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FlexPivot for WinForms の概要の概要

FlexPivot for WinForms は、エンドユーザーのハイエンドのビジネスインテリジェンス（BI）ニーズを満たすために設計および

開発された強力なデータ分析ツールです。データ集計ツールである FlexPivot を使用すると、膨大で複雑なデータベースをモ

ジュール化された小さなデータチャンクに分割して、グリッド、チャート、レポートなどの複数の形式で表示することができます。

作業を開始する前に、次のトピックを確認してください。作業を開始する前に、次のトピックを確認してください。

クイックスタート:FlexPivot for WinForms  

主要な機能

FlexPivotPage

FlexPivotChart

FlexPivotSlicer

上位Nフィルター

チュートリアル

グループ化

OLAPでKPIの表示

       
注意注意：FlexPivot for WinFormsでは、.NET4.5.2と.NET6の両方と互換性があります。ただし、WinForms .NET 5 Edition
には、豊富な設計時サポートがまだ含まれていません。 今後のリリースで強化する予定です。

リファレンスリファレンス

C1.Win.FlexPivot.4.5.2 アセンブリアセンブリ C1.Win.FlexPivot.6 アセンブリアセンブリ

FlexPivot とはとは

実世界のほとんどのビジネスシナリオでは、大規模なデータセットを小さなわかりやすい形式に整理し、そこから価値のある情

報や見通しを抽出することが、ビジネスユーザー共通の関心事となっています。さまざまな強力なビジネスインテリジェンス

ツールが存在していますが、エンドユーザーは、依然として、より高速なデータ分析および集計機能を提供することができる高

性能でフットプリントの小さなツールを求めています。

FlexPivot は、ハイエンドのビジネスインテリジェンス機能と最適化されたデータ分析をエンドユーザーに提供する目的で設計

された .NET コントロールのスイート製品です。FlexPivot のコントロールは、優れた分析処理機能を提供します。FlexPivot
は、プラットフォームに依存しないデータエンジンを備えているため、分析をアプリケーションでローカルに実行することができ、

大規模で高価なデータ分析ツールに縛られずに済みます。

FlexPivot コントロールによるデータ分析にコードは不要で簡単です。データフィールドをユーザーインタフェース（UI）上のリス

トにドラッグするだけで、動的な集約ビューを作成することができます。C1FlexPivot クラスは、複雑なデータをフェッチできる

ように明確に定義された拡張機能と API を提供します。また、本製品は、クリエイティブなデータの分析および集計を可能にし

ます。

FlexPivot はまた、簡単なドラッグアンドドロップ操作による多次元データ分析もサポートしています。コントロールの対話式の

UI により、ユーザーは、データ分析を容易に理解して実施することができます。コントロールを使用して、対話式のグリッド、

チャート、レポートを作成することができ、それらをさまざまなファイル形式（XLS、PDF、XLSX など）で保存、エクスポート、共

有、印刷して多様なビジネスニーズに応えることができます。FlexPivot コントロールは、オンラインまたはローカルのキューブ

と接続する機能を備えています。ユーザーは、キューブデータを簡単にスライスアンドダイスして、有意義な見通しを得ること

ができます。

拡張されたデータエンジン拡張されたデータエンジン

FlexPivot は、プラットフォームに依存しないデータエンジン上で設計および開発されており、大規模なデータセットの高速な分

析および集計機能を提供します。C1DataEngine は、アプリケーションに簡単に統合できる、フットプリントの小さな C# コン

ポーネントです。このエンジンは、列指向技術を使用してデータをメモリマップファイルに保存します。このような機能により、

FlexPivot は、数億件のレコードを１秒足らずで処理できるという高速処理を提供しています。また、C1DataEngine は、

「Using C1DataEngine」セクションで説明されているように、FlexPivot コントロールとは独立に使用して、データの視覚化や分

析を行うこともできます。 
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データエンジンは、64 ビット OS マシン上ですべての機能を完全にサポートします。
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FlexPivot 入門入門

FlexPivot は、オンライン分析処理ツールとして設計されています。本製品は、データの動的な視覚化および分析を可能にす

る一連の技術で構成されています。

一般的な分析処理ツールには、OLAP キューブキューブや、Microsoft Excel などに用意されているピボットテーブルがあります。これ

らのツールは、大規模なデータセットを取得し、条件セットに基づいてレコードをグループ化して、データを集計します。たとえ

ば、OLAP キューブは、製品、地域、期間に基づいて売上データをグループ化することで売上データをまとめます。この場合、

各グリッドセルには、特定の製品、特定の地域、および特定の期間の売上の合計が表示されます。通常、このセルは、元の

データソースのいくつかのレコードからのデータを表します。

データ分析処理ツールを使用すると、グループ化の基準を動的に（オンラインで）再定義できます。これにより、アドホックな

データ分析の実行や、隠れたパターンの発見が容易になります。

たとえば、次の表を見てください。

Tab Title

日付日付 製品製品 地域地域 売上売上

2015 年 10 月 製品 A 北部 12

2015 年 10 月 製品 B 北部 15

2015 年 10 月 製品 C 南部 4

2015 年 10 月 製品 A 南部 3

2015 年 11 月 製品 A 南部 6

2015 年 11 月 製品 C 北部 8

2015 年 11 月 製品 A 北部 10

2015 年 11 月 製品 B 北部 3

 

ここで、このデータを分析して次のような質問の回答を得るように求められたと仮定します。

売上は上がっているか、下がっているか。

会社にとってどの製品が最も重要であるか。

各地域で最も人気があるのはどの製品か。

これらの単純な質問に答えるには、これらのデータを集計し、次のような表を取得する必要があります。

日付別および製品別の売上日付別および製品別の売上

日付日付 製品製品 A 製品製品 B 製品製品 C 合計合計

2007 年 10 月 15 15 4 34

2007 年 11 月 16 3 8 27

合計合計 31 18 12 61

 

製品別および地域別の売上製品別および地域別の売上

製品製品 北部北部 南部南部 合計合計
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製品 A 22 9 31

製品 B 18  18

製品 C 8 4 12

合計合計 48 13 61

 

サマリーテーブルの各セルは、元のデータソースのいくつかのレコードを表しています。１つまたは複数の値フィールドが集計

され（ここでは、売上の合計）、他のフィールド（ここでは、日付、製品、または地域）に基づいて分類されています。

これは、スプレッドシートでは簡単に行うことができますが、作業は単調で、繰り返しが多く、ミスが多くなります。データを集計

するためのカスタムアプリケーションを記述しても、新しいビューを追加するためのアプリケーションの管理に多くの時間がか

かり、ユーザーの分析は実装されているビューに限定されます。

FlexPivot では、ユーザーがアドホックに対話操作で必要なビューを定義できます。定義済みのビューを使用することも、新し

いビューを作成して保存することもできます。基底のデータの変更はビューに自動的に反映されます。ユーザーはこれらの

ビューを表示するレポートを作成して共有できます。つまり FlexPivot コントロールは、柔軟で効率的なデータ分析機能を提供

します。
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主要な機能主要な機能

ここでは、ビジネスニーズの理解に役立つ FlexPivot の主要な機能について説明します。

複数の値フィールド複数の値フィールド

FlexPivot は、値リストで複数のフィールドをサポートします。ユーザーは、複数のフィールドを値リストにドラッグして、

結果をグリッドやチャートで確認できます。詳細については、「値リストへの複数フィールドの追加」トピックを参照してく

ださい。

拡張された強力なデータエンジン拡張された強力なデータエンジン

FlexPivot には、列指向技術を使用してデータをメモリマップファイルに保存する新しい強力なデータエンジンが組み込

まれています。C1DataEngine は、大規模なデータセットの高速処理を提供しており、数億件のレコードを１秒足らず

で処理できる高いパフォーマンスを実現しています。また、このエンジンは、集計、結合、グループ化、フィルタ処理、単

項/２項演算などのクエリー操作もサポートしています。クエリー関連の操作の概要については、「C1DataEngine の使

用」セクションを参照してください。

強化されたユーザーインタフェース強化されたユーザーインタフェース

FlexPivot は、モダンな配色を持つ強化された Excel 形式のユーザーインタフェース（UI）を備え、ツールバー、ツールス

トリップ、ドロップダウンメニュー、テーブル、チャートなどで使用しています。

複数テーマのサポート複数テーマのサポート

FlexPivot では、開発者がアプリケーションの要件に適したテーマを選択できます。複数のテーマをサポートするため

に、コントロールに C1ThemeController が含まれています。

グリッドビューへの情報のプロットグリッドビューへの情報のプロット

FlexPivot には、データを表示するための C1FlexPivotGrid コントロールが用意されています。 C1FlexPivotGrid は独

立したコントロールとして利用することもでき、これにより FlexPivot アプリケーションをカスタマイズできます。コントロー

ルの概要については、「FlexPivot のアーキテクチャ」セクションを参照してください。

実行時の情報の表示方法の選択実行時の情報の表示方法の選択

 C1FlexPivotPanel を使用して、データを表示するためにデータソースのどのフィールドをどのように使用するかを決

定します。FlexPivotPanel の下の領域にフィールドをドラッグして、フィルタ、列ヘッダー、行ヘッダーを作成するか、列

または行の値の合計を取得します。詳細については、「FlexPivotPanel」セクションを参照してください。

カスタマイズのためのカスタマイズのための C1 コントロールの実装コントロールの実装

FlexPivot には、標準の Microsoft コントロールではなく、C1 コントロール（チェックボックス、タブ、ツールストリップな

ど）が付属しています。これにより、FlexPivot 製品では、ビジネスニーズに応じて外観を完全に自由にカスタマイズでき

ます。

クエリー操作のサポートクエリー操作のサポート

FlexPivot では、集計、結合、フィルタ処理、範囲、ソート、グループ化、単項および２項演算、計算フィールド、投影な

どのクエリー操作がサポートされています。

Display KPI in OLAP
FlexPivot can be used to visualize the Status, Trend and Goal measures of KPI contained in an OLAP cube. See
the topic Display KPI in OLAP to know more about this.FlexPivotを使用すると、OLAPキューブに含まれるKPIのス

テータス、傾向、および目標の測定値を視覚化できます。 詳細については、トピック「OLAPでのKPIの表示」を参照して

ください。

FlexPivot コントロールは、64 ビットビット OS マシンマシン上ですべての機能を完全にサポートします。   
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FlexPivot のアーキテクチャのアーキテクチャ

このセクションでは、FlexPivot のアーキテクチャの特徴に注目しま

す。 FlexPivotPage、、FlexPivotPanel、、FlexPivotGrid、、FlexPivotChart、FlexPivotPrintDocument など、FlexPivot に統合さ

れているさまざまなコンポーネントに関する情報を提供するサブトピックが含まれています。

Note:
WinForms .NET 5 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.
Since the FlexPivotEngine property is obsoleted, you can use the PivotEngine property instead.

FlexPivotPage
FlexPivotPage is designed for quick and easy development of FlexPivot applications. The FlexPivotPage control
provides a comprehensive user interface (UI) for FlexPivot applications. FlexPivotPage contains C1FlexPivotPanel on
the left and a tabbed area on the right. The C1FlexPivotPanel control allows users to select and customize data fields.
The tabbed region contains tabs such a Grid, Chart and Raw Data to display data in different forms. The FlexPivotPage
control also provides a tool strip with commonly used commands.

