンをクリックすると、［、［C1CommandMenu Appearance］］ダイアログボックスが開き、メニュー項

目の外観プロパティを変更できます。

次の表は、［、［C1CommandMenu Appearance］］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

標準標準

視覚スタイ視覚スタイ

ルル

［視覚スタイル］［視覚スタイル］ドロップダウンボックスには、メニューコントロールのスタイルを変更するオプ

ションとして、 ［［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］が含まれています。

フォントフォント ［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスが開き、メニューのフォントスタイルプロパティを変更できま

す。

色色

前景前景 ［前景］［前景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、メニューコントロールの前景色を設定できます。

i強調色強調色 ［強調色］［強調色］ドロップダウンボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションが

あり、ハイライト表示された項目のテキスト色を設定できます。

背景色背景色 ［背景色］［背景色］ドロップダウンボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションが

あり、メニューのベース背景色を設定できます。

強調色強調色 ［強調色］［強調色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、メニューでハイライト表示された項目のベース背景色を設定できます。

背景画像背景画像

画像画像 ［画像］［画像］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが開き、コマンドに使
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用する背景画像を適用できます。

レイアウトレイアウト ［レイアウト］［レイアウト］ドロップダウンボックスをクリックすると、レイアウト項目のリスト（［None］、［Tile］、
［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、メニューの背景画像レイアウトを設定できます。

メニュー動作メニュー動作

項目クリッ項目クリッ

ク時にメク時にメ

ニューを閉ニューを閉

じるじる

［項目クリック時にメニューを閉じる］［項目クリック時にメニューを閉じる］チェックボックスを ON にすると、実行時にサブメニュー項

目をクリックしたときにそれを閉じます。

項目のツー項目のツー

ルチップ表ルチップ表

示示

［項目のツールチップ表示］［項目のツールチップ表示］チェックボックスを ON にすると、実行時にメニュー項目にツール

チップを表示します。

最近使用し最近使用し

ていない項ていない項

目を除す目を除す

［最近使用していない項目を除す］［最近使用していない項目を除す］チェックボックスを ON にすると、実行時にほとんど使用され

ない項目が非表示になります。

チェック番チェック番

号の表示号の表示

［チェック番号の表示］［チェック番号の表示］チェックボックスを ON にすると、独立バーに画像の代わりにチェック

マークが表示されます。

メニューのメニューの

表示表示

［メニューの表示］［メニューの表示］チェックボックスを ON にすると、大きなメニュー（全項目が１列に収らない場

合）の表示方法を指定できます。

イメージイメージ

バーの幅バーの幅

［イメージバーの幅］［イメージバーの幅］チェックボックスを ON にすると、メニューの画像／チェックボックスバーの

幅を取得／設定できます。 ０に設定した場合、幅は自動的に計算されます。

デフォルトデフォルト

設定に戻す設定に戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1CommandMenu の変更した外観プロパティが

デフォルト値に戻ります。

キャプションプロパティの編集キャプションプロパティの編集

〈キャプションプロパティの編集〉〈キャプションプロパティの編集〉ボタンをクリックすると、［、［C1CommandMenu FormCaption］］プロパティダイアログボックス

が開き、選択したメニューとそのサブメニューのサイドキャプションのプロパティを編集できます。

次の表は、［、［C1CommandMenu FormCaption］］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。
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項目 説明

テキストテキスト

テキステキス

トト

［テキスト］［テキスト］テキストボックスには、選択した C1CommandMenu のサイドキャプションに表示されるテ

キスト名が表示されます。 サイドキャプションのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボック

ス内のテキストを選択し、希望するテキスト名を入力します。

方向方向 ［方向］［方向］ドロップダウンボックスには、いくつかの値（［Default］、［Horizontal］、［VerticalLeft］、
［VerticalRight］）を含むリストボックスが表示され、SideCaption のテキストの方向を選択できます。

フォンフォン

トト

［フォント］［フォント］ダイアログボックスが開き、SideCaption のフォントスタイルプロパティを変更できます。

配置配置 ［配置］［配置］ドロップダウンボックスには、テキスト配置オプション（近、遠、中央）を含むリストボックスが表

示され、SideCaption のテキスト配置を選択できます。

色色 ［色］［色］ドロップダウンボックスには、［Custom］、［Web］、［System］の３つのオプションが表示され、

SideCaption のテキスト色を選択できます。

テキステキス

トの配トの配

置置

［テキストの配置］［テキストの配置］ドロップダウンボックスには、いくつかの値（［TextAbove］、［TextBelow］、

［TextOnLeft］、［TextOnRight］）を含むリストボックスが表示され、SideCaption のテキストレイアウト

を選択できます。

外観外観

画像画像 ［画像］［画像］は、SideCaption の画像を取得または設定します。

画像イ画像イ

ンデッンデッ

クスクス

［画像インデックス］［画像インデックス］は、ImageList 内の SideCaption の画像のインデックスを取得または設定しま

す。

アイコアイコ

ンン

［アイコン］［アイコン］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが開きます。

SideCaption のアイコンを選択できます。

バーのバーの

幅幅

［バーの幅］［バーの幅］は、メニューの画像／チェックボックスバーの幅を取得または設定します。 ０に設定した

場合、幅は自動的に計算されます。

グラデーショングラデーション

開始値開始値 ［開始値］［開始値］ドロップダウンボックスには、［Custom］、［Web］、［System］の３つのオプションが含まれ、

SideCaption のグラデーションの開始値色を選択できます。

終了値終了値 ［終了値］［終了値］ドロップダウンボックスには、［Custom］、［Web］、［System］の３つのオプションが含まれ、

SideCaption のグラデーションの終了値色を選択できます。

方向方向 ［方向］［方向］ドロップダウンボックスには、いくつかのグラデーション方向オプション（横、縦、右斜め、左斜

め）が格納され、SideCaption のグラデーション方向のタイプが設定できます。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に戻定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1CommandMenu の変更した FormCaption プロパ

ティがデフォルト値に戻ります。

C1DockingTab ツールバーツールバー

C1DockingTab ツールバーと C1DockingTabPage ツールバーは、 C1DockingTab コントロールに対して表示されます。

C1DockingTab ツールバーを公開するには、C1DockingTab コントロールを選択し、カーソルを C1DockingTab コントロール

の上にスライドします。 C1DockingTabPageツールバーを表示するには、カーソルを C1DockingTabコントロールの

C1DockingTabPage 領域内にスライドします。
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C1DockingTab ツールバーを開く／閉じるツールバーを開く／閉じる

C1DockingTab ツールバーを開くには、 ボタンをクリックします。 C1DockingTab ツールバーを閉じるには、 ボタンをクリック

します。

C1DockingTabツールバーは、以下のコマンドボタンから構成されています。

ツールバーボタン 説明

タブページの追加：タブページの追加： タブページを C1DockingTab に追加します。

タブページのコレクションの編集：タブページのコレクションの編集： C1DockingTabPage コレクションエディタコレクションエディタか

ら、タブページを追加／削除したり、各タブページのプロパティを変更します。

タブ領域プロパティの編集：タブ領域プロパティの編集： スタイル、レイアウト、およびタブレイアウトを

C1DockingTab コントロールに適用します。

ドッキングタブの外観の編集：ドッキングタブの外観の編集： C1DockingTab コントロールの色とフォントのスタ

イルを設定し、画像を適用します。

ドッキングタブの動作の編集：ドッキングタブの動作の編集： 動作設定を C1DockingTab コントロールに適用

します。

新規ページの追加新規ページの追加

〈タブページを追加〉〈タブページを追加〉ボタンをクリックすると、既存のタブの後ろにタブが追加されます。

タブページのコレクションの編集タブページのコレクションの編集

〈タブページのコレクションの編集〉〈タブページのコレクションの編集〉ボタンをクリックすると、C1DockingTabPage コレクションエディタコレクションエディタが開き、各タブページの

プロパティの変更や、タブページの追加と削除を行えます。 C1DockingTabPage 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、

「C1DockingTabPage コレクションエディタ」を参照してください。

タブ領域プロパティの編集タブ領域プロパティの編集

〈タブ領域プロパティの編集〉〈タブ領域プロパティの編集〉ボタンをクリックすると、［タブ領域］ダイアログボックスが開き、 C1DockingTabコントロールのタ

ブ領域の設定を変更できます。

次の表は、［タブ領域］［タブ領域］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。
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フィー

ルド
説明

スタイルスタイル

タブスタブス

タイルタイル

［タブスタイル］ドロップダウンボックスには、タブスタイル項目のリス

ト（［（［Default］］、［［WindowsXP］、［］、［Classic］、［］、［Sloping］、［］、［Rounded］、［］、［Office2003］、］、
［［Office2007］）］）が表示され、C1DockingTab コントロールのタブスタイルを選択できます。

複数行複数行 ［複数行］［複数行］チェックボックスは、複数行のタブを表示できるかどうかを示す値（ON の場合は True、
OFF の場合は False）を取得または設定します。

レイアウトレイアウト

配置配置 ［配置］［配置］ドロップダウンボックスには、コントロールの領域（上、下、左、右）を含むリストボックスが表

示され、タブを配置する場所を選択できます。

タブのタブの

配置配置

［タブの配置］［タブの配置］ドロップダウンボックスには、項目（［Near］、［Center］、［Far］）が含まれ、ページコンテ

ンツ領域に対してタブをどのように配置するかを選択できます。

タブのタブの

サイズサイズ

［タブのサイズ］［タブのサイズ］ドロップダウンボックスには、項目（［Normal］、［Fit］、［FillToEnd］、［User］）が含ま

れ、タブのサイズを調整する方法を選択できます。

タブ領タブ領

域の間域の間

隔隔

［タブ領域の間隔］［タブ領域の間隔］は、タブ領域の縁とタブの間隔を取得または設定します。

インデインデ

ントント

［インデント］［インデント］プロパティは、コントロールのサイドから最初のタブのインデントを取得または設定しま

す。

タブ間タブ間

の間隔の間隔

［タブ間の間隔］［タブ間の間隔］は、タブ間の距離を取得または設定します（負の値はタブ同士が重なることを意味し

ます）。

タブレイアウトタブレイアウト

テキステキス

ト方向ト方向

［テキスト方向］［テキスト方向］項目は、タブに表示されるテキストの方向を取得または設定します。

タブのタブの

外観外観

［タブの外観］［タブの外観］ドロップダウンには、項目（［Default］、［Text］、［Image］、［TextAndImage］）があり、

タブの外観を設定できます。

タブレタブレ

イアウイアウ

トト

［タブレイアウト］［タブレイアウト］ドロップダウンには、項目（［TextOnRight］、［TextOnLeft］、［TextBelow］、

［TextAbove］）があり、タブに表示するテキストと画像のレイアウトを選択できます。

タブサタブサ

イズイズ

［タブサイズ］［タブサイズ］は、タブの幅と高さを示します。

タブ間タブ間

の空白の空白

［タブ間の空白］［タブ間の空白］は、タブのパディングの幅と高さを示します。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に戻定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1DockingTab の変更したプロパティがデフォルト値に

戻ります。

ドッキングタブの外観を編集ドッキングタブの外観を編集

〈ドッキングタブの外観を編集〉〈ドッキングタブの外観を編集〉ボタンをクリックすると、［［Appearance］］ダイアログボックスが開き、C1DockingTabの外観プロ

パティを変更できます。
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次の表は、［［Appearance］］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

フィー

ルド
説明

フォント、色フォント、色

視覚視覚

スタスタ

イルイル

［視覚スタイル］［視覚スタイル］ドロップダウンボックスには、C1DockingTab コントロールのスタイルを変更するオプ

ションとして、 ［［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］が含まれています。

フォフォ

ントント

［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが開

き、C1DockingTab コントロールのフォントスタイルプロパティを変更できます。

前景前景

色色

［前景］［前景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションがあ

り、C1DockingTab コントロールの前景色を設定できます。

背景背景

色色

［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションがあ

り、C1DockingTab コントロールの背景色を設定できます。

タブタブ

領域領域

色色

［タブ領域色］［タブ領域色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、C1DockingTab コントロールのタブ領域の色を設定できます。

画像画像

タブタブ

画像画像

のリのリ

ストスト

C1DockingTab コントロールのタブのコレクション画像のリストを管理します。

背景背景 ［背景画像］［背景画像］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］、［開く］ダイアログボックスが開
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画像画像 き、C1DockingTab コントロールに使用する背景画像を適用できます。

背景背景

画像画像

レイレイ

アウアウ

トト

［背景画像レイアウト］［背景画像レイアウト］ドロップダウンボックスをクリックすると、レイアウト項目のリスト（［None］、
［Tile］、［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、C1DockingTab コントロールの背景画像のレイアウ

トを選択できます。

その他その他

枠線枠線

のスのス

タイタイ

ルル

［枠線のスタイル］［枠線のスタイル］ドロップダウンボックスには、さまざまなタイプの枠線スタイル（［None］、
［FixedSingle］、［Fixed3D］）を含むリストボックスが表示され、C1DockingTab コントロールの枠線ス

タイルを指定できます。

タブタブ

の枠の枠

線を線を

描画描画

するする

［タブの枠線を描画する］［タブの枠線を描画する］チェックボックスは、タブ領域の周囲に枠線を表示するかどうかを示します

（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

自動自動

スプスプ

リッタリッタ

の幅の幅

［自動スプリッタの幅］［自動スプリッタの幅］は、ページドッキングが有効な場合に、コントロールのページに描かれる自動ス

プリッタの幅を取得または設定します。

デデ

フォフォ

ルトルト

設定設定

に戻に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1DockingTab の変更したプロパティがデフォルト値に

戻ります。

ドッキングタブの動作を編集ドッキングタブの動作を編集

〈ドッキングタブの動作を編集〉〈ドッキングタブの動作を編集〉ボタンをクリックすると、［［Behavior］］ダイアログボックスが開き、 C1DockingTabの動作プロパ

ティを変更できます。

次の表は、［、［Behavior］］プロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。
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項目 説明

自動非表示自動非表示

ページを自動的に非表示すページを自動的に非表示す

るる

［ページを自動的に非表示する］［ページを自動的に非表示する］チェックボックスは、タブページが自動的に非

表示になれるかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は

False）。

自動非表示モード自動非表示モード ［自動非表示モード］［自動非表示モード］チェックボックスは、C1DockingTab が自動非表示モード

かどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

アニメーション表示アニメーション表示 ［アニメーション表示］［アニメーション表示］チェックボックスは、ドッキングタブページが非表示になる

動作をアニメーションにするかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の
場合は False）。

タブの設定タブの設定

フォーカスの受け取りを許可フォーカスの受け取りを許可 ［フォーカスの受け取りを許可］［フォーカスの受け取りを許可］チェックボックスは、タブをマウスクリックしたと

きにフォーカスを受け取れるかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の
場合は False）。

マウスのホットトラッキングマウスのホットトラッキング ［マウス下でタブが変化］［マウス下でタブが変化］チェックボックスは、コントロールのタブの上にマウス

カーソルを置いたときに、外観が変化するかどうかを示します（ON の場合は

True、OFF の場合は False）。

選択したタブのテキストを太選択したタブのテキストを太

字表示字表示

［選択したタブのテキストを太字表示］［選択したタブのテキストを太字表示］チェックボックスは、選択したタブのテキ

ストを太字体で表示するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合

は False）。

選択タブインデックス選択タブインデックス ［選択タブインデックス］［選択タブインデックス］は、現在選択されているページのインデックスを取得ま

たは設定します。

ユーザー設定ユーザー設定

タブページの移動を許可タブページの移動を許可 ［タブページの移動を許可］［タブページの移動を許可］チェックボックスは、実行時にエンドユーザーがタブ

をドラッグして並べ替えることができるかどうかを示します（ON の場合は

True、OFF の場合は False）。

ユーザーはタブを閉じられるユーザーはタブを閉じられる ［ユーザーはタブを閉じられる］［ユーザーはタブを閉じられる］チェックボックスは、エンドユーザーが個々のタ

ブページを閉じることができるかどうかを示します。 CanCloseTabs が True
の場合、閉じるアイコンがキャプション領域（ShowCaption が True の場合）ま

たはタブ（それ以外の場合）に表示されます（ON の場合は True、OFF の場合

は False）。

[Ctrl]+[Tab]で次のページで次のページ

へ移動するへ移動する

［［[Ctrl]+[Tab]で次のページへ移動する］チェックボックスは、C1DockingTab
コントロールが［Ctrl-Tab］キーおよび［Ctrl-Shift-Tab］キーの組み合わせを処

理するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

その他その他

ページキャプションの表示ページキャプションの表示 ［ページキャプションの表示］［ページキャプションの表示］チェックボックスは、ページにキャプションを表示

するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

タブメニューの表示タブメニューの表示 ［タブメニューの表示］［タブメニューの表示］チェックボックスは、すべてのタブのドロップダウンリスト

を含むボタンを表示するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合

は False）。 このプロパティは複数行モードで無視されます。

単一タブの表示単一タブの表示 ［単一タブの表示］［単一タブの表示］チェックボックスは、コントロールに１ページしかない場合

に、タブを表示するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は

False）。
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ツールチップの表示ツールチップの表示 ［ツールチップの表示］［ツールチップの表示］チェックボックスは、マウスカーソルをタブの上に置いた

ときにツールチップを表示するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF
の場合は False）。

閉じられたタブを表示する閉じられたタブを表示する ［閉じられたタブを表示する］［閉じられたタブを表示する］チェックボックスは、閉じたタブを維持するかどう

かを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

デフォルト設定に戻すデフォルト設定に戻す ［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1DockingTab の変更したプロパ

ティがデフォルト値に戻ります。

C1DockingTabPage ツールバーツールバー

C1DockingTabPageツールバーは、 C1DockingTabPageコントロールに対して表示されます。 C1DockingTabPage タブ

ツールバーを表示するには、C1DockingTab コントロールを選択し、カーソルを C1DockingTab の内側の

C1DockingTabPage 領域に置きます。

C1DockingTabPage ツールバーは、以下の１つのコマンドボタンから構成されています。

ツールバーボタン 説明

タブページのプロパティの編集：タブページのプロパティの編集： タブページの色とフォントスタイルを設定します。

タブページプロパティを編集タブページプロパティを編集

〈タブページプロパティを編集〉〉〈タブページプロパティを編集〉〉ボタンをクリックすると、［、［Appearance］］ダイアログボックスが開き、C1DockingTabPage の
外観プロパティを編集できます。

次の表は、［［Tab PageProperties］］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

標準標準

テキステキス ［テキスト］［テキスト］テキストボックスには、選択したタブページに表示されるテキスト名が表示されます。 タ
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トト ブページのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボックス内のテキストを選択し、希望す

るテキスト名を入力します。

キャプキャプ

ションション

［キャプションテキスト］［キャプションテキスト］テキストボックスには、キャプションページに表示されるテキスト名が表示さ

れます。 タブページのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボックス内のテキストを選択

し、希望するテキスト名を入力します。

ツールツール

チップチップ

［ツールチップテキスト］［ツールチップテキスト］テキストボックスは、タブページのツールチップテキストを設定します。

画像画像 ［画像］［画像］ドロップダウンリストボックスには、選択したタブページに現在関連付けられている画像が表

示されます。 ドロップダウン矢印をクリックすると、［開く］、［開く］ダイアログボックスが開き、選択したタブ

ページに関連付ける画像を選択することができます。

画像イ画像イ

ンデッンデッ

クスクス

［画像インデックス］［画像インデックス］ドロップダウンリストボックスには、選択したタブページ画像のインデックス値が

表示されます。

フォントフォント

フォントフォント ［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］［フォント］ダイアログボックスが開き、

C1DockingTab コントロールで選択したタブページのフォントスタイルプロパティを変更できます。

色色

テキステキス

トト

［テキスト］［テキスト］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、タブおよびタブページのテキスト色を設定できます。

背景色背景色 ［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、タブおよびタブページの背景色を設定できます。

タブのタブの

背景背景

［タブの背景］［タブの背景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、タブの背景色を設定できます。

選択タブの色選択タブの色

タブテタブテ

キストキスト

［タブテキスト］［タブテキスト］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプ

ションがあり、選択中のタブのテキスト色を設定できます。

タブのタブの

背景背景

［タブの背景］［タブの背景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、選択中のタブの背景色を設定できます。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に戻定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1DockingTabPage の変更したプロパティがデフォ

ルト値に戻ります。

C1NavBar ツールバーツールバー

C1NavBar ツールバーは、C1NavBar コントロールに対して表示されます。 C1NavBar ツールバーを表示するには、

C1NavBar コントロールを選択し、カーソルを C1NavBar コントロールの上に置きます。

C1NavBar ツールバーを開く／閉じるツールバーを開く／閉じる

C1NavBar ツールバーを開くには、  ボタンをクリックします。 C1NavBar ツールバーを閉じるには、  ボタンをクリックしま

す。

C1NavBar ツールバーは、以下のコマンドボタンから構成されています。

C1NavBar ツールバーは次のように表示されます。
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ツール

バーボタ

ン

説明

新規ボタンおよびパネルの追加：新規ボタンおよびパネルの追加： ボタンを C1NavBar に追加します。

ナビゲーションバーの外観およびレイアウトの編集：ナビゲーションバーの外観およびレイアウトの編集： C1NavBar コントロールの色とフォントのス

タイルを設定し、画像を適用します。

その他のナビゲーションバープロパティの編集：その他のナビゲーションバープロパティの編集： C1NavBar コントロールの C1NavBar ダイアロ

グボックスが開き、動作プロパティを C1NavBar コントロールに適用できます。

新規ボタンおよびパネルの追加新規ボタンおよびパネルの追加

〈新規ボタンおよびパネルの追加〉〈新規ボタンおよびパネルの追加〉ボタンをクリックすると、既存のパネルの後ろにパネルが追加されます。パネルが追加され

た後、ドロップダウン矢印をクリックして現在のパネルにボタンを追加します。

ナビゲーションバーの外観およびレイアウトの編集ナビゲーションバーの外観およびレイアウトの編集

〈ナビゲーションバーの外観およびレイアウトの編集〉〈ナビゲーションバーの外観およびレイアウトの編集〉ボタンをクリックすると、［、［C1NavBar プロパティ］プロパティ］ダイアログボックスが開

き C1NavBarの外観プロパティを編集できます。
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  次の表は、C1NavBarプロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

フォントフォント

内容内容 ［内容］［内容］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが開き、C1NavBar コ
ントロールのコンテンツのフォントスタイルプロパティを変更できます。 

ボタンボタン ボタンボタン ［内容］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］［フォント］ダイアログボックスが開

き、C1NavBar コントロールのコンテンツのフォントスタイルプロパティを変更できます。

パネルパネル

ヘッダヘッダ

［パネルヘッダ］［パネルヘッダ］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］、［フォント］ダイアログボックスが開き、、

C1NavBar コントロールのパネルヘッダーのフォントスタイルプロパティを変更できます。

セクショセクショ

ンヘッンヘッ

ダダ

［セクションヘッダ］［セクションヘッダ］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］、［フォント］ダイアログボックスが開

き、C1NavBar コントロールのセクションヘッダーのフォントスタイルプロパティを変更できます。

色色

テキステキス

トト

［テキスト］［テキスト］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプション

があり、メニューコントロールの前景色を設定できます。

背景背景 ［背景］［背景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションがあ

り、C1NavBar コントロールの背景色を設定できます。

レイアウトレイアウト

ボタンボタン

の高さの高さ

［ボタンの高さ］［ボタンの高さ］は、ボタンの高さを表す整数値を設定します。

セクショセクショ

ンヘッンヘッ

［セクションヘッダーイのンデント］［セクションヘッダーイのンデント］は、セクションヘッダーのテキストキャプションの前のスペースを

決定します。
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ダーのダーの

インデインデ

ントント

ストリッストリッ

プの高プの高

ささ

［ストリップの高さ］［ストリップの高さ］は、ボタンのストリップの高さを表す整数値を設定します。

画像の画像の

インデインデ

ントント

［画像のインデント］［画像のインデント］ドロップダウンボックスは、パネルヘッダーの高さを表す整数値を設定します。

パネルパネル

ヘッヘッ

ダーのダーの

高さ高さ

［パネルヘッダーの高さ］［パネルヘッダーの高さ］ドロップダウンボックスは、パネルヘッダーの高さを表す整数値を設定しま

す。

テキステキス

トと画トと画

像の像の

ギャッギャッ

ププt-

［テキストと画像のギャップ］［テキストと画像のギャップ］は、スタックボタン上の画像とテキストの間隔を取得します。

セクショセクショ

ンヘッンヘッ

ダーのダーの

高さ高さ

［セクションヘッダーの高さ］［セクションヘッダーの高さ］ドロップダウンボックスは、セクションヘッダーの高さを表す整数値を設

定します。

画像ス画像ス

ケーリケーリ

ングサングサ

イズイズ

［画像スケーリングサイズ］［画像スケーリングサイズ］は、スタックボタンに表示される画像のピクセル単位のサイズを設定し

ます。 デフォルトは 24 x 24 ピクセルです。 画像の幅を設定するには、［［Width］］数値ボックスを、

画像の高さを設定するには、［高さ］［高さ］数値ボックスを使用します。

視覚ス視覚ス

タイルタイル

［視覚スタイル］［視覚スタイル］ドロップダウンボックスには、C1NavBar コントロールのスタイルを変更するオプショ

ンとして、 ［［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］が含まれています。

デフォデフォ

ルト設ルト設

定に戻定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1NavBar の変更したプロパティがデフォルト値に戻

ります。

その他のナビゲーションバープロパティを編集その他のナビゲーションバープロパティを編集

〈その他のナビゲーションバープロパティを編集〉〈その他のナビゲーションバープロパティを編集〉ボタンをクリックすると： C1NavBar ダイアログボックスが開き、C1NavBar の
その他のプロパティを編集できます。
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次の表は C1NavBarプロパティダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

動作動作

スタックボタスタックボタ

ン数ン数

［スタックボタン数］［スタックボタン数］は、スタックに表示されるボタンの数を取得または設定します。

デフォルトボデフォルトボ

タンのインタンのイン

デックスデックス

［デフォルトボタンのインデックス］［デフォルトボタンのインデックス］は、フォームを開いたときに選択されているボタンのイン

デックスを指定します。

スタックボタスタックボタ

ンの最大数ンの最大数

［スタックボタンの最大数］［スタックボタンの最大数］は、スタック内のボタンの最大数を取得または設定します。 -１に
設定した場合、最大数は無制限です。

最小サイズ最小サイズ ［最小サイズ］［最小サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあ

り、C1NavBar コントロールの最小の幅と高さを指定できます。

最大サイズ最大サイズ ［最大サイズ］［最大サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあ

り、C1NavBar コントロールの最大の幅と高さを指定できます。

ドックドック ［ドック］［ドック］ドロップダウンボックスには、C1NavBar コントロールのどの枠線をコンテナにバイ

ンドするかを定義する項目が含まれています。

アンカーアンカー ［アンカー］［アンカー］ドロップダウンボックスは、C1NavBar コントロールをバインドするコンテナの縁を

定義します。 端にアンカーするとき、C1NavBar の最も近い端と指定した端の距離は一定

に維持されます。

有効有効 ［有効］［有効］チェックボックスは、C1NavBar コントロールが実行時に有効になるかどうかを示しま

す。

表示表示 ［表示］［表示］チェックボックスは、C1NavBar が実行時に表示されるかどうかを示します。

デザインデザイン

メンバを生成メンバを生成 ［メンバを生成］［メンバを生成］チェックボックスは、C1NavBar コントロールのメンバを生成するかどうかを

示します（ON の場合は True、、OFF の場合は False）。

ロックロック ［ロック］［ロック］チェックボックスは、C1NavBar がロックされているかどうかを示します（ON の場合

は True、OFF の場合は False）。

デフォルト設デフォルト設

定に戻す定に戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1NavBar の変更したその他のプロパティがデ

フォルト値に戻ります。
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C1OutBar ツールバーツールバー

C1OutBarツールバーは、 C1OutBarコントロールに対して表示されます。 C1OutBar ツールバーを表示するに

は、C1OutBar コントロールを選択し、カーソルを C1OutBar コントロールの上に置きます。

C1OutBar ツールバーを開く／閉じるツールバーを開く／閉じる

C1OutBar ツールバーを開くには、 ボタンをクリックします。 C1OutBar ツールバーを閉じるには、 ボタンをクリックします。

C1OutBar ツールバーは、以下のコマンドボタンから構成されています。

ツール

バーボタ

ン

説明

空白ページの追加：空白ページの追加： ページごとにツールバー付きのページを追加します。

空ページの追加：空ページの追加： ツールバーのない空ページを C1OutBar に追加します。

アウトバーの外観とレイアウトの編集：アウトバーの外観とレイアウトの編集： 色とフォントスタイルを設定し、画像を C1OutBar コントロー

ルに適用します。

その他のアウトバープロパティの編集：その他のアウトバープロパティの編集： C1OutBar コントロールの［Miscellaneous］ダイアログボッ

クスが開き、その他のプロパティを C1OutBarコントロールに適用できます。

空ページの追加空ページの追加

〈空ページの追加〉〈空ページの追加〉ボタンをクリックすると、ツールバー付きの新しいページが C1OutBar コントロールに追加されます。

空ページを追加空ページを追加

〈空ページを追加〉〈空ページを追加〉ボタンをクリックすると、空ページが C1OutBar コントロールに追加されます。

アウトバーの外観とレイアウトを編集アウトバーの外観とレイアウトを編集

〈アウトバーの外観とレイアウトを編集〉〈アウトバーの外観とレイアウトを編集〉ボタンをクリックすると、［プロパティ］［プロパティ］ダイアログボックスが開き、C1OutBar コントロー

ルのさまざまなプロパティを変更できます。
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次の表は、［、［C1OutBarProperties］］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

外観外観

視覚スタイル視覚スタイル ［視覚スタイル］［視覚スタイル］ドロップダウンボックスには、C1OutBar コントロールのスタイルを変更するオプ

ションとして、 ［［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］が含まれています。

フォントフォント ［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］、［フォント］ダイアログボックスが開

き、C1OutBar コントロールのフォントスタイルプロパティを変更できます。

テキスト色テキスト色 T［前景］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、C1OutBar コントロールでハイライト表示されたテキストの前景色を設定できます。

he Foreground drop-down list box contains the Custom, System, and Web colors for
you to select from to set the Foreground color for the highlighted text on C1OutBar
control.