The FlexPivotPage object model exposes the integrated controls for the developers to easily customize them by
adding or removing the interface elements as per their requirements. Developers can also use the source code of the
control for extensive customization and implement them according to the specifications of their application.
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FlexPivotPanel
FlexPivotPanel は、FlexPivot と共に使用できる中核のコントロールです。

C1FlexPivotPanel コントロールは、Excel 形式のドラッグアンドドロップ UI を提供するように設計されています。この UI を使

用して、データのカスタムビューを定義できます。コントロールには、データに存在するすべてのフィールドのリストが表示され

ます。これらのフィールドを、出力テーブルの行/列ディメンション、出力データセルの集計値、データのフィルタ処理に使用され

るフィールドなどを表すリストにドラッグアンドドロップできます。

このコントロールの中心は、ユーザーが選択した条件に従ってデータソースから生データをフェッチする強力なデータエンジン

です。データ選択の条件は、パネルに表示されるさまざまなリストに含まれているフィールドによって決定されます。

FlexPivot は、オープンアーキテクチャです。テーブル、汎用リストなどの標準的なコレクションをデータとして受け取ることがで

きます。そして、LINQ 列挙を追加してデータを集計し、出力として通常のデータテーブルを生成します。

データソースに連結された C1FlexPivotPanel コントロールは、次の図のように表示されます。
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次の表で、C1FlexPivotPanel コントロールに含まれるリストとその目的について説明します。

C1FlexPivotPanel の領域の領域 説明説明

フィルタ フィルタ処理するフィールドを指定します。

行 ［行］リストに追加された項目は、グリッドの行ヘッダーになります。これらの項目は、

チャートの Y 軸に入ります。

列 ［列］リストに追加された項目は、グリッドの列ヘッダーになります。これらの項目は、

チャートの凡例に入ります。

値 指定されたフィールドの合計を表示します。

更新を遅らせる このチェックボックスをオンにすると、ビュー定義が変更されたときに発生する自動更新が

一時停止されます。

実行時に［フィルタ］、［行］、［列］、または［値］リストを右クリックすると、コンテキストメニューが表示され、以下を実行できま

す。

フィールドを別の領域に移動する

フィールドを削除する

［フィールドの設定］をクリックして書式設定する

フィルタをフィールドに適用する

次の図は、これらのオプションを示しています。
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FlexPivotGrid
FlexPivotGrid は、データソースからフェッチされたデータをピボットテーブルの形式で表示します。FlexPivotGrid は、データ

ソースに連結して、グリッドに順序付きデータセットを挿入することができます。このコントロールは、C1FlexPivotPanel オブ

ジェクトとの自動データ連結、行ヘッダーと列ヘッダーのグループ化、カスタム動作による列のサイズ変更、クリップボードへの

データのコピー、指定されたセルの詳細情報の表示などの機能を提供します。

C1FlexPivotGrid コントロールは、C1FlexGrid コントロールの機能を拡張しています。これを使用して、グリッドのコンテンツを

Excel シートにエクスポートしたり、スタイルとオーナー描画セルを使用してグリッドの全体的な外観をカスタマイズすることがで

きます。

次の図は、FlexPivotGrid コントロールに順序付きデータを挿入したところです。
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FlexPivotChart
FlexPivotChart helps to visually represent the data fetched from the data source in the form of Pivot Charts. The
FlexPivotChart control integrates the features of the lightweight and fast FlexChart control in FlexPivot to render
high-quality charts.

Supported Chart Types
FlexPivotChart supports the following chart types.

Chart
Types Description

Bar A Bar chart compares values across various categories or displays variations in a data series over time.

Column A Column chart, just like the Bar Chart, represents variation in a data series over time or compares
different items.

Area An Area chart draws data series by connecting data points against Y-axis and filling the area between the
series and X-axis.

Line A Line chart displays trends over a period of time by connecting different data points in a series with a
straight line.

Scatter The Scatter Chart, which is also known as the XY Chart, depicts relationship among items of different data
series

Pie Pie charts are circular graphs that display the proportionate contribution of each category which is
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represented by a pie or a slice.

Axis Scrolling
The FlexPivotChart class provides the UseAxisScrollbar property to set scrollbar on the x-axis or y-axis when the
number of labels is large. The scrolling feature has been adapted from the FlexChart control and is useful while
plotting and analyzing huge chunks of data. It lets the end-user focus on selected range of values in detail. Two scroll
buttons are provided on either ends of the scrollbar to scroll through the selected range.

Visual Basic

' ラベル数が多い場合は、軸スクロールバーを使用します
FlexPivotPage1.FlexPivotChart.UseAxisScrollbar = True

C#

// ラベル数が多い場合は、軸スクロールバーを使用します
flexPivotPage1.FlexPivotChart.UseAxisScrollbar = true;

FlexPivotChart Palette
FlexPivotChart provides 16 pre-defined color palettes to choose from, so that the user can display charts matching the
UI of their business applications. You can apply these palettes to FlexPivotChart using the Palette property, which
accepts the values from Palette enumeration of C1.Chart namespace. This property is set to Standard by default. You
can also create a custom palette using the existing color palettes.

Visual Basic

' Paletteプロパティを使用します
FlexPivotPage1.FlexPivotChart.Palette = C1.Chart.Palette.Modern

C#

// Paletteプロパティを使用します
flexPivotPage1.FlexPivotChart.Palette = C1.Chart.Palette.Modern;

Extended palettes
FlexPivotchart now provides more palette options. These palettes were inspired by ColorBrewer 2 and are grouped in
the following categories:

Qualitative
Diverging
SequentialSingle
SequentialMulti

You can apply these palettes to FlexPivotChart using the CustomPalette property. Note that the chart's Palette
property should be set to Custom.

C#

flexPivotChart.Palette = C1.Chart.Palette.Custom;
flexPivotPage.FlexPivotChart.CustomPalette = 
C1.Win.Chart.Palettes.Qualitative.Pastel1;

You can use a combo box to bind the palette brush data.

Observe the GIF below to see how the user can populate color brushes in FlexPivotChart from the Qualitative
palette using a combo box.
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The different categories of these extended palettes are useful in varying scenarios as listed below:

Palette Type UseCase

Qualitative To show nominal or categorical data.

Diverging To give equal emphasis to mid-range critical values and extremes at both ends–light colors
for mid-range and dark colors for extreme low and high values.

SequentialSingle
orSequentialMulti

To show ordered data that progress from low to highlight colors for low-data values to dark
colors for high-data values.

Axis Grouping
Axis grouping refers to the grouping of axis labels which helps in better readability and data analysis at different
levels. There can be three types of data based on which implementation of axis grouping also varies: categorical,
numerical and DateTime format. In FlexPivotChart, all these three implementations can be done using
the ShowHierarchicalAxes property of the FlexPivotChart class.

For instance, let us assume you are using the FlexPivotChart to visually show the sales data of product sold in the
world and you want to group the data on continent basis. To accomplish this, you can use the ShowHierarchicalAxes
property to group the data according to continents basis. The following gif shows the same.
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The following sample code sets the hierarchical axes in the FlexPivotChart.

C#

chart.ShowHierarchicalAxes = true;

Chart Customization
You can use the Updating and Updated events of the FlexPivotChart class for customization of the FlexPivotChart.
Updating event occurs before the FlexPivotChart starts updating, on the other hand, Updated event occurs after the
FlexPivotChart finishes updating.

In the following GIF, both events are used to display label when the FlexPivotChart starts and finishes the updating
process.

copyCode
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Context Menu
PivotChart supports context menu at runtime. It lets the users select different options from the context menu such as
change chart type, apply stacking, copy, choose to show hide legends, titles, gridlines etc. Moreover, you can use the
FlexPivotChart.ContextMenuStrip property to add, remove or edit items of the context menu.

Legend grouping
FlexPivotChart supports grouping legends using the LegendGroups property, this provides an additional context so
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that it is easier to compare data points. This feature is usually helpful in identifying the categories of data series in the
case of multiple stacked series.

Refer the code snippet below to set the LegendGroups property.

C#

// プロパティがtrueに設定されている場合、グラフの凡例にグループが表示されます

_c1FlexPivotPage.FlexPivotChart.LegendGroups = true;

copyCode

FlexPivotPrintDocument
C1FlexPivotPrintDocument コントロールは、FlexPivot コントロールで使用できるさまざまなビューに基づいてレポートを作

成および表示します。このコントロールは、PrintDocument クラスを拡張して、コンテンツの指定および書式設定、グリッドや

チャートの表示、生データを使用したアドホックなレポートの作成などに使用できるプロパティを提供しています。
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古い古いPivotPageから新しいから新しいPivotPageへのアップグレードへのアップグレード

A user can easily upgrade from old PivotPage to the new PivotPage without any hassles. Follow the steps below:

1. In the project with the old control, update the assembly from the References in the Solution Explorer.

2. Switch to design view, remove the old controls FlexPivotPage and FlexPivotChart from Toolbox and add the
new controls, FlexPivotPage and FlexPivotChart.

3. Add the FlexPivotPage control to the form.

4. Switch to code view and replace all code lines with FlexPivotPage and FlexPivotChart to FlexPivotPage and
FlexPivotChart respectively.

5. Run your application and make sure that all the functionalities are working as expected.
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FlexPivot アプリケーションへのデータの追加アプリケーションへのデータの追加

FlexPivot では、データを追加するためのオプションとして次の３つが用意されています。

C1DataEngine の使用

データソースの使用

キューブの使用

C1DataEngine の使用の使用

C1DataEngine を使用すると、最も効果的にデータを FlexPivot コントロールに追加できます。データエンジンは、データベー

スでもサーバーでもなく、フットプリントの小さい C# コンポーネントで、FlexPivot アプリケーションに簡単に統合することができ

ます。このエンジンは、データをメモリマップファイルに保存するため、ファイルがインポートされると、遅延なく直ちにデータが

取得されます。C1DataEngine は、分析または表示するデータセットのサイズに制限がなく、それによってパフォーマンスが損

なわれることもありません。FlexPivot を C1DataEngine と共に使用する方法については、「C1DataEngine と組み合わせた

FlexPivot コントロールの使用」トピックを参照してください。

データソースの使用データソースの使用

FlexPivot コントロールは、データソースとの連結をサポートしており、複数の方法でデータを表示および分析できます。

 FlexPivot コントロールでデータソースを使用する方法については、「データソースと組み合わせた FlexPivot コントロールの使

用」トピックを参照してください。

キューブの使用キューブの使用

FlexPivot はキューブをサポートしています。ユーザーは、いくつかの方法でキューブをスライスアンドダイスできます。オンライ

ンキューブまたはAnalysis Services、Microsoft SQL Server Analysis Services（（SSAS））、SQL Server 2008、、2012 などに

接続して、価値ある情報を抽出することができます。キューブサポートの詳細については、「FlexPivot キューブ」トピックを参照

してください。
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スマートタグによる設計時サポートスマートタグによる設計時サポート

FlexPivot では、設計時にコントロールを設定するための機能としてスマートタグが提供されています。スマートタグは、各コン

トロールで最もよく使用されるプロパティを提供する［タスク］［タスク］メニューのショートカットで

す。C1FlexPivotPanel、FlexPivotPage、FlexPivotChart、C1FlexPivotGrid の各コントロールは設計時のスマートタグサ

ポートを提供しているため、プロパティに簡単にアクセスして、コントロールを設定できます。

以下のサブトピックでは、さまざまなコントロールで使用できるスマートタグについて詳細に説明します。

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化す

る予定です。

FlexPivotPanel スマートタグスマートタグ

C1FlexPivotPanel コントロールは、よく使用されるプロパティやタスクにアクセスするために、Visual Studio でスマートタグを

提供しています。FlexPivotPanel のスマートタグは、コントロールがデータソースに連結されると表示されます。

［FlexPivotPanel のタスクのタスク］メニューにアクセスするには、FlexPivotPanel コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリック

します。このスマートタグは、次の図のように表示されます。

［FlexPivotPanel のタスクのタスク］メニューには、次のオプションがあります。

合計行を表示する合計行を表示する

［合計行を表示する］［合計行を表示する］チェックボックスをオンにすると、列のすべてのデータを合計した行がグリッドの下端に追加されま

す。

合計列を表示する合計列を表示する

［合計列を表示する］［合計列を表示する］チェックボックスをオンにすると、行のすべてのデータを合計した列がグリッドの右端の列の右側

に追加されます。

ゼロを表示するゼロを表示する

［ゼロを表示する］［ゼロを表示する］チェックボックスをオンにすると、グリッドにゼロを含むすべてのセルが表示されます。

データソースの選択データソースの選択

［データソースの選択］［データソースの選択］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、使用可能なデータソースのリストが開き、新しい

データソースを追加できます。新しいデータソースをプロジェクトに追加するには、［プロジェクトデータソースの追加］［プロジェクトデータソースの追加］オ

プションをクリックします。これにより、データソース構成ウィザードデータソース構成ウィザードが開きます。

グリッドビューへの情報のプロットグリッドビューへの情報のプロット

FlexPivot には、データを表示するための FlexPivotGrid コントロールが用意されています。FlexPivotGrid は独立した

コントロールとして利用することもでき、これにより FlexPivot アプリケーションをカスタマイズできます。コントロールの

概要については、「FlexPivot のアーキテクチャのアーキテクチャ」セクションを参照してください。

FlexPivotPanel のバージョン情報のバージョン情報
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［［FlexPivotPanel のバージョン情報］のバージョン情報］をクリックすると、ダイアログボックスが表示され、製品のバージョン番号と他のリ

ソースが表示されます。

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化す

る予定です。

FlexPivotPage スマートタグスマートタグ

C1FlexPivotPage コントロールは、よく使用されるプロパティやタスクにアクセスするために、Visual Studio でスマートタグを

提供しています。

［［FlexPivotPage のタスク］のタスク］メニューにアクセスするには、FlexPivotPage コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリックし

ます。このスマートタグは、次の図のように表示されます。

［FlexPivotPage のタスク］メニューには、次のオプションがあります。

合計行を表示する合計行を表示する

［合計行を表示する］チェックボックスをオンにすると、列のすべてのデータを合計した行がグリッドの下端に追加されま

す。

合計列を表示する合計列を表示する

［合計列を表示する］チェックボックスをオンにすると、行のすべてのデータを合計した列がグリッドの右端の列の右側

に追加されます。

ゼロを表示するゼロを表示する

［ゼロを表示する］チェックボックスをオンにすると、グリッドにゼロを含むすべてのセルが表示されます。

右クリックで詳細を表示する右クリックで詳細を表示する

［右クリックで詳細を表示する］チェックボックスをオンにすると、ユーザーがグリッドのセルを右クリックしたときに詳細
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ビューが表示されます。

選択範囲の状態を表示する選択範囲の状態を表示する

［選択範囲の状態を表示する］チェックボックスをオンにすると、コントロールの下端にあるステータスバーに、グリッドで

選択された値の合計が表示されます。これは、ShowSelectionStatus プロパティを True に設定することに対応しま

す。

チャートタイプチャートタイプ

［チャートタイプ］［チャートタイプ］の横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、横棒グラフ、縦棒グラフ、面グラフ、折れ線グラフ、散

布図などのチャートタイプオプションを選択できます。

パレットパレット

［凡例を表示する］［凡例を表示する］の横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、凡例を常に表示するか、まったく表示しないか、自

動的に表示するかを選択できます。

凡例を表示する凡例を表示する

［凡例を表示する］［凡例を表示する］の横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、凡例を常に表示するか、まったく表示しないか、自

動的に表示するかを選択できます。

タイトルを表示するタイトルを表示する

［タイトルを表示する］［タイトルを表示する］チェックボックスをオンにすると、チャートの上にタイトルが配置されます。

枠線を表示する枠線を表示する

［枠線を表示する］［枠線を表示する］チェックボックスをオンにすると、チャートに枠線が設定されます。

積層積層

［積層］［積層］チェックボックスをオンにすると、データを積み重ねたチャートビューが作成されます。

生データの表示生データの表示

［生データの表示］［生データの表示］チェックボックスをオンにすると、データソースの生データを含む生データテーブルがビューに追加さ

れます。

データソースの選択データソースの選択

［データソースの選択］［データソースの選択］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、使用可能なデータソースのリストが開き、新しい

データソースを追加できます。新しいデータソースをプロジェクトに追加するには、［プロジェクトデータソースの追加］［プロジェクトデータソースの追加］を

クリックして、データソース構成ウィザードデータソース構成ウィザードを開きます。

FlexPivotPage のバージョン情報のバージョン情報

［FlexPivotPage のバージョン情報］をクリックすると、ダイアログボックスが表示され、製品のバージョン番号と他のオ

ンラインリソースが表示されます。

親コンテナでドッキングを解除する親コンテナでドッキングを解除する

［親コンテナでドッキングを解除する］［親コンテナでドッキングを解除する］をクリックすると、Dock プロパティが None に設定され、コントロールのすべての

境界線はコンテナから連結が解除されます。メニューオプションは［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］に変わります。このオ

プションをクリックすると、コントロールの Dock プロパティが Fill に設定され、コントロールがコンテナに連結されます。

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化す

る予定です。

FlexPivotChart スマートタグスマートタグ

FlexPivotChart コントロールは、よく使用されるプロパティやタスクにアクセスするために、Visual Studio でスマートタグを提

供しています。このスマートタグは、次の図のように表示されます。

［［FlexPivotChart のタスク］のタスク］メニューにアクセスするには、FlexPivotChart コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリック

します。

［［FlexPivotChart のタスク］のタスク］メニューには、次のオプションがあります。

データソースの選択データソースの選択
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［データソースの選択］［データソースの選択］の横にあるドロップダウンリストをクリックすると、FlexPivotPanel を選択してチャートを連結でき

ます。

FlexPivotChart のバージョン情報のバージョン情報

［［FlexPivotChart のバージョン情報］のバージョン情報］をクリックすると、ダイアログボックスが表示され、C1Chart のバージョン番号と

他のオンラインリソースが表示されます。

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、Dock プロパティが Fill に設定され、コントロールがコンテナに連結さ

れます。メニューオプションは［親コンテナでドッキングを解除する］［親コンテナでドッキングを解除する］に変わります。 

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化す

る予定です。

FlexPivotGrid スマートタグスマートタグ

C1FlexPivotGrid コントロールは、よく使用されるプロパティやタスクにアクセスするために、Visual Studio でスマートタグを提

供しています。このスマートタグは、次の図のように表示されます。

［［FlexPivotGrid のタスク］のタスク］メニューにアクセスするには、FlexPivotGrid コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリックしま

す。

［［FlexPivotGrid のタスク］のタスク］メニューには、次のオプションがあります。

データソースの選択データソースの選択

［データソースの選択］［データソースの選択］の横にあるドロップダウンリストをクリックすると、グリッドの連結先の FlexPivotPanel を選択で

きます。

C1FlexPivotGrid のバージョン情報のバージョン情報

［［C1FlexPivotGrid のバージョン情報］のバージョン情報］ をクリックすると、ダイアログボックスが表示され、製品のバージョンが表示され

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、Dock プロパティが Fill に設定され、コントロールがコンテナに連結さ

れます。メニューオプションは［親コンテナでドッキングを解除する］［親コンテナでドッキングを解除する］に変わります。

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化す

る予定です。
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クイックスタートクイックスタート:FlexPivot for WinForms
このクイックスタートガイドは、FlexPivot を初めて使用するユーザーのために用意されています。このセクションでは、最初

に、FlexPivotPage コントロールを C1DataEngine に接続します。また、FlexPivotPage コントロールをローカルデータソー

スに連結する方法を理解し、続けて、実行時にコントロールで使用できるさまざまな機能を学んでいきます。

C1DataEngine と組み合わせたと組み合わせた FlexPivot コントロールの使用コントロールの使用

FlexPivot コントロールにデータを追加し、そのデータを分析のためにフェッチする場合に最もお勧めする方法

は、C1DataEngine を使用することです。そうすれば、空の Windows フォームアプリケーションを作成し、FlexPivotPage コン

トロールをフォームに追加し、それを C1DataEngine に接続するだけで済みます。数行のコードを追加して、それで完了で

す。 これで、アプリケーションに膨大な件数のレコードを追加する準備ができます。

C1DataEngine を FlexPivot コントロールとは別に使用してデータの視覚化や分析を行う方法については、「C1DataEngine の
使用」トピックを参照してください。

手順１手順１:アプリケーションの設定アプリケーションの設定

この手順では、最初に Visual Studio で Windows フォームアプリケーションを作成し、次にそのアプリケーションに

FlexPivotPage コントロールを追加します。

設計時設計時

次の手順を実行して、FlexPivotPage コントロールを Windows フォームアプリケーションに追加します。

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. ツールボックスに移動し、FlexPivotPage アイコンを探します。

3. FlexPivotPage アイコンをダブルクリックするか、ドラッグアンドドロップして、コントロールをフォームに追加します。デザ

インビューは次の図のように表示されます。
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注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化する

予定です。

手順２手順２:DataEngineととFlexPivotPage コントロールの接続コントロールの接続

前の手順では、基本的な Windows フォームアプリケーションを作成し、それに FlexPivotPage コントロールを追加しました。この手順では、FlexPivotPage コントロールを

C1DataEngine に接続します。

FlexPivotPage コントロールを C1DataEngine に接続するには、次の手順を実行します。 

1. コードビュー（Form1.cs）に切り替え、フォームのコンストラクタ内で次のコードを使用して、ワークスペースを初期化します。

Visual Basic
flexPivotPage.FlexPivotPanel.Workspace.Init(path)

C#
flexPivotPage.FlexPivotPanel.Workspace.Init(path);

2. 次のコードを使用して、フォームのコンストラクタの上で、DataEngine がデータをファイルに保存するフォルダの完全パスと SQL 接続を初期化します。

Visual Basic
Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) & "\ComponentOne Samples\Common"
Dim conn As OleDbConnection = New OleDbConnection()

C#

string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) + @"\ComponentOne Samples\Common";
OleDbConnection conn = new OleDbConnection();

初期状態では DataEngine は空ですが、データが追加されると、自動的にファイルが挿入されます。

3. 使用するデータベースファイルへの標準的な接続文字列を初期化します。

Visual Basic
Private Function GetConnectionString() As String
    Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) & "\ComponentOne Samples\Common"
    Dim conn As String = "provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source={0}\c1nwind.mdb;"
    Return String.Format(conn, path)
End Function

C#
static string GetConnectionString()
{
    string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) + @"\ComponentOne Samples\Common";
    string conn = @"provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source={0}\c1nwind.mdb;";
    return string.Format(conn, path);
}

4. デザインビューに切り替え、プロパティプロパティウィンドウから Form1_Load イベントをサブスクライブします。 
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5. コードビューで、Form1_Load イベント用に作成したイベントハンドラに次のコードを追加します。  
Visual Basic

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    conn.ConnectionString = GetConnectionString()
    conn.Open()
    Dim command = New OleDbCommand("Select * from Invoices", conn)
    Dim connector = New C1.DataEngine.DbConnector(flexPivotPage.FlexPivotPanel.Workspace, conn, command)
    connector.GetData("invoices")
    flexPivotPage.FlexPivotPanel.ConnectDataEngine("Invoices")
End Sub

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    conn.ConnectionString = GetConnectionString();
    conn.Open();        
    var command = new OleDbCommand("Select * from invoices", conn);
    var connector = new C1.DataEngine.DbConnector(flexPivotPage.FlexPivotPanel.Workspace, conn, command);
    connector.GetData("invoices");
    flexPivotPage.FlexPivotPanel.ConnectDataEngine("invoices");
}

これで、FlexPivotPage コントロールを DataEngine に正しく接続することができました。 

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化する予定です。

手順３手順３:実行時のさまざまなビューの作成実行時のさまざまなビューの作成

この手順では、前の手順で DataEngine を使用して追加したデータに対して、さまざまなビューを作成する方法について説明し

ます。

［［F5］］キーを押してアプリケーションを実行します。これで、FlexPivotPage が C1DataEngine に接続されます。次の図のような

コントロールが表示され、データ分析のために選択できるさまざまなデータフィールドが示されます。

次の手順で示されているように、FlexPivotPanel にあるデータフィールドを［行］、［列］、および［値］リストにドラッグすることで、

さまざまなビューを作成できます。

1. Country フィールドを FlexPivotPanel から ［行］［行］ リストに、Extended Price フィールドを ［値］［値］ リストにドラッグします。

次の図のように、国ごとの売上の集約ビューが、グリッドの形式で表示されます。
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2. ［チャート］［チャート］ タブをクリックして、同じデータをチャート形式で表示します。
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3. Salesperson フィールドを［列］［列］リストにドラッグして、ビューを少し強化します。新しいビューには、国別および営業担当

者別の売上が表示されます。
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これで、クイックスタートガイドのすべての手順を完了しました。

データの更新データの更新

FlexPivot では、C1DataEngine を使用してデータをインクリメンタルに追加および更新できます。この機能により、最初のセッ

ションで追加されたデータが維持されるため、セッションのたびにデータ全体をロードせずに済みます。この機能を実現するに

は、アプリケーションに数行のコードを追加します。データはメモリマップファイルに保存されるため、インポートされると、遅延

なく即座にビューにロードされます。

システムの次の場所にある製品サンプル DataUpdate を参照して、C1DataEngine の完全な動作を確認してください。

 

C:\...\Documents\ComponentOne Samples\WinForms\DataUpdate.

FlexPivotPage コントロールでデータをインクリメンタルに更新するには、次の手順を実行します。

1. 次のコードを Form1_Load イベントに追加します。次のコードは、データパスによって指定されたフォルダが空でない

場合、C1DataEngine にデータを直ちにロードします。また、FlexPivotPage コントロールは、 C1DataEngine.
C#

Workspace.Init(dataPath);

2. 維持されたビューに新しいデータ行を追加するには、 connect.AppendData メソッドを次のように使用します。

C#

connector.AppendData(tableName);

3. デフォルトでは、FlexPivot アプリケーションは、 AppendData メソッドが終了すると、結果を自動的に更新します。更

新を遅延させるには、 BeginUpdate メソッドと EndUpdate メソッドを使用します。コネクタによるデータの追加が完了

FlexPivot for WinForms  

30 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



したら、EndUpdate メソッドを呼び出して FlexPivot の結果を更新できます。

C#

c1FlexPivotPage.FlexPivotPanel.FlexPivotEngine.BeginUpdate();
c1FlexPivotPage.FlexPivotPanel.FlexPivotEngine.EndUpdate();

 

データソースと組み合わせたデータソースと組み合わせた FlexPivot コントロールの使用コントロールの使用

このセクションは、設計時に FlexPivotPage コントロールをデータソースに連結することによってデータを追加するアプリケー

ションを初めて作成するユーザーを対象としています。これにより、コードを１行も記述しなくても、設計時に FlexPivot コント

ロールにデータを追加することができます。

このセクションでは、コードで FlexPivotPage コントロールをデータソースに連結する方法も取り上げます。

設計時のデータソースへの設計時のデータソースへの FlexPivot の連結の連結

FlexPivot には、コードを１行も書くことなく直接使用できるデフォルトの機能が一式用意されています。まず、FlexPivotPage コント

ロールを空の Windows フォームアプリケーションに追加し、スマートタグを使用してそれをデータソースに連結します。

設計時設計時

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションフォームアプリケーションを作成します。

2. ツールボックスに移動し、FlexPivotPage コントロールアイコンを探します。

3. FlexPivotPage アイコンをダブルクリックするか、フォームにドラッグアンドドロップします。

4. 次の図のように、デザイナで FlexPivotPage コントロールがフォーム内にドッキングします。
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5. FlexPivotPage コントロールの右上隅に表示されているスマートタグアイコン（ ）をクリックします。 次の図のように、

［FlexPivotPage のタスク］スマートタグパネルが表示されます。

6. ［FlexPivotPage のタスク］スマートタグパネルに［データソースの選択］［データソースの選択］オプションとして表示されるドロップダウンメニュー

をクリックします。

7. ［プロジェクトデータソースの追加］リンクをクリックして、［データソース構成ウィザード］［データソース構成ウィザード］ウィンドウを開きます。

8. ［データソース構成］ウィザード［データソース構成］ウィザード ウィンドウでデータソースタイプとして［データベース］を選択し、［次へ］をクリックします。
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9. ［データソース構成ウィザード］［データソース構成ウィザード］ウィンドウでデータベースモデルとして［データセット］を選択し、［次へ］をクリックします。
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10. アプリケーションのデータ接続文字列を選択してデータベースに接続し、［次へ］をクリックします。この例では、

C1NWind.mdb ファイルをデータソースとして使用しています。このファイルは、システムの

Documents\ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb に保存されています。
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11. チェックボックスをオンにして接続文字列を保存し、［次へ］をクリックします。
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12. ［データソース構成ウィザード］［データソース構成ウィザード］ウィンドウからデータセットに必要なデータベースオブジェクトを選択します。この例では、次

の図のように、Invoices ビューを選択してデータ連結しています。［完了］をクリックしてデータ連結を完了します。
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13. ［F5］キーを押してアプリケーションを実行します。これで、FlexPivotPage コントロールが Nwind_ja.mdb ファイルに接続さ

れ、FlexPivotPanel にあるさまざまなデータフィールドがコントロールに表示されることを確認できます。

これで、データフィールドを［行］、［列］、および［値］リストにドラッグすることで、さまざまなビューを作成してデータを分析できま

す。さまざまなビューを作成する方法については、ここをクリックしてください。

注意注意：WinForms .NET 5 エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 今後のリリースで強化する予

定です。

コードによるデータソースへのコードによるデータソースへの FlexPivot の連結の連結

FlexPivot コントロールは、コンピュータにローカルに保存されているデータソースにコードによって連結することもできます。

FlexPivotPage コントロールをデータソース（Nwind_ja.mdb）にコードによって連結するには、次の手順を実行します。

コードの場合コードの場合

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. フォームに FlexPivotPage コントロールをドラッグアンドドロップします。

3. コードビューに切り替え、次のコードを追加して、標準の接続文字列を初期化します。

Visual Basic
Private Shared Function GetConnectionString() As String
    Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    + "\ComponentOne Samples\Common"
    Dim conn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\nwind_ja.mdb;"
    Return String.Format(conn, path)
End Function

C#
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static string GetConnectionString()
{
    string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal)
     + @"\ComponentOne Samples\Common";
    string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\Nwind_ja.mdb;";
    return string.Format(conn, path);
}

このコードは、システムの Documents\ComponentOne Samples\Common にインストールされている Nwind_ja.mdb デー

タベースファイルとの接続を作成します。

4. フォームのコンストラクタで次のコードを追加して、OLEDB アダプタを通してデータソースからデータを取得します。

Visual Basic
' データをロードします。
Dim da = New OleDbDataAdapter("select * from invoices", GetConnectionString())
Dim dt = New DataTable()
da.Fill(dt)

C#
// データをロードします。
var da = new OleDbDataAdapter("select * from invoices", GetConnectionString());
var dt = new DataTable();
da.Fill(dt);

5. フォームのコンストラクタで、 FlexPivotPage クラスの DataSource プロパティを使用して、FlexPivotPage コントロールをデータ

ソースに連結します。

Visual Basic
' データを バインドします。
Me.C1FlexPivotPage1.DataSource = dt

C#
// データを バインドします。
this.c1FlexPivotPage1.DataSource = dt;

6. ［［F5］］ キーを押してアプリケーションを実行します。これで、FlexPivotPage が Nwind_ja.mdb ファイルに接続され、FlexPivotPanel
でさまざまなデータフィールドを利用できます。

これで、データフィールドを［行］、［列］、および［値］リストにドラッグすることで、さまざまなビューを作成してデータを分析できます。

FlexPivot for WinForms  

38 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



FlexPivotPage ツールストリップの使用ツールストリップの使用

FlexPivotPage コントロールには、次の目的に使用できるツールストリップがあります。

FlexPivotPage を .xml ファイルとしてロードまたは保存します。

データをグリッドまたはチャートに表示します。

レポートを設定および印刷します。

ツールストリップは、次の図のように表示されます。

次の表で、ツールストリップに表示されるボタンとその目的を説明します。

ボタンボタン 説明説明

ロードロード FlexPivot ビューをファイルからロードします。

保存保存 FlexPivot ビューをファイルに保存します。

エクスエクス

ポートポート

ビューに表示されているデータを .xlsx 形式でエクスポートします。

元に戻元に戻

すす

FlexPivotPage で実行された最後のアクションを取り消します。

やり直しやり直し ［元に戻す］［元に戻す］ボタンで取り消された最後のアクションを実行します。

グリッドグリッド C1FlexPivotGrid に表示するデータの元となる列と行を選択します。

チャートチャート 選択したデータを表示するグラフをカスタマイズします。このボタンを使用して、グラフタイプ、

パレット、またはテーマを指定できます。また、タイトルを表示するかどうか、グラフを積み重

ねるかどうか、グリッド線を表示するかどうかを指定できます。

レポートレポート 各ページのヘッダーまたはフッターの指定、レポート、グリッド、チャート、または生データグ

リッドに何を含めるかの決定、ページレイアウト（方向、用紙サイズ、マージンなど）の指定、

印刷前のレポートのプレビュー、およびレポートの印刷によってレポートをカスタマイズしま

す。

グリッドメニューグリッドメニュー

［グリッド］［グリッド］メニューは次の図のように表示され、次の表にリストした３つのオプションを提供します。

合計行合計行 ［総計］［総計］、［小計］［小計］、［なし］［なし］の中から選択できます。

合計列合計列 ［総計］［総計］、［小計］［小計］、［なし］［なし］の中から選択できます。

  FlexPivot for WinForms

39 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



ゼロを表示するゼロを表示する オンにすると、グリッド内のゼロを含むセルが表示されます。

これらの項目のいずれかをオフにするだけで、合計行、合計列、またはグリッド内のゼロが非表示になります。

チャートメニューチャートメニュー

［チャート］［チャート］メニューからは、チャートタイプ、パレット、チャートの上にチャートタイトルを表示するかどうか、積層グラフを表示す

るかどうか、チャートのグリッド線を表示するかどうか、および合計だけを表示するかどうかを決定できます。

次の表は、［チャート］［チャート］ドロップダウンメニューのオプションを示します。

チャートタイプチャートタイプ ［チャートタイプ］［チャートタイプ］をクリックして、次に示す５つの一般的なチャートタイプの中から選択します。

パレットパレット ［パレット］［パレット］をクリックし、22 のパレットオプションの中から選択して、チャートおよび凡例項目の色を

定義します。以下の「パレットパレット」トピックのオプションを参照してください。

タイトルを表示するタイトルを表示する 選択すると、チャートの上にタイトルが表示されます。

積層積層 選択すると、データが積み重ねられたチャートビューが作成されます。

枠線を表示する枠線を表示する 選択すると、チャートにグリッド線が表示されます。

合計のみ合計のみ 選択すると、データソースの列ごとに１つの系列ではなく、合計だけが表示されます。

チャートタイプチャートタイプ

FlexPivot は、次の表に示す一般的な５つのチャートタイプを提供します。

横棒横棒
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縦棒縦棒

面面

折れ線折れ線
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散布散布

パレットパレット

FlexPivotChart コントロールは、22 のパレットオプションによってさまざまな配色を提供し、データチャートをよりダイナミックに

表示できます。必要なスタイルに合わせてパレットから配色を選択できます。

印刷メニュー印刷メニュー

［印刷］［印刷］メニューは、レポートのプレビューまたは印刷、レポートページの設定、ヘッダー/フッターの追加、レポートに表示する

項目の指定を行うオプションを提供します。ツールストリップにある［レポート］［レポート］ボタンをクリックすると、［印刷プレビュー］、［印

刷］、および［オプション］を含むコンテキストメニューが次のように表示されます。

次の表は、［レポート］コンテキストメニューのオプションを示します。

印刷プレビュー印刷プレビュー ［印刷プレビュー］を選択し、レポートをプレビューしてから、印刷するか、PDF ファイルにエクスポート

します。

印刷印刷 ［印刷］［印刷］をクリックして、C1FlexPivotGrid、FlexPivotChart、またはその両方を印刷します。

オプションオプション ［オプション］［オプション］をクリックして、［ドキュメントオプション］［ドキュメントオプション］ダイアログボックスを開きます。

The Print option in Report menu, which when clicked opens the Print dialog. It lets you print the report data using
different options including Microsoft Print to PDF.
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ドキュメントオプションドキュメントオプション