強調色強調色 ［強調色］［強調色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、C1OutBar コントロールでハイライト表示された項目の前景色を設定できます。

背景色背景色 ［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、C1OutBar コントロールの背景色を設定できます。

強調色強調色 ［強調色］［強調色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、C1OutBar コントロールでハイライト表示された項目の背景色を設定できます。

背景画像背景画像 ［背景画像］［背景画像］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが開

き、C1OutBar コントロールに使用する背景画像を適用できます。

背景画像レイア背景画像レイア

ウトウト

［背景画像レイアウト］［背景画像レイアウト］ドロップダウンボックスをクリックすると、レイアウト項目のリスト

（［None］、［Tile］、［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、C1OutBar コントロールの背景画

像のレイアウトを選択できます。

ページ画像のページ画像の

画像リスト画像リスト

［ページ画像の画像リスト］［ページ画像の画像リスト］ドロップダウンボックスは、ページのタイトルバーに表示される画像

を提供する画像リストを取得します。
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レイアウトレイアウト

配置配置 ［配置］［配置］ドロップダウンボックスは、ページのタイトルバーのテキストと画像の配置（［Left］、
［Right］、［Center］)を取得します。

ページレイアウページレイアウ

トト

［ページレイアウト］［ページレイアウト］ドロップダウンボックスには、テキストをページタイトルの上下左右いずれか

に設定するための項目が含まれています。 C1OutBar.PageLayout プロパティのデフォルト

値は TextOnRight です。

ページタイトルページタイトル

の高さの高さ

［ページタイトルの高さ］［ページタイトルの高さ］数値ボックスは、各ページタイトルの高さを設定します。

選択中のペー選択中のペー

ジのインデックジのインデック

スス

［選択中のページのインデックス］［選択中のページのインデックス］は、選択されているページのインデックスを設定します。

デフォルト設定デフォルト設定

に戻すに戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1OutBar の変更したプロパティがデフォルト値に

戻ります。

その他のプロパティの編集その他のプロパティの編集

〈その他のプロパティの編集〉〉〈その他のプロパティの編集〉〉ボタンをクリックすると、［［Miscellaneous］］ダイアログボックスが開き、 C1OutBar の
Miscellaneous プロパティを編集できます。

次の表は、［、［C1OutBar Miscellaneous］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

動作動作

ページのページの

変化をア変化をア

ニメーショニメーショ

ンするンする

［ページの変化をアニメーションする］［ページの変化をアニメーションする］は、選択したページが変化するときにアニメーションを使用

するかどうかを示す値（ON の場合は True、OFF の場合は False）を取得または設定します。

スクロールスクロール

ボタンを表ボタンを表

示示

［スクロールボタンを表示］［スクロールボタンを表示］は、ツールバーリンクをスクロールするためのスクロールボタンを表示

するかどうかを示す値（ON の場合は True、OFF の場合は False）を取得または設定します。

ツールチッツールチッ

プの表示プの表示

［ツールチップの表示］［ツールチップの表示］チェックボックスは、マウスカーソルをページ項目の上に置いたときに、ツー

ルチップテキストを表示するかどうかを示します。 チェックボックスを ON にすると、このプロパティ

は有効になり、チェックボックスを OFF にすると、このプロパティは無効になります。
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最小サイ最小サイ

ズズ

［最小サイズ］［最小サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあり、C1OutBar
コントロールの最小の幅と高さを指定できます。

最大サイ最大サイ

ズズ

［最大サイズ］［最大サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあり、、C1OutBar
コントロールの最大の幅と高さを指定できます。

ドックドック ［ドック］［ドック］ドロップダウンボックスには、C1OutBar コントロールのどの枠線をコンテナにバインドす

るかを定義する項目が含まれています。

カーソルカーソル ［カーソル］［カーソル］ドロップダウンボックスをクリックすると、さまざまなカーソル項目のリストが開き、ポイ

ンタが C1OutBar コントロールの上を移動するときに表示されるカーソルのタイプを設定できま

す。

待機カーソ待機カーソ

ルル

［待機カーソル］［待機カーソル］チェックボックスは、待機カーソルを使用するかどうかを示します。

アンカーアンカー ［アンカー］［アンカー］ドロップダウンボックスは、C1OutBar コントロールをバインドするコンテナの縁を定義

します。 端にアンカーするとき、C1OutBar の最も近い端と指定した端の距離は一定に維持され

ます。

デザインデザイン

メンバを生メンバを生

成成

［メンバを生成］［メンバを生成］チェックボックスは、C1OutBar コントロールのメンバを生成するかどうかを示しま

す（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

ロックロック ［ロック］［ロック］チェックボックスは、C1OutBar がロックされているかどうかを示します（ON の場合は

True、OFF の場合は False）。

デフォルトデフォルト

設定に戻設定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1OutBar の変更したその他のプロパティがデフォ

ルト値に戻ります。

C1TopicBar のツールバーのツールバー

C1TopicBar コントロールのスマートデザイナは、トピックバー、トピックページ、およびトピックリンクに対して以下のツール

バーを提供します。

C1TopicBar ツールバー

C1TopicPage ツールバー

C1TopicLink ツールバー

C1TopicBar、C1TopicPage、C1TopicLinkの各ツールバーは、C1TopicBar コントロールに対して表示されます。

C1TopicBar ツールバーツールバー

C1TopicBar ツールバーは、C1TopicBaコントロールに対して表示されます。 C1TopicBar ツールバーを表示するには、

C1OutBar コントロールを選択し、カーソルを C1TopicBar コントロール上の任意の場所に置きます。

C1TopicBar ツールバーを開く／閉じるツールバーを開く／閉じる

C1TopicBarツールバーを開くには、 ボタンをクリックします。 C1TopicBar ツールバーを閉じるには、 ボタンをクリックします。

C1TopicBar ツールバーは、以下のコマンドボタンから構成されています。

ツールバーボタン 説明

トピックページの追加：トピックページの追加： 新しいトピックページを追加します。
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ページの編集：ページの編集： C1TopicPage コレクションエディタを開きます。C1TopicPages の追加と

削除、プロパティ設定の変更を行えます。

トピックバーの外観およびレイアウトの編集：トピックバーの外観およびレイアウトの編集： ［C1TopicBar の外観］ ダイアログボックスが

開き、C1TopicBar コントロールの外観、動作、およびレイアウトスタイルを変更できます。

その他のプロパティの編集：その他のプロパティの編集： C1TopicBar コントロールの［［Miscellaneous］］ダイアログボッ

クスが開き、その他のプロパティを C1TopicBarコントロールに適用できます。

新しいページの追加新しいページの追加

〈新しいページの追加〉〈新しいページの追加〉ボタンをクリックすると、既存のトピックページの後ろに新しいトピックページが追加されます。

ページの編集ページの編集

〈ページの編集〉〈ページの編集〉ボタンをクリックすると、C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタが開き、C1TopicPage の追加と削除、プロパティ

設定の変更を行えます。

トピックバーの外観およびレイアウトを編集トピックバーの外観およびレイアウトを編集

〈トピックバーの外観およびレイアウトを編集〉〉〈トピックバーの外観およびレイアウトを編集〉〉をクリックすると、［、［C1TopicBar プロパティ］プロパティ］ダイアログボックスが開き、

C1TopicBarコントロールの外観、動作、およびレイアウトスタイルを変更できます。

次の表は、［、［C1TopicBar プロパティ］プロパティ］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

表示表示

表示スタイ表示スタイ

ルル

［表示スタイル］［表示スタイル］ドロップダウンボックスには、C1TopicBar コントロールのスタイルを変更するオプ

ションとして、 ［［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
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［［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］が含まれています。

フォントフォント ［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが開き、C1TopicBar
コントロールのフォントスタイルプロパティを変更できます.

テキスト色テキスト色 ［テキスト色］［テキスト色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプショ

ンがあり、C1TopicBar コントロールの前景色を設定できます。

背景色背景色 ［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプションが

あり、C1TopicBar コントロールでハイライト表示された項目の背景色を設定できます。

背景画像背景画像 ［背景画像］［背景画像］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが開き、C1TopicBar
コントロールに使用する背景画像を適用できます。

背景画像背景画像

レイアウトレイアウト

［背景画像レイアウト］［背景画像レイアウト］ドロップダウンボックスをクリックすると、レイアウト項目のリスト（［None］、
［Tile］、［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、C1TopicBar コントロールの背景画像のレイアウト

を選択できます。

ページ画ページ画

像の像の

ImageList

［ページ画像の［ページ画像の ImageList］］ドロップダウンボックスは、ページのツールチップバーに表示される画像

を提供する画像リストを取得します。

レイアウトレイアウト

配置配置 ［配置］［配置］ドロップダウンボックスには、トピックバーページキャプションの配置を設定するための項目

（［Left］、［Right］、［Center］）が含まれています。

ページオフページオフ

セットセット

［ページオフセット］［ページオフセット］は、ページ間のスペースを表す整数値を設定します。

ページ余ページ余

白白

［ページ余白］［ページ余白］は、ページの枠線とリンクの間のスペースを設定します。

動作動作

ページのページの

アニメーアニメー

ション効果ション効果

［ページのアニメーション効ン］［ページのアニメーション効ン］ドロップダウンボックスには、ページの縮小／拡張にアニメーションを

使用するかどうかを指定する値が含まれています。

ツールチッツールチッ

プの表示プの表示

［ツールチップの表示］［ツールチップの表示］チェックボックスは、マウスカーソルをページキャプションの上に置いたときに

ツールチップが表示されるかどうかを示します。

デフォルトデフォルト

設定に戻設定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1TopicBar の変更したプロパティがデフォルト値に戻

ります。

その他のトピックバープロパティを編集その他のトピックバープロパティを編集

〈その他のトピックバープロパティを編集〉〈その他のトピックバープロパティを編集〉ボタンをクリックすると：C1TopicBar ダイアログボックスが開き、C1TopicBar のその

他のプロパティを編集できます。
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次の表は、［C1TopicBar］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

動作動作

有効有効 ［有効］［有効］チェックボックスは、C1TopicBar が実行時に有効になるかどうかを示します。

表示表示 ［表示］［表示］チェックボックスは、C1TopicBar コントロールが実行時に表示されるかどうかを示します。

最小サイ最小サイ

ズズ

［最小サイズ］［最小サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあり、C1TopicBar コ
ントロールの最小の幅と高さを指定できます。

最大サイ最大サイ

ズズ

［最大サイズ］［最大サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コントロールがあり、C1TopicBar コ
ントロールの最大の幅と高さを指定できます。

ドッキンドッキン

ググ

［ドッキング］［ドッキング］ドロップダウンボックスには、C1TopicBar コントロールのどの枠線をコンテナにバインド

するかを定義する項目が含まれています。

カーソルカーソル ［カーソル］［カーソル］ドロップダウンボックスをクリックすると、さまざまなカーソル項目のリストが開き、ポインタ

が C1TopicBar コントロールの上を移動するときに表示されるカーソルのタイプを設定できます。

待機カー待機カー

ソルソル

［待機カーソル］［待機カーソル］チェックボックスは、待機カーソルを使用するかどうかを示します。

アンカーアンカー ［アンカー］［アンカー］ドロップダウンボックスは、C1TopicBar コントロールをバインドするコンテナの縁を定義し

ます。 縁にアンカーしたときに、C1TopicBar の最も近い縁と指定した縁の間の距離が一定に保たれ

ます。

デザインデザイン

メンバ変メンバ変

数の生成数の生成

［メンバ変数の生成］［メンバ変数の生成］チェックボックスは、C1TopicBarコントロールのメンバを生成するかどうかを示

します (（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

ロックロック ［ロック］［ロック］チェックボックスは、C1TopicBar をロックするかどうかを示します（ON の場合は True、OFF
の場合は False）。

余白余白 ［余白］［余白］は、C1TopicBar コントロールの内側の余白を指定します。

デフォルデフォル

ト設定にト設定に

戻す戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1TopicBar の変更したプロパティがデフォルト値に戻り

ます。
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C1TopicPage ツールバーツールバー

C1TopicPage ツールバーは、C1TopicBar コントロールに対して表示されます。  C1TopicPage ツールバーを表示するには、

C1TopicBar コントロールを選択し、C1TopicBar 上でトピックページを選択してから、C1TopicPage 上の任意の場所にカーソ

ルを置きます。

C1TopicPage ツールバーは、１つのコマンドボタンから構成されています。

ツールバーボタ

ン
説明

トピックリンクの追加：トピックリンクの追加： 新しいトピックリンクをアクティブなトピックページに追加します。

トピックページの外観の編集：トピックページの外観の編集： 選択した C1TopicPage の［プロパティ］ダイアログボックスを開

きます。

トピックページの削除：トピックページの削除： 選択した C1TopicPage を C1TopicBar から削除します。

新規トピックリンクを追加新規トピックリンクを追加

〈新規トピックリンクを追加〉〈新規トピックリンクを追加〉ボタンをクリックすると、C1TopicBar コントロールのトピックページに新しいトピックリンクが追加さ

れます。

トピックページの外観を編集トピックページの外観を編集

〈トピックページの外観を編集〉〈トピックページの外観を編集〉ボタンをクリックすると、選択した C1TopicPage のプロパティプロパティダイアログボックスが開きます。

次の表は、［、［C1TopicBar プロパティ］プロパティ］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

ページページ

テキストテキスト ［テキスト］［テキスト］テキストボックスには、キャプションに表示されるテキスト名が表示されます。 キャプショ

ンのテキスト名を変更するには、［テキスト］テキストボックス内のテキストを選択し、希望するテキス

ト名を入力します。

ツールチッツールチッ

ププ

［ツールチップ］［ツールチップ］テキストボックスは、選択したトピックページのツールチップテキストを設定します。

ツールチップを追加するには、［ツールチップ］［ツールチップ］テキストボックスにテキストを入力します。

画像イン画像イン

デックスデックス

［画像インデックス］［画像インデックス］ドロップダウンリストボックスには、コマンド画像のインデックス値が表示されま

す。

特殊スタイ特殊スタイ ［特殊スタイル］［特殊スタイル］チェックボックスは、ページに特別な暗色のタイトルがあるかどうかを示します（ON
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ルル の場合は True、OFF の場合は False）。

折りたたみ折りたたみ ［折りたたみ］［折りたたみ］チェックボックスは、ページが縮小されているかどうかを示します（ON の場合は

True、OFF の場合は False）。

ページを表ページを表

示示

［ページを表示］［ページを表示］チェックボックスは、ページが表示されているかどうかを示します（ON の場合は

True、OFF の場合は False）。

リンクリンク

配置配置 ［配置］［配置］ドロップダウンボックスには、ページのリンクの配置を設定するためのオプション（［Left］、
［Right］、［Center］）が含まれています。 

リンク内テリンク内テ

キストを折キストを折

り返すり返す

［リンク内テキストを折り返す］［リンク内テキストを折り返す］チェックボックスは、ページのリンクテキストがページ幅を越えたとき

にそれを折り返すかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

画像のリス画像のリス ［画像のリスト］［画像のリスト］は、ページリンクに表示される画像の画像リストを設定します。

デフォルトデフォルト

設定に戻設定に戻

すす

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1TopicPage の変更したプロパティがデフォルト値に

戻ります。

トピックページを削除トピックページを削除

〈トピックページを削除〉〈トピックページを削除〉ボタンをクリックすると、選択したトピックページが C1TopicBarから削除されます。

C1ToolBar ツールバーツールバー

C1ToolBar ツールバーは、C1ToolBarコントロールに対して表示されます。 C1ToolBar ツールバーを公開するには、カーソ

ルを C1ToolBar コントロールの左上領域にスライドします。 C1ToolBar ツールバーの〈開く〉〈開く〉ボタンが表示されます。

C1ToolBar ツールバーを開く／閉じるツールバーを開く／閉じる

C1ToolBar ツールバーを開くには、 ボタンをクリックします。 C1ToolBarツールバーを閉じるには、 ボタンをクリックします。

C1ToolBar ツールバーは、以下のコマンドボタンから構成されています。

ツール

バーボタ

ン

説明

新しいコマンドリンク／コマンドの追加：新しいコマンドリンク／コマンドの追加： 現在のコマンドの後に新しいコマンドをツールバーに追加し

ます。

コマンドリンクの編集：コマンドリンクの編集： C1CommandLink コレクションエディタを開きます。コマンドリンクを編集でき

ます。

ツールバーの外観の編集：ツールバーの外観の編集：C1ToolBar の外観ダイアログボックスを開きます。C1ToolBar コントロー

ルの全般的な外観プロパティを設定できます。

ツールバーのレイアウトの編集：ツールバーのレイアウトの編集： ［レイアウト］ダイアログボックスを開きます。C1ToolBar コントロー

ルのレイアウトプロパティを設定できます。

その他のツールバープロパティの編集：その他のツールバープロパティの編集： C1ToolBar コントロールの［［Miscellaneous］］ダイアログ

ボックスが開きます。動作設定を C1ToolBar コントロールに適用できます。

コマンドリンクを追加コマンドリンクを追加
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〈コマンドリンクを追加〉〈コマンドリンクを追加〉ボタンをクリックすると、現在のコマンドの後ろに新しいコマンドが追加されます。さらに、新しいコマンド

の下に［コマンドにリンクする］［コマンドにリンクする］デザイナが表示され、デザイン面から離れることなく新しいコマンドを簡単に編集できます。

コマンドリンクの編集コマンドリンクの編集

〈コマンドリンクの編集〉〈コマンドリンクの編集〉ボタンをクリックすると、C1CommandLink コレクションエディタコレクションエディタが開き、コマンドリンクの追加と削除、

およびコマンドリンクのプロパティの編集を行えます。

ツールバーの外観を編集ツールバーの外観を編集

〈ツールバーの外観を編集〉〉〈ツールバーの外観を編集〉〉ボタンをクリックすると、外観外観ダイアログボックスが開き、 C1ToolBar コントロールの外観プロパ

ティを編集できます。

次の表は、C1ToolBar コントロールの［［Appearance］］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明

標準標準

i表示スタイル表示スタイル ［表示スタイル］［表示スタイル］ドロップダウンボックスには、C1ToolBar コントロールのスタイルを変更するオ

プションとして、 ［［Custom］、［］、［System］、［］、［Office2007Blue］、［］、［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、］、
［［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］が含まれています。

テキストテキスト ［テキスト］［テキスト］テキストには、選択したツールバーボタンに表示されるテキスト名が表示されま

す。 ツールバーボタンのテキスト名を変更するには、［テキスト］［テキスト］テキストボックスでテキストを

選択し、目的のテキスト名を入力します。

フォントフォント ［フォント］［フォント］ドロップダウンボックスをクリックすると、［フォント］ダイアログボックスが開

き、C1ToolBar コントロールのフォントスタイルプロパティを変更できます。

色色
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前景色前景色 ［前景色］［前景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプ

ションがあり、C1ToolBar コントロールの前景色を設定できます。

強調表示強調表示

（（ForeHiColor））
［強調表示］［強調表示］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オ

プションがあり、C1ToolBar コントロールでハイライト表示された項目の前景色を設定できま

す。

背景色背景色 ［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプ

ションがあり、C1ToolBar コントロールでハイライト表示された項目の背景色を設定できま

す。

強調表示強調表示 ［背景色］［背景色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプ

ションがあり、、C1ToolBar コントロールでハイライト表示された項目の背景色を設定できま

す。

背景画像背景画像

画像画像 ［画像］［画像］ドロップダウンボックスをクリックすると、［開く］、［開く］ダイアログボックスが開き、C1ToolBar
コントロールに使用する背景画像を適用できます。

レイアウトレイアウト ［レイアウト］［レイアウト］ドロップダウンボックスをクリックすると、レイアウト項目のリスト（［None］、
［Tile］、［Center］、［Stretch］、［Zoom］）が開き、C1ToolBar コントロールの背景画像レイア

ウトを設定できます。

イメージバーにイメージバーに

表示表示

［イメージバーに表示］［イメージバーに表示］チェックボックスは、ツールバーのスタイルが Drop-downMenu のと

きに、背景画像を画像バーに表示するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合

は False）。

枠線枠線

スタイルスタイル ［スタイル］［スタイル］ドロップダウンボックスには、枠線スタイル項目のリストが含まれ、C1ToolBar
ツールバーの枠線スタイルを設定できます。

幅幅 ［幅］［幅］NumericUpDown コントロールは、C1ToolBar の周囲の枠線の幅を設定します。

薄い色薄い色 ［薄い色］［薄い色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプ

ションがあり、C1ToolBar コントロールの周囲の枠線の明色を設定できます。

濃い色濃い色 ［濃い色］［濃い色］ドロップダウンリストボックスには、［Custom］、［System］、［Web］の３つの色オプ

ションがあり、C1ToolBar コントロールの周囲の枠線の暗色を設定できます。

枠線枠線 ［］］［］］チェックボックス（［左］、［右］、［上］、および［下］）を使用して、枠線スタイルを適用する縁

を指定できます。

デフォルト設定デフォルト設定

に戻すに戻す

［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1ToolBar の変更したプロパティがデフォルト

値に戻ります。

ツールバーレイアウトを編集ツールバーレイアウトを編集

〈ツールバーレイアウトを編集〉〉〈ツールバーレイアウトを編集〉〉ボタンをクリックすると、［、［Layout］］ダイアログボックスが開き、C1ToolBarコントロールのレイ

アウトプロパティを編集できます。
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次の表は、C1ToolBar コントロールの［［Layout］］ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目  説明

標準標準

ツールバーのスタイルツールバーのスタイル ［ツールバースタイル］［ツールバースタイル］ドロップダウンボックスには、ToolBarStyle プロパティの２つの

値（［Default］と［Drop-downMenu］）が含まれ、ツールバーのスタイルを設定できま

す。

水平水平 ［水平］［水平］チェックボックスは、C1ToolBar の向きを水平にするかどうかを示します（ON
の場合は True、OFF の場合は False）。

移動可能移動可能 ［移動可能］［移動可能］チェックボックスは、ユーザーがツールバーを動かせるかどうかを示しま

す（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

折り返し折り返し ［折り返し］［折り返し］チェックボックスは、１行にすべての項目を表示できないときに、メニュー

を折り返すか、〈その他…〉ボタンを表示するかを示します（ON の場合は True、OFF
の場合は False）。

ボタンボタン

配置配置 ［配置］［配置］ドロップダウンボックスは、垂直ツールバーのボタンの配置（［Left］、［Right］、
または［Center］）を取得します。

ボタンサイズの最小値ボタンサイズの最小値 ［ボタンサイズの最小値］［ボタンサイズの最小値］は、ツールバーのボタンの最小サイズ（幅と高さ）を取得ま

たは設定します。

ボタンの幅ボタンの幅 ［ボタンの幅］［ボタンの幅］は、すべてのボタンの幅を取得または設定します（水平ツールバーに

のみ適用されます。0 の場合、ボタンは個別にサイズを指定できます）。

ボタンテキストを折り返ボタンテキストを折り返

すす

［ボタンテキストを折り返す］［ボタンテキストを折り返す］チェックボックスは、ButtonWidth がゼロより大きく、テ

キストが収まらない場合に、リンク内のテキストを折り返すかどうかを示す値を取得

または設定します。

水平方向水平方向

レイアウトレイアウト ［レイアウト］［レイアウト］ドロップダウンボックスには、C1ToolBar クラスの ButtonLayoutHorz
プロパティを設定するメンバとして、［Default］、［Image］、［Text］、および
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［TextAndImage］が含まれています。

外観外観 ［外観］［外観］ドロップダウンボックスには、C1ToolBarクラスの ButtonLookHorz プロパ

ティを設定するメンバとして、［TextAbove］、［TextBelow］、［TextOnLeft］、および

［TextOnRight］が含まれています。

すべてのボタンに適用すべてのボタンに適用 ［すべてのボタンに適用］［すべてのボタンに適用］チェックボックスは、水平方向のすべてのボタンに指定され

ている外観を取得します。

垂直方向垂直方向

レイアウトレイアウト ［レイアウト］［レイアウト］ドロップダウンボックスには、C1ToolBar クラスの ButtonLayoutVert
プロパティを設定するメンバとして、［Default］、［Image］、［Text］、および

［TextAndImage］が含まれています。

外観外観 ［外観］［外観］ドロップダウンボックスには、C1ToolBarクラスの ButtonLookVert プロパティ

を設定するメンバとして、［TextAbove］、［TextBelow］、［TextOnLeft］、および

［TextOnRight］が含まれています。

すべてのボタンに適用すべてのボタンに適用 ［すべてのボタンに適用］［すべてのボタンに適用］チェックボックスは、垂直方向のすべてのボタンに指定され

ている外観を取得します。

デフォルト設定に戻すデフォルト設定に戻す ［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1ToolBar の変更したレイアウトプロパ

ティがデフォルト値に戻ります。

その他のプロパティの編集その他のプロパティの編集

〈その他のプロパティの編集〉〈その他のプロパティの編集〉ボタンをクリックすると、C1ToolBar ダイアログボックスが開き、C1ToolBar コントロールのその

他のプロパティを編集できます。

次の表は、C1ToolBar コントロールの C1ToolBar ダイアログボックスに含まれる項目の一覧です。

項目 説明
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動作動作

有効有効 ［有効］［有効］チェックボックスは、C1ToolBar が実行時に有効になるかどう

かを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

表示表示 ［表示］［表示］チェックボックスは、C1ToolBar コントロールが実行時に表示

されるかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は

False）。

自動サイズ自動サイズ ［自動サイズ］［自動サイズ］チェックボックスは、すべての項目に合わせてツール

バーのサイズを自動的に調整するかどうかを示します（ON の場合は

True、OFF の場合は False）。

ツールチップの表示ツールチップの表示 ［ツールチップの表示］［ツールチップの表示］チェックボックスは、マウスカーソルをツール

バーボタンの上に置いたときにツールチップを表示するかどうかを示

す値を取得または設定します。

最小サイズ最小サイズ ［最小サイズ］［最小サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コン

トロールがあり、、C1ToolBar コントロールの最小の幅と高さを指定で

きます。

最大サイズ最大サイズ ［最大サイズ］［最大サイズ］フィールドには、［幅］と［高さ］の NumericUpDown コン

トロールがあり、C1ToolBar コントロールの最大の幅と高さを指定で

きます。

ドッキングドッキング ［ドッキング］［ドッキング］ドロップダウンボックスには、、C1ToolBar コントロールの

どの枠線をコンテナにバインドするかを定義する項目が含まれていま

す。

項目クリック時にメニューを閉じる項目クリック時にメニューを閉じる ［項目クリック時にメニューを閉じる］［項目クリック時にメニューを閉じる］チェックボックスは、一部の項目

がツールバーに収まらないときに自動的に作成されるメニューを、そ

のメニュー上の項目をクリックしたときに自動的に閉じるかどうかを示

す値を取得または設定します。

 

カーソルカーソル ［カーソル］［カーソル］ドロップダウンボックスをクリックすると、さまざまなカーソ

ル項目のリストが開き、ポインタが C1ToolBar コントロールの上を移

動するときに表示されるカーソルのタイプを設定できます。

待機カーソル待機カーソル ［待機カーソル］［待機カーソル］チェックボックスは、待機カーソルを使用するかどうか

を示します。

ユーザー設定ユーザー設定

ユーザー設定ユーザー設定 ［カスタマイズボタン］［カスタマイズボタン］チェックボックスは、カスタマイズボタンを表示する

かどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

オプションオプション ［オプション］［オプション］ドロップダウンボックスには、C1ToolBar クラス

の CustomizeOptions プロパティの値を設定するメンバとして、

［AllowAddItem］、［AllowAll］、［AllowDelete］、［AllowNone］、
［AllowRemoveItem］、および［AllowToggleCustomizeButton］が含ま

れています。

デザインデザイン

メンバ変数の生成メンバ変数の生成 ［メンバ変数の生成］［メンバ変数の生成］チェックボックスは、C1ToolBar コントロールのメン

バを生成するかどうかを示します（ON の場合は True、OFF の場合は

False）。

ロックロック ［ロック］［ロック］チェックボックスは、C1ToolBar がロックされているかどうかを示

します（ON の場合は True、OFF の場合は False）。

  Menus and Toolbars for WinForms

79 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



非表示の項目を表示する非表示の項目を表示する ［非表示の項目を表示する］［非表示の項目を表示する］チェックボックスは、C1ToolBar コントロール

の不可視の項目を表示するかどうかを示します（ON の場合は

True、、OFF の場合は False）。

マージンマージン ［マージン］［マージン］は、C1ToolBar コントロールと別のコントロールのマージンの

間のスペースを指定します。

デフォルト設定に戻すデフォルト設定に戻す ［デフォルト設定に戻す］［デフォルト設定に戻す］項目を選択すると、C1ToolBar の変更したその

他のプロパティがデフォルト値に戻ります。
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メニューとツールバーの概要メニューとツールバーの概要

C1Commandスイートでは、メニューとツールバーが１つのシステムに統合されており、メニュー項目とツールバーボタンに同

一のオブジェクトやコードを使用することができます。

C1Command でメニューを構築するためのオブジェクトの５つの主要な型は、 C1MainMenu、
C1CommandMenu、C1CommandControl、 C1CommandMdiList、および C1ContextMenuです。 一方、ツールバーシ

ステムを構築するためのオブジェクトの５つの主要な型は、C1ToolBar、C1CommandMenu、C1CommandControl、
C1CommandMdiList、および C1ContextMenu です。これらの２つのセットの唯一の違いはプライマリコントロールの

C1MainMenu と C1ToolBar だけです。

C1MainMenu

C1MainMenu は、Windows フォームにメインメニューを表示するコントロールです。 このオブジェクトをフォームに配置する

と、通常の Windows のメインメニューのように、フォームの上部の左右に渡ってメインメニューが表示されます。フォーム上部

のメインメニューに加えて、C1CommandHolder が自動的にコンポーネントトレイに表示されます。 C1CommandHolder
は、メニューのコマンドすべてを単一のコレクションとして格納します。 C1CommandHolder の使い方の詳細については、

「C1CommandHolder コンポーネント」を参照してください。

C1CommandLink 型のコマンドリンクは、メニュー内のコマンドを表すために使用します。

C1ToolBar

C1ToolBar は、ツールバーを表すコントロールです。 C1MainMenu と同様に、C1CommandHolder コンポーネントに格納さ

れたコマンドリンクのコレクションが含まれています。 コマンドリンクはメインメニューバーのメニュー項目を表し、C1ToolBar の
コマンドリンクはツールバーのボタンを表します。

以降のトピックでは、メニューとツールバーの機能と、メニューおよびツールバーシステムの作成に使用される一般的なオブ

ジェクトやユニークなオブジェクトについて詳しく説明します。

メニューとツールバーの機能メニューとツールバーの機能

メニュー項目とツールバーボタンの機能は、C1Command と非常によく似ています。 メニュー項目またはツールバーボタン

は、コマンドとコマンドリンクコマンドとコマンドリンクの２つに分けられます

C1Command Component の機能の機能

コマンドコマンド（C1Command 型またはその派生型のオブジェクト、リストについては「クラス階層」を参照）は、コマンドが表す実際

のアクションに関連するプロパティとイベントハンドラを保持するために使用されます。 コマンド自体は、C1Command のメ

ニューとツールバーには含まれていません。 代わりに、フォーム上のすべてのコマンドは、C1CommandHolder 型のコン

ポーネント内の単一のコレクションに格納され、C1Command の最初のメニューまたはツールバーをそこに追加すると、単一

のインスタンスがフォーム上に自動的に作成されます。

C1CommandHolder の使い方の詳細については、「C1CommandHolder コンポーネント」を参照してください。メニューおよ

びツールバー内のコマンドを表すには、コマンドリンクコマンドリンク（ C1CommandLink 型のコンポーネント）が使用されます。

C1CommandLink コンポーネントの機能コンポーネントの機能

コマンドリンクコマンドリンクは、小さく極めて単純なコンポーネントです。 その最も重要なプロパティは、Command であり、このコマンドリン

クに関連付けられた実際のコマンドオブジェクトを指します。その他にコマンドリンクでは、テキストなど、リンク先のコマンドの

一部のプロパティをオーバーライドできます。コマンドリンクの視覚表現は、リンク先のコマンドと、リンクがメインメニュー、ポッ

プアップメニュー、ツールバーのどれに含まれているかという２つの要因に依存します。

コマンドリンクの表示に使用されるプロパティ、たとえばテキストや画像は、コマンドから取得されますが、その表示方法はコン

テナによって決定されます。メインメニューではコマンドのテキストのみが表示されますが、ポップアップメニューでは画像と

ショートカットも表示されるというような違いがあります。複数のコマンドリンクが同一のコマンドを指すこともできます。これはコ

マンドとコマンドリンクが別々の項目になっている理由の１つです。
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コマンド、コマンドリンク、メニューとツールバー、およびコマンドホルダーの相互関係コマンド、コマンドリンク、メニューとツールバー、およびコマンドホルダーの相互関係

まとめると、コマンド、コマンドリンク、メニューとツールバー、およびフォーム上のコマンドホルダーの間には次のような関係が

あります。

コマンド（クラス C1Command と派生クラス）は、フォームのコマンドホルダー（C1CommandHolder 型のオブジェクト）

に自動的に格納されます。

メニューとツールバーC1MainMenu 型、C1CommandMenu 型、C1ContextMenu 型、C1ToolBar 型のオブジェクト）

には、メニュー項目またはツールバーボタンを表すコマンドリンク（C1CommandLink 型）が含まれています。 各コマン

ドリンクは、コマンドホルダー内の実際のコマンドを指しています。 コマンドリンクは、メニューまたはツールバーの

CommandLinks コレクションに格納されています。 コマンドリンクは、このコレクションまたはデザイナから編集できま

す。

複数のコマンドリンクが同一のコマンドを指すこともできます。 さらに、同一のコマンドを指すコマンドリンクはそれぞれ

別のコンテナに存在することができます。 たとえば、［ファイル］メニューからのリンクとファイル操作ツールバーからの

リンクが同一のファイルオープンコマンドを指すことができます。

コマンドリストの、ユーザーから見えるほとんどのプロパティ（テキスト、画像など）は、リンク先のコマンドから取得され

ます。 コマンドリンクの表示状態（有効／無効、ON/OFF など）も、リンク先のコマンドの対応する状態によって決定され

ます（コマンドリンクに状態プロパティはありません）。

最も重要なのは、ユーザー定義アクション（ファイルを開く、クリップボードにコピーするなど）を実際に実行するイベント

ハンドラが関連付けられているのがコマンドコマンドのみで、コマンドリンクコマンドリンクに関連付けられることはない点です。 ユーザーがメ

ニュー項目を選択したり、ツールバーボタンをクリックしたりすると、リンク先のコマンドのクリックイベントハンドラが呼び

出さ.
フォームに定義されているすべてのコマンドを列挙するには、コマンドホルダーの Commands コレクションを使用しま

す（フォームのコンポーネントトレイに表示されます）。 また、コレクションエディタを使用して、コマンドを追加したり削除

したりすることもできます（もっともメニューやツールバーのデザイナを使用して、リンクからコマンドにアクションする方

がおそらく簡単です）。

メニューとツールバーの作成に使用される共通オブジェクトメニューとツールバーの作成に使用される共通オブジェクト

C1Command のメニューとツールバーのメニューとツールバーは、以下のオブジェクトを使用してメニューまたはツールバーシステムを作成します。

C1CommandHolder コンポーネント

C1CommandMenu コマンド

C1ContextMenu コントロール

C1CommandControl コマンド

C1CommandMdiList コマンド

次のセクションでは、メニューおよびツールバーの作成に使用する各コマンドまたはコンポーネントを紹介します。

C1CommandHolder コンポーネントコンポーネント

C1CommandHolder はコマンドのコンテナです。 コマンドの画像の画像リストや、その他いくつかの設定も格納することがで

きます。１つのフォームに配置できる C1CommandHolder は１つだけです。 C1Command が作成されると、必ずフォームの

コマンドホルダーに追加されます。コマンドが１つもない場合、コマンドのデザイナによって自動的に作成されることになりま

す。

コマンドホルダーは次の機能を提供します。

フォーム上のすべてのコントロールに C1ContextMenu プロパティを提供する IExtenderProvider でもあります。

アイドル時のコマンドのステータス（表示、有効、ON など）の自動更新機能を提供します。

C1CommandMenu コマンドコマンド

C1CommandMenu コンポーネントは、メニューであるコマンドです（C1Command 基本クラスから派生）。 他の
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C1Command プロパティに加えてコマンドリンクのコレクションが含まれ、それがこのメニューのメニュー項目になります。

C1CommandMenu は、他のメニューの中にサブメニューとして含めることができます。

新しいC1CommandMenu を作成すると、新しいメインメニューに空のコマンドリンクが自動的に追加されるのと同様に、空の

コマンドリンクが自動的に追加されます。

C1CommandMenu コマンドの使い方の詳細については、「C1MainMenu のタスク」を参照してください。

C1ContextMenu コントロールコントロール

C1ContextMenu コンポーネントは、任意のコントロールにコンテキストメニューとして付加できるメニューです（

C1CommandMenu 基本クラスから派生）。 これを容易にするため、 C1CommandHolder（C1 メニューを使用するフォーム

上に常に存在）は、C1ContextMenu 型の C1ContextMenu プロパティをフォーム上のすべてのコントロールに提供する

IExtenderProvider になっています。

C1ContextMenu は、基本クラスの C1CommandMenu とまったく同じ方法で、他のメニューで使用することもできます。 し
たがって、同一のメニューをメインメニューシステム内のサブメニューおよびコンテキストメニューとして使用したい場合、両方

の場所で C1CommandLink を同一の C1ContextMenu にリンクします。

C1ContextMenu の使い方の詳細については、「Context Menu Tasks のタスク」を参照してください。

C1CommandControl コマンドコマンド

C1CommandControl は、任意のコントロールに関連付けられるコマンドです。 この機能は、C1Command の派生クラス

C1CommandControl によって提供されます。 コントロールは、Visual Studio のツールボックスからドラッグし、

C1MainMenu またはC1ToolBar にドロップすることができます。 これにより、自動的に C1CommandControl が作成され、

ドロップしたコントロールに接続され、新しいコマンドへのリンクがツールバーに追加されます。 このコマンドに接続できるコマ

ンドリンクは最大で１つです。

注意：注意： 小さなコントロールを内側に追加することができますが、コンテナなどの大きなコントロールは処理できません。

C1CommandControl の使い方の詳細については、「ツールバーへの任意のコントロールの追加」を参照してください。

C1CommandMdiList コマンドコマンド

C1CommandMdiList コンポーネントは、実行時に、現在のウィンドウの MDI 子ウィンドウに対応する項目のリストに展開す

るコマンドです。これはサブメニューではありません。 このコマンドは、単独でサブメニューに置ことも、前後に他のメニュー項

目を追加することもできます。

次の図は、C1CommandMdiList が、MDI 子ウィンドウに対応する項目のリストをどのように表示するかを示しています。
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C1CommandMdiList コマンドがメニューのリストに表示する項目の数を制限することができます。MaxItems に目的の項目

数を設定します。このプロパティのデフォルト値は 10 です。

非表示の MDI ウィンドウもメニューのリストに表示するには ListHidden を True に設定します。

MDI 子ウィンドウのウィンドウリストの作成方法については、「MDI フォーム用のウィンドウリストの作成」を参照してください。

メニューおよびツールバーの中でユニークなオブジェクトメニューおよびツールバーの中でユニークなオブジェクト

メニューとツールバーは、多くのオブジェクトを共有していますが、はっきりと別々に分かれたコンポーネントが２つあります。 メ
ニューの C1MainMenu コントロールはメインメニューを表し、ツールバーの C1ToolBar コントロールはツールバーを表しま

す。

次のセクションでは、C1MainMenu コントロールと C1ToolBar コントロールを紹介し、外観と動作のプロパティについて詳しく

説明します。

C1MainMenu コントロールコントロール

C1MainMenu は、Windows フォームにメインメニューを表示するコントロールです。 このオブジェクトをフォームに配置する

と、通常の Windows のメインメニューのように、フォームの上部の左右に渡ってメインメニューが表示されます。フォーム上部

のメインメニューに加えて、C1CommandHolder が自動的にコンポーネントトレイに表示されます。 C1CommandHolder
は、メニューのコマンドすべてを単一のコレクションとして格納します。 １つのフォームに追加できる C1MainMenu コントロー

ルは１つだけです。

デザイン時にデザイン時に C1MainMenu コントロールを追加するには、次の手順に従います。コントロールを追加するには、次の手順に従います。

Visual Studio のツールボックスで、C1MainMenuu コンポーネントをダブルクリックするか、フォーム上にドラッグ＆ドロップし

ます。

C1MainMenu コントロールをプログラムで追加するには、次のコードを使用します。コントロールをプログラムで追加するには、次のコードを使用します。
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command
Dim ch As C1CommandHolder(Me)
Dim mm As New C1MainMenu
Me.Controls.Add(mm)

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command
C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this);
C1MainMenu mm = new C1MainMenu();
this.Controls.Add(mm);

次のスクリーンショットは、フォームに追加した後の C1MainMenu コントロールを示しています。

C1MainMenu コントロールには、メニューをビジュアルに設定できる便利な［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナが含まれていま

す。

注意：注意：このエディタは、すべての C1CommandLinks に対して使用できるため、C1ContextMenu、C1ToolBar、
C1OutBar の任意のオブジェクトのすべてのコマンドリンクを簡単に編集できます。

［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナの要素の詳細については、「［コマンドにリンクする］デザイナ」を参照してください。

特定のタスクにおける C1MainMenu コントロールの使い方の詳細については、「C1MainMenu のタスク」を参照してくださ

い。
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C1ToolBar コントロールコントロール

C1ToolBar コントロールは、フォーム上でツールバーとして使用します。 このオブジェクトをフォーム上に置く

とC1MainMenu と同様に、C1CommandHolder が自動的にコンポーネントトレイに表示されます。

C1CommandHolder は、コマンドリンクすべてを単一のコレクションとして格納します。コマンドリンクはメインメニューバーの

メニュー項目を表し、C1ToolBar のコマンドリンクはツールバーのボタンを表します。

コンポーネント C1ToolBar をフォームに追加した後、［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナを使用して、ツールバーシステムをセット

アップできます。 C1ToolBar とC1MainMenuは、どちらも同一の［コマンドにリンクする］デザイナを使用します。［コマンドにリコマンドにリ

ンクするンクする］デザイナのインタフェースの詳細については、「［コマンドにリンクする］デザイナ」を参照してください。

C1ToolBar には、デフォルトツールバーとドロップダウンスタイルツールバーの２種類のツールバーがあります。 ツールバーボ

タンは、ドロップダウンメニューのドロップダウンボタンを提供します。 ボタンは、ツールバーの向きに応じて、ツールバー上で

縦または横に並べることができます。

C1ToolBar コントロールを使用して、ツールバーボタンのテキストの折り返しなどの特定のタスクを実行する方法については、

「C1ToolBar のタスク」を参照してください.

メニューの外観と動作メニューの外観と動作

メニューメニューは、メインメニューとメニュー項目の動作と外観を制御するいくつかの便利なプロパティを提供します。

C1Command のメニューには、さまざまな外観プロパティが含まれ、コントロールを視覚的に強化・カスタマイズします。 メ
ニューのスタイル、サイズ、およびレイアウトは、C1MainMenu の外観に関するプロパティを使用することによって簡単にカス

タマイズできます。 これらのプロパティは、デザイン時に、プロパティウィンドウまたはプログラムから設定できます。

C1Command のメニューには、いくつかの便利な動作プロパティも含まれ、メニュー項目の縮小、マージ、ツールチップの表

示などの動作を制御できます。

次のセクションでは、C1MainMenu コントロールでよく使われる外観および動作プロパティの一部を紹介します。

メニューの視覚スタイルメニューの視覚スタイル

C1MainMenu コントロールと C1ContextMenuコントロールは、、

［［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、
［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］のようにいくつかの組み込みスタイルを提供して

おり、コントロールの VisualStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。

次の表は、 C1MainMenu コントロールの各スタイルを示しています。 C1ContextMenu コントロールの視覚スタイルは、C1MainMenu コントロールのものと

同じです。ただし、C1ContextMenu コントロールにはメニューバーがありません。

プロパティ設定 画像

VisualStyle.Custom （［［Custom］］では、コントロールの視覚スタイルをカスタマイズできます）

VisualStyle.System

VisualStyle.Office2003Blue
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VisualStyle.Office2003Olive

VisualStyle.Office2003Silver

VisualStyle.OfficeXP

VisualStyle.Classic

VisualStyle.WindowsXP

VisualStyle.Office2007Blue

VisualStyle.Office2007Black

VisualStyle.Office2007Silver
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VisualStyle.Office2010Blue

VisualStyle.Office2010Black

VisualStyle.Office2010Silver

メニュー項目のルック＆フィールメニュー項目のルック＆フィール

C1Command では、メニュー項目のフォントスタイル、枠線スタイル、背景色、およびマウスオーバースタイルをサポートして

います。

ツールバーボタン／コマンドのテキスト名は、コマンドオブジェクトでもそのコマンドリンクでも設定できます。 ただ

し、C1CommandLink.Text プロパティは、C1Command.Text プロパティをオーバーライドします。

メニューの特殊サイドキャプションスタイルメニューの特殊サイドキャプションスタイル

C1Command では、C1CommandMenu コマンドタイプ用に特別な SideCaption プロパティが用意されています。 このプロ

パティを使用すると、特定のC1CommandMenu のサブメニュー項目に沿ってサイドキャプションを表示することができます。

キャプション内にはテキストまたは画像を表示できます。サイドキャプションにテキストまたは画像を表示できることに加えて、

キャプションの外観とレイアウトをカスタマイズすることもできます。

次の図は、［Field Trips］メニューの垂直サイドキャプションです。

メニューにサイドキャプションを適用する方法については、「コマンドメニューのサイドキャプションの作成」を参照してください。

メニュー項目のマウスオーバースタイルメニュー項目のマウスオーバースタイル
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メニュー項目にマウスオーバー技術を適用し、ユーザーに対するメニューの反応を改善することができます。

C1MainMenu コンポーネントには、マウスオーバー技術を適用するための２つの特殊プロパティがありま

す。BackHiColor プロパティは、メニュー項目にマウスカーソルを置いたときの項目の背景色を取得します。ForeHiColor
は、メニュー項目にマウスカーソルを置いたときの項目の前景色を取得します。

これらのプロパティの使い方の詳細については、「メニューの外観の変更」を参照してください。

メニューのマージメニューのマージ

MDI 子ウィンドウを MDI 親メニューにマージする必要がある場合は、CanMerge プロパティを有効にします。 ま
た、MergeType プロパティでマージするメニューの動作のタイプを指定することもできます。 MergeType プロパティで、メ

ニュー項目を追加するか、置換するか、削除するか、マージするかを指定できます。 MergeItems は、メニュー上のコマンドリ

ンクをマージさせます。

メニュー項目とツールバーボタンのコマンドリンクには共に MergeOrder プロパティがあり、マージしたメニュー項目または

ツールバーボタンの順序を指定することができます。

メニューをマージする方法の詳細については、「メニュー項目のマージ」を参照してください。

メニューのレイアウトとテキストの折り返しメニューのレイアウトとテキストの折り返し

C1MainMenu には自動レイアウトがあります。 メニュー項目のサイズは自動的に調整されます。 C1MainMenu のWrap プ
ロパティは、メインメニューバーの折り返しを有効にします。 メインメニューバーの項目が１行に表示するには多過ぎる場合

に、項目が折り返されます。

メニューのツールチップメニューのツールチップ

ツールチップは、コントロールの上にマウスカーソルを置いたときにテキストを表示するために使用します。 C1MainMenu に
は、ShowToolTips プロパティがあり、Text プロパティの値を各メニュー項目のツールチップとして表示します。 このプロパ

ティは、デフォルトで有効になっています。

各メニュー項目のツールチップにカスタムテキストを入力したい場合は、ShowTextAsToolTip を False に設定

し、ToolTipText プロパティにカスタムテキストを設定します。

タイトルの使い方の詳細については、「メニューとツールバーのツールチップの表示」を参照してください。

ツールバーの外観と動作ツールバーの外観と動作

C1ToolBar は、ツールバーとツールバーボタンの動作と外観を制御するいくつかの便利なプロパティを提供します。

C1ToolBar には、さまざまな外観プロパティが含まれ、コントロールを視覚的に強化／カスタマイズします。 ツールバーのスタ

イル、サイズ、およびレイアウトは、C1ToolBar の外観に関するプロパティを使用することによって簡単にカスタマイズできま

す。 これらのプロパティは、デザイン時に、プロパティウィンドウまたはプログラムから設定できます。

ツールバーの外観を設定するプロパティに加えて、C1ToolBar には、ツールバーのドッキング／フローティング、ツールバー

ボタンの移動、任意のコントロールのツールバーへの埋め込み、実行時のツールバーのカスタマイズ、水平または垂直ツール

バーのボタンレイアウトの設定、ツールバー／コマンドボタンのツールチップの表示、ツールバーボタンのテキストの折り返し

などの動作を制御する便利なプロパティがあります。

次のセクションでは、 C1ToolBar コントロールでよく使われる外観および動作プロパティの一部を紹介します。

ツールバーの視覚スタイルツールバーの視覚スタイル

C1ToolBar コントロールは、［［Custom］、］、

［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、［［Office2003Blue］、］、
［［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］］、
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［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］のようにいくつかの組み込みスタイルを提供しており、 VisualStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。

次の表は、C1ToolBar コントロールの各視覚スタイルを示しています。

プロパティ設定 画像

VisualStyle.Custom （［Custom］では、コントロールの視覚スタイルをカスタマイズできます）

VisualStyle.System

VisualStyle.Office2003Blue

VisualStyle.Office2003Olive

VisualStyle.Office2003Silver

VisualStyle.OfficeXP

VisualStyle.Classic

VisualStyle.WindowsXP

VisualStyle.Office2007Blue

VisualStyle.Office2007Black

VisualStyle.Office2007Silver

VisualStyle.Office2010Blue

VisualStyle.Office2010Black

VisualStyle.Office2010Silver

メニュー項目のルック＆フィールメニュー項目のルック＆フィール

C1Command では、メニュー項目のフォントスタイル、枠線スタイル、背景色、およびマウスオーバースタイルをサポートして

います。

ツールバーボタン／コマンドのテキスト名は、コマンドオブジェクトでもそのコマンドリンクでも設定できます。 ただ

し、C1CommandLink.Text プロパティは、C1Command.Text プロパティをオーバーライドします。

全般的な外観プロパティの使い方の詳細については、「ツールバーの外観の変更」を参照してください。

ツールバーの特殊枠線スタイルツールバーの特殊枠線スタイル

C1ToolBar には、ツールバーにさまざまな枠線を追加できる特殊クラス、C1Border があります。 C1Border には、次のメンバ

が含まれています。

名前 説明

BottomEdge 枠線に下側の縁があるかどうかを決定します。

DarkColor グループの色を取得または設定します。Style の設定が Flat の場合、この色はツール

バーの上下左右の縁に適用されます。

LeftEdge 枠線に左側の縁があるかどうかを決定します。

LightColor 枠線の色を取得または設定します。 この色は、C1Border の設定が Flat の場合は使用さ

れません。

RightEdge 枠線に右側の縁があるかどうかを決定します。

Style 枠線のスタイルを取得または設定します。

TopEdge 枠線に上側の縁があるかどうかを決定します。
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Width ピクセル単位の枠線の幅を取得または設定します。

次の図は、C1Border クラスの TopEdge、LeftEdge、BottomEdge、RightEdge の各プロパティを示しています。

TopEdge、LeftEdge、BottomEdge、RightEdge の各プロパティは、枠線を C1ToolBar の上下左右の縁など特定の領域に適

用する際に便利です。 これらのプロパティは、デフォルトで True に設定されています。

次の表は、Style プロパティの各プロパティ設定を示しています。下に示すさまざまな枠線スタイルに加えて、表には、Width、、
DarkColor、、LeftEdge、、RightEdge、、BottomEdge、、TopEdge の各プロパティも示されています。 Width プロパティは５ピク

セルに、DarkColorプロパティは DarkTurquoise にLeftEdge プロパティは PaleTurquoise
に、LeftEdge、RightEdge、BottomEdge、およびTopEdgeはすべて True に設定されています。

プロパティ設

定
画像

Style.None

Style.Flat

Style.Groove

Style.Ridge

Style.Inset

Style.Outset

次の表は、LeftEdge、RightEdge、BottomEdge、TopEdge のそれぞれを無効にしたときの効果を示しています。

プロパティ設定 画像

BottomEdge.False

  Menus and Toolbars for WinForms

91 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



LeftEdge.False

RightEdge.False

TopEdge.False

これらのプロパティの使い方の詳細については、「ツールバーの外観の変更」を参照してください。

ツールバーボタンのマウスオーバースタイルツールバーボタンのマウスオーバースタイル

ツールバーボタンにマウスオーバー技術を適用し、ユーザーに対するツールバーの反応を改善することができます。

C1ToolBar コンポーネントには、マウスオーバー技術を適用するための２つの特殊プロパティがあります。 BackHiColor プ
ロパティは、ツールバーボタンの上にマウスカーソルを置いたときのボタンの背景色を取得し、ForeHiColor は、ツールバー

ボタンの上にマウスカーソルを置いたときのボタンの前景色を取得します。

これらのプロパティの使い方の詳細については、「ツールバーの外観の変更」を参照してください。

ツールバーのドッキングとフローティングツールバーのドッキングとフローティング

ツールバーは、 C1CommandDock が割り当てられているコンテナ上で、上、左、右、下のいずれかにドッキングできます。

ドッキングされているときは、各 C1ToolBar はそのドッキング領域の中に置かれます。ツールバーは、ドラッグ＆ドロップ操作

を使用して別のドッキング領域に移動でき、サイズ変更も可能です。

C1ToolBar をプログラムで作成していて、C1CommandDock を使用してドッキング／フローティング動作を有効にしたい場

合、次のようなコードを使用して、C1CommandDock にツールバーを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.C1CommandDock = New C1.Win.C1Command.C1CommandDock()
Me.C1CommandDock.Controls.Add(Me.C1ToolBar1)
Me.Controls.Add(Me.C1CommandDock)
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C# コードの書き方

C#

this.c1CommandDock = new C1.Win.C1Command.C1CommandDock();
this.c1CommandDock.Controls.Add(this.c1ToolBar1);
this.Controls.Add(this.c1CommandDock);

ツールバーの埋め込みコントロールツールバーの埋め込みコントロール

C1CommandControl では、任意のコントロールをツールバーに埋め込むことができます。

C1CommandControl を使用して、テキストボックスなど任意のコントロールを C1ToolBarに埋め込むことができます。

これを行うには、単純に任意のコントロールをツールバーにドラッグするか、デザイナから C1CommandControl コマンドタイ

プを追加するか、プログラムで C1CommandControl コマンドタイプを追加します。

任意のコントロールを C1ToolBar オブジェクトに埋め込む方法の詳細については、「ツールバーへの任意のコントロールの追

加」を参照してください。

任意のコントロールをツールバーにドラッグすると、C1CommandControl と呼ばれる新しいコマンドタイプが自動的に作成さ

れます。 C1CommandControl には、Control プロパティが含まれ、コマンドに任意のコントロールを付加することができま

す。

次の図では、RadioButton、CheckBox、ComboBox の各コントロールが C1ToolBar に埋め込まれています。

ツールバーの実行時カスタマイズツールバーの実行時カスタマイズ

C1ToolBars は、デザイン時に CustomizeButtonプロパティを True に設定することで、実行時にカスタマイズできるようにな

ります。

注意：注意：デザイン時に CustomizeButton プロパティを True に設定する前に、ツールバーを C1CommandDock の内

側に配置する必要があります。

カスタマイズを有効にすると、デザイン時にツールバーにドロップダウン矢印が表示されます。
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実行時にドロップダウン矢印をクリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

カスタマイズ可能なツールバーは次のように動作します。

ボタンの追加または削除ボタンの追加または削除

メニューからコマンド項目をクリックすると、そのコマンドボタンがツールバーから削除されます。

リセットリセット

［リセット］メニュー項目をクリックすると、ツールバーが元の設定に戻ります。

カスタマイズカスタマイズ

［カスタマイズ］メニュー項目をクリックすると、［ツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズ］ダイアログボックスが開きます。

カスタマイズドラッグには、C1ToolBar コンポーネントを変更するための３つのタブが含まれています。

ツールバツールバー – このタブには、C1ToolBar コンポーネントを作成、名前変更、削除、および変更するためのオプションが

含まれています。

コマンドコマンド – このタブには、既存のコマンドをツールバーに追加するためのオプションが含まれています。

オプションオプション – このタブには、C1ToolBars のルック＆フィール、フォント、色など、全般的な外観を変更するためのオプ

ションが含まれています。

［ツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズ］ダイアログボックスの各タブの下には、〈保存、〈保存〉、〈元に戻す〉、〈リセット〉、〈〈元に戻す〉、〈リセット〉、〈OK〉、〈キャンセル〉〉、〈キャンセル〉の

各コマンドボタンがあり、それぞれツールバーの更新した設定を保存する、更新した設定を元に戻す、デフォルト設定にリセッ

トする、新しい設定を承諾する、ツールバーのカスタマイズをキャンセルすることができます。

エンドユーザーによるカスタマイズがアプリケーション設定ファイルに保存されるようにするには、コマンドホルダーの

Environment プロパティを動的プロパティに追加する必要があります。

注意：注意：動的プロパティのユーザーインタフェースは、Visual Studio 2005 から削除されていますが、動的プロパティは現

在でもサポートされています。 動的プロパティの使い方の詳細については、Microsoft Visual Studio 2005 のマニュア

ルの「動的プロパティの概要（Visual Studio）」を参照してください。

レイアウトをアプリケーションの .Config ファイルに保存するには、次の手順に従います。

1. フォームのコンポーネントトレイで［C1CommandHolder］をクリックします。

2. DynamicProperties ノードを展開し、Advanced プロパティの横の〈…〉ボタンをクリックします。
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［動的プロパティ動的プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［レイアウトレイアウト］チェックボックスを ON にしてから、〈〈OK〉〉をクリックします。 これでレイアウトがフォームのコードではなくア

プリケーションの .config ファイルに保存されます。

注意：注意：プログラムを Visual Studio のデザイナから実行している場合、Visual Studio は app.config ファイルをプロジェク

トディレクトリに作成し、実行のたびに実際のアプリケーションの .config ファイル（bin ディレクトリ内）は、その

app.config ファイルの内容で置き替えられます。 その結果、プロジェクトを Visual Studio で実行し、ツールバーレイア

ウトを変更し、閉じてから再実行した場合、レイアウトは復元されません。 これはバグてはありません。アプリケーション

を Visual Studio から実行しなければすべて正常に動作します。

フォームの動的プロパティを使用したツールバーレイアウトの保存に加えて、ツールバーのレイアウトを保存・復元する独自の

スキームを使用することもできます。 詳細な制御が必要な場合は、Layout プロパティの値をコードに保存・設定します。

ツールバーツールバー

「ツールバーツールバー」タブには、ツールバーを作成・操作するためのオプションが含まれています。
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デフォルトでは、ButtonLookプロパティと CustomizeButton プロパティは無効になっています。

［ボタンレイアウトボタンレイアウト］プロパティは、ButtonLook プロパティを［テキストと画像テキストと画像］に設定（［テキストと画像］［テキストと画像］ラジオボタンを選択）す

ると有効になります。 これは、テキストを画像に対してどのように配置するのか（画像の上下左右）を決定するのが

ButtonLayoutHorz プロパティだからです。

CustomizeButton は、新しいC1ToolBarがダイアログボックスに追加されたときに有効になります。

コマンドコマンド

「コマンドコマンド」タブには、［カテゴリカテゴリ］と［コマンドコマンド］の２つのリストボックスが含まれています。［カテゴリカテゴリ］リストボックスには、すべての

コマンドのカテゴリが含まれています。［コマンドコマンド］リストボックスには、各カテゴリのすべてのコマンドが含まれています。

注意：注意：コマンドの Category プロパティが設定されていない場合、［カテゴリ］リストボックスは空で表示されます。
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コマンドは次のいずれかの操作で簡単にツールバーに追加できます。

［カテゴリカテゴリ］リストボックスからカテゴリを選択します。

［コマンドコマンド］リストボックスからコマンドを選択し、目的のツールバーまでドラッグします。

次の図は、［コマンド］リストからフォーム上の書式設定ツールバーに実行時にコマンドをドラッグした様子を示しています。
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オプションオプション

「オプションオプション」タブには、ルック＆フィール、色、フォントなど、C1ToolBar の全般的な外観プロパティを変更するためのオプショ

ンが含まれています。
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ツールバーボタンとテキストの折り返しツールバーボタンとテキストの折り返し

C1ToolBar では、ツールバーボタンやツールバーボタンのテキストを折り返すことができます。Wrapプロパティは、ツール

バーを折り返して複数行にし、ツールバーボタンがすべて表示されるようにします。 デフォルトでは、このプロパティは有効に

なっています。

次の図は、 Wrap プロパティを False に設定したときに、ツールバーボタンがどのように表示されるかを示しています。

次の図は、Wrap プロパティを True に設定したときに、ツールバーボタンがどのように表示されるかを示しています。
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次の図は、Wrap プロパティを True に、 WrapText プロパティを False に設定したときにツールバーボタンがどのように表示

されるかを示しています。

次の図は、Wrap プロパティと WrapText プロパティを True に設定したときに、ツールバーボタンがどのように表示されるか

を示しています。

ツールバーのツールチップツールバーのツールチップ

ツールチップは、コントロールの上にマウスカーソルを置いたときにテキストを表示するために使用します。 C1ToolBar に
は、ShowToolTips プロパティがあり、Text プロパティの値を各ツールバーボタンのツールチップとして表示します。 このプロ

パティは、デフォルトで有効になっています。

注意：注意：ボタンの C1CommandLink.Text プロパティを設定しながら、C1Command.Text プロパティを設定しなかった場

合、ツールチップはデフォルトの C1Command.Text 名になります。 たとえば、それが最初のボタンの場合、ツールチッ

プと C1Command.Text 名は、Button1 になります。

各ツールバーボタンのツールチップにカスタムテキストを入力したい場合は、ToolTipText プロパティから入力します。
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次の図は、ShowToolTips プロパティを True に設定したツールバーを示しています。

次の図は、ShowToolTips プロパティを True に設定し、４番目の C1CommandLink のToolTipText プロパティにカスタム

テキストを入力したツールバーを示しています。

ツールチップの使い方の詳細については、「メニューとツールバーのツールチップの表示」を参照してください。

ツールバーとボタンレイアウトの動作ツールバーとボタンレイアウトの動作

C1ToolBar のレイアウトは非常に柔軟です。 縦にすることも横にすることも、フォームの特定の領域にドッキングすることもで

きます。 ツールバーの Movable プロパティは、デフォルトで有効になっています。ユーザーはフォーム上のどこにでもツール

バーを動かせます。ツールバーのデフォルトのレイアウトは水平です。ツールバーのレイアウトは、Horizontal を False に設

定することによって垂直に変更できます。

注意：注意： ToolBarStyle プロパティを DropDownMenu に設定すると、メニューはドロップダウンのように動作するため、

ツールバーは動かせなくなります。

ツールバーの向きの他、C1ToolBar では、垂直ツールバーのボタン配置を指定できます。ButtonAlign プロパティによって、

画像またはテキストをボタンの近傍、ボタンの中央、またはボタンから離して配置できます。

次の表は、ButtonAlign プロパティの値を示しています。

プロパティ設定 画像
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ButtonAlign.Near

ButtonAlign.Center

ButtonAlign.Far

ButtonLayoutHorz プロパティとButtonLayoutVert プロパティを使用して、水平および垂直ツールバーのツールバーボタン

のテキストと画像の相対位置を指定することができます。 ButtonLayoutHorz プロパティは、ツールバーが水平のときにボタン

のレイアウトを取得します。 これはツールバーのデフォルトの向きです。 ButtonLayoutVert プロパティは、ツールバーが垂直

のときにボタンのレイアウトを取得します。Horizontalプロパティを False に設定すると、ツールバーの向きが垂直になりま

す。

注意：注意：ButtonLayoutHorz プロパティのデフォルト値は、TextOnRight です。

C1ToolBar は、垂直および水平ツールバーのツールバーボタンをカスタマイズするためのいくつかのオプションを提供しま

す。

プロパティ設定 画像

ButtonLayoutHorz.TextOnRight（デ（デ
フォルト）フォルト）
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ButtonLayoutHorz.TextOnLeft

ButtonLayoutHorz.TextAbove

ButtonLayoutHorz.TextBelow

ツールバーボタンのテキストと画像の相対位置の制御に加えて、ButtonLookHorz プロパティを設定して、水平ツールバー

のテキスト、画像、または両方を表示したり、ButtonLookVert プロパティを使用して、垂直ツールバーのテキスト、画像、また

は両方を表示したりできます。

注意：注意：;ButtonLookプロパティの Text、Image、TextAndImage の値は、ButtonLookHorz プロパティと

ButtonLookVert プロパティの値をオーバーライドします。 ButtonLookHorz プロパティまたは ButtonLookVert プロ

パティに値を設定する場合、ButtonLookプロパティはデフォルトに設定する必要があります。

次の表は、ButtonLayoutVert プロパティの値を示しています。

プロパティ設定 画像

ButtonLayoutVert.TextOnRight
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ButtonLayoutVert.TextOnLeft