［ページ］タブ［ページ］タブ

［ページ］タブでは、用紙方向、用紙サイズ、および余白を指定できます。オプションの詳細については、次の図を参照してくだ

さい。

［ヘッダー［ヘッダー/フッター］タブフッター］タブ
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［ヘッダー/フッター］タブでは、レポートの各ページにヘッダー/フッターを追加できます。オプションの詳細については、次の図

を参照してください。

ツールバーのボタンの１つをクリックして、フィールドをヘッダーまたはフッターに挿入します。

ボタンボタン フィールドフィールド

プリセット ヘッダーまたはフッターに挿入するフィールドを３つの定義済みのオプションから選択し

ます。

ページ番号 &[Page]

現在の日付 &[Date]

現在の時刻 &[Time]

ドキュメント名 $[DocName]

ビューの説明 &[ViewTitle]

作成者名 &[UserName]

［区切り］［区切り］ボックスをオンにすると、ヘッダーの下またはフッターの上に分割線が表示されます。フォント、スタイル、サイズ、また

はエフェクトを変更するには、［フォント］［フォント］ボタンをクリックします。

［レポートコンテンツ］タブ［レポートコンテンツ］タブ

［レポートコンテンツ］［レポートコンテンツ］タブでは、レポートにグリッド、チャート、生データグリッドを含めるかどうかを指定できます。必要に応じて

項目を拡大縮小したり、グリッドの最後の列を拡張することもできます。
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データブレンド機能データブレンド機能

C1FlexPivot コントロールは、ハイエンドなビジネスインテリジェンス機能を提供する強力なデータ分析ツールとして設計され

ています。フィルタ処理、グループ化、ソート、ドリルダウン、条件付き書式設定の適用、対話式レポートの作成など、さまざま

なデータブレンド操作に使用できます。次のセクションで説明するように、データ（NWind_ja.mdb ファイルの Invoices ビュー）

に接続されると、これらすべてのデータブレンド機能を FlexPivot コントロールに実装できます。

結合結合

C1DataEngine を使用して、さまざまなデータソース（テーブル）のデータを１つのテーブルに組み合わせ（結合、ブレンド）、組

み合わせたデータを FlexPivot で分析できます。複数のデータソースを結合する方法については、「C1DataEngine の使用と

結合」を参照してください。

システムの次の場所に格納されている製品サンプル DataJoin を参照して、ユーザーが選択したテーブルとフィールドに

基づいて結合クエリーを動的に構築する方法を確認してください。

C:\...\Documents\ComponentOne Samples\WinForms\C1FlexPivot\CS or VB\DataJoin.

グループ化グループ化

Grouping is a unique feature in the FlexPivotGrid control that enables users to organize data in groups based on a specific
set of criteria. The FlexPivotGrid control allows a user to group the data by any field value. Further, grouping also allows you
to summarize and analyze large chunks of data.

The user can perform data range grouping in C1FlexPivotGrid at runtime using the Format tab in the Field Settings Dialog.
The options in the Format tab will vary depending upon the type of data field. The Format tab will show different options for
strings, numbers and date fields.

You can also perform range grouping via code. For this, FlexPivotGrid provides Range property of the PivotField class, which
defines the type of grouping used. The RangeType enum provides the same set of values for different grouping criteria just
like the Format tab.

Refer the following table for different types of options provided by the RangeType enum:

Options Description

Custom Allows the user to combine the field's data into
custom intervals via the CustomRange event of
IRangeInfo interface.

Numeric Allows the user to combine the numeric field
values into ranges via the NumericStep property of
IRangeInfo interface.

Format Allows the user to get or set the format while
displaying the field values.

AlphabeticalIgnoreCase Allows the user to group by the first letter ignoring
case.

AlphabeticalCaseSensitive Allows the user to group by by the first letter.

Quarter Allows the user to group by number of quarter in
a year.

Week Allows the user to group by number of week in a
year.

FiscalYear Allows the user to group by fiscal year.
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FiscalMonth Allows the user to group by number of month in
fiscal year.

FiscalQuarter Allows the user to group by number of quarter in
fiscal year.

FiscalWeek Allows the user to group by number of week in
fiscal year.

None Specifies that the ranges aren't active.

The data range grouping feature by string, number, format and fiscal year at run-time and by code is elaborated in the
following sections.

String Grouping
You can perform range grouping by string fields at run-time as well as through code.

Range Grouping by String at Run-Time

For string fields, the Format tab of the Field Settings dialog shows two options, Group by First Letter and Ignore Case. The
first option allows the user to group the data by the first alphabet/letter of the string, while the second option lets the user
group by first alphabet/letter of the string but ignoring the case. You can select any option based on your requirement.

Complete the following steps to implement grouping by string fields in FlexPivotcontrol.

1. Drag-and-drop two ProductName fields in the Rows list, OrderDate fields in Columns list and UnitPrice in the
Values list.

2. Rename the ProductName fields in Caption from the Display tab of Field Settings Dialog, one as 'Product' and the
other as 'Product: Group by first letter' and click OK.

3. Right-click the 'Product: Group by first letter' field from the Rows list and select Field Settings option from the
context menu.

4. Select the box against Group by First Letter and Ignore Case in the Format tab.
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The data after grouping by string fields appears similar to the image given below.
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Range Grouping by String with Code

The code given below shows how you can group string values in FlexPivotGrid using the AlphabeticalIgnoreCase grouping
of RangeType enum.

Visual Basic

'Nested groups: By Alphabet, then by Product
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("ProductName")
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("ProductName")
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("OrderDate")
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("UnitPrice")
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Caption = "Product: Group by first letter"
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Range.RangeType = RangeType.AlphabeticalIgnoreCase
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(1).Caption = "Product"

C#

//Nested groups: By Alphabet, then by Product
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("ProductName");
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("ProductName");
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("OrderDate");
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("UnitPrice");
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Caption = "Product: Group by first letter";
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Range.RangeType = RangeType.AlphabeticalIgnoreCase;
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[1].Caption = "Product";

Numeric Grouping
You can perform range grouping by numeric fields at run-time as well as through code.

Range Grouping by Numbers at Run-Time

For numeric fields, the Format tab of the Field Settings dialog shows five options, Number, Currency, Percentage,
Scientific and Custom. You can select an option based on your requirement.

Complete the following steps to implement grouping by numeric fields in C1FlexPivotGrid control.

1. Drag-and-drop two UnitPrice fields, one in the Rows list, and the other in the Values list. Drag and drop the Country
field into the Columns list.

2. Rename the UnitPrice field in Caption from the Display tab of Field Settings Dialog as 'Price Group' and click OK.
3. Right-click the 'Price Group' field from the Rows list and select Field Settings option from the context menu.
4. Select Number option from the Format tab.
5. Select the box against Group by and click the dropdown arrow to choose a specific range value.
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The data after grouping by numeric range appears similar to the image given below.
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Range Grouping by Numbers with Code

The code given below shows how you can group string values in FlexPivotGrid using the Numeric grouping of RangeType
enum. You can also specify ranges in small numbers with the NumericStep property of the RangeInfo class.

Visual Basic

'Grouping by numeric range
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("UnitPrice")
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("UnitPrice")
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Caption = "Price group"
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Range.RangeType = RangeType.Numeric
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Range.NumericStep = 50
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("Country")

C#

//Grouping by numeric range
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("UnitPrice");
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("UnitPrice");
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Caption = "Price group";
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Range.RangeType = RangeType.Numeric;
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Range.NumericStep = 50;
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("Country");
Back to Top

Date Grouping
You can perform range grouping by date fields at run-time as well as through code.

Range Grouping by Date at Run-Time

For date fields, the Format tab of the Field Settings dialog box shows many options. They are basically different date
formats for days, months, years, quarter, week, Fiscal year, Fiscal week, Fiscal Quarter, Fiscal month and Custom date. You can
select a suitable option based on your requirement.

Complete the following steps to implement grouping by date fields in the C1FlexPivotGrid control.

1. Drag and drop OrderDate field in the Rows list, the Country field into the Columns list and OrderID in the Values
list.

2. Right-click the 'OrderDate' field from the Rows list and select Field Settings option from the context menu.
3. Rename the OrderDate field in Caption from the Display tab of Field Settings Dialog as 'Year' and click OK.
4. Select a date format for Year field from the Format tab. Here we have selected yyyy.
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The data after grouping by date range appears similar to the image given below.

Range Grouping by Date with Code

The code given below shows how you can group date values in FlexPivotGrid using the Format grouping of RangeType
enum. You can specify the specific format of the year using the Format property of PivotField class.
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Visual Basic

'By format: group by year, month or day
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("OrderDate")
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Caption = "Year"
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Range.RangeType = RangeType.Format
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Format = "yyyy"
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("Country")
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("OrderID")

C#

//By format: group by year, month or day
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("OrderDate");
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Caption = "Year";
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Range.RangeType = RangeType.Format;
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Format = "yyyy";
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("Country");
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("OrderID");

Fiscal Year Grouping
You can perform range grouping by Fiscal Year at run-time as well as through code.

Range Grouping by Fiscal Year at Run-Time

Grouping by Fiscal Year at run-time can be done only with date fields, For this, you can use the Custom option in the Format
tab and enter a suitable custom format for the Fiscal Year.

Complete the following steps to implement grouping by Fiscal Year in C1FlexPivotGrid control.

1. Drag and drop OrderDate field in the Rows list, the Country field into the Columns list and OrderID in the Values
list.

2. Rename the OrderDate field in Caption from the Display tab of Field Settings Dialog as 'Fiscal Year' and click OK.
3. Right-click the 'Fiscal Year' field from the Rows list and select Field Settings option from the context menu.
4. Add a Custom Format for Fiscal Year from the Format tab. For instance, here the custom format is 'FY' yyyy.

   
The data after grouping by Fiscal Year range appears similar to the image given below.
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Range Grouping by Fiscal Year with Code

The code given below shows how you can group date values in FlexPivotGrid using the FiscalYear grouping of RangeType
enum. You can set the number of first month of the fiscal year using the FiscalYearFirstMonth property of RangeInfo class.