ButtonLayoutVert.TextAbove

ButtonLayoutVert.TextBelow（デフォ（デフォ

ルト）ルト）

Menus and Toolbars for WinForms  

104 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



C1DockingTab の概要の概要

C1DockingTab コントロールは、親しみやすいタブ制御インタフェースを実装しています。それぞれ任意のコントロールを含む

複数のページが重なり、コントロールサイドのタブで各ページにアクセスできます。

標準の動作に加えて、 C1DockingTabはドッキングおよびフローティング動作をサポートしており、コントロール全体または個

別のページ（タブ）を切り離し、フォームの上下左右の別の場所、または別の C1DockingTab コントロールに自動的にドッキン

グしたり、そのままフローティングさせて独立したウィンドウとして使用することができます。 C1DockingTab コントロールのドッ

キングおよびフローティング動作を有効にするには、C1CommandDock の内側に配置する必要があります。 詳細について

は、「DockingTab のドッキングとフローティングの有効化」を参照してください。

C1DockingTab の外観と動作のプロパティの外観と動作のプロパティ

C1DockingTab には、タブ項目の動作と外観を制御するためのいくつかの便利なプロパティが用意されています。

C1DockingTabには、さまざまな外観プロパティが含まれ、コントロールを視覚的に強化・カスタマイズします。コントロールの

タブスタイル、サイズ、およびレイアウトは、C1DockingTab の外観に関するプロパティを使用することによって簡単にカスタマ

イズできます。 これらのプロパティは、デザイン時に、プロパティウィンドウまたはコードから設定できます。

外観プロパティに加えて、C1DockingTab には、いくつかの便利な動作プロパティがあり、タブページを閉じる、タブを並べ替

える、タブページのマウスオーバー効果などの動作を変更できます。

次のセクションでは、C1DockingTab コントロールでよく使われる外観および動作プロパティの一部を紹介します。

C1DockingTab の視覚スタイルの視覚スタイル

C1DockingTab コントロールは、、

［［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、［［Classic］］の
ようにいくつかの組み込みスタイルを提供しており、 VisualStyleプロパティを使用して簡単に適用できます。

次の表は、C1DockingTab コントロールの各視覚スタイルを示しています。

プロパティ設定 画像

VisualStyle.Custom （［Custom］では、コントロールの視覚スタイルをカスタマイズできます）

VisualStyle.System

VisualStyle.Classic

  Menus and Toolbars for WinForms

105 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



VisualStyle.Office2007Blue

VisualStyle.Office2007Black

VisualStyle.Office2007Silver

VisualStyle.Office2010Blue

VisualStyle.Office2010Black

VisualStyle.Office2010Silver

Menus and Toolbars for WinForms  

106 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



ドッキングスタイルドッキングスタイル

C1DockingTab コントロールを C1CommandDock コンポーネントの内側に配置すると、ドッキング可能なコントロールになり

ます（「DockingTab のドッキングとフローティングの有効化」参照）。 C1CommandDock コンポーネントの DockingStyle プロ

パティを Default、、VS2005、、VS2008、、または VS2010 に設定することで、特定のドッキングスタイルを選択することができま

す。 Default 設定は、グレーの網掛けのアウトラインで、カーソルを離したときにコントロールがドッキングされる場所が示され

ます。一方、VS2005、、VS2008、および VS2010 は、それぞれ Visual Studio 2005、Visual Studio 2008、Visual Studio 2010
のドッキングスタイルを模倣しています。 次の表は、各ドッキングスタイルの例を示しています。

ドッキン

グスタ

イル

例

Default

VS2005
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VS2008

VS2010

タブスタイルタブスタイル

C1DockingTab は、［［Custom］、［］、［System］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、
［［Office2010Silver］、［］、［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］のよう

にいくつかの組み込みスタイルを提供しており、 VisualStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。

C1DockingTab は、［、［Classic］、［］、［Default］、［］、［Office2003］、［］、［Office2007］、［］、［Office］、［］、［2010,Rounded］、［］、［Sloping］、［］、［VS2003］、［］、［Windows XP］］のようにいくつかの組み込みス

タイルを提供しており、TabStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。また、タブページの外観のタイプを選択することもできます。 たとえば、タブページが画像を表示するか、
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テキストを表示するか、その両方を表示するかを指定できます。 これを行うには、TabLook プロパティを Default、Text、Image、または TextandImage に設定します。

ま

た、C1DockingTab.BackgroundImage、C1DockingTab.BackgroundImageLayout、TabAreaBackColor、TabBackColor、TabBackColorSelected、TabForeColorSelected
のような C1DockingTab の全般的な外観プロパティを使用してタブのスタイルをカスタマイズすることもできます。

次の図は、C1DockingTab のいくつかの全般的な外観プロパティを示しています。

図１図１

図１のラベル 説明

1 PictureBox コントロール

2 Label コントロール

3 C1DockingTabPage.CaptionText

4 RichTextBox コントロール

5 C1DockingTabPage.TabBackColorSelected = PaleTurquoise

6 C1DockingTabPage.Image

7 C1DockingTabPage.TabBackColor = MistyRose

8 C1DockingTab.BackGroundImage

タブのサイズタブのサイズ

タブページの幅と高さをカスタマイズするには、ItemSize に適切な値を設定します。この設定では、各タブの内容にかかわら

ず、すべてのタブページが同じサイズに設定されます。 サイズのデフォルト設定は、テキストと画像に基づいて決定されます。

各タブの高さと幅のカスタマイズに加えて、タブのモードを設定することもできます。 TabSizeMode プロパティに

は、FillToEnd、Fit、、Normal、、User の４タイプのメンバが含まれています。 FillToEnd は、タブコントロールの幅全体に合わせ

てタブを拡大します。 Fit は、タブコントロールの幅に合わせてすべてのタブを縮小します。 Normal メンバは、デフォルトのサ

イズモードです。 User メンバでは、ユーザーが MeasureTab イベントでタブサイズを指定できます。 次の表は、各

TabSizeMode メンバの効果を示しています。

注意：注意： 次の表の３枚目の画像は、FillToEnd メンバの効果がわかりやすくなるように、タブページが２つしか含まれてい

ません。

プロパティ設定 画像
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TabSizeMode.Normal

TabSizeMode.Fit

TabSizeMode.FillToEnd

TabSizeMode.User

タブの向きタブの向き

C1DockingTab ではタブの向きに関するさまざまなオプションが用意されています。 タブは、Alignment プロパティを使用し

て、C1DockingTab コントロールの上下左右に整列させることができます。

次の図は、C1DockingTab の上部に整列させたタブを示しています。
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タブレイアウトの選択に加えて、 AlignTabs プロパティを Near、、Far、または Center に設定することで、ページコンテンツ領

域のサイドに対して、タブをどのように揃えるかを指定できます。

注意：注意：AlignTabs は、TabSizeMode プロパティが Fit に設定されている場合は効果がありません。

次の図は、 C1DockingTab コントロールの Top と Center に整列させたタブを示しています。

タブのコントロールの Near、、Far、または Center ではなく、特定の位置に配置したい場合は、Indentプロパティをピクセル単

位で特定の値に設定します。 たとえば、次の図は、タブを 30 ピクセルインデントさせた例を示しています。
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テキストの向きテキストの向き

タブのレイアウトに加えて、タブ内のテキストのレイアウトをカスタマイズすることもできます。 TextDirection プロパティを使用

して、テキストを水平に、垂直に、垂直に右から左に、または垂直に左から右に表示することができます。 次の表

は、TextDirectionを Horizontal、、VerticalLeft、、VerticalRight に設定したときに、それぞれどのように見えるかを示してい

ます。

プロパティ設定 画像

TextDirection.Horizontal

TextDirection.VerticalLeft

TextDirection.VerticalRigh

テキストと画像をタブに表示させている場合、テキストを画像の上下左右どこに表示するかを制御することができます。

TabLayout プロパティを使用して、テキストの表示場所をタブの画像の上、下、左、または右に設定できます。

プロパティ設定 画像

TabLayout.TextOnRight
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TabLayout.TextonLeft

TabLayout.TextAbove

TabLayout.TextBelow

テキストの編集テキストの編集

タブをダブルクリックすることで C1DockingTab に表示されるテキストを編集できます。また、F2 キーを使用して選択状態に

あるタブに表示されているテキストも編集できます。

タブページのマウスオーバースタイルタブページのマウスオーバースタイル

C1DockingTabは、タブにマウスオーバー効果を適用するためのシンプルなプロパティを提供します。 デザイン時に、または

プログラムで HotTrackプロパティを True に設定すると、マウスカーソルがタブの上に置かれたときにタブの外観が変化しま

す。
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C1NavBar の概要の概要

C1NavBar は、情報を複数のカテゴリにグループ化し、情報を整理してすばやく目的の情報にたどり着けるようにするために

使用されます。 プリセットボタンによって表されるいくつかのカテゴリから構成されます。 各ボタンには、テキストと画像を含む

ヘッダーと、ボタンカテゴリに情報を追加するためのパネルがあります。 一度に表示できるカテゴリは１つだけです。残りはボ

タンのみ表示され、関連パネルは隠されます。

C1NavBar の外観と動作のプロパティの外観と動作のプロパティ

C1NavBar には、C1NavBar の動作と外観を制御するためのいくつかの便利なプロパティが用意されています。

C1NavBarには、さまざまな外観プロパティが含まれ、コントロールを視覚的に強化・カスタマイズします。コントロールのスタイ

ル、サイズ、およびレイアウトは、C1NavBar の外観に関するプロパティを使用することによって簡単にカスタマイズできます。

これらのプロパティは、デザイン時に、プロパティウィンドウまたはC1NavBar タスクタスクから設定できます。さらに、NavBar の外観

は、C1NavBar クラスからプログラムで設定することも可能です。

次のセクションでは、C1NavBar コントロールでよく使われる外観および動作プロパティの一部を紹介します。

C1NavBar の視覚スタイルの視覚スタイル

C1NavBarコントロール

は、［［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］、］、
［［Office2007Silver］、［］、［Office2003Blue］、［］、［Office2003Olive］、［］、［Office2003Silver］、［］、［OfficeXP］、［］、［Classic］、［］、［WindowsXP］］ のよう

にいくつかの組み込みスタイルを提供しており、VisualStyleプロパティを使用して簡単に適用できます。

次の表は C1NavBarの各視覚スタイルを示しています。

プロパティ設定 画像

VisualStyle.Custom （［Custom］では、視覚スタイルをカ

スタマイズできます）

VisualStyle.System
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VisualStyle.Office2003Blue

VisualStyle.Office2003Olive

VisualStyle.Office2003Silver
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VisualStyle.OfficeXP

VisualStyle.Classic

VisualStyle.WindowsXP
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VisualStyle.Office2007Blue

VisualStyle.Office2007Black

VisualStyle.Office2007Silver
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VisualStyle.Office2010Blues

VisualStyle.Office2010Black

VisualStyle.Office2010Silver

C1NavBar のパネルスタイルのパネルスタイル

NavBar パネルヘッダーパネルヘッダー
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C1NavBarButton コレクションエディタコレクションエディタで PanelHeader プロパティを使用して、プリセットボタンのヘッダーに表示されるデ

フォルトテキストを変更できます。 ヘッダーのフォントスタイルをカスタマイズするには、PanelHeaderFont プロパティを使用し

ます。

パネルヘッダーの高さはPanelHeaderHeight プロパティで変更できます。

NavBar パネルパネル

C1NavBar パネルの BackColor や BackGroundImage などの外観プロパティは、C1NavBar クラスからカスタマイズでき

ます。

C1NavBar のボタンスタイルのボタンスタイル

C1NavBar は、縦に積み重ねられたプリセットボタンまたはカスタムボタンから構成されています。 プリセットボタンには、〈カ

スタム〉、〈メール〉、〈カレンダー〉、〈連絡先〉、〈タスク〉、〈メモ〉、〈フォルダ〉、〈ショートカット〉、〈ジャーナル〉が含まれていま

す。. 各プリセットボタンには、画像とテキストがあります。 デフォルトでは、画像はテキストの左に表示されます。 ボタンの画像

を C1NavBar 下部のボタンストリップに横に並べて表示することができます。多数のボタンをボタンストリップに表示する場合

は、高さを増やしておくことをお勧めします。ボタンストリップの高さを増やすには、StripHeight プロパティを使用します。 ボタ

ンストリップのデフォルトの高さは、30 ピクセルです。

C1NavBar では、ボタンのスタイルをカスタマイズするためのいくつかの外観プロパティが用意されています。 次の図

は、ImageIndent プロパティとTextImageGap プロパティを示しています。
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ボタンテキストと画像のレイアウトボタンテキストと画像のレイアウト

ImageIndent プロパティと TextImageGap プロパティを使用して、各ボタンのテキストと画像のレイアウトを設定し、目的の

外観を実現することができます、画像のインデントを増やしたい場合は、ImageIndent プロパティを使用します。 画像とテキ

ストの間隔を広げたい場合は、TextImageGap プロパティを使用して、ピクセル幅を増やします。デフォルトで

は、ImageIndent プロパティは６ピクセル、TextImageGap は３ピクセルです。

C1NavBar の縦書きテキストの縦書きテキスト

VisualStyle プロパティを Office2010Black、、Office2010Blue、または Office2010Silver に設定すると、C1NavBar コント

ロールを縮小したときにテキストを縦書きに表示できます。次の図は、C1NavBarコントロールに表示された縦書きテキストの

例です。

この効果を実現するには、UIStrings の CollapsedBarText ユーザーインタフェース文字列の列挙体に、ユーザーがコント

ロールを縮小したときに表示したいテキストを設定します。 また、実行時にコントロールを縮小可能にするには、コントロール

のAllowCollapse プロパティを True に設定する必要がある点についても注意してください。

C1NavBar パネルの埋め込みコントロールパネルの埋め込みコントロール

ラベルなどの任意のコントロールを C1NavBarPanel に埋め込むことができます。

これを行うには、単純に任意のコントロールをパネル上にドラッグします。 次の図は、パネルにラベルコントロールをドラッグす

る様子を示しています。
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C1NavBar の実行時カスタマイズの実行時カスタマイズ

C1NavBar のボタンは、ドロップダウン矢印ボタンをクリックすることで、実行時にカスタマイズできます。

実行時にドロップダウン矢印をクリックすると、次のポップアップメニューが表示されます。

［ボタンのカスタマイズ］メニューは次のように動作します。

追加のボタンを表示追加のボタンを表示

メニューから［追加のボタンを表示追加のボタンを表示 ］コマンド項目をクリックすると、タスクバー領域からボタンが削除され、C1NavBar のパネ

ル領域に配置されます。

追加のボタンを非表示追加のボタンを非表示

［追加のボタンを非表示追加のボタンを非表示］項目をクリックすると、パネルからボタンが削除され、タスクバー領域に配置されます。
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ナビゲーションパネルオプションナビゲーションパネルオプション

［ナビゲーションパネルオプションナビゲーションパネルオプション］項目をクリックすると、［ナビゲーションパネルオプションナビゲーションパネルオプション］ダイアログボックスが開きます。

［ナビゲーションパネルオプション］ダイアログボックスは、以下のコマンドボタンから構成されます。

名前 説明

上に移動 選択したボタンの位置を１つ上に上げます。

下に移動 選択したボタンの位置を１つ下に下げます。

リセット ボタンをリセットし、デフォルトの位置に戻します。

OK 変更を保存し、［ナビゲーションパネルオプションナビゲーションパネルオプション］ダイアログボックスを閉じます。

キャンセル ボタンに加えた変更をキャンセルし、［ナビゲーションパネルオプションナビゲーションパネルオプション］ダイアログボックスを閉

じます。

ボタンの追加／削除ボタンの追加／削除

［ボタンの追加／削除ボタンの追加／削除］項目をクリックすると、C1NavBar に現存するボタンの名前と、チェックボックスから構成されるメニュー

が表示されます。特定のボタンを削除するには、削除したいボタンの名前の横のチェックボックスをクリックします。
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C1OutBar の概要の概要

C1OutBar は、Outlook スタイルのコンテナ／タブコントロールです。 （C1OutPage タイプの）ページのコレクションを提供しま

す。 各ページには、タイトルバーと空のページまたはツールバーボタンのようなコマンドのあるページが含まれます。 ページタ

イトルまたはタイトルバーをクリックすると、そのページが表示され、残りのページが非表示になります。 各ページは、垂直ス

タックに整理されています。 ページは任意のコントロールの格納に使用できますが、ページあたり１つの C1ToolBar を格納す

る場合、特殊処理（スマートスクロールなど）を使用できます。

以降のトピックでは、C1OutBar コントロールの外観と動作について詳しく説明します。

C1OutBar の外観と動作のプロパティの外観と動作のプロパティ

C1OutBar には、タブ項目の動作と外観を制御するためのいくつかの便利なプロパティが用意されています。

C1OutBarには、さまざまな外観プロパティが含まれ、コントロールを視覚的に強化・カスタマイズします。 コントロールのペー

ジスタイル、サイズ、およびレイアウトは、C1OutBar の外観に関するプロパティを使用することによって簡単にカスタマイズで

きます。 これらのプロパティは、デザイン時に、プロパティウィンドウまたはプログラムから設定できます。

次のセクションでは、 C1OutBar コントロールでよく使われる外観および動作プロパティの一部を紹介します。

C1OutBar の視覚スタイルの視覚スタイル

C1OutBar コントロールは、［、［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、
［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、［［Office2003Blue］］、
［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］ のようにいくつかの組み込みスタイル

を提供しており、VisualStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。

次の表は、C1OutBar コントロールの各視覚スタイルを示しています。

プロパティ設定 画像

VisualStyle.Custom （［Custom］では、視覚スタイルをカスタ

マイズできます）

VisualStyle.System

VisualStyle.Office2003Blue

VisualStyle.Office2003Olives

VisualStyle.Office2003Silver
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VisualStyle.OfficeXP

VisualStyle.Classic

VisualStyle.WindowsXP

VisualStyle.Office2007Blue

VisualStyle.Office2007Black

VisualStyle.Office2007Silver

VisualStyle.Office2010Blue

VisualStyle.Office2010Black

VisualStyle.Office2010Silver

ページスタイルページスタイル

C1OutBar コントロールは、［、［Custom］］、［［System］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2010Blue］］、
［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Silver］］、［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、
［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］ のようにいくつかの組み込みスタイルを提供しており、VisualStyle プロパティを使用して簡

単に適用できます。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、VisualStyle プロパティと VisualStyle 列挙

体で置き換えられていることに注意してください。

また、タブページの外観のタイプを選択することもできます。 たとえば、ボタンを画像、テキスト、またはその両方を表示するかを指定

できます。 これを行うには、ButtonLook プロパティを Default、Text、Image、または TextandImage に設定します。
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BackColor、C1OutBar.BackgroundImage、C1OutBar.BackgroundImageLayout、 BackHiColor など、C1OutBar の全般的な

外観プロパティを使用して、アウトバーのスタイルをカスタマイズすることもできます。

C1OutPage.BackColor プロパティを使用すると、各 C1OutPage に異なる背景色を設定することができます。

これらのプロパティを使用して、C1OutBar のページスタイルを変更する方法の詳細については、「C1OutBar の外観の変更」を参照し

てください。

ページに埋め込んだコントロールページに埋め込んだコントロール

TextBox などの任意のコントロールを空のページ（ツールバーのないページ）またはツールバー付きページに埋め込むことが

できます。

空白ページにカレンダーコントロールを追加するには、C1OutPage をクリックしてコントロールを空白ページにドラッグアンドド

ロップします。

Schedule C1OutPage に埋め込んだ標準の .NET Calendar コントロールは次のように表示されます。

ページのサイズ変更ページのサイズ変更

PageTitleHeight を適切な値に設定することで C1OutPage の高さをカスタマイズすることができます。 この場合、すべての

ページタイトルの高さは同じになります。 デフォルト値は 0 です。

次の図は、PageTitleHeight を 40 ピクセルに設定した場合を示しています。

ページのレイアウトと配置ページのレイアウトと配置

C1OutBar は、C1CommandDock が割り当てられているコンテナの上、下、左、右のいずれかにドッキングできます。

次の図は、２つの C1OutBars をフォームの左側と右側にドッキングした様子を示しています。 各 C1OutBar
は、C1CommandDock の内側にドッキングしています。
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C1OutBar には、ページ内のテキストおよび画像配置に関するさまざまなオプションがあります。 ページ内の画像またはテキ

ストは、Align プロパティを使用して、C1OutBar コントロール内のタイトルページ／アウトページの左、右、または中央に配置

できます。

テキストと画像がページタイトルに表示する場合、テキストを画像の上下左右どこに表示するかを制御できると便利で

す。PageLayout プロパティを使用して、テキストの位置をページタイトルの画像の上、下、左、右のいずれかに設定できま

す。PageLayout プロパティのデフォルト値は、TextOnRight です。

次の表は、PageLayout プロパティの値を示しています。

プロパティ設定 画像

PageLayout.TextOnRight

PageLayout.TextonLeft  

PageLayout.TextAbove
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PageLayout.TextBelow

スクロールバースクロールバー

C1OutBar には、C1OutBar の特定のページのスクロールバーを有効にする C1OutPage.AutoScroll プロパティが用意され

ています。 デフォルトでは、C1OutPage.AutoScroll プロパティは無効になっています。 スクロールバーを有効にするに

は、C1OutPage.AutoScroll プロパティを True に設定します。

次の図は、 C1OutBar の２ページ目にあるスクロールバーを示しています。

スクロールバーに加えて、C1OutBar には、C1OutBar のスクロールボタンを有効にするShowScrollButtons プロパティが

あります。. デフォルトでは、このプロパティは有効になっています。 このプロパティを無効にするには、ShowScrollButtons
を False に設定します。
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C1TopicBar の概要の概要

C1TopicBar はトピックバーを表します。 C1OutBar では、コントロールは複数のページを１つのグループにまとめたコレクショ

ンを提供します。一方、C1TopicBar には複数のグループに編成されたページのコレクションが含まれています。

C1TopicBar のページのコレクションは、C1TopicPage 型です。 各ページには、縮小／拡張可能な画像のあるタイトルバー

と、リンクから構成されるコンテンツ領域が含まれています。 各ページ／グループは、１つ以上のリンクを持つことができます。

グループをクリックすると、選択したグループのリンク項目が縮小され、再度クリックすると、選択したグループのリンク項目が

展開されます。 各トピックは、垂直スタックに整理されています。

以降のトピックでは、C1TopicBar コントロールの外観と動作について詳しく説明します。

C1TopicBar の外観と動作のプロパティの外観と動作のプロパティ

C1TopicBar には、タブ項目の動作と外観を制御するためのいくつかの便利なプロパティが用意されています。

C1TopicBar には、さまざまな外観プロパティが含まれ、コントロールを視覚的に強化・カスタマイズします。コントロールの

ページスタイル、サイズ、およびレイアウトは、C1TopicBar の外観に関するプロパティを使用することによって簡単にカスタマ

イズできます。 これらのプロパティは、デザイン時に、プロパティウィンドウまたはプログラムから設定できます。

C1TopicBar には、いくつかの便利なプロパティがあり、タブページを閉じる、タブを並べ替える、タブページのマウスオーバー

効果などの動作を変更できます。

次のセクションでは、C1TopicBar コントロールでよく使われる外観および動作プロパティの一部を紹介します。

C1TopicBar の視覚スタイルの視覚スタイル

C1TopicBar コントロール

は、［［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、
［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］ のようにいくつかの組み込みスタイルを提供してお

り、VisualStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。

次の表は、C1TopicBarコントロールの各視覚スタイルを示しています。

プロパティ設定 画像

VisualStyle.Custom （［Custom］では、視覚スタイルをカスタマイズできます）

VisualStyle.System

VisualStyle.Office2003Blue

VisualStyle.Office2003Olive
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VisualStyle.Office2003Silver

VisualStyle.OfficeXP

VisualStyle.Classic

VisualStyle.WindowsXP

VisualStyle.Office2007Blue

VisualStyle.Office2007Black

VisualStyle.Office2007Silver
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VisualStyle.Office2010Blue

VisualStyle.Office2010Black

VisualStyle.Office2010Silver

縮小／拡張可能なトピックページ縮小／拡張可能なトピックページ

Collapsed プロパティを使用して、ページの拡張／縮小を指定できます。特定のページを縮小／拡張したり、すべてのページ

を縮小／拡張することができます。

デザイン時に特定のページを縮小するにはデザイン時に特定のページを縮小するには

デザイン時に特定のページを縮小するには、C1TopicBar コントロールで目的のページを選択し、［C1TopicBar タスクタスク］メ

ニューを開き、Collapsed プロパティを True に設定します。

すべてのページをプログラムで縮小または拡張するにはすべてのページをプログラムで縮小または拡張するには

すべてのページをプログラムで縮小するには、CollapseAll メソッドを使用します。またはすべてのページを拡張するに

は、ExpandAll メソッドを使用します。

C1TopicBar スタイルスタイル

C1TopicBar コントロール

は、［［Custom］］、［［System］］、［［Office2010Blue］］、［［Office2010Black］］、［［Office2010Silver］］、［［Office2007Blue］］、［［Office2007Black］］、［［Office2007Silver］］、
［［Office2003Blue］］、［［Office2003Olive］］、［［Office2003Silver］］、［［OfficeXP］］、［［Classic］］、［［WindowsXP］］のようにいくつかの組み込みスタイルを提供しており、

VisualStyle プロパティを使用して簡単に適用できます。 LookAndFeel プロパティと LookAndFeelEnum 列挙体は廃止され、VisualStyle プロパティと

VisualStyle列挙体で置き換えられていることに注意してください。C1TopicBar に視覚スタイルを適用する方法の詳細については、「視覚スタイルの変更」を参照

してください。

SpecialStyleプロパティにより C1TopicBar のページヘッダを濃くすることが可能です。トピックページに特殊スタイルを適用し、ページヘッダーの背景色を暗くする

こともできます。 トピックページに特殊スタイルを適用するには、SpecialStyle プロパティを使用します。

BackColor、BackgroundImage、BackgroundImageLayout、ForeColor などの、C1TopicBar の全般的な外観プロパティを使用して、C1TopicBar のスタイル

をカスタマイズすることもできます。

C1TopicBar のアニメーションのアニメーション

トピックページは、縮小／拡張時にアニメーション効果を付けることができます。 トピックページにアニメーション効果を付ける

には、Animation プロパティを使用します。

アニメーションを適用する方法については、「展開／縮小アニメーションの変更」を参照してください。
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C1TopicPage のレイアウトと配置のレイアウトと配置

C1TopicBar は、C1CommandDock が割り当てられているコンテナの上、下、左、右のいずれかにドッキングできます。

C1TopicBar には、ページ内のテキスト配置に関するさまざまなオプションがあります。 ページ内のテキストは、Align プロパ

ティを使用して、 C1TopicBar コントロール内のタイトルバーの左、右、または中央に配置できます。トピックページに画像を表

示する場合、テキストはデフォルトで画像の後ろに表示されます。デザインやプログラムで C1Topic.Align プロパティの使用方

法については、「C1TopicPage 内のテキストの配置」を参照してください。

以下のテーブルは C1TopicPage.Align プロパティを説明します:

以下の画像は Align プロパティの影響を説明します:　

C1TopicBar のツールチップのツールチップ

トピックバーには、TooltipText プロパティがあり、ユーザーフレンドリーなアプリケーションを作成するために使用できます。

たとえば、各トピックページにツールチップを追加して、ユーザーにそのトピックページに関する詳細情報を提供することができ

ます。 ツールチップは、コントロールの上にマウスカーソルを置いたときにテキストを表示するために使用します。C1TopicBar
にツールチップを適用する方法については、「リンクページへのツールチップの追加」を参照してください。
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ラジアルメニューの概要ラジアルメニューの概要

C1RadialMenu は C1ContextMenu に似たコンポーネントですが、コマンドまたはボタンが円形に配置されている点が異なり

ます。また、フォームをクリックしたり、タッチ対応デバイスでは項目にタップするたびにポップアップするボタンからアクセスしま

す。C1RadialMenu は、マウスとキーボードのほか、タッチ対応モニタを使用したタッチ操作をサポートします。

C1RadialMenu は、いくつかのセグメントに分かれた円形のメニューとして表示されます。ラジアルメニューの中心には、内側

半径ボタンと呼ぶ中央ボタンがあります。ラジアルメニューの各セグメントから別のラジアルメニューを表示できます。サブメ

ニュー項目がある場合は、セグメントの境界に矢印ボタンが表示されます。矢印をクリックすると、別のラジアルメニューが表

示され、その中のセグメントにサブメニュー項目が表示されます。

コンテキストメニューやポップアップメニューと同様にラジアルメニューは、要求された場合にのみ表示されるので、

C1RadialMenu.Show メソッドを使用して、C1RadialMenu をフォームに表示する方法を指定する必要があります。必要な場合

にのみ C1RadialMenu を表示することで、見た目にすっきりとし、無駄なメモリの使用もなくなります。

次のコード例は、フォームにコンポーネントを追加した後で、C1RadialMenu を表示する簡単な方法を示します。

C1RadialMenu を展開して表示する引数を指定したり、中心を計算するメソッドを作成することもできます。

C1RadialMenuItems や C1RadialCommandMenuItems がまだ追加されていない場合は、中央ボタンだけが表示されます。

C#

c1RadialMenu1.ShowMenu(this, new Point(350, 350));

Visual Basic

c1RadialMenu1.ShowMenu(Me, New Point(350, 350))

アプリケーションを実行すると、C1RadialMenuItem や C1RadialCommandMenuItem がまだ追加されていないので、

C1RadialMenu は中央ボタンだけが表示されます。

次の画像は、いくつかの RadialMenuItem とサブ RadialMenuItem から成る C1RadialMenu を示します。C1RadialMenu
に追加された RadialMenuItem はそれぞれ１つのセグメントとして表示され、セグメントをクリックまたはタップすると、サブ

RadialMenuItem を含む新しい円形の C1RadialMenu が表示されます。
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ラジアルメニュの外観と動作ラジアルメニュの外観と動作

次のセクションでは、C1RadialMenu コントロールで使用される共通の外観と動作のプロパティの一部について説明します。

ラジアルメニュアニメーションラジアルメニュアニメーション

ラジアルメニューが開くまたは閉じるときに、アニメーション効果を付けることができます。トピックページにアニメーション効果

を追加するには、UseAnimation プロパティを使用します。

ラジアルメニューツールチップラジアルメニューツールチップ

ラジアルメニュー項目とラジアルコマンド項目には、ユーザーフレンドリアプリケーションを作成するための

RadialMenuItem.ToolTip プロパティと RadialMenuCommandItem.ToolTip プロパティがあります。たとえば、各メニュー

項目ページにツールチップを追加して、項目またはコマンドに関する詳細情報をユーザーに提供できます。ツールチップは、項

目上にマウスが置かれたときにテキストを表示するために使用されます。

C1RadialMenu.TooltipPostion プロパティは、ラジアルメニューに対するツールチップテキストの位置を指定するために用

意されています。Left、Top、Right、Bottom、または None（位置を指定しない場合）から選択できます。

半径と内半径のプロパティ半径と内半径のプロパティ

Radial メニューは、内側半径を持つドーナツグラフに似ています。ラジアルメニューの内側半径は、外側にある項目の背景色

で描かれた領域と、内側にあるラジアルメニュー自体の背景色で描かれた領域とを分ける半径を指定します。内側半径のサ

イズは、C1RadialMenu.InnerRadius プロパティを使用して調整できます。ラジアルメニューの中央の円は、中央ボタンです。

中央ボタンのデフォルトのサイズは 28 で、C1RadialMenu.ButtonRadius プロパティを使用して調整できます。

C1RadialMenuを非表示にするを非表示にする

C1RadialMenu は、フォーカスを失うと自動的に非表示になるように設定されています。C1RadialMenu を常に表示したままに

するには、C1RadialMenu.AutoHide プロパティを False に設定します。
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センターボタンのサイズを縮小するセンターボタンのサイズを縮小する

中央ボタンのデフォルトのサイズは 28 で、次のように表示されます。

中央ボタンのサイズをデフォルトサイズの 28 から 15 に縮小するには、次のコードを使用します。

C#

c1RadialMenu1.ButtonRadius = 15;

Visual Basic

c1RadialMenu1.ButtonRadius = 15

ButtonRadius サイズを 28 から 15 に縮小すると、次のように表示されます。
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C1RadialMenuチュートリアルチュートリアル

このセクションでは、基本的なラジアルメニューを作成する手順を説明します。このチュートリアルでは、Show メソッドを使用し

てフォームにラジアルメニューを表示する方法および RadialMenuItem とサブ RadialMenuItem を追加する方法を学びます。

以下の手順を実行すると、次のようなラジアルメニューが表示されます。

 

手順１：最初のメニューとサブメニュー項目の追加手順１：最初のメニューとサブメニュー項目の追加

フォームのデザイナまたはプログラムを使用して、C1RadialMenu コンポーネントをフォームに追加することができます。アプリ

ケーションの実行時に C1RadialMenu を表示するには、設計時とプログラムのどちらの方法でも、Show メソッドを呼び出す必

要があります。

C1Radial に RadialMenuItems を追加するには、次の手順に従います。

1. 新しい Windows フォームプロジェクトを作成します。

2. ツールボックスからフォームに C1RadialMenu コンポーネントを追加します。

3. アプリケーションの実行時に C1RadialMenu を表示するには、次のコードを追加して Show メソッドを呼び出します。

C#

c1RadialMenu1.ShowMenu(this, new Point(350, 350));

Visual Basic

c1RadialMenu1.ShowMenu(Me, New Point(350, 350))

4. C1RadialMenu コンポーネントを右クリックし、［プロパティ］［プロパティ］を選択します。

5. Items プロパティの横の省略符ボタンをクリックします。RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタが表示されます。

6. ［追加］［追加］ドロップダウンボタンをクリックし、RadialMenuItem を選択します。これをさらに５回繰り返して、６個の

RadialMenuItem を作成します。
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7. radialMenuItem1 を選択し、Text プロパティを Locations に、ToolTip を International and local C1 sites
に、Name を rmiLocale に設定します。

8. Image プロパティの横の省略符ボタンを選択します。［リソースの選択］［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

9. ［インポート］［インポート］ボタンをクリックして、Project リソースファイルに追加する画像ファイルを見つけます。

10. ［プロジェクトリソースファイル］［プロジェクトリソースファイル］ドロップダウンリストボックスで、画像（flag_generic など）を選択し、［［OK］］をクリックしま

す。

11. rmiLocale を選択し、Items プロパティの横にある省略符ボタンをクリックします。RadialMenuItemBase コレクションコレクション

エディタエディタが表示されます。

12. ［追加］［追加］ドロップダウンボタンをクリックし、RadialMenuItem をクリックします。これを６回繰り返します。これらのメニュー

項目は、radialMenuItem1 のサブメニュー項目になります。

13. radialMenuItem7 を選択し、ToolTip を「USA and International」に、Name を rmiUS に設定します。

14. Image プロパティの横の省略符ボタンを選択します。［リソースの選択］［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

15. ［プロジェクトリソースファイル］［プロジェクトリソースファイル］ドロップダウンリストボックスで、画像（flag_usa など）を選択し、［［OK］］をクリックします。

16. RadialMenuItem1 を選択し、ToolTip プロパティを Disabled 項目項目に、Enabled プロパティを False に設定します。

17. ３番目のメニュー項目 radialMenuItem8 を選択し、ToolTip プロパティを China に、Name を rmiChina
に、UserData を locale に設定します。

18. Image プロパティの横の省略符ボタンを選択します。［リソースの選択］［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

19. ［プロジェクトリソースファイル］［プロジェクトリソースファイル］ドロップダウンリストボックスで、画像（flag_china など）を選択し、［［OK］］をクリックしま

す。

20. radialMenuItem9 を選択し、ToolTip プロパティを Japan に、Name プロパティを rmiJapan に、UserData プロパ

ティを locale に設定します。

21. Image プロパティの横の省略符ボタンを選択します。［リソースの選択］［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

22. ［プロジェクトリソースファイル］［プロジェクトリソースファイル］ドロップダウンリストボックスで、画像（flag_japan など）を選択し、［［OK］］をクリックしま

す。

23. radialMenuItem10 を選択し、ToolTip プロパティを India に、Name プロパティを rmiIndia に、UserData を
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locale に設定します。

24. Image プロパティの横の省略符ボタンを選択します。［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

25. ［プロジェクトリソースファイル］［プロジェクトリソースファイル］ドロップダウンリストボックスで、画像（flag_india など）を選択し、［［OK］］をクリックしま

す。

26. radialMenuItem11 を選択し、ToolTip プロパティを South Korea に、Name プロパティを rmiSouthKorea
に、UserData プロパティを locale に設定します。

27. Image プロパティの横の省略符ボタンを選択します。［リソースの選択］［リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

28. ［プロジェクトリソースファイル］ドロップダウンリストボックスで、画像（flag_south_korea など）を選択し、［［OK］］をクリッ

クします。

29. radialMenuItem12 を選択し、ToolTip プロパティを Disabled 項目に、Enabled プロパティを False に設定します。

30. ［［OK］］をクリックして保存し、RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタを閉じます。

31. プロジェクトを実行すると、次のようになります。

矢印をクリックまたはタップすると、別の Radial メニューに Locations RadialMenuItem のサブ RadialMenuItem が表示され

ます。

中央の戻るボタン矢印をクリックすると、前の Locations RadialMenuItem に戻ることができます。
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手順２：次のメニューとサブメニュー項目の追加手順２：次のメニューとサブメニュー項目の追加

この手順では、既存の Products メニューにサブメニュー項目を追加します。

1. RadialMenu プロパティウィンドウで、Items プロパティの横にある省略符ボタンをクリックしま

す。RadialMenuBaseItem コレクションエディタが表示されます。

2. Members リストから radialMenuItem2 を選択し、Name プロパティを rmiProducts に、Text プロパティを Products
に設定します。

3. Items プロパティの横の省略符ボタンをクリックします。RadialMenuBaseItem コレクションエディタが表示されます。

4. ［追加］［追加］ドロップダウンボタンをクリックし、RadialMenuItem を選択します。これを繰り返して、６個の RadialMenuItem
を作成します。

5. 最初のメンバ radialMenuItem2 を選択し、Image プロパティを ultLogo_32 に、ToolTip プロパティを Studio
Ultimate に、Name プロパティを rmiStuUlt に設定します。

6. ２番目のメンバ radialMenuItem7 を選択し、Image プロパティを seLogo_32 に、ToolTip プロパティを Studio
Enterprise に、Name プロパティを rmiStuEnt に設定します。

7. ３番目のメンバ radialMenuItem8 を選択し、Image プロパティを c1powersuite_logo_32 に、ToolTip プロパティ

を Enterprise-ready reporting and spreadsheets controls for .NET applications に、Name プロパティを

rmiStuPower に設定します。

8. ４番目のメンバ radialMenuItem9 を選択し、Image プロパティを winformsLogo_321 に、Tooltip プロパティを

Studio for WinForms に、Name プロパティを rmiStuWinForms に設定します。

9. ５番目のメンバ radialMenuItem10 を選択し、Image プロパティを wpfLogo_32 に、Tooltip プロパティを Studio
for WPF に、Name プロパティを rmiStuWPF に設定します。

10. ６番目のメンバ radialMenuItem11 を選択し、Image プロパティを aspLogo_32 に、ToolTip プロパティを Studio
for ASP.NET Wijmo に、Name プロパティを rmiStuWijmo に設定します。

11. ［［OK］］をクリックして保存し、RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタを閉じます。

12. ［［OK］］をクリックして保存し、RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタを閉じます。

13. プロジェクトを実行すると、次のようになります。

２番目の RadialMenuItem の［Products］が追加されていることがわかります。［Products］メニューをクリックすると、次のよう

なサブメニューが表示されます。
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メニュー項目の上にマウスポインタを置くと、そのツールチップが表示されます。メインのラジアルメニューに戻るには、戻るボ

タンをクリックします。

手順３：残りの手順３：残りのRadialMenu項目の追加項目の追加

この手順では、既存の Products メニューにサブメニュー項目を追加します。

1. C1RadialMenu プロパティウィンドウで、Items プロパティの横にある省略符ボタンをクリックしま

す。RadialMenuBaseItem コレクションエディタが表示されます。

2. Members リストから radialMenuItem3 を選択し、Image プロパティを bullet_ball_glass_red に、Text プロパティ

を ON に、Checked プロパティを True に、Name プロパティを rmiCheck に、UserData プロパティを Check に設定

します。

3. Members リストから radialMenuItem4 を選択し、Image プロパティを Help に、Text プロパティを Help
に、ToolTip プロパティを Get help に、Name プロパティを rmiHelp に設定します。

4. Items プロパティの横の省略符ボタンをクリックします。RadialMenuBaseItem コレクションエディタが表示されます。

5. ［追加］［追加］ドロップダウンボタンをクリックし、RadialMenuItem を選択します。これを繰り返して、４個の RadialMenuItem
を作成します。

6. Members リストから radialMenuItem2 を選択し、Text プロパティを Documents に、Name プロパティを rmiDocs
に設定します。

7. Members リストから radialMenuItem3 を選択し、Text プロパティを Samples に、Name を rmiSamples に設定し

ます。

8. Members リストから radialMenuItem4 を選択し、Text プロパティを Demo に、Name プロパティを rmiDemos に
設定します。

9. Members リストから radialMenuItem5 を選択し、Text プロパティを Demos に、Name プロパティを rmiDemos
に設定します。

10. Members リストから radialMenuItem6 を選択し、Text プロパティを Videos に、Name プロパティを rmiVideos に
設定します。

11. ［［OK］］をクリックして保存し、RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタを閉じます。

12. RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタで、Members リストから radialMenuItem5 を選択し、Image プロパ

ティを shoppingcart_full1 に、Text プロパティを Shop に、ToolTip プロパティを Shop C1 に、Enabled プロパティ

を False に、Name プロパティを rmiStore に設定します。

13. Members リストから radialMenuItem6 を選択し、Image プロパティを bullet_ball_glass_grey に、Text プロパティ

を Disabled に、ToolTip プロパティを Disabled Item に、Enabled プロパティを False に設定します。

14. ［［OK］］をクリックして保存し、RadialMenuItemBase コレクションエディタコレクションエディタを閉じます。

15. プロジェクトを実行すると、次のようになります。
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無効のメニューは灰色の境界線で表示されます。チェックされたメニュー（オン）には、灰色の境界線の内縁に沿って薄い青色

の境界線が表示されます。ヘルプボタンをクリックすると、新しいラジアルメニューが開き、ヘルプメニューのサブメニューが表

示されます。
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タスク別ヘルプタスク別ヘルプ

「タスク別ヘルプ」セクションでは、ユーザーの皆様が Visual Studio 環境のプログラミングに精通しており、C1Command コン

トロールを使用する一般的な方法を理解していることを前提としています。

各トピックは、C1Command を使用して特定のタスクを行うためのソリューションを提供します。

また、タスクベースのヘルプトピックは、新しい .NET プロジェクトが既に作成されていることを前提としています。

C1MainMenu のタスクのタスク

このセクションでは、メニューに関する具体的なタスクを実行する方法を示します。

C1MainMenu へメニュー項目の追加へメニュー項目の追加

このトピックでは、 C1MainMenu コントロールと C1CommandMenu コントロールをフォームに追加する方法について説明し

ます。

メモ：メモ：C1MainMenu は、メインメニューを表すコントロールです。メニューの項目を表すコマンドリンクのコレクションが含

まれます。フォームには、メインメニューを１つだけ追加できます。C1CommandMenu は１つのメニューを表すコマンド

です。

設計時に C1MainMenu にメニュー項目を追加する

設計時に［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスを使用して C1MainMenu二メニュー項目をを追加するには、次の手順に従い

ます。

1. ドラッグ＆ドロップ操作でフォームに C1MainMenu を配置します。フォームの下のコンポーネントトレイに

C1CommandHolder が自動的に表示されます。

2. ［新規コマンド新規コマンド］というテキストを右クリックし、コンテキストメニューから［編集［編集］を選択します。［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアロ

グボックスが表示されます。

3. ［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスで［コマンドテキストコマンドテキスト］フィールドを選択し、「メニュー１メニュー１(&M)」と入力します。
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4. 《《OK》》を選択します。新しいメニュー（メニュー１）が表示されます。次に、設計時にフォームに表示されるメニューの外

観を示します。

実行時に C1MainMenu にメニュー項目を追加する

プログラムで C1MainMenu にメニュー項目を追加することもできます。プログラムで C1MainMenu にメニュー項目を追加す

るには、次の手順に従います。

1. C1.Win.C1Command 名前空間をプロジェクトの参照に追加します。

2. ソースファイルで名前空間を宣言し、メニューを保持する C1CommandHolder を追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command
Dim ch As C1CommandHolder = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command;
C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this);

3. 新しいメインメニューを作成し、フォームにメインメニューコントロールを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim mm As New C1MainMenu
Me.Controls.Add(mm)

C# コードの書き方

C#

C1MainMenu mm = new C1MainMenu();
this.Controls.Add(mm);

4. コマンドを保持するサブメニューを作成し、新しいメニューの Text プロパティを設定します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim mmenu As C1CommandMenu = CType(ch.CreateCommand(GetType(C1CommandMenu)), 
C1CommandMenu)
mmenu.Text = "メニュー１(&M)"

C# コードの書き方

C#

C1CommandMenu mmenu = ch.CreateCommand(typeof(C1CommandMenu)) as C1CommandMenu;
mmenu.Text = "&menu1";
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5. 新しいサブメニューにコマンドリンクを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

mm.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(mmenu)) 

C# コードの書き方

C#

mm.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(mmenu));

6. アプリケーションを保存し、実行します。実行時、新しいメニュー項目は、次の図のようにフォームに表示されます。

メニューにアイコンの追加メニューにアイコンの追加

メニューにアイコンを追加するには、次のコードを使用します。 

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'Bitmapの新しいインスタンスを作成し、それをコマンドオブジェクトの Image プロパティに割り当てます。

C1Command1.Image = New System.Drawing.Bitmap(“D:\componentOne\Images\App.ico”)

C# コードの書き方

C#

//Bitmapの新しいインスタンスを作成し、それをコマンドオブジェクトの Image プロパティに割り当てます。

c1Command1.Image = new System.Drawing.Bitmap(@"D:\componentOne\Images\App.ico");

メニュー項目を現在のメニュー項目の前に追加メニュー項目を現在のメニュー項目の前に追加

デザイン時にメニュー項目を挿入するには、 C1MainMenu のコンテキストメニューから［項目の挿入項目の挿入］を選択します。［項目の項目の

挿入挿入］コマンドは、新しいメニュー項目を現在の項目の前に挿入します。デザイン時にメニュー項目を挿入するには、以下の手

順を実行します。

1. ドラッグ＆ドロップ操作で C1MainMenuコントロールをフォームに配置します。

2. C1MainMenu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［項目の挿入項目の挿入］を選択します。

［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］ダイアログボックスが表示されます。
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3. ［テキスト］［テキスト］フィールドに［メニュー１メニュー１］を入力し、〈、〈OK〉〉を選択します。デザイン時のグラフィックでフォーム上にメニュー項

目が表示されます。

メニュー項目を現在のメニュー項目の後に追加メニュー項目を現在のメニュー項目の後に追加

デザイン時に新しいメニュー項目を現在のメニューの最後の項目最後の項目の後に追加するには、以下の手順を実行します。

1. ドラッグ＆ドロップ操作で C1MainMenu コンポーネントをフォームに配置します。

2. C1MainMenu を右クリックし、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択します。［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナ

が表示されます。

3. ［テキストテキスト］フィールドに［メニュー２メニュー２］を入力し、〈、〈OK〉〉を選択します。デザイン時のグラフィックでフォーム上にメニュー項

目が表示されます。
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［コマンドにリンクする］デザイナから標準のメニュー項目を追加［コマンドにリンクする］デザイナから標準のメニュー項目を追加

［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナから組み込み画像を持つ標準のコマンド項目を追加するには、以下の手順を実行します。

1. C1MainMenu コントロールから、空のコマンド項目をダブルクリックします。［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナが表示さ

れます。

2. リストボックスから標準コマンドの１つ（［検索検索］など）を選択します。

3. 〈〈OK〉〉をクリックします。

新しいコマンド項目とその組み込み画像がフォームの C1MainMenu コントロールに表示されます。.

4. ［検索検索］メニューを選択し、そのツールバーから〈C1CommandLink プロパティプロパティ〉ボタンを選択しま

す。C1CommandLink プロパティのダイアログ ボックスが表示されます。
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注意：注意：スマートデザイナが有効でない場合コマンド項目のツールバーは表示されません。

5. ［ボタンの外観ボタンの外観］ドロップダウンボックスをクリックし、TextAndImage を選択します。

組み込み画像が［検索］テキストの横に表示されます。

注意：注意：標準コマンド項目を C1ToolBar コントロールに追加する場合も同じ手順を適用できます。

サブメニューの追加サブメニューの追加

サブメニューをデザイナまたはコードで追加することができます。下記のリンクをクリックしてそれぞれの手順を参照できます。

設計時にサブメニューを追加する

新しいコマンドリンクを現在選択されているコマンドリンクによってリンクされたメニュー（C1CommandMenu または

C1ContextMenu）に追加するには、以下の手順を実行します。

注意：注意：現在のコマンドリンクがC1CommandMenuまたは C1ContextMenuタイプのコマンドにリンクされていない場

合、この項目は無効です。

1. C1MainMenu の既存のメニュー項目を右クリックし、コンテキストメニューから［子項目の追加子項目の追加］を選択します。

［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナが表示されます。

2. ［テキストテキスト］テキストボックスフィールドに［サブメニュー１サブメニュー１］を入力し、〈、〈OK〉〉を選択します。メニューは次のように表示され

ます。

プログラムによるサブメニューを追加する
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プログラムで C1CommandHolder を追加するには、メニュー項目を作成し、次にサブメニュー項目を作成する必要がありま

す。それには、次の手順に従います。

1. C1.Win.C1Command 名前空間をプロジェクトの参照に追加します。

2. ソースファイルで名前空間を宣言します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command

3. フォームをダブルクリックして Form_Load イベントのハンドラーを作成します。そして、イベントハンドラーに以下の手順

にあるサンプルコードを追加します。

4. メニューを保持する C1CommandHolder を追加し、新しいメインメニューを作成します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim ch As C1CommandHolder = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)
Dim mm As New C1MainMenuim

C# コードの書き方

C#

C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this)
C1MainMenu mm = new C1MainMenu();

5. フォームにメインメニューコントロールを追加し、コマンドを保持するメインメニューを作成した後で、新しいメニューの

Text プロパティを設定します。 

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.Controls.Add(mm)
Dim mmenu As C1CommandMenu = CType(ch.CreateCommand(GetType(C1CommandMenu))
mmenu.Text = "メニュー１(&M)"

C# コードの書き方

C#

this.Controls.Add(mm)
C1CommandMenu mmenu = ch.CreateCommand(typeof(C1CommandMenu)) as C1CommandMenu;
mmenu.Text = "メニュー１(&M)"

6. 新しいメインメニューにコマンドリンクを追加した後で、「メニュー１」の下にメニュー項目を作成して設定します。メニュー

にコマンドを入れます。 

Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic

mm.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(mmenu))
Dim submenu As C1Command = ch.CreateCommand()

C# コードの書き方

C#

mm.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(mmenu));
C1Command submenu = ch.CreateCommand();

7. 新しいサブメニュー項目にテキストを追加し、サブメニュー項目に新しい

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

submenu.Text = "submmenu 1"
'サブメニュー項目に新しい c1commandlink を追加します。 
mmenu.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(submenu))

C# コードの書き方

C#

submenu.Text = "submenu 1";
//サブメニュー項目に新しい c1commandlink を追加します。

mmenu.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(submenu))

メニューは、次の図のように表示されます。

複数のサブメニューの追加複数のサブメニューの追加

サブメニューをデザイナまたはコードで追加することができます。下記のリンクをクリックしてそれぞれの手順を参照できます。

設計時に複数のサブメニューを追加する

設計時にサブメニューとサブメニュー内に別のメニューを追加するには、次の手順に従います。

1. ドラッグ＆ドロップ操作で C1MainMenu コントロールをフォームに配置します。

2. C1MainMenu を右クリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択します。

［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［コマンドテキストコマンドテキスト］ボックスに「メニュー１メニュー１」と入力し、《、《OK》》をクリックします。メニューが次のように表示されます。
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4. ［新規コマンド新規コマンド］をクリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択します。［コマンドテキストコマンドテキスト］ボックスに「メニュー項目メニュー項目

１１」と入力し、《、《OK》》を選択します。

5. フォームで［メニュー１メニュー１］をクリックします。

6. フォームで［メニュー項目１メニュー項目１］をクリックし、コンテキストメニューから［項目の追加［項目の追加］を選択します。

［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスが表示されます。

7. ［コマンドテキストコマンドテキスト］ボックスに「メニュー項目２メニュー項目２」と入力し、《、《OK》》を選択します。メニューが次のように表示されます。

8. フォームで［メニュー項目２メニュー項目２］をクリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択します。［コマンドの編集］ダイアログ

ボックスが表示されます。

9. ［コマンドタイプコマンドタイプ］ボックスで［C1CommandMenu］を選択し、《、《OK》》を選択します。

［コマンドタイプコマンドタイプ］ボックスで［C1CommandMenu］を選択し、《OK》を選択します。

10. ［新規コマンド新規コマンド］メニュー項目を選択し、コンテキストメニューから［編集編集］を選択します。

11. ［コマンドテキストコマンドテキスト］ボックスに「サブメニュー１サブメニュー１」と入力し、《、《OK》》をクリックします。メニューは、次の画像のように表示さ

れます。

Menus and Toolbars for WinForms  

150 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



プログラムによる複数のサブメニューを追加する

プログラムでサブメニューとサブメニュー内に別のメニューを追加するには、次の手順に従います。

1. C1.Win.C1Command 名前空間をプロジェクトの参照に追加した後で、ソースファイルで名前空間を宣言します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command;

2. フォームをダブルクリックして Form_Load イベントのハンドラーを作成します。そして、イベントハンドラーに以下の手

順にあるサンプルコードを追加します。

3. メニューを保持するC1CommandHolder を追加し、新しい C1MainMenu オブジェクトを作成します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim ch As C1CommandHolder = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)
Dim mm As New C1MainMenu

C# コードの書き方

C#

C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this)
C1MainMenu mm = new C1MainMenu();1MainMenu;

4. フォームにメインメニューコントロールを追加し、コマンドを保持するメインメニューを作成します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.Controls.Add(mm)
Dim mmenu As C1CommandMenu = CType(ch.CreateCommand(GetType(C1CommandMenu)), 
C1CommandMenu)

C# コードの書き方
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C#

this.Controls.Add(mm)
C1CommandMenu mmenu = ch.CreateCommand(typeof(C1CommandMenu)) as C1CommandMenu;

5. 新しいメニューのテキストプロパティを設定し、新しいメインメニューにコマンドリンクを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

mmenu.Text = "メニュー１(&M)"
mm.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(mmenu)

C# コードの書き方

C#

mmenu.Text = "メニュー１(&M)";
mm.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(mmenu));

6. メニュー（メニュー１メニュー１）の下にメニュー項目を作成して設定した後で、メニューにコマンドを入れます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim menuitem1 As C1Command = ch.CreateCommand()

C# コードの書き方

C#

C1Command menuitem1 = ch.CreateCommand()

7. 新しいメニュー項目にテキストを追加し、menuitem1 に新しい C1CommandLink を追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

menuitem1.Text = "メニュー項目１"
'menumitem1 に新しい c1commandlink を追加します。

mmenu.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(menuitem1))

C# コードの書き方

C#

menuitem1.Text = "メニュー項目１"
//menumitem1 に新しい c1commandlink を追加します。

mmenu.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(menuitem1))

8. メニュー（メニュー１メニュー１）の下の２番目のメニュー項目に新しいコマンドメニューを作成し、新しい menuitem2 メニューのコ

マンドリンクを追加します。menuitem2 は、サブメニューを保持するメニューになります。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim menuitem2 As C1CommandMenu = New C1CommandMenu()
menuitem2.Text = "メニュー項目２"
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mmenu.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(menuitem2))

C# コードの書き方

C#

C1CommandMenu menuitem2 = new C1CommandMenu();
menuitem2.Text = "メニュー項目２";
mmmenu.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(menuitem2))

9. 新しい menuitem2 メニューにサブメニューを作成し、名前を「サブメニュー１」にした後で、submenu1 のコマンドリン

クを追加します。 

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim submenu1 As C1Command = ch.CreateCommand()
submenu1.Text = "Submenu 1"
menuitem2.CommandLinks.Add(New C1CommandLink(submenu1))

C# コードの書き方

C#

C1Command submenu1 = ch.CreateCommand()
submenu1.Text = "Submenu 1"
menuitem2.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(submenu1));

10. アプリケーションを保存し、実行します。実行時にメニューは次のように表示されます。

メニューへのショートカットキーの適用メニューへのショートカットキーの適用

このトピックでは、ショートカットキーやニーモニックキーを使用して、マウスの代わりにキーボードでメニューにアクセスする方

法について説明します。

設計時にメニュー項目にショートカットキーを追加するには設計時にメニュー項目にショートカットキーを追加するには

1. フォームに C1MainMenu コントロールを追加します。

2. C1MainMenu 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［編集編集］を選択し、《、《OK》》をクリックします。

メニューのデフォルト名は、「新規コマンド新規コマンド」です。

3. ［新規コマンド新規コマンド］項目を右クリックし、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。 C1CommandLink のプロパ

ティウィンドウで C1Command ノードを展開してShortcutプロパティを選択し、［ショートカット］リストボックスから［F6］
を選択します。

注意注意：以下は、ショートカットキーの機能を実際に使用してみるための手順です。
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4. フォームに PictureBox コントロールを追加します。

［新規コマンド新規コマンド］をダブルクリックして、New Command のクリックイベントのイベントハンドラを作成します。

イベントハンドラ内に、PictureBox の背景色を紫色に変更するコードを挿入します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

If sender Is c1CommandMenu1 Then 
        Me.pictureBox1.BackColor = Color.Violet
End If

C# コードの書き方

C#

if (sender == c1CommandMenu1)
        {
                this.pictureBox1.BackColor = Color.Violet
        }

5. アプリケーションを実行し、フォームが表示されたら［F6］キーを押します。フォームにピクチャーボックスが表示されま

す。

プログラムでメニュー項目にショートカットキーを追加するにはプログラムでメニュー項目にショートカットキーを追加するにはo

1. ソースファイルで、ショートカットキーを設定するメニュー内の項目を見つけます。

2. 次のコードを入力して、C1CommmandMenu1 にショートカットキーを作成します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.C1CommandMenu1.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.F6

C# コードの書き方

C#

this.C1CommandMenu1.Shortcut = System.Windows.Forms.Shortcut.F6;

ショートカットキーのテキストのローカライズショートカットキーのテキストのローカライズ

ショートカットキーのテキストをローカライズするには、次の手順を実行します。

1. C1MainMenu コントロールをフォームに追加します。

2. 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［編集［編集］を選択します。
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3. ［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］ダイアログボックスの〈〈OK〉〉をクリックします。

4. ［プロパティプロパティ］ドロップダウンリストから C1CommandLink2を選択します。

5. ［新しいコマンド新しいコマンド］を右クリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択します。［テキストテキスト］テキストボックスに［ファイ

ル］と入力し、〈〈OK〉〉をクリックします。

6. プロパティウィンドウで、C1CommandLink2.Commandノードを指定して展開します。

7. C1CommandLink2.Shortcutプロパティを選択し、ドロップダウンリストから F3を選択します。

8. C1CommandLink2.ShortcutText プロパティを選択し、それを F3（このトピックの場合）に設定します。

ショートカットのテキストが次の図のように表示されます。

コマンドメニューのサイドキャプションの作成コマンドメニューのサイドキャプションの作成

設計時に SideCaption プロパティを使用してコマンドの横にサイドキャプションを表示するには、次の手順に従います。

1. ［プロパティプロパティ］ドロップダウンリストから［C1CommandMenu］を選択します。

2. C1CommandMenu.SideCaption ノードを見つけて展開します。

3. BarGradientBegin プロパティを選択し、「Web」タブから［Dodger Blue］を選択します。

4. BarGradientEnd プロパティを選択し、「Web」タブから［PowderBlue］を選択します。

5. Text プロパティを「物理学部「物理学部」に設定します。

6. サイドキャプションがメニューの横に表示されます。次の図に、サイドキャプションの外観を示します。

注意：注意：上記の例でサイドキャプションに表示されるテキストは、実地見学に参加するクラスの名前を表します。

コマンドオブジェクトの個々のクリックイベントの作成コマンドオブジェクトの個々のクリックイベントの作成

ClickEventHandler デリゲートと同じシグネチャを使用して、C1Command の Click イベントにメソッドのアドレスを割り当て

るには、AddHandler メソッドを使用します。それには、次のコードを使用します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim ch As C1CommandHolder = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)
'ファイル操作のコマンドを作成します。

Dim cNew as C1Command = ch.CreateCommand()
'AddHandler メソッドを使用して、クリックイベントにデリゲートを割り当てます。 
AddHandler cNew.Click, New ClickEventHandler(AddressOf cNew_Click)
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C# コードの書き方

C#

C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this)
//ファイル操作のコマンドを作成します。

C1Command cNew = ch.CreateCommand()
//AddHandler メソッドを使用して、クリックイベントにデリゲートを割り当てます。 
cNew.Click += new C1.Win.C1Command.ClickEventHandler(cNew Click);

MDI フォーム用のウィンドウリストの作成フォーム用のウィンドウリストの作成

C1Command には、MDI（マルチドキュメントインタフェース）フォーム用のウィンドウリストの作成に使用される

C1CommandMdiList コマンド型があります。ウィンドウリストは、アプリケーションで開かれたさまざまな MDI 子ウィンドウを

管理するために便利です。

MDI フォーム用のウィンドウリストを作成するには、次の手順に従います。

1. プロパティウィンドウで、Form1.IsMDIContainer プロパティを True に設定します。

2. ソリューションエクスプローラでプロジェクトを右クリックし、［追加追加 | 新しい項目新しい項目］を選択します。

3. ダイアログボックスから［Windows フォームフォーム］を選択し、フォームに「MdiChild」という名前を付けた後、Text プロパ

ティを「「MdiChild」に設定します。

4. C1MainMenu コンポーネントを、MDI 親フォームである Form1 に追加します。

5. プロパティウィンドウで、 C1MainMenuの Name プロパティを「C1MainMenu1」に設定します.
6. File メニューを作成します。［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスを使用して、 C1MainMenu コンポーネントに

C1CommandMenu とサブメニュー項目を追加します。

次のプロパティを設定します。

コマンド名 コマンドタイプ コマンドテキスト

cmdFile C1CommandMenu1 ファイル(&F)

cmdFileNew C1Command 新規作成(&N)

7. MDI 子ウィンドウを格納する Window メニューを作成します。［コマンドの編集］コマンドの編集］ダイアログボックスで、C1MainMenu
コンポーネントに C1CommandMenu をもう１つ追加し、それに C1CommandMdiList 型のサブメニューを追加しま

す.