Visual Basic

'Range Grouping by Fiscal year
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("OrderDate")
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("Country")
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("OrderID")
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Range.RangeType = RangeType.FiscalYear
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Range.FiscalYearFirstMonth = 4
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Format = "FY {yyyy}"
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields(0).Caption = "Fiscal Year"

C#

//Range Grouping by Fiscal year
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("OrderDate");
flexPivotPage.PivotEngine.ColumnFields.Add("Country");
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("OrderID");
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Range.RangeType = RangeType.FiscalYear;
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Range.FiscalYearFirstMonth = 4;
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Format = "'FY' yyyy";
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields[0].Caption = "Fiscal Year";

データのドリルダウンデータのドリルダウン

ドリルダウン機能を使用すると、階層内の下位レベルに置かれた構造化データベースにアクセスできます。FlexPivotGrid コン

トロールでデータベースをドリルダウンして、グリッドに表示された各集計値の基底のレコードを確認することができます。セル

をダブルクリックするだけで基底のレコードを表示できます。
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1. ［グリッド］タブで、［［UnitPrice］］列の下に表示されている最初のセルを右クリックします。

2. 次のように、新しいグリッドが表示され、レコードのサマリーが表示されます。

                     

             

条件付き書式設定の適用条件付き書式設定の適用

条件付き書式設定は、セルの値に基づいて特定の色でセルを強調表示します。FlexPivotGrid コントロールでは、条件付き書式設定を個々のセルまたはセル範囲に適用

することで、データをよりわかりやすく視覚化して分析や比較を行うことができます。C1FlexPivotGrid クラスは、C1FlexGrid の OwnerDraw 機能からこの機能を拡張して

います。

地理（都市や国）に基づいて、製品の売上の変化を分析するとします。製品の売上が 100 未満の都市を調べて、今後価格を調整できるようにするためです。それには、条

件付き書式設定を適用し、売上を強調表示して比較します。

次の図は、製品、国、都市別に分けて 100 を超える売上を強調表示した FlexPivotGrid です。
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実装実装

C1FlexPivotGrid に条件付き書式設定を適用するには、次の手順を実行します。この実装は、「コードによるデータソースへの FlexPivot の連結」トピックで作成したサンプ

ルを使用します。

1. CellStyle クラスのインスタンスを作成し、コードビューで定数フィールド［値］を 100 に初期化します。

Visual Basic
Private cellValue As CellStyle
Const Value As Integer = 100

C#
CellStyle cellValue;
const int Value = 100;

2. フォームのコンストラクタに次のコードを追加して、Extended Price が［値］リスト、Product Name が［列］リスト、City と Country フィールドが［列］リストに表示さ

れるデフォルトビューを作成します。

Visual Basic
Dim fp = Me.FlexPivotPage1.PivotEngine
fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice")
fp.RowFields.Add("Country", "City")
fp.ColumnFields.Add("ProductName")

C#
var fp = this.c1FlexPivotPage1.PivotEngine;
fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice");
fp.RowFields.Add("Country", "City");
fp.ColumnFields.Add("ProductName");

3. フォームのコンストラクタに次のコードを追加して、グリッドの設定とグリッドセルのスタイル設定を行います。

Visual Basic
' グリッドを構成する
Dim grid = Me.c1FlexPivotPage1.FlexPivotGrid

' 「最大値」を表示するためのスタイル。
cellValue = grid.Styles.Add("cellValue")
cellValue.BackColor = Color.LightGreen

' スタイルを適用するためのオーナー描画。
grid.DrawMode = DrawModeEnum.OwnerDraw

C#
// グリッドを構成する。
var grid = this.c1FlexPivotPage1.FlexPivotGrid;

//「最大値」を表示するためのスタイル。
cellValue = grid.Styles.Add("cellValue");
cellValue.BackColor = Color.LightGreen;

// スタイルを適用するためのオーナー描画。
grid.DrawMode = DrawModeEnum.OwnerDraw;

4. grid_OwnerDrawCell イベントをサブスクライブして、条件付き書式設定を適用します。

Visual Basic
AddHandler grid.OwnerDrawCell, AddressOf grid_OwnerDrawCell

C#
grid.OwnerDrawCell += grid_OwnerDrawCell;

5. grid_OwnerDrawCell イベントに対して作成されたイベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic
Private Sub grid_OwnerDrawCell(sender As Object, e As OwnerDrawCellEventArgs)
    Dim grid = TryCast(sender, C1.Win.C1FlexGrid.C1FlexGrid)
    If e.Row >= grid.Rows.Fixed AndAlso e.Col >= grid.Cols.Fixed AndAlso TypeOf grid(e.Row, e.Col) Is Double Then
        Dim value__1 = CDbl(grid(e.Row, e.Col))
        If value__1 > Value Then
            e.Style = cellValue
        End If
    End If
End Sub

C#
private void grid_OwnerDrawCell(object sender, OwnerDrawCellEventArgs e)
{
    var grid = sender as C1.Win.C1FlexGrid.C1FlexGrid;
    if (e.Row >= grid.Rows.Fixed &&
        e.Col >= grid.Cols.Fixed &&
        grid[e.Row, e.Col] is double)
    {
        var value = (double)grid[e.Row, e.Col];
        if (value > Value)
        {
            e.Style = cellValue;
        }
    }
}

6. アプリケーションを実行して、100 を超える売上が緑色で強調表示されていることを確認します。

FlexPivot を使用したレポートの作成を使用したレポートの作成

FlexPivot for WinForms  

56 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



FlexPivot には、エンドユーザーが完全な機能を備えたレポートをフルに活用して多様なビジネスニーズに応えることができるように、

レポート設計機能が提供されています。レポート設計機能を使用すると、このコントロールによって生成されたレポートを他のユー

ザーと共有することもできます。生成されたレポートは、以下の手順２の図で示されているように、データが一方のページには表形式

で、もう一方のページにはチャートで表示されます。

1. コントロールのインタフェースのツールストリップに表示される［レポート］［レポート］  ボタンをクリックします。

2. 次の図のような［印刷プレビュー］ダイアログボックスが表示されます。

3. ［印刷プレビュー］ダイアログボックスで、［ページ設定］［ページ設定］ ボタンをクリックして、方向を 横横に変更し、［ズーム］ドロップダウンメ

ニューをクリックして「２ページ」オプションを選択します。レポートが次の図のように表示されます。 
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生成されたレポートを印刷するには、 ツールストリップに表示された［ドキュメントの印刷］［ドキュメントの印刷］ ボタンをクリックします。生成されたレ

ポートを PDF 形式でエクスポートすることもできます。それには、ツールストリップにある ［［PDF にエクスポート］にエクスポート］  ボタンを使用しま

す。エクスポートされた PDF 形式のレポートは、電子メールを通じて他のユーザーと簡単に共有したり、Web に置くことができます。

Excel へのデータのコピーへのデータのコピー

組み込みのレポートは便利で使いやすいですが、FlexPivotGrid に表示されているデータを Excel シートにコピーし、回帰分析

などを追加して行いたい場合があります。また、データに注釈を付けたり、カスタムチャートを使用して、カスタマイズしたレ

ポートを作成したい場合もあります。

このようなニーズに応えるため、C1FlexPivotGrid コントロールは、デフォルトでクリップボードをサポートしています。これを使

用して、データをコピーして Excel シートに貼り付けることができます。C1FlexPivotGrid は、よく使用されている

ComponentOne の FlexGrid コントロールをモデルにしています。したがって、同様に Ctrl+C および Ctrl+V のショートカット

を使用して、それぞれデータを直接コピーおよび貼り付けることができます。

データを Excel シートにコピーするには、次の手順を実行します。

1. グリッドの一番最初のセルを１回クリックして、FlexPivotGrid に表示されているデータ全体を選択します。

2. Ctrl+C キーを押して、データ全体をコピーします。

3. システムで Excel シートを開きます。

4. Ctrl+V キーを押してデータを貼り付けます。データが Excel シートに貼り付けられます。

FlexPivotGrid also displays a context menu at runtime that provides various options including copying data. Right-
click on the grid to open the context menu at runtime as shown in the image below.

FlexPivot for WinForms  

58 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



The context menu provides the following options:
Options Description

Copy Copies the data appearing in the grid

Show Detail Drills down the record on the selected
value

Field Settings Opens the Field Settings Dialog

フィルタ処理フィルタ処理

フィルタ処理は、FlexPivot コントロールが持つ中核機能の１つです。フィルタ処理機能を使用すると、フィールドに適用された

フィルタに従って、指定されたデータセットを表示できます。

FlexPivot は、値フィルタ値フィルタと範囲フィルタ範囲フィルタという２種類のフィルタをサポートしています。値フィルタでは、リスト内の特定の値を

フィルタ処理できます。範囲フィルタでは、いくつかの条件に基づいてデータをフィルタ処理できます。この２つのフィルタは独

立しており、両方のフィルタを通過した値だけがグリッドやチャートに表示されます。

これらのフィルタをコードビハインドでフィールドに適用する方法については、「コードによるフィールドの設定」トピックを

参照してください。上記の例と同様の実装をコードによって実現する方法について説明しています。

 

値フィルタの使用値フィルタの使用

４人の営業担当者（古田 哲也、高橋 真紀、松沢 彩子、森上 偉久馬）から示される３つの製品（アメリカンクラッカー、アメリカ

ンポーク、インドカレーパン）の最高単価を表示するとします。それには、値フィルタを使用して、データベースの Salesperson
フィールドと Product Name フィールドを取り出す必要があります。

次の図は、４人の営業担当者から示される３つの製品の最高単価を表示する FlexPivotGrid です。
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FlexPivotGrid コントロールで値フィルタ処理を実装するには、次の手順を実行します。この実装は、「コードによるデータソー

スへの FlexPivot の連結」トピックで作成したサンプルを使用します。

1. ［行］リストに Salesperson フィールドと ProductName フィールド、［値］リストに UnitPrice フィールドを追加します。

2. ［行］リストの［Salesperson］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定フィールドの設定］オプションを１回クリックして［フィールドの設

定］ダイアログを開きます。

3. 示されたリストから次の営業担当者を選択します。

古田 哲也

高橋 真紀

松沢 彩子

森上 偉久馬

4. ［行］リストの［ProductName］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定フィールドの設定］オプションを１回クリックして［フィールドの

設定］ダイアログを開きます。

5. 示されたリストから次の製品を選択します。

アメリカンクラッカー

アメリカンポーク

インドカレーパン

6. ［値値］リストの［UnitPrice］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定］オプションを１回クリックして［フィールドの設定］

ダイアログを開きます。

7. ［小計］タブに移動し、［最大］を選択します。

範囲フィルタの使用範囲フィルタの使用

1995 年の最初の９か月間に各営業担当者から受注した３つの製品（アメリカンクラッカー、アメリカンポーク、インドカレーパ

ン）の数量を表示するとします。それには、範囲フィルタを使用して、データベースの Salesperson フィールドと Product Name
フィールドを取り出す必要があります。

次の図は、1995 年の最初の９か月間に各営業担当者から受注した３つの製品の数量を表示する FlexPivotGrid です。
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FlexPivotGrid コントロールで値フィルタ処理を実装するには、次の手順を実行します。この実装は、「コードによるデータソー

スへの FlexPivot の連結」トピックで作成したサンプルを使用しています。

1. Salesperson フィールドと OrderDate フィールドを［行］リスト、Quantity フィールドを［値］リスト、および ProductName
フィールドを［列］リストに追加します。

2. ［列］リストの［ProductName］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定］オプションを１回クリックして［フィールドの

設定］ダイアログを開きます。

3. 示されたリストから次の製品を選択します。

アメリカンクラッカー

アメリカンポーク

4. ［行行］リストの［OrderDate］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定フィールドの設定］オプションを１回クリックして［フィールドの設

定］ダイアログを開きます。

5. ［日付日付/時刻フィルタ時刻フィルタ］を１回クリックし、［カスタムフィルタ］をクリックして条件を適用します。

6. ［カスタムフィルタカスタムフィルタ］ダイアログで次のように条件を設定します。
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7. ［OK］をクリックして、関連するデータが FlexPivotGrid コントロールに表示されることを確認します。

FlexPivotSlicerの使用の使用

As discussed in the previous two topics, the FlexPivot control has built-in filtering capacity. However, it is also possible
to provide a filtering UI to FlexPivot by adding a new control, known as FlexPivotSlicer.