次のプロパティを設定します。

コマンド名 コマンドタイプ コマンドテキスト

cmdWindowm C1CommandMenu ウィンドウ(&W)

c1CommandMdiList1 C1CommandMdiList <MDI ウィンドウリスト>

8. MdiChild フォームの新しいインスタンスを Form1 の MDI 子フォームとして表示するプロシージャを作成します。次の

コードをソースファイルに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Private Sub createNewMdiChild()
        Dim mc As New MdiChild()
        mc.MdiParent = Me
        mc.Text = String.Format("MDI Child Window {0}", Me.MdiChildren.Length)
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        mc.Show()
End Sub

C# コードの書き方

C#

private void createNewMdiChild()
    {
         MdiChild mc = new MdiChild()
         mc.MdiParent = this
         mc.Text = string.Format("MDI Child Window {0}", 
this.MdiChildren.Length);
         mc.Show()
    }

9. デザインビューで［cmdFileNew］メニュー項目をダブルクリックして、createNewMdiChild プロシージャを呼び出すク

リックイベントハンドラを作成します。イベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

CreateNewMdiChild()

C# コードの書き方

C#

CreateNewMdiChild()

10. ［F5］キーを押してアプリケーションを実行します。

11. ［ファイルファイル］ メニューから［新新規作成］をクリックして新しい MDI 子フォームを作成します。

C1CommandMdiList は、アクセスできる MDI 子ウィンドウのリストを表示します。
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注意：注意：［ウィンドウ］メニューには、アプリケーション内で開かれている MDI 子フォームのリストが常に表示され、

フォーカスがある MDI 子フォームの横にはチェックマークが付けられます。

メニュー項目の削除メニュー項目の削除

メニュー項目が強調表示されているときに、［DEL］キーを押すか、コンテキストメニューから［削除］を選択すると、コマンドリン

クまたはコマンドリンクによってリンクされているコマンド（単純コマンドまたはメニューコマンド）のいずれか選択されている方が

削除されます。現在何が選択されているかを確認するには、Visual Studio のデザイナのプロパティウィンドウを参照してくださ

い。

メモ：メモ：C1MainMenu は、メインメニューを表すコントロールです。メニューの項目を表すコマンドリンクのコレクションが含

まれます。フォームには、メインメニューを１つだけ追加できます。C1CommandMenu は１つのメニューを表すコマンド

です。

設計時にメニュー項目を削除する

コマンドリンクを削除するには、次の手順に従います。コマンドリンクを削除してもコマンドは残るため、それに別のコマンドリン

クからリンクできます。

1. 削除するメニュー項目を１回クリックします。プロパティウィンドウに、コマンドではなく、コマンドリンクコマンドリンクのプロパティが表

示されていることを確認します。

2. その項目を右クリックしてコンテキストメニューを開き、［削除削除］を選択するか、単に［DEL］キーを押します。

コマンド自身を削除するには、次の手順に従います。コマンドを削除してもコマンドリンクは残るため、それを別のコマン

ドまたはメニューにリンクできます。

3. 削除するメニュー項目をクリックします。次に、それをもう一度クリックします。これにより、コマンドリンクではなくコマン

ドが選択されます。プロパティウィンドウに、コマンドリンクではなく、コマンドのプロパティが表示されていることを確認し

ます。

4. その項目を右クリックしてコンテキストメニューを開き、［削除削除］を選択するか、単に［DEL］キーを押します。コマンドが削

除され、空になったコマンドリンクが残ります。それを右クリックし、コンテキストメニューから［編集］を選択することで、
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別のコマンドに再リンクできます。

プログラムでメニュー項目を削除する

メニューを削除するには、Dispose メソッドを使用します。次のコードを使用して、メニューまたはメニュー項目を削除します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'メニューの変数名は menu です。

'これにより、このメニューが削除されます。

menu.Dispose()
'メニュー項目の変数名は menuitem1 です。

'これにより、このメニュー項目が削除されます。

menuitem1.Dispose()

C# コードの書き方

C#

//メニューの変数名は menu です 。
//これにより、このメニューが削除されます。

menu.Dispose();
//メニュー項目の変数名は menuitem1 です。

//これにより、このメニュー項目が削除されます。

menuitem1.Dispose();

ドロップダウンメニューに区切り線の表示ドロップダウンメニューに区切り線の表示

ドロップダウンメニューに区切り線を表示するには、次の手順を実行します。

1. 既存のドロップダウンメニューからコマンドを右クリックし、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択します。

2. 新しいコマンドが表示されます。新しいコマンドの［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナで、［名前名前］テキストボックス内の名前

を削除します。［テキストテキスト］テキストボックスで、名前をハイフン（-）に変更します。［テキストテキスト］テキストボックスと［名前名前］テ

キストボックスフィールドの入力値は、以下に示した［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナのような表示になります。

  Menus and Toolbars for WinForms

159 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



3. 〈〈OK〉〉を選択すると、コマンドリンクが次にような区切り線として表示されます。

メニューとツールバーのツールチップの表示メニューとツールバーのツールチップの表示

このトピックでは、メニューとツールバーに独自のツールチップを作成し、ツールチップをカスタマイズする方法を説明します。メ

ニューとツールバーのどちらにも、ToolTipText という名前のプロパティがあり、ユーザーがメニューまたはツールバーの上に

マウスオーバーしたときにツールバーを表示できます。

メニュー項目のツールチップの表示メニュー項目のツールチップの表示

1. メインメニューの最上位レベルのメニュー（C1CommandMenu）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. ［プロパティプロパティ］ドロップダウンリストから C1CommandMenu1を選択し、Command ノードを展開します。

3. ShowToolTips プロパティを Trueに設定し、ユーザーがメニューの上にマウスオーバーしたときにテキストを表示する

ようにします。

4. フォームで、ツールチップを表示する C1Commandメニュー項目を選択します。ShowTextAsToolTip を False に設

定し、ユーザーがメニューの上にマウスオーバーしてもコマンドのテキストが C1CommandMenu内の選択されたメ

ニュー項目に表示されないようにします。

5. ToolTipText プロパティを選択し、ユーザーがメニュー項目の上にマウスオーバーしたときに表示する情報をテキスト

ボックスに入力します。

6. アプリケーションを保存し、実行します。ToolTipText は実行時に次のように表示されます。
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ツールバー上のボタンのツールチップの表示ツールバー上のボタンのツールチップの表示

1. フォーム上の C1ToolBar コントロールから、ツールバーボタンを選択します。

2. C1ToolBar のコマンドリンクのプロパティが右ペインのプロパティツールボックスに表示されま

す。C1CommandLinksプロパティを指定し、Command のプロパティを展開します。

3. ShowTextAsToolTipを False に設定します。

4. ToolTipText プロパティを選択し、ユーザーがツールバーボタンの上にマウスオーバーしたときに表示する情報をテキ

ストボックスに入力します。

5. アプリケーションを保存し、実行します。火山の上にマウスオーバーすると、ツールチップテキストがツールバーボタン

に次のようにな表示されます。

注意：注意： ShowTextAsToolTipプロパティをデフォルト値の Trueのままにした場合、ユーザーがツールバーボタン

の上にマウスオーバーしたとき、ツールチップのテキストではなく、ツールバーボタンのテキストが表示されます。

また、ツールボックスに ToolTipText プロパティとして入力した情報は削除されます。ツールバーは次の図のよ

うに表示されます。

アウトバー上のボタンのツールチップの表示アウトバー上のボタンのツールチップの表示

上記と同じ手順に従って、アウトバー上のボタンにツールチップを表示できます。

通常使用されないメニュー項目の非表示化通常使用されないメニュー項目の非表示化

長期間使用されていないメニュー項目を非表示にするには、C1CommandHolder オブジェクトのRecentLinksThreshold を
使用して、この機能を有効にします。

この機能をオンにするには、このプロパティを 0～100 の値に設定します。適切な開始値点は 50 です。

メニュー項目のマージメニュー項目のマージ

現在のメニューのリンクを子フォームのメニューのリンクとマージするには、MergeCommandLinks メソッドを使用します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.c1CommandHolder1.MergeCommandLinks(Me.c1MainMenu1.CommandLinks, 
Me.c1MainMenu1.CommandLinks,
_form2.c1MainMenu1.CommandLinks)

C# コードの書き方

C#
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this.c1CommandHolder1.MergeCommandLinks(this.c1MainMenu1.CommandLinks,  
_form2.c1MainMenu1.CommandLinks)

メニューの外観の変更メニューの外観の変更

C1MainMenu のプロパティを変更するには、設計時にプロパティエディタを使用します。

各メニュー項目をカスタマイズするには、次に示した手順に従って、関連するプロパティを使用します。

1. C1MainMenu コントロールを右クリックします。コンテキストメニューで［メニューのプロパティメニューのプロパティ］を選択します。

注意：注意：プロパティウィンドウで C1MainMenu のプロパティを表示することもできます。

2. ［プロパティ］ドロップダウンボックスから C1MainMenu1 を選択し、関連する Font のプロパティを次のように設定しま

す。

Font = Verdana
Font Size = 11pt

3. ［プロパティ］ドロップダウンボックスから C1MainMenu1 コントロールを選択し、次のプロパティを設定します。

BackColor =［Web］タブを選択し、［Alice Blue］を選択

BackHiColor=#66CCFF
ForeColor = ［Web］タブを選択し、［Navy］を選択

ForeHiColor = Black
4. アプリケーションをビルドし、実行します。

注意：注意：ほかに変更を加えない限り、サブメニュー項目は親のメニューからフォーマットを継承します。

必要に応じて個別の項目を変更できます。

C1MainMenu の外観は次の図のようになります。

注意：注意：この図には、このトピックで追加していないコンテンツを含む C1MainMenu の外観が示されています。

イメージバーイメージバー/チェックマークバーの幅の設定チェックマークバーの幅の設定

C1CommandMenu のイメージバー/チェックマークバーを設定するには、ImageBarWidth プロパティを使用します。

C1CommandMenu の ImageBarWidth プロパティを０より大きい値に設定します。

メッセージフィルタがインストールされていない場合のダイアログメッセージフィルタがインストールされていない場合のダイアログ

フォームの表示フォームの表示

C1Command では、メインメニューなどの機能を実装するために、メッセージフィルタをインストールする（IMessageFilter イン

タフェースを実装する）必要があります。ただし、（たとえば、C1Command がコンポーネントのデザイナで使用され、Visual
Studio の設計時に実行される場合に）メッセージフィルタのインストールが機能しない場合があります。そのような場合で
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も、C1Command を使用できます。

T次のコードは、メッセージフィルタをインストールできない場合にダイアログフォームを表示する方法を示します。たとえば、こ

の方法を使用して、コンポーネントのデザイナにダイアログフォームを表示できます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command
    C1CommandHolder.UninstallMessageFilter() 
    'C1CommandMsgHook を作成します。

    Dim hook As New C1CommandMsgHook()
    hook.Install()
    Try  
        result = dialog.ShowDialog()
    Finally
                Hook.Uninstall();
    End Try

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command
        ...
        C1CommandHolder.UninstallMessageFilter()
        C1CommandMsgHook hook = new C1CommandMsgHook()
        hook.Install()
        try  
        {
          result = dialog.ShowDialog()
        }
        finally
        {
          hook.Uninstall()
        }

メニューの最後で項目の折り返しメニューの最後で項目の折り返し

メニューの最後で項目を折り返すには、 C1MainMenu のWrapプロパティを使用します。

True（デフォルト値）の場合、ウィンドウの幅が足りないと、メニューが折り返されます。False の場合、メニューは折り返され

ず、代わりにメニューの最後に拡張メニューが追加されます。

C1ToolBar のタスクのタスク
このセクションでは、個別的なトピックバータスクを実行する方法を説明します。

ツールバーへの任意のコントロールの追加ツールバーへの任意のコントロールの追加

任意のコントロールをツールバーに追加するには、次の手順を実行します。

1. C1CommandDock コントロールをフォームに追加します。
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2. ドラッグ＆ドロップ操作で C1ToolBar コントロールをC1CommandDock に配置します。.
3. フォーム上にある C1ToolBar を右クリックします。現在のメニューから［編集編集］を選択します。［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デ

ザイナが表示されます。

［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナで、次の各フィールドを設定します。

［テキストテキスト］テキストボックスを［テキストを検索：テキストを検索：］に設定

［名前名前］を c1CommandControl1に設定 o
［コマンドタイプ］を ［コマンドタイプ］を C1CommandControl に設定 に設定

［編集編集］ダイアログボックス内の〈〈OK〉〉を押します。

4. ［テキスト］テキストボックスに「テキストを検索」と入力した後、［名前］テキストボックスを c1CommandControl1に変

更します。

5. ［プロパティ］のドロップダウンリストから、c1CommandLink1を選択し、ButtonLook プロパティを Textに設定しま

す。ツールバーボタンがテキストとして表示されます。

6. 「Windows フォーム」タブを選択し、ドラッグ＆ドロップ操作で ComboBoxコントロールを C1ToolBarの右側に配置し

ます。コンボボックスは次のように表示されます。

7. ［プロパティ］のドロップダウンリストから c1CommandControl1を選択した後、Control プロパティを選択し、ドロップ

ダウンリストから comboBox1を選択します。

8. アプリケーションをビルドし、実行します。ツールバーは実行時に次のように表示されます。

ツールバーボタンへの画像の追加ツールバーボタンへの画像の追加

このトピックでは、ツールバーボタンを作成済みであることを前提にしています。画像をツールバーボタンに追加するには、次

の手順を実行します。

1. ソースファイル内で画像を追加するコマンドを見つけます。

2. 次のコードを入力し、画像をツールバーボタンに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

cNew.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\bitmap\New.bmp")

C# コードの書き方

C#

cNew.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\\bitmap\\New.bmp")

ボタン間のセパレータの追加ボタン間のセパレータの追加

ボタン間にセパレータを追加するには、次の手順を実行します。
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1. ２番目のツールバーボタンを右クリックし、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. 外観のプロパティを指定し、Delimiter プロパティを True に設定します。

3. アプリケーションを保存し、実行します。ボタンセパレータは次のように表示されます。

ツールバーの位置（水平から垂直へ）の変更ツールバーの位置（水平から垂直へ）の変更

ツールバーの位置を水平から垂直に変更するには、Horizontal プロパティを使用します。これを行うには、以下の手順を実

行します。

1. ツールバーを作成します。

2. 次のコードを使用し、ツールバーを垂直に表示します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

toolbar.Horizontal = False

C# コードの書き方

C#

toolbar.Horizontal = False

ツールバーの作成ツールバーの作成

ツールバーをデザイナまたはコードで追加することができます。下記のリンクをクリックしてそれぞれの手順を参照できます。

設計時にツールバーを作成する

このトピックでは、ビジュアルデザイナを使用して C1ToolBar を設定する方法を示します。

1. フォームに C1Toolbar コンポーネントを配置した後で、C1Toolbar 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［編集編集］を選択します。選択したツールバー項目の［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスが表示されます。

2. ［コマンドテキストコマンドテキスト］ボックスに「ファイルファイル」と入力し、《、《OK》》をクリックします。

3. ［プロパティ］ドロップダウンリストから［c1CommandLink1］を選択します。［ファイル］ツールバーボタンの

CommandLinks の ButtonLook プロパティフィールドを Text に設定します。これにより、［ファイル］ツールバーボタン

はテキストとして表示されます。

4. C1ToolBar 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［項目の追加項目の追加］を選択します。新しいコマンドリンクが

現在のコマンドリンクコマンドリンクの後に追加されます。［コマンドの編集］ダイアログが表示されます。

5. ［コマンドテキストコマンドテキスト］ボックスに「編集編集」と入力し、《、《OK》》ボタンを押します。

6. ［プロパティプロパティ］ドロップダウンリストボックスから［c1CommandLink2］を選択します。［編集編集］ツールバーボタンの

CommandLinks の ButtonLook プロパティフィールドを Text に設定します。

7. ［編集編集］ツールバーボタンを右クリックし、コンテキストメニューから［項目の挿入項目の挿入］を選択します。新しいコマンドリンクが

現在のコマンドリンクの前に追加されます。［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスが表示されます。

8. ［コマンドテキスト［コマンドテキスト］フィールドに「表示表示」と入力し、《、《OK》》をクリックします。
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9. ［プロパティ］ドロップダウンリストから［c1CommandLink3］を選択します。［表示表示］ツールバーボタンの

CommandLinks の ButtonLook プロパティフィールドを Text に設定します。

10. Windows アプリケーションをビルドし、実行します。

プログラムでツールバーを作成する

プログラムでテキストボタンを含む C1ToolBar を作成するには、次の手順に従います。

1. C1.Win.C1Command 名前空間をプロジェクトの参照に追加します。

2. ソースファイルで名前空間を宣言し、ツールバーを保持する C1CommandHolder を追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command
Dim ch As C1CommandHolder = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command
C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this);

3. 新しい C1ToolBar を作成し、フォームにC1ToolBar を追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim tb As New C1ToolBar()
Me.Controls.Add(tb)

C# コードの書き方

C#

C1ToolBar tb = new C1ToolBar();
this.Controls.Add(tb)

4. C1CommandHolder を C1ToolBar に割り当てた後で、ツールバーの新しいコマンドを作成します。新しいコマンドの

名前を「ファイルファイル」にします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

tb.CommandHolder = ch
Dim cFile As New C1Command()
cFile.Text = "ファイル”

C# コードの書き方
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C#

tb.CommandHolder = ch
C1Command cFile = new C1Command()
cFile.Text = "ファイル"

5. ツールバーの新しいコマンドの新しいコマンドリンクを作成し、新しいコマンドリンクをツールバーに追加します。

Visual Bsic コードの書き方

Visual Basic

Dim cl As C1CommandLink
cl = New C1CommandLink(cFile)
tb.CommandLinks.Add(cl)

C# コードの書き方

C#

C1CommandLink cl = new C1CommandLink(cFile)
tb.CommandLinks.Add(cl)

6. コマンドリンクをテキストとして表示し、ツールバーに別のコマンドを作成して「表示表示」という名前を付けます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text
Dim cView As New C1Command()
cView.Text = "表示”

C# コードの書き方

C#

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text
C1Command cView = new C1Command()
cView.Text = "表示”

7. 新しいコマンド（表示表示）に新しいコマンドリンクを作成し、それをツールバーに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

cl = New C1CommandLink(cView)
tb.CommandLinks.Add(cl)

C# コードの書き方

C#

cl = new C1CommandLink(cView)
tb.CommandLinks.Add(cl)

8. [表示表示]のコマンドリンクをテキストとして表示し、別のコマンドを作成して「編集編集」と名前を付けます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
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cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text
Dim mEdit As New C1Command()
mEdit.Text = "編集"

C# コードの書き方

C#

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text
C1Command mEdit = new C1Command()
mEdit.Text = "編集"

9. 新しいコマンド（編集編集）に新しいコマンドリンクを作成し、コマンドリンクをツールバーに追加します。 

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

cl = New C1CommandLink(mEdit)
tb.CommandLinks.Add(cl)

C# コードの書き方

C#

cl = new C1CommandLink(mEdit)
tb.CommandLinks.Add(cl)

10. ［編集］ツールバーボタンのコマンドリンクをテキストとして表示します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text

C# コードの書き方

C#

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text;

11. アプリケーションを保存し、実行します。

ツールバーが次のように表示されます。

プログラムによるツールバーのドッキングプログラムによるツールバーのドッキング

C1CommandDockクラスを使用して C1ToolBar をドッキング可能にするには、次の手順を実行します。

注意：注意：このトピックでは、C1ToolBarをコードで作成済みであることを前提にしています。

Menus and Toolbars for WinForms  

168 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



1. 新しい C1CommandDockを作成し、「dock」という名前にします。.

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim dock As New C1CommandDock()

C# コードの書き方

C#

C1CommandDock dock = new C1ComandDock()

2. C1CommandDock をコントロールに追加すると、それがフォームに表示されるようになります。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.Controls.Add(dock)

C# コードの書き方

C#

this.Controls.Add(dock)

ツールバーの画像サイズの拡大ツールバーの画像サイズの拡大

大きいアイコン／ビットマップを表示するには、ツールバー内のボタンのサイズを拡大する必要があります。これにより、画像

のサイズも拡大されます。ツールバーのMinButtonSizeプロパティを使用すると、この動作を達成できま

す。MinButtonSizeプロパティのデフォルトサイズは 24 ピクセルです。

デザイン時にツールバー内のボタンのサイズを拡大するには、次のタスクを実行します。

［C1ToolBar タスクタスク］メニューを開き、C1ToolBar.MinButtonSize テキストボックスに 50 pixelsと入力します。

あるいは

プロパティウィンドウから、C1ToolBar.MinButtonSize プロパティを 40 pixelsに設定します。

次のツールバー画像は、最小ボタンのサイズが 40 ピクセルに拡大されています。

ツールバーの外観の変更ツールバーの外観の変更

ツールバーの外観を変更するには、次の手順に従います。

1. プロパティウィンドウで C1ToolBar のドロップダウン矢印を選択します。

2. C1ToolBar コンポーネントの Font プロパティを展開します。Font の次のプロパティを設定します。

Font.Name = Arial
Font.Size = 9

3. C1ToolBar の次のプロパティを設定します。
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BackColor = #0066CC
BackHiColor = Pale Turquoise
ForeColor = White
ForeHicolor = #003399

4. C1ToolBar.Border のプロパティノードを展開します。C1ToolBar の次のプロパティを設定します。

Border.Light Color = Pale Turquoise
Border.Style = Outset
Border.Width = 3
実行時にツールバーは次のように表示されます。

Internet Explorer（（IE）のデフォルトツールバーのような外観の）のデフォルトツールバーのような外観の

C1ToolBar の作成の作成

このトピックでは、ButtonLookFlags 列挙型を使用して、 C1ToolBar を IE のデフォルトツールバーのような外観で表示する

方法について説明します。ButtonLookFlags 列挙型には、Text、TextAndImage、Image、および Default のパラメータがあ

ります。これらのパラメータを使用して、テキスト、テキストと画像、または画像だけを表示するようにツールバーボタンを変更

できます。

次のコードに、C1ToolBar を IE のデフォルトツールバーのような外観で表示する方法を示します。次の例で

は、ButtonLookFlags 列挙型に含まれるすべてのパラメータ（TextAndImage、Image、Default、Text）を使用して、

C1ToolBar を IE のツールバーのような外観にしています。

1. １番目のツールバーボタンを作成し、これを画像で表示します。次のコードは、ButtonLookFlags 列挙型を使用して、

ツールバーボタンを画像で表示する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim ch As C1CommandHolder = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)
Dim tb As New C1ToolBar()
Me.Controls.Add(tb)
tb.CommandHolder = ch
Dim cNew As New C1Command()
Dim cl As C1CommandLink
cNew.Text = "新規"
cNew.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Images\New.bmp")
cl = New C1CommandLink(cNew)
tb.CommandLinks.Add(cl)
'ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンを画像として表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Image

C# コードの書き方

C#

C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this)
C1ToolBar tb = new C1ToolBar()

Menus and Toolbars for WinForms  

170 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



this.Controls.Add(tb)
tb.CommandHolder = ch
C1Command cNew = new C1Command()
cNew.Text = "新規"
cl = new C1CommandLink(cNew)
tb.Commandlinks.Add(cl)
//ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンを画像として表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Image

2. ２番目のツールバーボタンを作成し、これをテキストと画像で表示します。次のコードは、ButtonLookFlags 列挙型を

使用して、ツールバーボタンをテキストと画像で表示する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim cOpen As New C1Command(
cOpen.Text = "開く"
cl = New C1CommandLink(cOpen)
l = New C1CommandLink(cOpen)
cOpen.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Images\FileOpen.bmp")
tb.CommandLinks.Add(cl)
'ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンをテキストと画像として表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.TextAndImage

C# コードの書き方

C#

C1Command cOpen = new C1Command()
cOpen.Text = "開く"
cl = new C1CommandLink(cOpen)
cOpen.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Images\FileOpen.bmp")
tb.CommandLinks.Add(cl);
//ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンをテキストと画像として表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.TextAndImage

3. ３番目のツールバーボタンを作成し、これをデフォルトの外観で表示します。次のコードは、ButtonLookFlags 列挙型

を使用して、ツールバーボタンをデフォルトの外観で表示する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim cSave As New C1Command()
cSave.Text = "上書き保存"
cl = New C1CommandLink(cSave)
tb.CommandLinks.Add(cl)
cSave.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Images\FileSave.bmp")
'ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンをデフォルトとして表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Default

C# コードの書き方

C#

C1Command cSave = new C1Command()
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cSave.Text = "上書き保存"
cl = new C1CommandLink(cSave)
tb.CommandLinks.Add(cl)
cSave.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Images\FileSave.bmp")
//ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンをデフォルトとして表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Default

4. ４番目のツールバーボタンを作成し、これをテキストで表示します。次のコードは、ButtonLookFlags 列挙型を使用し

て、ツールバーボタンをテキストで表示する方法を示します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim cFavorites As New C1Command()
cFavorites.Text = "お気に入り"
cl = New C1CommandLink(cFavorites)
tb.CommandLinks.Add(cl)
'ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンをテキストとして表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text

C# コードの書き方

C#

C1Command cFavorites = new C1Command()
cFavorites.Text = "お気に入り"
cl = new C1CommandLink(cFavorites)
tb.CommandLinks.Add(cl)
//ButtonLookFlags 列挙型を使用して、ツールバーボタンをテキストとして表示します。

cl.ButtonLook = ButtonLookFlags.Text

5. アプリケーションを保存し、実行します。C1ToolBar は、次のツールバーのように表示されます。

注意：注意：実際に表示されるツールバーの画像は、この図のツールバーの画像とは異なる場合があります。１番目、２番目、

３番目、および４番目のツールバーボタンは、画像、テキストと画像、デフォルト、およびテキストとしてそれぞれ表示され

ています。

ツールバーボタンの画像を鮮明に表示ツールバーボタンの画像を鮮明に表示

SmoothImages プロパティはデフォルトで有効になり、選択されていない項目のスムーズな画像を描画します。このプロパ

ティを False 設定すると、選択されていない画像をより鮮明に表示できます。

次の表に、SmoothImages プロパティの有効／無効の違いを示します。

プロパティ値 ツールバー画像

False
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True

C1ToolBar のドッキングのドッキング/浮動の位置（上、下、左、右）の指定浮動の位置（上、下、左、右）の指定

このトピックでは、コードで C1CommandDock の位置を指定する方法について説明します。

ツールバーを上部にドッキングするには、次のコードを入力します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

dock.Dock = DockStyle.Top

C# コードの書き方

C#

dock.Dock = DockStyle.Top

注意：注意：ツールバーを下部、左側、または右側にドッキングする場合は、Top パラメータを目的の位置（Bottom、

Left、Right）に変更します。

カスタマイズ機能の有効化カスタマイズ機能の有効化

CustomizeButton プロパティを True に設定すると、カスタマイズ機能が有効になり、ユーザーが実行時にツールバーをカス

タマイズできます。この機能の詳細については、「ツールバーの実行時カスタマイズ」を参照してください。

C1ToolBar でのテキストの折り返しでのテキストの折り返し

C1ToolBar でテキストを折り返すには、WrapText プロパティを使用ます。それには、次の手順に従います。

1. ButtonWidth プロパティを０より大きい値に設定します。

2. WrapText プロパティを True に設定します。

C1ContextMenu のタスクのタスク

このセクションでは、コンテキストメニューに関する具体的なタスクを実行する方法を示します。

コントロールにコントロールに C1ContextMenu の追加の追加

コントロールに C1ContextMenu をデザイナまたはコードで追加することができます。下記のリンクをクリックしてそれぞれの

手順を参照できます。

設計時にコントロールに C1ContextMenu を追加する

コンテキストメニューを作成してメニュー項目に関連付けるには、次のタスクを実行します。

注意：注意：この例では、C1ContextMenu をメニュー項目に関連付けます。

1. C1MainMenu をフォームに配置し、［新規コマンド新規コマンド］を右クリックした後で、コンテキストメニューから［編集編集］を選択しま

す。［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスが表示されます。
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2. ［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスで、次のフィールドプロパティを変更し、《、《OK》》をクリックします。

Command Text – ファイルファイル

Command Name - MenuFile
Command Type - C1Command

3. これにより、コンテキストメニューとして使用できるサブメニューを備えたコマンドが作成されます。［コマンドの編集コマンドの編集］ダイ

アログボックスで《《OK》》を選択します。［ファイルファイル］という新しい C1MainMenu が表示されます。

4. ［ファイルファイル］メニューで［新規コマンド新規コマンド］項目を右クリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択します。［コマンドの編コマンドの編

集集］ダイアログボックスでプロパティを次のように設定します。

Command Text – 新規作成新規作成

Command Name - cmdFileNewo
Command Type - C1Command

5. ［新規コマンドの作成新規コマンドの作成］リストボックスから C1CommandControlを選択します。

6. 《《OK》》をクリックします。

7. ［新規作成新規作成］メニューを右クリックし、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択した後で、［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアロ

グボックスでプロパティを次のように設定します。

Command Text – 開く開く

Command Name - cmdFileOpent
Command Type - C1Command

8. ［プロパティ］のドロップダウンリストから c1CommandControl1を選択した後、Control プロパティを選択し、ドロップダ

ウンリストから comboBox1を選択します。

9. 《《OK》》をクリックします。

10. ツールボックスから「Windows フォームフォーム」タブを選択し、ドラッグ＆ドロップ操作でフォームに RichTextBox コントロー

ルを配置します。

11. ［プロパティプロパティ］ドロップダウンリストボックスから richTextBox1 コントロールを選択し、その Dock プロパティを Fill に設

定します。

12. ［プロパティ］ドロップダウンリストから［MenuFile］を選択し、Category プロパティを選択して、そのボックスに「ファイファイ

ルル」と入力します。

13. ［プロパティ］ドロップダウンリストで［richTextBox1］を選択し、c1CommandHolder1 上の C1ContextMenu プロパ

ティを選択し、次に［MenuFile］を選択します。

14. アプリケーションを実行し、リッチテキストボックス内の任意の位置でマウスを右クリックします。［ファイルファイル］メニューのコ

ンテキストメニューが次の図のように表示されます。

プログラムでコントロールに C1ContextMenu を追加する

C1ContextMenu をコントロールに追加するには、次の手順に従います。

1. C1.Win.C1Command をソリューションエクスプローラにある参照プロジェクトにアタッチし、C1.Win.C1Command 名
前空間をソースファイルに追加します。

2. ドラッグ＆ドロップ操作で TextBox コントロールをフォームに配置します。

3. コマンドを保持する  C1CommandHolder を作成するには、フォームコントロールをダブルクリックして Form_Load イ
ベントハンドラを作成し、次のコードを追加します。 

注意：注意：フォームに複数のコマンドホルダを作成する場合は、try/catch を使用します。これにより、他のコマンドホ

ルダを作成する２回目の試行が失敗したときに発生する例外をキャッチして無視できます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic
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Dim ch As C1.Win.C1Command.C1CommandHolder
ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(Me)

C# コードの書き方

C#

C1CommandHolder ch = C1CommandHolder.CreateCommandHolder(this)

4. コピーコマンドを作成して設定した後で、Click イベントを使用して、メニュー項目がクリックされたときにコピーコマンド

を実行します。また、コマンドにクエリーハンドラを設定して、C1command によってコマンドの最新状態が自動的に維

持されるようにします。フォームロードイベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'コピーコマンドを作成し、設定します。

Dim cmdCopy As C1Command = ch.CreateCommand()
cmdCopy.Text = "コピー"
AddHandler cmdCopy.Click, AddressOf clickCopy
AddHandler cmdCopy.CommandStateQuery, AddressOf queryCopy

C# コードの書き方

C#

// コピーコマンドを作成し、設定します。

C1Command cmdCopy = ch.CreateCommand();
cmdCopy.Text = "コピー"
cmdCopy.Click += new C1.Win.C1Command.ClickEventHandler(clickCopy)
cmdCopy.CommandStateQuery += new 
C1.Win.C1Command.CommandStateQueryEventHandler(queryCopy)

5. コピーコマンドを保持するコンテキストメニューを作成し、そのコンテキストメニューをテキストボックスコントロールに割

り当てます。コンテキストメニューを作成するには、C1CommandHolder 内にコマンドを作成し、それをコンテキストメ

ニューに割り当てる必要があります。C1CommandHolder クラスの CreateCommand メソッドと

SetC1ContextMenu メソッドを使用します。フォームロードイベントハンドラに次のコードを追加します。 

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim cm As C1ContextMenu = Ctype(ch.CreateCommand(GetType(C1ContextMenu)), 
C1ContextMenu)
'コマンドへのリンクを挿入します。

cm.CommandLinks.Add(New C1CommandLink (cmdCopy))
ch.SetC1ContextMenu(TextBox1, cm)

C# コードの書き方

C#

C1ContextMenu cm = ch.CreateCommand(typeof(C1ContextMenu)) as C1ContextMenu
//コマンドへのリンクを挿入します。

cm.CommandLinks.Add(new C1CommandLink(cmdCopy))
ch.SetC1ContextMenu(textBox1, cm)

6. clickCopy メソッドを呼び出して、コピーコマンドアクションを処理します。queryCopy メソッドを使用して、コピーコマン
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ドの現在の状態を取得します。コンテキストメニューからコピーコマンドをクリックすると、現在のテキストがテキストボッ

クスにコピーされます。それには、次のコードを使用します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Private Sub clickCopy(ByVal sender As Object, ByVal e As 
C1.Win.C1Command.ClickEventArgs)
   Me.textBox1.Copy()
End Sub

'コピーコマンドの現在の状態を取得します。

Private Sub queryCopy(ByVal sender As Object, ByVal e As 
C1.Win.C1Command.CommandStateQueryEventArgs)
   e.Enabled = Me.textBox1.SelectionLength > 0 
End Sub

C# コードの書き方

C#

Private Sub clickCopy(ByVal sender As Object, ByVal e As 
C1.Win.C1Command.ClickEventArgs)
    {
        this.textBox1.Copy()
    }

//コピーコマンドの現在の状態を取得します。

Private Sub queryCopy(ByVal sender As Object, ByVal e As 
C1.Win.C1Command.CommandStateQueryEventArgs)
    {
        e.Enabled = Me.textBox1.SelectionLength > 0 
    }

7. アプリケーションを保存し、実行します。テキストボックスにテキストを入力した後で、テキストを右クリックしてコンテキス

トメニューを表示します。実行時には、コンテキストメニューがテキストボックスコントロールの横に次の図のように表示

されます。

C1TextBox にアタッチされているにアタッチされている C1ContextMenu の取得の取得

C1CommandHolder クラスの GetC1ContextMenuメソッドを使用すると、コントロールにアタッチされている

C1ContextMenu を特定できます。GetC1ContextMenu メソッドは、特定のコントロールにアタッチされているコンテキストメ

ニューの名前を返します。コントロール名をこのメソッドに引数として渡すことができます。
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C1TextBox1 にアタッチされている C1ContextMenu コントロールの名前を取得するには、次のコードを使用します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'C1TextBox コントロールにアタッチされているコンテキストメニューを取得します。

Dim contextMenu As C1.Win.C1Command.C1ContextMenu
contextMenu = C1CommandHolder1.GetC1ContextMenu(C1TextBox1)
MessageBox.Show(ContextMenu.Name)

C# コードの書き方

C#

//C1TextBox コントロールにアタッチされているコンテキストメニューを取得します。

C1.Win.C1Command.C1ContextMenu contextMenu
contextMenu = C1CommandHolder1.GetC1ContextMenu(C1TextBox1)
MessageBox.Show(ContextMenu.Name)

C1Context メニューをメニューを NotifyIcon コントロールにリンクコントロールにリンク

C1ContextMenu は、標準の NotifyIcon コントロールへのリンクをサポートしています。

デザイン時に C1ContextMenu を NotifyIcon コントロールにリンクするには、次の手順を実行します。

1. C1ContextMenu コントロールをダブルクリックし、コンポーネントトレイに追加します。これによ

り、C1ComponentHolder コントロールもコンポーネントトレイに追加されます。

2. C1ContextMenu 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［編集編集］を選択します。［新規コマンド新規コマンド］項目が

フォームに表示されます。

3. ［新規コマンド新規コマンド］項目を右クリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択して、［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナを開き

ます。

4. ［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナで、次のコマンドのプロパティを変更します。

［名前名前］テキストボックスのテキストを MenuFile に変更します。

［テキストテキスト］テキストボックスのテキストを［メニューメニュー］に変更します。

5. ［新規コマンドの作成］リストボックスから C1CommandMenu を選択します。

6. ［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナ内の〈〈OK〉〉を選択します。新しいメニューがフォームに表示されます。

7. メニューの［新規コマンド新規コマンド］項目を右クリックし、コンテキストメニューから［編集編集］を選択して、［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザ

イナを開きます。

8. ［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナで、次のプロパティを変更します。

［名前名前］テキストボックスのテキストを OpenFile に変更します。

［テキストテキスト］テキストボックスのテキストを［開く開く］に変更します。

9. Visual Studio のメニューから、［表示表示］-［プロパティプロパティ］を選択します。プロパティウィンドウの上部にあるドロップダウンリ

ストから、C1ContextMenu1 を選択します。

10. C1ContextMenu プロパティを C1ContextMenu1 に設定します。

11. Windows フォームのツールボックスで、NotifyIcon コンポーネントをダブルクリックし、コンポーネントをコンポーネント

トレイに追加します。

12. コンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから［アイコンを選択アイコンを選択］を選択します。実行時のコンポーネントを表す

アイコンを選択します。

13. Visual Studio のメニューから、［表示表示］-［プロパティプロパティ］を選択します。プロパティウィンドウの上部にあるドロップダウンリ

ストから、notifyicon1 を選択します。

14. C1ContextMenu プロパティを C1ContextMenu1 に設定し、２つのコンポーネントをリンクします。

15. アプリケーションを実行します。NotifyIcon コンポーネントを表すために選択したアイコンがシステムトレイに表示され

ます。アイコンを右クリックすると、コンテキストメニューが開くことに注意してください。
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 このトピックの作業結果このトピックの作業結果

C1ContextMenu を標準の Windows フォームコントロールにリン.

C1DockingTab へのへの C1ContextMenu の追加の追加

C1ContextMenu コントロールを C1DockingTabコントロールに追加するには、次の手順を実行します。

1. ツールボックスで、C1ContextMenu コントロールを見つけて、コントロールをダブルクリックしてコンポーネントトレイに

追加します。C1CommandHolder もコンポーネントトレイに追加されます

2. C1ContextMenuスマートタグを使用し、［C1ContextMenu タスクメニュータスクメニュー］を開きます。タスクメニュータスクメニューから［項目の追項目の追

加加］を選択し、項目を C1ContextMenu に追加します。さらに２つの項目をメニューに追加します。

3. C1DockingTab コントロールをフォームに配置し、C1DockingTab コンテキストメニューを開きます。コンテキストメ

ニューから［ページの追加ページの追加］を選択します。いくつかのページをC1DockingTab に追加します。

フォーム上の C1DockingTab コントロールを選択し、プロパティを表示します。〈イベント〉ボタンをクリック

し、MouseClickイベントを見つけます。c1DockingTab1_MouseClickを挿入し、MouseClickイベントを作成します。

4. フォームを右クリックし、リストから［コードの表示コードの表示］を選択します。InitializeComponent()メソッドの後に、次のコードを

挿入します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Private Sub c1DockingTab1_MouseClick(ByVal sender As Object,ByVal e As 
MouseEventArgs)
If (e.Button = System.Windows.Forms.MouseButtons.Left) Then
If (e.X > Me.c1DockingTabPage1.Location.X) Then
c1ContextMenu1.ShowContextMenu(Me.c1DockingTab1, New Point(e.X, e.Y))
Else
Me.c1DockingTab1.ContextMenu = Nothing
End If
End If
End Sub

C# コードの書き方

C#

private void c1DockingTab1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
{
if (e.X > this.c1DockingTabPage1.Location.X)

Menus and Toolbars for WinForms  

178 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



{
c1ContextMenu1.ShowContextMenu(this.c1DockingTab1, new Point(e.X, e.Y));
}
else
this.c1DockingTab1.ContextMenu = null;
}

5. ［F5］を押して、アプリケーションを実行します。タブをクリックすると、C1ContextMenu が開くことに注意してください。

C1DockingTab のタスクのタスク

このセクションでは、個別的なドッキングタブタスクを実行する方法を説明します。

C1DockingTab へのスクロールバーの追加へのスクロールバーの追加

スクロールバーを C1DockingTab に追加するには、次の手順を実行します。

注意：注意：C1DockingTabには固有のスクロールバーがありません。

1. C1CommandDock コントロールをフォームに配置し、Dock プロパティを Fill に設定します。

2. C1DockingTab を C1CommandDock 内に追加します。

3. Panel コントロールをC1DockingTabPage 内に追加し、パネルの Dockプロパティを Fill に設定します。

4. いくつかの Windows フォームコントロールをC1DockingTabPage の Panel1 内に配置します。
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5. Panel1の AutoScroll プロパティを Trueに設定します。

スクロールバーが C1DockingTab に表示されます。

C1DockingTabPage を閉じるを閉じる

C1DockingTabPage のTabVisible プロパティを使用すると、コードで C1DockingTabPage を閉じることができます。次の

コードを使用して、最初のページを閉じることができます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.C1DockingTab1.TabPages(0).TabVisible = False

C# コードの書き方

C#

this.C1DockingTab1.TabPages(0).TabVisible = False

C1DockingTab のフローティング状態を判定するのフローティング状態を判定する

ドッキングタブが現在フローティングかどうかを確認するには、C1DockingTab の Floating （実行時のみ）を使用します。プロ

パティのこの構文は次のとおりです。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Public Floating As Boolean

C# コードの書き方

C#

Public bool Floating {get;}
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C1DockingTab に複数行のタブを表示に複数行のタブを表示

C1DockingTab に複数行のタブを表示するには、C1DockingTabクラスのMultiLineプロパティを True に設定します。それ

には、次のタスクを実行します。

1. C1DockingTab クラスの MultiLine プロパティを True に設定します。

2. C1DockingTabPage の［ページ１ページ１］を右クリックし、コンテキストメニューから［ページの追加ページの追加］を選択しま

す。C1DockingTab にいくつかのページを追加します。タブが複数行にわたって表示されます。

各各 C1DockingTabPage への同じコントロールセットの表示への同じコントロールセットの表示

C1DockingTabPage の最初のコントロールセットを他の C1DockingTabPage にも表示して、コントロールセットを複製しな

いようにするには、次の手順を実行します。

1. 最初の C1DockingTabPage にパネルを追加し、パネルの Dock プロパティを Fill にして、C1DockingTabPage の
領域全体をパネルが占めるようにします。

2. パネルにコントロールを追加します。

3. SelectedIndexChanging イベントハンドラで、パネルを前のドッキングタブページから新しいドッキングタブページに

移動します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.dockingTab.SelectedTab.Controls.Add (myPanel)

C# コードの書き方

C#

this.dockingTab.SelectedTab.Controls.Add (myPanel)

DockingTab のドッキングとフローティングの有効化のドッキングとフローティングの有効化

C1DockingTab をフォームに追加するには、以下の基本操作を実行します。

1. ドラッグ＆ドロップ操作で C1CommandDock コントロールをフォームに配置します。
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2. C1CommandDock はフォームの左側にドッキングします。C1CommandDock.Dock プロパティ内のドロップダウン

矢印を選択し、上矩形をクリックします。これにより、C1CommandDock コントロールはフォームの上側にドッキングさ

れます。

3. ドラッグ＆ドロップ操作で C1DockingTab コントロールをC1CommandDock 内に配置します。コントロールはフォー

ム上で次のように表示されます。

4. アプリケーションをビルドし、実行します。マウスでPage1 を選択して下方にドラッグします。実行時のドッキングタブは

以下のドッキングタブのように表示されます。

注意：注意：C1CommandDockプロパティの FloatHide を使用し、C1DockingTabPage の実行時の動作を制御できます。

このプロパティにより、アプリケーションがフォーカスを消失したときもタブページがフォーカスを維持するように選択でき

ます。FloatHide には Default、Never、または FocusLost の３つの可能な設定があります。

フォーカスキューの有効／無効化フォーカスキューの有効／無効化

C1DockingTab.TabsShowFocusCues プロパティを使用し、C1DockingTab のフォーカスキューを簡単に有効／無効にできま

す。デフォルトでは、このプロパティは true に設定されています。このトピックでは、設計時またはコードでこのプロパティを

false に設定する方法を説明します。

設計時の場合設計時の場合

Menus and Toolbars for WinForms  

182 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



プロパティウィンドウで、C1DockingTab.TabsShowFocusCues を false に設定します。

コードの場合コードの場合

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

c1DockingTab1.TabsShowFocusCues = false

C# コードの書き方

C#

c1DockingTab1.TabsShowFocusCues = false;

C1DockingTab のレイアウトのロードと保存のレイアウトのロードと保存

SaveLayout メソッドと RestoreLayout メソッドを使用すると、C1DockingTab のレイアウトを保存およびロードできます。メ

ソッドの構文は次のとおりです。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'フォーム上のタブの現在のレイアウトを指定したファイルに保存します。

Shared Sub SaveLayout(form As Form, filename As String)
'以前に保存したフォーム上のタブのレイアウトを指定したファイルから復元します。

Sub RestoreLayout(form As Form, filename As String)

C# コードの書き方

C#

//フォーム上のタブの現在のレイアウトを指定したファイルに保存します.
static void SaveLayout(Form form, string filename)
 
//以前に保存したフォーム上のタブのレイアウトを指定したファイルから復元します。

Static void RestoreLayout(Form form, string filename)

次のコードは、これらのメソッドの適用例です

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

’フォーム上のタブの現在のレイアウトを指定したファイルに保存します。

C1DockingTab.SaveLayout(myForm, "myLayoutFile.xml")

'以前に保存したフォーム上のタブのレイアウトを指定したファイルから復元します。

C1DockingTab.RestoreLayout(myForm, "myLayoutFile.xml")

C# コードの書き方

C#

//フォーム上のタブの現在のレイアウトを指定したファイルに保存します。
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C1DockingTab.SaveLayout (myForm, "myLayoutFile.xml")

//以前に保存したフォーム上のタブのレイアウトを指定したファイルから復元します。

C1DockingTab.RestoreLayout(myForm, "myLayoutFile.xml")

実行時に実行時に TabPages を移動するを移動する

タブを別の位置に移動するには、CanMoveTabs プロパティを使用します。

プロパティツールボックスで、CanMoveTabs を True に設定します。

C1DockingTab を固定にするを固定にする

C1DockingTab を固定するには、C1DockingTab の AutoHiding プロパティを False に設定します。次のコードを使用しま

す。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Me.C1DockingTab1.AutoHiding = False

C# コードの書き方

C#

this.C1DockingTab1.AutoHiding = False

注意：注意：C1DockingTab を正しく固定/固定解除するには、C1CommandDock コントロールに配置されている必要があり

ます。

マウスのクリックでタブがフォーカスを受け取らないようにするマウスのクリックでタブがフォーカスを受け取らないようにする

タブがフォーカスを受け取らないようにするには、TabsCanFocus メソッドを使用します。このプロパティを False に設定する

と、マウスがクリックされてもタブはフォーカスを受け取りません。

特定のタブの使用の制限特定のタブの使用の制限

SelectedIndexChanging イベントに、ユーザーが切り替えることができないようにするページのインデックスかどうかをテスト

するためのハンドラを追加できます。その場合は、e.Cancel を True に設定します。たとえば、次のコード

は、SelectedIndexChanging イベントにハンドラを追加する方法を示しています。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Private Sub c1DockingTab1_SelectedIndexChanging(sender As Object, e As 
C1.Win.C1Command.SelectedIndexChangingEventArgs)
   If e.NewIndex = 1 And e.CanCancel Then
     e.Cancel = True
   End If
End Sub
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C# コードの書き方

C#

private void c1DockingTab1_SelectedIndexChanging(object sender, 
C1.Win.C1Command.SelectedIndexChangingEventArgs e)
{
   if(e.NewIndex == 1 && e.CanCancel)
      e.Cancel = true
}

C1NavBar のタスクのタスク

このセクションでは、個別的なナビゲーションバータスクを実行する方法を説明します。

パネルの追加パネルの追加

このトピックでは、スマートタグとフローティングツールバーを使用し、パネルを C1NavBarコントロールに追加します。

スマートタグを使用した場合スマートタグを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、 C1NavBar アイコンをダブルクリックします。 C1NavBarコントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで Notes という名前の１つのパネルがコントロール上に表示されることを確認します。

2. C1NavBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1NavBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1NavBar タスクタスク］で、〈ボタンを追加するボタンを追加する〉ドロップダウンボタンをクリックし、リストからパネルタイプの１つを選択しま

す。この例では、Calendarを選択します。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。
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1. ツールボックスに移動し、 C1NavBar アイコンをダブルクリックします。C1NavBar コントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. カーソルをコントロールの上にホバーし、フローティングツールバーをアクティブにします。フローティングツールバーが

次のようにページに表示されます。

3. ［ボタンと対応パネルの追加ボタンと対応パネルの追加］ドロップダウンリストから、パネルタイプを選択します。この例では、Calendarを選択しま

す。

 このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックの結果は、次のようになります。
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パネルヘッダーの作成パネルヘッダーの作成

このトピックでは、スマートタグとフローティングツールバーを使用し、ヘッダーをパネルに追加する方法を学びます。

スマートタグを使用した場合スマートタグを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ヘッダーを追加するパネルを選択し、スマートタグ（）をクリックします。［C1NavBarPanel タスクタスク］メニューが開きます。

2. ［C1NavBarPanel タスクタスク］メニューから、［セクションヘッダーを追加］を選択します。

3. ヘッダー c1NavBarSectionHeader1を選択し、プロパティプロパティウィンドウで、Textプロパティを文字列に設定します。この

例では、「こんにちは」に設定します。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. フローティングツールバーが表示されるまで、パネルを追加するパネルの上にホバーします。フローティングツール

バーが次のように表示されます。

C1NavBar コントロールがフォームに追加されます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表

示されていることを確認します。

2. フローティングツールバーから、〈セクションヘッダーを追加セクションヘッダーを追加〉ボタンを選択します。

3. ヘッダー c1NavBarSectionHeader1を選択し、プロパティプロパティウィンドウで、Textプロパティを文字列に設定します。この

例では、「Hello World」に設定します。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックの結果は、次のようになります。
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縮小したパネルでの縦書きテキストの使用縮小したパネルでの縦書きテキストの使用

パネルが縮小されているときに C1NavBar コントロールに縦書きテキストを表示できます。表示される縦書きテキストは

NavBarCollapsedBarText UIString によって決定されます。この機能を利用するには、ShowVerticalTextOnCollapse プ
ロパティも True に設定する必要があります。

以下の手順を実行します。

1. C1NavBar コントロールを右クリックして、コンテキストメニューを開き、［プロパティ］を選択します。プロパティウィンドウ

が開きます。

2. プロパティウィンドウで、次を実行します。

AllowCollapseプロパティを True に設定します。これにより、実行時にコントロールを縮小できるようになり、

縮小したパネルに縦書きテキストを表示できます。

ShowVerticalTextOnCollapse プロパティを Trueに設定します。

UIStrings ノードを展開してテキストを NavBarCollapsedBarTextテキストボックスに入力することによ

り、UIStrings.NavBarCollapsedBarText列挙体を文字列に設定します。

3. ［F5］を押して、プロジェクトを実行します。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

プロジェクトの実行中に、〈展開〉／〈縮小〉ボタンをクリックし、コントロールを縮小します。縮小したパネルのテキストは次のよ

うになります。
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C1OutBar のタスクのタスク

このセクションでは、個別的なアウトバータスクを実行する方法を説明します。

C1OutPages のタイトルのカスタマイズのタイトルのカスタマイズ

このトピックでは、C1OutBar コントロールのページのタイトル領域をカスタマイズする方法を学びます。３つの C1OutPage を
含む C1OutBar を作成し、いくつかのプロパティを設定して、各タイトルにカスタム色をペイントするコードをプロジェクトに追加

します。

以下の手順を実行します。

1. C1OutBar コントロールをフォームに追加します。

2. ３つの C1OutPage コンポーネントを C1OutBarコントロールに追加します（「C1OutBar への C1OutPage の追加 」を
参照）。

3. 以下の各プロパティを設定します。

c1OutBar1の VisualStyle プロパティを Classicに設定します。必要な場合、Customを選択することもできま

す。他の視覚スタイルはカスタムタイトルの描画に機能しません。

c1OutPage1の OwnerDraw プロパティを True に設定します。

c1OutPage2の OwnerDraw プロパティを True に設定します。

c1OutPage3の OwnerDraw プロパティを True に設定します。

4. プロパティプロパティウィンドウで、ドロップダウンリストから c1OutBar1を選択し、〈イベントイベント〉ボタンをクリックした後、DrawPage
イベントをダブルクリックして、DrawPage イベントハンドラをプロジェクトに追加します。

5. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command 

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command
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6. 次のコードをDrawPage イベントハンドラに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

‘e.page パラメータはページを判定します。

IIf e.Page Is c1OutPage1 Then
   e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Gold, e.Bounds)
   e.Graphics.DrawString("I", c1OutBar1.Font, Brushes.Black, New 
PointF(e.Bounds.Right - 40, e.Bounds.Top + 2))
ElseIf e.Page Is c1OutPage2 Then
   e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Silver, e.Bounds)
   e.Graphics.DrawString("II", c1OutBar1.Font, Brushes.White, New 
PointF(e.Bounds.Right - 40, e.Bounds.Top + 2))
ElseIf e.Page Is c1OutPage3 Then
   e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Plum, e.Bounds)
   e.Graphics.DrawString("III", c1OutBar1.Font, Brushes.Yellow, New 
PointF(e.Bounds.Right - 40, e.Bounds.Top + 2))
End If 

C# コードの書き方

C#

//e.page パラメータはページを判定します。

If (e.Page == c1OutPage1) 
{
    e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Gold, e.Bounds)
    e.Graphics.DrawString("I", c1OutBar1.Font, Brushes.Black, new 
PointF(e.Bounds.Right - 40, e.Bounds.Top + 2))
}
else if (e.Page == c1OutPage2) 
{
    e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Silver, e.Bounds)
    e.Graphics.DrawString("II", c1OutBar1.Font, Brushes.White, new 
PointF(e.Bounds.Right -40, e.Bounds.Top + 2))
}
else if (e.Page == c1OutPage3)  
{
    e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Plum, e.Bounds)
    .Graphics.DrawString("III", c1OutBar1.Font, Brushes.Yellow, new 
PointF(e.Bounds.Right - 40, e.Bounds.Top + 2))
}

7. ［F5］を押して、プロジェクトを実行します。タイトルがカスタマイズされていることを確認します。完成品は次のように表

示されます。
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C1OutBar コントロールの作成と設定コントロールの作成と設定

デザイン時に C1OutBar コントロールを作成するには、以下の手順を実行します。

1. ドラッグ＆ドロップ操作で C1OutBar コントロールをフォームに配置します。新しい作成された C1OutBar には初期に

C1ToolBar コントロールが配置された１ページが含まれます（C1OutBar のページはその場合に特別に処理される

C1ToolBar コントロールや、タブコントロールのページなどの他の任意のコントロールを含むことができます）。ま

た、C1CommandHolder が自動的に作成されてコンポーネントのトレイに配置されます。

2. プロパティウィンドウのドロップダウンリストから C1OutPage1 を選択します。Page1 の Text プロパティを File に変更

します。

3. C1ToolBar の（唯一の）項目を右クリックし、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択します。［コマンドにリンクすコマンドにリンクす

るる］ダイアログボックスが表示されます。

4. ［コマンドにリンクするコマンドにリンクする］デザイナで、次のコマンドのプロパティを設定します。

Text を New に設定

Name を cmdFileNew に設定

5. ［新規コマンドの作成新規コマンドの作成］リストボックスから C1Command を選択します。

6. 〈〈OK〉〉をクリックします。

7. プロパティウィンドウのドロップダウンリストから C1CommandLink1 を選択し、ButtonLook プロパティを

TextAndImage に設定します。

8. cmdFileNew を選択し、画像プロパティを指定します。省略符号ボタンをクリックし、希望の画像を指定します。

9. 画像を選択し、［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックス内の〈〈OK〉〉をクリックします。新しい画像が C1CommandLink1 の
テキストの上に表示されます。

10. アプリケーションをビルドし、実行します。次のように表示されます。

C1OutBar へのへの C1OutPage の追加の追加
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実行時に新しい C1OutPage を C1OutBar に追加するには、次の手順に従います。

1. フォームに C1OutBarコントロールを追加します。

2. C1.Win.C1Command 名前空間をインポートします。次のコードは C1.Win.C1Command 名前空間をインポートしま

す。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Commandm

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command

3. C1OutBar に新しい C1OutPage を追加します。コードの最後の行で、Add メソッドを使用して新しい outpage1 を
C1OutBar1 に追加します。Form_Load イベントに次のコードを入力します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim outpage1 As New C1.Win.C1Command.C1OutPage()
Outpage1.Text = "New Page"
Me.c1OutBar1.Pages.Add(outpage1)

C# コードの書き方

C#

C1.Win.C1Command.C1OutPage outpage1 = new C1.Win.C1Command.C1OutPage()
outpage1.Text = "New Page";
this.c1OutBar1.Pages.Add(outpage1)

4. C1OutBar に作成した新しいページをビルドし、実行します。新しいアウトページは次の図のように表示されます。

C1OutBar に複数のに複数の C1OutPage の追加の追加

設計時に新しい C1OutBar に新しいC1OutPage を追加するには、次の手順に従います。

1. ドラッグ＆ドロップ操作でツールボックスの C1OutBar コンポーネントをフォームに配置します。C1OutBar
は、C1OutPage と C1ToolBar で構成されます。

Menus and Toolbars for WinForms  

192 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



2. ［C1OutPage1］を右クリックし、コンテキストメニューから［ツールバーの追加ツールバーの追加］を選択します。

3. 新しい C1OutPage2 は、次の図のように表示されます。

C1OutPage を右クリックし、コンテキストメニューから［ツールバーの追加ツールバーの追加］を選択するだけで、複数の C1OutPage を
作成できます。

C1OutBar の外観の変更の外観の変更

設計時に C1OutBar の外観を変更するには、次の手順に従います。

1. ドラッグ＆ドロップ操作でツールボックスの C1OutBar コンポーネントをフォームに配置します。C1OutBar
はC1OutPage と C1ToolBar で構成されます。

2. ［ページ１ページ１］を右クリックし、ツールボックスで C1OutPage1 のプロパティを見つけます。Text プロパティを選択し、それ

を「ページ１ページ１」から「旅行」に変更します。

3. C1ToolBar を右クリックし、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択します。新しいコマンドと［コマンドの編集コマンドの編集］ダ

イアログボックスが表示されます。

4. ［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスで、次のプロパティを設定します。

Command Text - 航空チケット航空チケット

Command Name - cmdGPAirTicket
Command Type - C1Command

5. 《《OK》》を選択して、ダイアログボックスを閉じます。

コマンドリンクへのテキストと画像の追加コマンドリンクへのテキストと画像の追加

1. プロパティウィンドウのドロップダウンリストから［C1CommandLink1］を選択し、 ButtonLookプロパティを

TextAndImage に設定します。

2. C1CommandLink1 のプロパティウィンドウで、Command プロパティのノードを展開し、［Image］プロパティフィール

ドの省略符ボタンをクリックします。［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［航空チケット航空チケット］コマンドリンクに追加する画像を参照します。［航空チケット］コマンドリンクに新しい画像が表示されま

す。

新しいコマンドリンクの追加新しいコマンドリンクの追加

1. ツールバーで［航空チケット航空チケット］コマンドリンクを選択し、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択します。新しいコマ

ンドリンクがツールバーに表示されます。

2. ［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスで、次のプロパティを設定します。

Command Text – シティガイドシティガイド

Command Name - cmdGPCityGuides
Command Type - C1Command

3. 《《OK》》を選択します。

コマンドリンクへのテキストと画像の追加コマンドリンクへのテキストと画像の追加

1. ツールバーで C1CommandLink2 の［シティガイドシティガイド］を選択し、 ButtonLook プロパティを TextAndImage に設定し

ます。

2. CommandLink2 のプロパティウィンドウで Command プロパティのノードを展開し、［image］プロパティフィールドで
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省略符ボタンをクリックします。目的の画像を選択し、［開く開く］ダイアログボックスで《開く開く》ボタンをクリックしま

す。C1CommandLink2 のテキストの上部に新しい画像が表示されます。

C1OutPage1 とと C1Toolbar1 の表示関連プロパティの変更の表示関連プロパティの変更

1. ［プロパティ］ドロップダウンリストから［C1OutPage1］を選択し、プロパティを次のように変更します.
Font プロパティを展開し、Bold を True に設定します。

BorderStyle プロパティを選択し、ドロップダウンリストから FixedSingle を選択します。

2. フォームで［C1Toolbar1］を選択し、プロパティを次のように設定します。

BackColor - White
BackHiColor - SkyBlue

3. ［プロパティ］ドロップダウンリストから［C1OutBar1］を選択し、プロパティを次のように設定します。

BackColor - #CC99FF
Font.Size - ９９
Bold - True

新しい新しい C1OutPage の追加の追加

1. ［旅行旅行］ページを右クリックし、コンテキストメニューから［ツールバーの追加ツールバーの追加］を選択します。新しい C1OutPage2 が
C1OutPage1 の［旅行旅行］の下に表示されます。

2. プロパティウィンドウのドロップダウンリストから［C1OutPage2］を選択し、Text プロパティを「ブラウズブラウズ」に設定します。

3. フォームの C1Toolbar2 で右クリックし、コンテキストメニューから［項目の追加項目の追加］を選択します。［コマンドの編集コマンドの編集］ダイ

アログボックスが表示されます。

4. ［コマンドの編集コマンドの編集］ダイアログボックスで、次のプロパティを設定します。

Command Text – 電子工学電子工学

Command Name - cmdBrowseElectronics
Command Type - C1Command

5. 《《OK》》を選択します。

6. ツールバーで C1CommandLink3 の［電子工学］を選択し ButtonLook プロパティを Text に設定します。

7. ［プロパティ］ウィンドウのドロップダウンリストから［C1Toolbar2］を選択し、プロパティを次のように設定します。

BackColor - Teal
BackHiColor - MediumAquamarine
ButtonAlign - Near

8. アプリケーションをビルドし、実行します。

実行時の C1OutBar の「ブラウズ」ページは次の図のようになります。
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C1TopicBar のタスクのタスク

このセクションでは、個別的なトピックバータスクを実行する方法を説明します。

C1TopicPage 内のテキストの配置内のテキストの配置

C1TopicPage 内のテキストを左揃え、中央揃え、右揃えにすることができます。このトピックでは、テキストを左揃え、中央揃

え、右揃えにする方法について説明します。

コードを使用する場合コードを使用する場合

次の手順に従います。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar  アイコンをダブルクリックします。

C1TopicBar コントロールがフォームに追加されます。Page 1 という名前のページがデフォルトで表示されます。

2. フォームの空白部分をダブルクリックして、［コードコード］ビューを開きます。Form_Load イベントハンドラが［コードコード］ビューに

追加されます。

3. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

using C1.Win.C1Command;
4. 次のコードを追加します。このコードは新しい C1TopicBar を作成し、それを Form_Load イベントに追加します。

Visual Basic コードの書き方

c1TopicBar1_Create()

C# コードの書き方

c1TopicBar1_Create();
5. 次のコードを追加します。このコードは、いくつかの C1TopicPage と C1TopicLink を作成します。C1TopicPage を作成

したら、C1TopicPage.Align プロパティの値を C1TopicBar に割り当てることができます。次に例を示します。
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Visual Basic コードの書き方