Once the FlexPivotPanel control is configured with the data source and field values, the FlexPivotSlicer control can be
bound to the same data source to get the desired filtering and slicing capabilities. For details about binding a data
source to FlexPivotSlicer, please refer to the Data Binding topic in FlexPivotSlicer Overview.

The GIF below depicts the working of FlexPivotSlicer.

Note that the FlexPivotSlicer control can be configured to filter only a unique field. In order to apply filters on
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multiple fields, you have to add more than one slicer control to the form.

上位上位Nフィルターフィルター

The Top N Filtering is the best option when you want to filter elements that have the highest values from a random
list. FlexPivot also provides Bottom N Filtering to filter elements with the lowest values. A good example can be using
Top N or Bottom N Filtering to display the top-selling or bottom-selling products for analyzing the sales performance.

Top N Filtering with Code
In FlexPivot, you can apply Top N Filters using the C1FlexPivotFilter class, which provides the TopNValueField
property to select a value field, the TopNRule enumeration to choose between the top N or bottom N elements, and
the TopN or BottomN properties to assign the number of elements to be filtered.

Visual Basic

' 上位Nフィルターを適用します
        Dim filter As C1.FlexPivot.C1FlexPivotFilter = fp.Fields("ProductName").Filter
        filter.Clear()
        filter.TopNValueField = fp.Fields("Quantity")
        filter.TopNRule = C1.FlexPivot.TopNRule.TopN
        filter.TopN = 3

C#

// 上位Nフィルターを適用します
C1.FlexPivot.C1FlexPivotFilter filter = fp.Fields["ProductName"].Filter;
filter.Clear();
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filter.TopNValueField = fp.Fields["Quantity"];
filter.TopNRule = C1.FlexPivot.TopNRule.TopN;
filter.TopN = 3;

Top N Filtering at Runtime
To display top N filtering at runtime:

1. Right click a field name. Click the Field Settings option to open the Field Settings dialog. This invokes the
Field Settings dialog.

2. Select the Top N option in the filter dropdown menu.
3. In the TopN dialog, you can choose between TopN or BottomN and assign the number of elements to be

filtered. You can also assign a value field in the by value option.

ソートソート

データ分析にとってソートは重要な要件です。指定した順序でデータをリストしたり、並べ替えたりするには、ソートを使用しま

す。FlexPivotGrid コントロールでは、昇順または降順に数値をソートできます。

デフォルトでは、出力グリッドに表示されるデータはキーによってソートされます。たとえば、FlexPivotGrid コントロールの

Country 列は、アルファベット順にソートされて表示されます。ただし、データを表示する際に、これがいつも便利であるわけで

はありません。Unit Price、Extended Price、Discount などの値フィールドでグリッドをソートして表示したい場合もあるからで

す。

ソートを有効にするには、C1FlexPivotGrid.AllowSorting プロパティを true に設定します。これにより、標準グリッドと同様

に、列ヘッダーに表示される矢印をクリックするだけでデータをソートできるようになります。この動作の実例については、次の

図を参照してください。
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列ヘッダーに表示される矢印をクリックすると、ソート順が昇順から降順、ソートなしに変更されます。    

C1FlexPivotGrid クラスの AllowSorting プロパティは、デフォルトで True に設定されています。

数値データの書式設定数値データの書式設定

FlexPivot は、数値データを数字、通貨、またはパーセンテージとして書式設定して表示するオプションを提供します。また、カ

スタム書式を作成して、グリッド内で数値をカスタマイズした書式で表示することもできます。

実行時実行時

1. ピボットパネルに表示されている［値］リスト内のフィールドを右クリックします。

2. コンテキストメニューの［フィールドの設定］［フィールドの設定］をクリックします。［フィールドの設定］［フィールドの設定］ダイアログボックスが開きます。

3. ［書式］［書式］ タブをクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。

数値数値 データを 1,235 のような数値として書式設定します。小数点以下の桁数を指定し、桁区切

り（,）を使用するかどうかを指定できます。

通貨通貨 データを通貨として書式設定します。小数点以下の桁数を指定できます。

パーセントパーセント データをパーセンテージとして書式設定します。小数点以下の桁数を指定できます。

指数指数 データを指数表記として書式設定します。小数点以下の桁数を指定できます。

カスタムカスタム データにカスタム書式を適用します。

4. ［［OK］］をクリックして、［フィールドの設定］［フィールドの設定］ダイアログボックスを閉じます。サマリーテーブルの値が変化していることを確

認してください。

コードの場合コードの場合

コードでは、Format プロパティと標準の数値書式文字列を使用して、数値データを書式設定できます。次に、コードで適用で

きる書式文字列をリストします。

"N" またはまたは "n" 数値 データを 1,235 のような数値として書式設定します。小数点以

下の桁数を指定し、桁区切り（,）を使用するかどうかを指定でき

ます。

"C" またはまたは "c" 通貨 データを通貨として書式設定します。小数点以下の桁数を指定

できます。

"P" またはまたは "p" パーセント データをパーセンテージとして書式設定します。小数点以下の

桁数を指定できます。

"E" またはまたは "e" 指数 データを指数表記として書式設定します。小数点以下の桁数を

指定できます。

非標準の数値文字列非標準の数値文字列 カスタム データにカスタム書式を適用します。

 数値データを通貨通貨形式で書式設定するには、次のコードを使用します。

//コードでの数値データの書式設定
Dim field = fp.Fields("ExtendedPrice")
field.Format = "c"

Visual Basic   

C#   
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//コードでの数値データの書式設定
var field = fp. Fields["ExtendedPrice"];
field.Format = "c";

小計機能の指定小計機能の指定

FlexPivot コントロールで合計、カウント、平均、などさまざまな集計関数を使用することで、小計機能を指定することができま

す。これは実行時に［フィールドの設定］［フィールドの設定］ダイアログボックスを使用するか、コードで行うことができます。

実行時実行時

1. FlexPivotPanel コントロールの［値］領域内でフィールドを右クリックし、［フィールドの設定］オプションを選択します。

2. ［小計］［小計］ タブをクリックし、計算する集計関数の種類を選択します。

       

合計合計 グループの合計を取得します

カウントカウント グループ内の値の数を取得します。

平均平均 グループの平均を取得します。

最大最大 グループ内の最大値を取得します。

最小最小 グループ内の最小値を取得します。

最初の値最初の値 グループ内の最初の値を取得します。

最後の値最後の値 グループ内の最後の値を取得します。

分散分散 グループの標本分散を取得します。

標準偏差標準偏差 グループの標本標準偏差を取得します。

母分散母分散 グループの母分散を取得します。

母標準偏差母標準偏差 グループの母標準偏差を取得します。
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3. ［［OK］］をクリックして、値が変化したことを確認します。

コードの場合コードの場合

次のように、コードで Subtotal プロパティを使用して集計関数を指定することができます。

//平均価格の表示
Dim field = fp.Fields("ExtendedPrice")
field.Subtotal = C1.FlexPivot.Subtotal.Average

// 平均価格の表示
var field = fp.Fields["ExtendedPrice"];
field.Subtotal = C1.FlexPivot.Subtotal.Average;

FlexPivotPageクラスには、TotalsBeforeDataプロパティを提供しております。このプロパティは、通常のデータ行およびデー

タ列の前または後に行および列の合計を表示するかどうかを決定します。 TotalsBeforeDataプロパティはブール値を受け取

ります。 この値が true に設定されている場合、データ行の上部に合計行が、通常のデータ列の左側に合計列が表示されま

す。 デフォルトでは、このプロパティはfalseに設定されています。

Visual Basic   

C#   

加重平均と合計加重平均と合計

FlexPivot コントロールを使用すると、FlexPivotGrid コントロールに表示されたデータの平均や合計を計算できます。これは、

実行時にも、コードでも行うことができます。

各製品の購入数量を考慮に入れて、製品グループの平均価格を調べたいとします。購入された単位数によって価格の平均を

重み付けします。

実行時実行時

1. FlexPivotPanel コントロールの［値］領域内でフィールドを右クリックし、［フィールドの設定］オプションを選択します。

2. ［小計］［小計］タブをクリックして、計算する小計のタイプを選択します。

3. 次の図のように、［［Weigh by］］ドロップダウンリストで、データテーブルから重みとして使用するフィールドを選択しま

  FlexPivot for WinForms

67 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



す。

4. ［［OK］］をクリックして、［フィールドの設定］ダイアログを閉じます。

コードの場合コードの場合

WeightField プロパティを使用して、重みとして使用するフィールドを指定します。次のコードでは、重みとして Quantity
フィールドを使用しています。

//重みフィールドをコードで設定します
var fp = this.c1FlexPivotPage1.FlexPivotEngine;
var field = fp.Fields["Quantity"];
field.WeightField = fp.Fields["Quantity"];

//重みフィールドをコードで設定します
var fp = this.c1FlexPivotPage1.FlexPivotEngine;
var field = fp.Fields["Quantity"];
field.WeightField = fp.Fields["Quantity"];

Visual Basic   

C#   

計算の種類計算の種類

FlexPivotコントロールでは、計算の種類の機能が用意されています。これにより、ユーザーはより深い分析のためにデータを

深く掘り下げることができます。 「計算の種類」機能を使用すると、前の行または前の列に対して差分または割合として値を表

示できます。 この機能は、さまざまな測定値を比較したり、測定値の変化を一定期間表示したりするのに便利です。
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値フィールドには、[フィールドの設定]ダイアログで使用可能な「計算の種類」タブを使用して、「計算の種類」の計算を指定でき

ます。

「計算の種類」タブには、次のオプションがあります。

オプションオプション 説明説明

計算なし 値フィールドに適用された計算の種類計算を削除します。

前の行との差分 Lets you apply a Show As calculation to calculate the difference from
previous row.

前の行に対する比率の差 Lets you apply a Show As calculation to calculate the difference in
percentage from previous row.

前の列との差分 Lets you apply a Show As calculation to calculate the difference from
previous column.