Private Sub c1TopicBar1_Create()
Dim c1TB1Page1 As New C1TopicPage("")
c1TB1Page1.ImageList = ImageList1
c1TB1Page1.ImageIndex = 0
c1TB1Page1.Text = "ドキュメンテーション"
c1TB1Page1.Align = HorizontalAlignment.Center
c1TB1Page1.ToolTipText = "?"
c1TopicBar1.Pages.Add(c1TB1Page1)
Dim c1TB1Link11 As New C1TopicLink("")
c1TB1Link11.ImageIndex = 1
c1TB1Link11.Text = "ヘルプオーサリング用のツール"
c1TB1Link11.ToolTipText = "?"
c1TB1Page1.Links.Add(c1TB1Link11)
Dim c1TB1Link12 As New C1TopicLink("")
c1TB1Link12.ImageIndex = 2
c1TB1Link12.Text = "評論家s"
c1TB1Link12.ToolTipText = "Hello"
c1TB1Page1.Links.Add(c1TB1Link12)
Dim c1TB1Page2 As New C1TopicPage("")
c1TB1Page2.ImageList = ImageList1
c1TB1Page2.ImageIndex = 3
c1TB1Page2.Align = HorizontalAlignment.Right
c1TB1Page2.Text = "人事"
c1TB1Page2.ToolTipText = ""
C1TopicBar1.Pages.Add(c1TB1Page2)
Dim c1TB1Link21 As New C1TopicLink("")
c1TB1Link21.ImageIndex = 4
c1TB1Link21.Text = "メリット"
c1TB1Link21.ToolTipText = "?"
c1TB1Page2.Links.Add(c1TB1Link21)
Dim c1TB1Link22 As New C1TopicLink("")
c1TB1Link22.ImageIndex = 5
c1TB1Link22.Text = "給与"
c1TB1Link21.ToolTipText = "?"
c1TB1Page2.Links.Add(c1TB1Link22)
Dim c1TB1Page3 As New C1TopicPage("")
c1TB1Page3.ImageList = ImageList1
c1TB1Page3.ImageIndex = 6
c1TB1Page3.Align = HorizontalAlignment.Left
c1TB1Page3.Text = "レポート"
c1TB1Page3.ToolTipText = "?"
c1TopicBar1.Pages.Add(c1TB1Page3)
Dim c1TB1Link31 As New C1TopicLink("")
c1TB1Link31.ImageIndex = 7
c1TB1Link31.Text = "フルタイム社員"
c1TB1Link31.ToolTipText = "?"
c1TB1Page3.Links.Add(c1TB1Link31)
Dim c1TB1Link32 As New C1TopicLink("")
c1TB1Link32.ImageIndex = 8
c1TB1Link32.Text = "パートタイム社員"
c1TB1Link31.ToolTipText = "?"
c1TB1Link31.ToolTipText = "?"
c1TB1Page3.Links.Add(c1TB1Link32)
End Sub
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C# コードの書き方

private void c1TopicBar1_Create()
{
C1TopicPage c1TB1Page1 = new C1TopicPage("");
c1TB1Page1.ImageList = ImageList1;
c1TB1Page1.ImageIndex = 0;
c1TB1Page1.Text = "ドキュメンテーション";
c1TB1Page1.Align = HorizontalAlignment.Center;
c1TB1Page1.ToolTipText = "?";
c1TopicBar1.Pages.Add(c1TB1Page1);
C1TopicLink c1TB1Link11 = new C1TopicLink("");
c1TB1Link11.ImageIndex = 1;
c1TB1Link11.Text = "ヘルプオーサリング用のツール";
c1TB1Link11.ToolTipText = "?";
c1TB1Page1.Links.Add(c1TB1Link11);
C1TopicLink c1TB1Link12 = new C1TopicLink("");
c1TB1Link12.ImageIndex = 2;
c1TB1Link12.Text = "評論家s";
c1TB1Link12.ToolTipText = "Hello";
c1TB1Page1.Links.Add(c1TB1Link12);
C1TopicPage c1TB1Page2 = new C1TopicPage("");
c1TB1Page2.ImageList = ImageList1;
c1TB1Page2.ImageIndex = 3;
c1TB1Page2.Align = HorizontalAlignment.Right;
c1TB1Page2.Text = "人事";
c1TB1Page2.ToolTipText = "";
C1TopicBar1.Pages.Add(c1TB1Page2);
C1TopicLink c1TB1Link21 = new C1TopicLink("");
c1TB1Link21.ImageIndex = 4;
c1TB1Link21.Text = "メリット";
c1TB1Link21.ToolTipText = "?";
c1TB1Page2.Links.Add(c1TB1Link21);
C1TopicLink c1TB1Link22 = new C1TopicLink("");
c1TB1Link22.ImageIndex = 5;
c1TB1Link22.Text = "給与";
c1TB1Link21.ToolTipText = "?";
c1TB1Page2.Links.Add(c1TB1Link22);
C1TopicPage c1TB1Page3 = new C1TopicPage("");
c1TB1Page3.ImageList = ImageList1;
c1TB1Page3.ImageIndex = 6;
c1TB1Page3.Align = HorizontalAlignment.Left;
c1TB1Page3.Text = "レポート";
c1TB1Page3.ToolTipText = "?";
c1TopicBar1.Pages.Add(c1TB1Page3);
C1TopicLink c1TB1Link31 = new C1TopicLink("");
c1TB1Link31.ImageIndex = 7;
c1TB1Link31.Text = "フルタイム社員";
c1TB1Link31.ToolTipText = "?";
c1TB1Page3.Links.Add(c1TB1Link31);
C1TopicLink c1TB1Link32 = new C1TopicLink("");
c1TB1Link32.ImageIndex = 8;
c1TB1Link32.Text = "パートタイム社員";
c1TB1Link31.ToolTipText = "?";
c1TB1Page3.Links.Add(c1TB1Link32);
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}

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、C1TopicPage.Align プロパティを使用して、テキストを C1TopicPage の左、中央、右に揃える方法について

説明しました。結果は次のようになります。

トピックバー項目の追加と削除トピックバー項目の追加と削除

次の各トピックでは、C1TopicBar コントロールからトピックページとトピックリンクを追加および削除する方法を説明します。

C1TopicBar へのトピックページの追加へのトピックページの追加

C1TopicBar へのトピックページの追加へのトピックページの追加

ページをトピックバーに追加するには、次の５つの方法があります。スマートタグ、フローティングツールバー、コンテキストメ

ニュー、コレクションエディタ、またはコードを使用できます。このトピックでは、これら５つの方法をそれぞれ使用し、ページをト

ピックバーに追加する方法を学びます。

スマートタグを使用した場合スマートタグを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。 C1TopicBarコントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの追加］をクリックします。
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［ページ２ページ２］が C1TopicBar コントロールに追加されます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBar コントロールの山形ボタンをクリックし、フローティングツールバーをアクティブにします。フローティング

ツールバーが次のようにページに表示されます。

3. フローティングツールバーで、〈トピックページを追加トピックページを追加〉ボタンを選択します。

［ページ２ページ２］が C1TopicBar コントロールに追加されます。

コンテキストメニューを使用した場合コンテキストメニューを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBar コントロールを右クリックし、コンテキストメニューを開きます。

3. コンテキストメニューから、［ページの追加ページの追加］を選択します。

  Menus and Toolbars for WinForms

199 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



［ページ２ページ２］が C1TopicBar コントロールに追加されます。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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。

4. 〈追加追加〉をクリックし、ページをコレクションに追加します。

5. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

［ページ２ページ２］が C1TopicBar コントロールに追加されます。

コードを使用した場合コードを使用した場合

Menus and Toolbars for WinForms  

200 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、 C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

3. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command

4. 新しいトピックページを作成してトピックバーに追加する次のコードを Form_Loadイベントに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'「ページ２」という名前の新しいトピックページオブジェクトを作成します。

Dim c1TopicPage2 As New C1TopicPage("Page 2")
'新しいトピックページをトピックに追加します。

c1TopicBar1.Pages.Add(c1TopicPage2)

C# コードの書き方

C#

//「ページ２」という名前の新しいトピックページオブジェクトを作成します。

C1TopicPage c1TopicPage2 = new C1TopicPage("Page 2")
//新しいトピックページをトピックに追加します。 
c1TopicBar1.Pages.Add(c1TopicPage2)

5. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。［ページ２ページ２］という名前の新しいページがコントロールに表示されることを確

認します。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、５つの方法を使用し、ページを C1TopicBar コントロールに追加する方法を学びました。いずれの方法を使

用した場合も、このトピックの最終結果は次のように表示されます。
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C1TopicBar からのトピックページの削除からのトピックページの削除

ページをトピックバーから削除するには次の３つの方法があります。フローティングツールバー、コレクションエディタ、または

コードを使用できます。このトピックでは、これら３つの方法をそれぞれ使用し、ページをトピックバーから削除する方法を学び

ます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar iconアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追

加されます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらに

ページをコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加 」を参照してください。

2. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［ページ１ページ１］の上にホバーします。トピックページのツールバー

が次のように表示されます。

3. 〈トピックページを削除トピックページを削除〉ボタンをクリックします。

トピックページがコントロールから削除されます。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加 」を参照してください。

2. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。
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［C1TopicPage 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。

4. ［メンバ］ペインで、削除するページを選択します。

5. 〈削除削除〉をクリックし、ページを削除します。

6. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

ページがコントロールから削除されます。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加 」を参照してください。

2. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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。

4. 削除するページを選択し、Tagプロパティを Tag1 に設定します。このタグを追加すると、ページに一意のインジケータ

が付与され、後で FindPageByTag メソッドを使用してページを検索できるようになります。

5. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

6. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

7. ページを検索して削除する次のコードを Form_Loadイベントに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

ページを検索し、それを変数に代入します。 
Dim Page1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("Tag1")
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'指定したページを削除します。

c1TopicBar1.Pages.Remove(Page1)                                

C# コードの書き方

C#

//ページを検索し、それを変数に代入します。

var Page1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("Tag1");
//指定したページを削除します。

c1TopicBar1.Pages.Remove(Page1);                                

8. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。ページが削除されたことを確認します。

トピックページへのトピックリンクの追加トピックページへのトピックリンクの追加

トピックリンクをトピックページに追加するには次の３つの方法があります。フローティングツールバー、コレクションエディタ、ま

たはコードを使用できます。このトピックでは、これら３つの方法をそれぞれ使用し、リンクをトピックページに追加する方法を学

びます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加 」を参照してください。

2. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［ページ１ページ１］の上にホバーします。トピックページのツールバー

が次のように表示されます。

3. 〈トピックリンクを追加トピックリンクを追加〉ボタンをクリックします。

トピックリンク［リンク１リンク１］がトピックページ追加されます。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。
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［C1TopicPage 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。

4. ［メンバ］ペインで、ページを選択します。

5. プロパティグリッドで、Linksプロパティを表示し、省略ボタンをクリックします。［C1TopicLink 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。

6. 〈追加追加〉をクリックし、トピックリンクをトピックページに追加します。

7. 〈閉じる閉じる〉をクリックし、［C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

8. 〈閉じる閉じる〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

トピックリンク［リンク１リンク１］がトピックページ追加されます。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページを

コントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加 」を参照してください。

2. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。W

［C1TopicPage 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。

4. 削除するページを選択し、Tagプロパティを Tag1 に設定します。このタグを追加すると、ページに一意のインジケータ

が付与され、後で FindPageByTag メソッドを使用してページを検索できるようになります。

5. 〈OK〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

6. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

7. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方
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Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command;

8. 次のコードを Form_Loadイベントに追加します。このコードでは、ページを検索し、それを変数に代入して、新しいト

ピックリンクオブジェクトを作成した後、トピックリンクオブジェクトをトピックページに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'トピックページを検索し、それを変数に代入します。 
Dim c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("Tag1")
' 新しいトピックリンクを作成し、それに名前を割り当てます。 
Dim c1TopicLink1As New C1TopicLink("Link 1")
' 新しいトピックリンクをトピックページに追加します。

c1TopicPage1.Links.Add(c1TopicLink1)

C# コードの書き方

C#

// トピックページを検索し、それを変数に代入します。

var c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("Tag1");
// 新しいトピックリンクを作成し、それに名前を割り当てます。

C1TopicLink c1TopicLink1 = new C1TopicLink("Link 1");
// 新しいトピックリンクをトピックページに追加します。

c1TopicPage1.Links.Add(c1TopicLink1);  

9. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。リンクがページに追加されたことを確認します。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、３つの異なる方法を使用し、トピックリンクをトピックページに追加する方法を学びました。このトピックの結果

は次のようになります。
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トピックページからのトピックリンクの削除トピックページからのトピックリンクの削除

フローティングツールバー、コレクションエディタ、およびコードを使用し、トピックリンクをトピックページから削除できます。この

トピックでは、上記の方法をそれぞれ使用し、トピックリンクを削除する方法を学びます。このトピックでは、ページ上に１つ以上

のトピックリンク（「トピックページへのトピックリンクの追加」を参照）を含む C1TopicBar コントロールがあることを前提してい

ます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. カーソルを使用し、フローティングツールバーが表示されるまで、削除するトピックリンクの上にホバーします。

2. 〈トピックリンクを削除トピックリンクを削除〉ボタンをクリックします。

トピックリンクがトピックページから削除されます。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. C1TopicBar のスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

2. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。
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［C1TopicPage 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. ［メンバ］ペインで、ページを選択します.
4. プロパティグリッドで、、Linksプロパティを表示し、省略ボタンをクリックします。［C1TopicLink 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。

5. ［メンバ］ペインで、削除するリンクを選択します。

6. 〈削除削除〉をクリックし、リンクを削除します。

7. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

8. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。トピックリンクがトピックページから削除されます。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

2. ［C1TopicBar タスク］メニューで、［ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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. ［メンバ］ペインで、削除するリンクを保持するページを選択します。

4. プロパティグリッドで、ページの Tagプロパティを PageWithLink に設定します。これにより、コードで FindPageByTag
メソッドを使用してページを検索できるようになります。

5. プロパティグリッドで、Linksプロパティを表示し、省略ボタンをクリックします。［C1TopicLink 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。

6. コードで削除するリンクを選択し、プロパティグリッドで、リンクの Tag プロパティを LinkToRemove に設定します。これ

により、リンクに一意のインジケータが付与され、コードで FindLinkByTag メソッドを使用してリンクを検索できるように

なります。

7. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

8. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

9. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

10. 次のコードを Form_Loadイベントに追加します。このコードでは、ページとリンクを検索し、それらを変数に代入した
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後、リンクをページから削除します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

'ページを検索して変数に代入します。

Dim c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("PageWithLink")
'リンクを検索して変数に代入します。

Dim c1TopicLink1 = c1TopicPage1.FindLinkByTag("LinkToRemove")
'リンクをページから削除します。

c1TopicPage1.Links.Remove(c1TopicLink1)                              

C# コードの書き方

C#

//ページを検索して変数に代入します。 
var c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("PageWithLink"); 
//リンクを検索して変数に代入します。 
var c1TopicLink1 = c1TopicPage1.FindLinkByTag("LinkToRemove"); 
//リンクをページから削除します。

c1TopicPage1.Links.Remove(c1TopicLink1);

11. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

外観のカスタマイズ外観のカスタマイズ

次の各トピックでは、C1TopicBar コントロールの外観を変更する方法を説明します。

景画像の追加景画像の追加

BackgroundImage プロパティを使用し、背景画像を C1TopicBar コントロールに追加できます。このトピックでは、プロパ

ティウィンドウとコードを使用し、このプロパティを設定する方法を学びます。

プロパティウィンドウを使用した場合プロパティウィンドウを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックし、C1TopicBarコントロールをフォームに追加します。

2. C1TopicBarコントロールを右クリックして、コンテキストメニューを開き、［プロパティプロパティ］を選択しま。プロパティウィンドウ

が開き、C1TopicBarコントロールのプロパティがフォーカス状態になります。.
3. BackgroundImage プロパティを見つけて、省略ボタンをクリックして、［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスを開きま

す。

4. 〈ローカルリソースローカルリソース〉ラジオボタンを選択し、〈インポートインポート〉をクリックします。［開く開く］ダイアログボックスが開きます。

5. 背景画像の保存先フォルダに移動し、画像を選択した後、〈開く開く〉をクリックして、画像をインポートします。

6. ［開く開く］ダイアログボックスが閉じて、［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスに戻ります。

7. 〈〈OK〉〉をクリックし、［リソースの選択リソースの選択］ダイアログボックスを閉じます。

背景画像が C1TopicBarコントロールに追加されます。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、 C1TopicBarアイコンをダブルクリックし、C1TopicBarコントロールをフォームに追加します。
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2. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

3. 次のコード（C:\YourImage.jpgを各自のパスと画像名に置換）を Form_Loadイベントに追加し、背景画像を設定しま

す。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

c1TopicBar1.BackgroundImage = System.Drawing.Image.FromFile(“C:\YourImage.jpg”)

C# コードの書き方

C#

c1TopicBar1.BackgroundImage = 
System.Drawing.Image.FromFile(@”C:\YourImage.jpg”);

4. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、プロパティウィンドウとコードを使用し、背景画像を追加する方法を学びました。次の図は、カスタム背景画このトピックでは、プロパティウィンドウとコードを使用し、背景画像を追加する方法を学びました。次の図は、カスタム背景画

像が設定された像が設定された C1TopicBar コントロールを示しています。コントロールを示しています。

トピックページへのアイコンの追加トピックページへのアイコンの追加

このトピックでは、画像リストを作成し、リスト内の画像をトピックページに追加します。

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスで、C1TopicBarアイコンをダブルクリックし、C1TopicBar コントロールをプロジェクトに追加します。

2. ツールボックスで、画像リスト画像リストアイコンをダブルクリックし、［画像リスト画像リスト］コンポーネントをプロジェクトに追加します。

3. ImageListコントロールのスマートタグ（）をクリックし、［ImageList タスクタスク］メニューを開きます。

4. ［画像の選択画像の選択］を選択し、［Images コレクションエディタコレクションエディタ］を開きます。

5. 〈追加追加〉をクリックして、［開く開く］ダイアログを開き、次を実行します。

1. アイコンとして使用する画像に移動します。

2. 画像を選択します。

3. 〈〈OK〉〉を押し、［開く開く］ダイアログボックスを閉じて、［Images コレクションエディタコレクションエディタ］に戻ります。画像が 0 と番号

付けされていることを確認します。

6. 〈〈OK〉〉をクリックし、［Images コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

7. C1TopicBar コントロールを右クリックして、コンテキストメニューを開き、リストから［プロパティプロパティ］を選択します。プロパ

ティウィンドウが開き、 C1TopicBar コントロールのプロパティがフォーカス状態になります。

8. ImageList プロパティを見つけて、ドロップダウン矢印をクリックし、リストから imageList1を選択します。これにより、

画像リストがコントロールにロードされ、コントロールのトピックページがリストから画像を取得できるようになります。

9. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［ページ１ページ１］の上にホバーします。トピックページのツールバー
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が次のように表示されます。

10. 〈トピックページの外観を編集トピックページの外観を編集〉ボタンをクリックし、［C1TopicPage プロパティプロパティ］エディタを開きます。

11. ［画像インデックス［画像インデックス］ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 0を選択します。

アイコンが［ページ１ページ１］に追加されます。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、アイコンをトピックページに追加しました。下の図はアイコンが設定されたページを示しています。このトピックでは、アイコンをトピックページに追加しました。下の図はアイコンが設定されたページを示しています。

トピックリンクへのアイコンの追加トピックリンクへのアイコンの追加

このトピックでは、画像リストを作成し、リスト内の画像をトピックリンクに追加します。

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスで、C1TopicBarアイコンをダブルクリックし、C1TopicBar コントロールをページに追加します。

2. ツールボックスで、画像リスト画像リストアイコンをダブルクリックし、［画像リスト画像リスト］コンポーネントをページに追加します。

3. ImageListコントロールのスマートタグ（）をクリックし、［ImageList タスクタスク］メニューを開きます。

4. ［画像の選択画像の選択］を選択し、［Images コレクションエディタコレクションエディタ］を開きます。

5. 〈追加追加〉をクリックして、［開く開く］ダイアログを開き、次を実行します。

1. アイコンとして使用する画像に移動します。

2. 画像を選択します。

3. 〈〈OK〉〉を押し、［開く開く］ダイアログボックスを閉じて、［Images コレクションエディタコレクションエディタ］に戻ります。画像が 0 と番号

付けされていることを確認します。

6. 〈〈OK〉〉をクリックし、［Images コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

7. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［ページ１ページ１］の上にホバーします。トピックページのツールバー

が次のように表示されます。
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8. 〈トピックリンクを追加トピックリンクを追加〉ボタンをクリックします。［リンク１リンク１］が［ページ１ページ１］の下に追加されます。

9. トピックページツールバーで、〈トピックページの外観を編集トピックページの外観を編集〉ボタンをクリックし、［C1TopicPage プロパティプロパティ］エディタを

開きます。

10. ［画像リスト画像リスト］ドロップダウン矢印をクリックし、リストから imageList1を選択します。これにより、画像リストがロードさ

れ、トピックページのリンクがリストから画像を取得できるようになります。

11. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［リンク１リンク１］の上にホバーします。トピックリンクのツールバーが

次のように表示されます。

12. 〈トピックリンクの外観を編集トピックリンクの外観を編集〉ボタンをクリックし、［C1TopicLink プロパティプロパティ］エディタを開きます。

13. ［画像インデックス画像インデックス］ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 0を選択します。.

アイコンが［リンク１リンク１］に追加されます。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、アイコンをリンクページに追加しました。下の図はアイコンが設定されたトップリンクを示しています。

視覚スタイルの変更視覚スタイルの変更

C1TopicBar コントロールは、 VisualStyle プロパティを設定してコントロールに追加できるいくつかの視覚スタイルを持ってい

ます。このトピックでは、スマートタグ、プロパティウィンドウ、およびコードを使用し、視覚スタイルを変更する方法を説明しま

す。

スマートタグを使用した場合スマートタグを使用した場合

以下の手順を実行します。
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1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックして、コントロールをページに追加します。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. VisualStyleのドロップダウン矢印をクリックし、スタイルをリストから選択します。この例では、Office2003Oliveを選択

します。

選択された視覚スタイルがコントロールに適用されます。

プロパティウィンドウを使用した場合プロパティウィンドウを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックして、コントロールをページに追加します。

2. C1TopicBar コントロールを右クリックして、コンテキストメニューを開き、［プロパティプロパティ］を選択します。

3. プロパティウィンドウが開き、C1TopicBar コントロールのプロパティがフォーカス状態になります。

4. VisualStyle プロパティを見つけて、ドロップダウン矢印をクリックし、視覚スタイルを選択します。この例で

は、Office2003Oliveを選択します。

選択された視覚スタイルがコントロールに適用されます。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。

2. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

3. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command;

4. 視覚スタイルを設定するには、視覚スタイルを Office2003Oliveに設定する次のコードを Form_Loadイベントに追加

します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

c1TopicBar1.VisualStyle = VisualStyle.Office2003Olive

C# コードの書き方

C#

c1TopicBar1.VisualStyle = VisualStyle.Office2003Olive;

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、３つの異なる方法を使用し、視覚スタイルを変更する方法を学びました。このトピックの結果は次のようにな

ります。
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展開／縮小動作のカスタマイズ展開／縮小動作のカスタマイズ

このセクションのトピックでは、 C1TopicBar ページの展開／縮小動作を変更する方法を説明します。

展開／縮小アニメーションの変更展開／縮小アニメーションの変更

デフォルトでは、 C1TopicBar コントロールの展開／縮小動作のアニメーションは System に設定されています。すなわち、動

作はユーザーのオペレーティングシステムの設定に従います。これを制御する場合、Animation プロパティをオンに設定する

と、アニメーションをオンにできます。Animation を Off に設定すると、アニメーションをオフにできます。

プロパティウィンドウを使用した場合プロパティウィンドウを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBarコントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. C1TopicBarコントロールを右クリックして、コンテキストメニューを開き、［プロパティプロパティ］を選択します。

3. プロパティウィンドウが開き、C1TopicBarコントロールのプロパティがフォーカス状態になります。

4. Animation プロパティを見つけて、ドロップダウン矢印をクリックし、リストから設定を選択します。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、 C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

3. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command;

4. 次の１つを実行します。

アニメーションをオンにするには、次のコードを Form_Loadイベントに追加します。 
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Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

c1TopicBar1.Animation = C1AnimationEnum.On

C# コードの書き方

C#

c1TopicBar1.Animation = C1AnimationEnum.On

アニメーションをオフにするには、次のコードを Form_Loadイベントに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

c1TopicBar1.Animation = C1AnimationEnum.Off

C# コードの書き方

C#

c1TopicBar1.Animation = C1AnimationEnum.Off;

5. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします.

縮小したトピックページの作成縮小したトピックページの作成

デフォルトでは、C1TopicBaramp;コントロールに追加されたページは展開されます。Collapsed プロパティを True に設定す

ると、縮小したページを作成できます。このトピックでは、フローティングツールバー、コレクションエディタ、およびコードを使用

し、Collapsed プロパティを設定する方法を学びます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページを

コントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［ページ１ページ１］（または、選択した別のページ）の上にホバーしま

す。トピックページのツールバーが次のように表示されます。

3. 〈トピックページの外観を編集トピックページの外観を編集〉ボタンをクリックし、［C1TopicPage プロパティプロパティ］エディタを開きます。

4. ［縮小縮小］チェックボックスを選択し、ページが縮小されたことを確認します。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ
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れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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。

4. ［メンバ］ペインで、縮小するページを選択します。

5. プロパティグリッドで、Collapsedプロパティを True に設定します。

6. 〈〈OK〉〉を押して、［ C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。トピックページが縮小されていることを確認します。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１］ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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。

4. ［メンバ］ペインで、縮小するページを選択します。

5. プロパティグリッドで、Tagプロパティを PageToCollapse に設定します。このタグは一意のインジケータであり、これに

より、コードで FindPageByTagメソッドを使用して適切なページを検索できるようになります。

6. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

7. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

8. 次のコードを Form_Loadイベントに追加します。このコードでは、ページを検索し、それを変数に代入した後、ページの

Collapsedプロパティを Trueに設定します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("PageToCollapse")
c1TopicPage1.Collapsed = True

C# コードの書き方

C#

var c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("PageToCollapse");
c1TopicPage1.Collapsed = true;

Menus and Toolbars for WinForms  

216 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



9. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします.

トピックバーのツールチップの使用トピックバーのツールチップの使用

このセクションのトピックでは, C1TopicBar のツールチップを使用および操作する方法を学びます。トピックページとトピックリ

ンクにツールチップを作成する方法、およびコントロールのすべてのツールチップを無効にする方法を学びます。

トピックページへのツールチップの追加トピックページへのツールチップの追加

フローティングツールバー、コレクションエディタ、およびコードを使用し、ツールチップをトピックページに追加できます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページを

コントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. フローティングツールバーが表示されるまで、カーソルで［ページ１ページ１］（または、選択した別のページ）の上にホバーしま

す。トピックページのツールバーが次のように表示されます。

3. 〈トピックページの外観を編集〉ボタンをクリックし、［C1TopicPage プロパティプロパティ］エディタを開きます。

4. ［ツールチップツールチップ］テキストボックスに、「I am a topic page ToolTip!」と入力します。

5. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

6. ツールチップを追加したページの上にホバーし、ツールチップが表示されることを確認します。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、 C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

〈トピックページの外観を編集〈トピックページの外観を編集〉ボタンをクリックし、［C1TopicPage プロパティプロパティ］エディタを開きます。

4. ［ツールチップ］テキストボックスに、「I am a topic page ToolTip!」と入力します。

5. プロパティグリッドで、ToolTipText プロパティを「I am a topic page ToolTip!」に設定します。

6. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

7. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。
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8. ツールチップを追加したページの上にホバーし、ツールチップが表示されることを確認します。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBar アイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。さらにページ

をコントロールに追加する場合は、「C1TopicBar へのトピックページの追加」を参照してください。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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。

4. ［メンバ］ペインで、ツールチップを動的に追加するページを選択します。

5. プロパティグリッドで、Tag プロパティを PageWithToolTip に設定します。後続の手順で、このタグを使用してトピック

ページを検索します。

6. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

7. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加

されたことに注意してください。

8. 次の名前空間をプロジェクトにインポートします。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Imports C1.Win.C1Command

C# コードの書き方

C#

using C1.Win.C1Command;

9. 次のコードを Form_Loadイベントに追加します。このコードでは、ページを検索し、それを変数に代入した後、ページ

の  ToolTipTextプロパティを設定します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("PageWithToolTip")
c1TopicPage1.ToolTipText = "I am a topic page ToolTip!"

C# コードの書き方

C#

var c1TopicPage1 = c1TopicBar1.FindPageByTag("PageWithToolTip");
c1TopicPage1.ToolTipText = "I am a topic page ToolTip!";

10. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

11. ツールチップを追加したページの上にホバーし、ツールチップが表示されることを確認します。
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このトピックの作業結果このトピックの作業結果

このトピックでは、フローティングツールバー、コレクションエディタ、およびコードを使用し、ツールチップをトピックページに追加

する方法を学びました。このトピックで使用したどの方法の場合も、結果は次のような表示になります。

リンクページへのツールチップの追加リンクページへのツールチップの追加

フローティングツールバー、コレクションエディタ、およびコードを使用し、ツールチップをトピックリンクに追加できます。

フローティングツールバーを使用した場合フローティングツールバーを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがフォームに追加されます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の

１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. トピックリンクを Page 1（トピックページへのトピックリンクの追加」を参照）に追加します。

3. フローティングツールバーが表示されるまで、新しいリンクの上にホバーし、〈トピックリンクの外観を編集トピックリンクの外観を編集〉ボタンをク

リックします。［C1TopicLink プロパティプロパティ］エディタが開きます。

4. ［ツールチップ］テキストボックスに、「I am a topic link ToolTip!」と入力します。

5. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

6. ツールチップを追加したリンクの上にホバーし、ツールチップが表示されることを確認します。

コレクションエディタを使用した場合コレクションエディタを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加さ

れます。デフォルトで［ページ１ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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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4. プロパティグリッドで、Linksプロパティを表示し、省略ボタンをクリックします。［C1TopicLink 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。

5. ［メンバ］ペインで、ツールチップを追加するリンクを選択します。

6. プロパティグリッドで、ToolTipText プロパティを「I am a topic link ToolTip!」に設定します。

7. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

8. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

9. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

10. ツールチップを追加したリンクの上にホバーし、ツールチップが表示されることを確認します。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、C1TopicBarアイコンをダブルクリックします。C1TopicBar コントロールがフォームに追加され

ます。デフォルトで［ページ１］という名前の１ページがコントロールに表示されていることを確認します。

2. C1TopicBarのスマートタグ（）をクリックし、［C1TopicBar タスクタスク］メニューを開きます。

3. ［C1TopicBar タスクタスク］メニューで、［ページの編集ページの編集］をクリックします。

［C1TopicPage 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。

4. ［メンバ］ペインで、ページを選択します。

5. プロパティグリッドで、Linksプロパティを表示し、省略ボタンをクリックします。［C1TopicLink 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.
6. ［メンバ］ペインで、ツールチップを追加するリンクを選択します。

7. プロパティグリッドで、 Tag プロパティを LinkToolTip に設定します。後続の手順で、このタグを使用してトピックリンク

を検索します。

8. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicLink コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

9. 〈〈OK〉〉をクリックし、［C1TopicPage コレクションエディタコレクションエディタ］を閉じます。

10. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Loadイベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

11. 次のコードを Form_Loadイベントに追加します。このコードでは、ページを検索し、それを変数に代入した後、ページの

ToolTipText プロパティを設定します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

Dim c1TopicLink1 = c1TopicBar1.FindLinkByTag("LinkToolTip")
c1TopicLink1.ToolTipText = "I am a topic link ToolTip!"

C# コードの書き方

C#

var c1TopicLink1 = c1TopicBar1.FindLinkByTag("LinkToolTip");
c1TopicLink1.ToolTipText = "I am a topic link ToolTip!";

12. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。

13. ツールチップを追加したリンクの上にホバーし、ツールチップが表示されることを確認します。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果
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このトピックでは、フローティングツールバー、コレクションエディタ、およびコードを使用し、ツールチップをトピックページに追加

する方法を学びました。このトピックで使用したどの方法の場合も、結果は次のような表示になります。

ツールチップの無効化ツールチップの無効化

ShowToolTips プロパティを False に設定すると、すべてのツールチップを無効にできます。

プロパティウィンドウを使用した場合プロパティウィンドウを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. C1TopicBar コントロールを右クリックし、コンテキストメニューを開きます。

2. ［プロパティプロパティ］を選択し、プロパティウィンドウを開きます。

3. ShowToolTips プロパティを見つけて、ドロップダウン矢印をクリックし、False を選択します。

コードを使用した場合コードを使用した場合

以下の手順を実行します。

1. フォームの空の部分をダブルクリックし、コードビューを開きます。Form_Load イベントハンドラがコードビューに追加さ

れたことに注意してください。

2. ShowToolTipsプロパティを False に設定するには、次のコードを Form_Loadイベントに追加します。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic

C1TopicBar1.ShowToolTips = False

C# コードの書き方

C#

c1TopicBar1.ShowToolTips = false;

3. ［F5］を押して、プロジェクトをビルドします。
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