前の列に対する比率の差 Lets you apply a Show As calculation to calculate the difference from
previous column.
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FlexPivot キューブキューブ

コンピューティングにおいてキューブとは、論理的に編成された多次元データセットです。さらに具体的には、FlexPivot の
キューブは、多次元での高速なデータ分析を提供するデータ構造です。

FlexPivot はキューブをサポートしています。ユーザーは、データ分析に適した方法でキューブをスライスアンドダイスすること

で、価値ある情報を抽出することができます。Microsoft SQL Server Analysis Services（（SSAS））、オンラインキューブなどの

さまざまなデータソースに接続することも、実行時にローカルキューブに接続することもできます。FlexPivot コントロール

は、Analysis Services および SQL Server2008/2012/2014 と共に機能します。       

Microsoft SQL Server Analysis Services の設定の設定

このガイドは、SQL Server Analysis Service（SSAS）の設定に関する情報を提供することを目的としています。キューブデータを

分析するには、SSAS を設定する必要があります。次の手順で、データベースのセットアップ方法について説明します。

1. フルバージョンの SQL Server をインストールします。

2. インストールされている SQL Server のバージョンと互換性がある Adventure Works データベースをダウンロードしま

す。データベースは http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases から選択できます。

3. SQL Server に Adventure Works データベースをインストールします。

キューブへの接続キューブへの接続

キューブデータベースには、ConnectCube メソッドを使用して接続できます。このメソッドは、２つのパラメータとして、キューブ

の名前とインストールされている SSAS への接続文字列を受け取ります。

接続文字列では、Data Source（サーバー名）と Initial Catalog（データベース名）を指定する必要があります。FlexPivot に
対して複数の Microsoft OLE DB プロバイダがインストールされている場合は、Provider のバージョンも指定する必要があ

ります。たとえば、プロバイダが MSOLAP に設定されている場合は、システムにインストールされている最新バージョンの

OLE DB for FlexPivot が使用されます。

次のコードで、キューブへの接続例を具体的に説明します。

Visual Basic

'ビューの作成を準備します

Dim connectionString As String = "Data Source=ServerAddress;Provider=msolap;Initial 
Catalog=DatabaseName;User Id=ValidUserID; Password=ValidPassword"

Dim cubeName As String = "Adventure Works"
Try
c1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.ConnectCube(cubeName, connectionString)
' データを表示します。

Dim fp = c1FlexPivotPage1.FlexPivotEngine
fp.BeginUpdate()
fp.ColumnFields.Add("Color")
fp.RowFields.Add("Category")
fp.ValueFields.Add("Order Count")
fp.EndUpdate()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
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C#

//ビューの作成を準備します

string connectionString = @"Data Source=ServerAddress;Provider=msolap;Initial 
Catalog=DatabaseName;User Id=ValidUserID; Password=ValidPassword";

string cubeName = "Adventure Works";
try
{
c1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.ConnectCube(cubeName, connectionString);
// データを表示します。

var fp = c1FlexPivotPage1.FlexPivotEngine;
fp.BeginUpdate();
fp.ColumnFields.Add("Color");
fp.RowFields.Add("Category");
fp.ValueFields.Add("Order Count");
fp.EndUpdate();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}

キューブの使用キューブの使用

前の手順では、アプリケーションをキューブに接続しました。次に、アプリケーションを実行し、FlexPivot コントロールにデータがどのよ

うに表示されるかを確認します。

1. ［［F5］］キーを押してプロジェクトを実行します。

2. コントロールが表示され、データベース Adventure Works からフェッチされたランダムデータが表示されます。

3. ここで、ピボットパネルから［［Country］］フィールドと［［State-Province］］フィールドを［行］［行］リストに、［［Order Count］］と［［Internet
Sales Amount］］を［値］［値］リストにドラッグアンドドロップします。

4. これで、コントロールには Order Count と Internet Sales Amountが Country および State Province 別に集計されたグリッ

ドが表示されます。
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5. 上の図の FlexPivot コントロールに連結されたキューブデータは、ディメンションディメンション、メジャーメジャー、およびKPI（Key Performance
Indicator：業績評価指標）で構成されています。ディメンションはキューブの分類に使用され、メジャーはディメンションの値で

す。KPI はキューブ内のメジャーを評価して、パフォーマンスに関するさまざまな視点を提供します。

6. インストールされたキューブ Adventure Works は、数多くあるディメンションの中の Geography、メジャーの中の Internet
Sales、および KPI として Customer Perspective と Financial Perspective で構成されています。

7. ユーザーは通常のデータセットを使用するように、キューブデータを使用してレポートを作成できます。キューブデータと通常

のデータセットの大きな違いは、キューブデータは C1FlexPivotPanel コントロール内でツリー形式の構造で表されることです。

8. ツリー形式構造の各ノードは、ディメンションエンティティまたはメジャーオブジェクトを表します。

9. さらに、ディメンションは 階層階層、レベルレベル、および 属性属性で構成されます。

階層階層：キューブのディメンションが構造化されるレベルを体系化します。

レベルレベル：階層内の位置を記述します。

属性属性：対応するデータに関する追加情報を提供します。

OLAPででKPIの表示の表示

An OLAP (On-line Analytical Processing) Cube is a multi-dimensional database that performs instantaneous analysis and display of large chunks of data. The cube contains metrics of data such as KPI (Key Performance Indicator) information, which can be used to measure the progress of a business in meeting its
goals. Being an excellent data processing tool, the FlexPivot control can automatically recognize the information in the OLAP Cube and display it in an appropriate format in its page.

The GIF below displays a report on the FlexPivotPage for the Internet Revenue/Sales KPI from the Adventure Works sample cube. Note how the KPI data is shown in the FlexPivotPage using the Value Fields.
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For each KPI in the OLAP cube, there is a corresponding measure for its status and trend. The associated graphics of each KPI can be specified using the KpiGraphics enumeration of the C1.FlexPivot.Internal namespace. In the code below, a Combo Box is used to display the KpiGraphics enumeration values to alter
the KPI graphics at runtime. The selected graphics can be applied to the KPI fields using the C1KpiField class of C1.FlexPivot.Internal namespace.

The code below illustrates how to add KPI Field data from OLAP Cube in the FlexPivotPage.

Visual Basic

Partial Public Class Form1
    Inherits Form

    Private flexPivotPage1 As FlexPivotPage
    Private KpiGraphicsCombo As ComboBox

    Public Sub New()
        InitializeComponent()
        flexPivotPage1 = New FlexPivotPage()
        flexPivotPage1.Height = 500
        flexPivotPage1.Width = 800
        flexPivotPage1.Dock = DockStyle.Bottom
        Dim connectionString As String = "Data Source=http://ssrs.componentone.com/OLAP/msmdpump.dll;Provider=msolap;Initial Catalog=AdventureWorksDW2012Multidimensional"
        Dim cubeName As String = "Adventure Works"
        flexPivotPage1.FlexPivotPanel.ConnectCube(cubeName, connectionString)
        Dim fp = flexPivotPage1.PivotEngine
        fp.BeginUpdate()
        fp.ColumnFields.Add("Date.Fiscal Year")
        fp.RowFields.Add("Category")
        fp.ValueFields.Add("Internet Revenue Trend")
        fp.ValueFields.Add("Internet Revenue Status")
        fp.EndUpdate()
        Me.Controls.Add(flexPivotPage1)
        KpiGraphicsCombo = New ComboBox()
        KpiGraphicsCombo.Left = 160
        KpiGraphicsCombo.Top = 35
        KpiGraphicsCombo.DataSource = [Enum].GetValues(GetType(C1.PivotEngine.Internal.KpiGraphics))
        KpiGraphicsCombo.SelectedIndexChanged += AddressOf KpiGraphicsComboBox_SelectedIndexChanged
        Me.Controls.Add(KpiGraphicsCombo)
    End Sub

    Private Sub KpiGraphicsComboBox_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Scan(flexPivotPage1.PivotEngine.Fields)
    End Sub

    Private Sub Scan(ByVal list As IEnumerable(Of PivotField))
        For Each field In list
            If TypeOf field Is KpiField Then (TryCast(field, KpiField)).KpiGraphics = CType([Enum].Parse(GetType(C1.PivotEngine.Internal.KpiGraphics), KpiGraphicsCombo.SelectedValue.ToString()), C1.PivotEngine.Internal.KpiGraphics)
            If TypeOf field Is CubeField Then Scan((TryCast(field, CubeField)).SubFields)
        Next
    End Sub
End Class

C#

public Form1()
{
    InitializeComponent();

    //Initialize FlexPivotPage
    flexPivotPage1 = new FlexPivotPage();
    flexPivotPage1.Height = 500;
    flexPivotPage1.Width = 800;
    flexPivotPage1.Dock = DockStyle.Bottom;

    //Set up connection string
    string connectionString = @"Data Source=http://ssrs.componentone.com/OLAP/msmdpump.dll;Provider=msolap;Initial Catalog=AdventureWorksDW2012Multidimensional";
    string cubeName = "Adventure Works";
    //Connect Cube Data to FlexPivotPage
    flexPivotPage1.FlexPivotPanel.ConnectCube(cubeName, connectionString);

    //Show KPI Field data in the FlexPivotPage using ValueFields
    var fp = flexPivotPage1.PivotEngine;
    fp.BeginUpdate();
    fp.ColumnFields.Add("Date.Fiscal Year");
    fp.RowFields.Add("Category");
    fp.ValueFields.Add("Internet Revenue Trend");
    fp.ValueFields.Add("Internet Revenue Status");
    fp.EndUpdate();

    //Add FlexPivotPage to form
    this.Controls.Add(flexPivotPage1);

    //Intialize KPI Graphics ComboBox
    KpiGraphicsCombo = new ComboBox();
    KpiGraphicsCombo.Left = 160;
    KpiGraphicsCombo.Top = 35;

    //Populate Combobox with KpiGraphics enum values to alter graphic at runtime
    KpiGraphicsCombo.DataSource = Enum.GetValues(typeof(C1.PivotEngine.Internal.KpiGraphics));
    KpiGraphicsCombo.SelectedIndexChanged += KpiGraphicsComboBox_SelectedIndexChanged;

    //Add ComboBox to form
    this.Controls.Add(KpiGraphicsCombo);
}

//Invoke the method to apply the selected KPI graphics
private void KpiGraphicsComboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    Scan(flexPivotPage1.PivotEngine.Fields);
}

//Apply the selected graphics to KPI fields
void Scan(IEnumerable<PivotField> list)
{
    foreach (var field in list)
    {
        if (field is KpiField)
            (field as KpiField).KpiGraphics = (C1.PivotEngine.Internal.KpiGraphics)Enum.Parse(typeof(C1.PivotEngine.Internal.KpiGraphics), KpiGraphicsCombo.SelectedValue.ToString());
        if (field is CubeField)
            Scan((field as CubeField).SubFields);
    }
}
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タスク別ヘルプタスク別ヘルプ

タスクベースのヘルプセクションでは、Visual Studio.NET 環境でのプログラミングに精通していることを前提としています。 こ
のセクションの各ヘルプトピックでは、コードによるフィールドの設定、LINQクエリの使用、テーマの適用、Excelシートから

FlexPivotへのデータのインポートなどの特定のタスクを実行できます。 詳細については、次のリンクをクリックしてください。

コードによるフィールドの設定

値リストへの複数フィールドの追加

テーマの適用

LINQ を FlexPivot のデータソースとして使用

コードによるカスタム FlexPivot アプリケーションの作成

Excel のデータのインポート 

コードによるフィールドの設定コードによるフィールドの設定

FlexPivot では、設計時にフィールドを構成できます。 実行時にユーザーインタフェースでフィールドをドラッグアンドドロップするほかに、

コードでフィールドを設定することもできます。C1FlexPivot は、コードでフィールドを構成するための強力なオブジェクトモデルを提供しま

す。フィルタを適用したり、実行時に表示されるデータの書式設定を指定することができます。

コードでフィールドを構成するには、次の手順に従います。

1. 新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. FlexPivotPage コントロールをフォームにドラッグアンドドロップします。

3. コードビューに切り替え、次のコードを追加して NWind_ja.mdb データベースへの接続文字列を設定します。

Visual Basic
Private Shared Function GetConnectionString() As String
    Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal)
    + "\ComponentOne Samples\Common"
    Dim conn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\Nwind_ja.mdb;"
    Return String.Format(conn, path)
End Function

C#
static string GetConnectionString()
{
    string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    + @"\ComponentOne Samples\Common";
    string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\Nwind_ja.mdb;";
    return string.Format(conn, path);
}

4.  フォームのコンストラクタに次のコードを追加して、 NWind_ja.mdb データベースからデータ（Invoices ビュー）をロードし、それ

を FlexPivotPage コントロールに割り当て、初期ビューを定義します。

Visual Basic
' データを取得します。
Dim da = New OleDbDataAdapter("select * from invoices", GetConnectionString())
Dim dt = New DataTable()
da.Fill(dt)

' FlexPivotページにバインドします。
Me.C1FlexPivotPage1.DataSource = dt

' ビューを作成します。
Dim fp = Me.C1FlexPivotPage1.PivotEngine
fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice")
fp.RowFields.Add("OrderDate", "ProductName")

C#
// データを取得します。
var da = new OleDbDataAdapter("select * from invoices", GetConnectionString());
var dt = new DataTable();
da.Fill(dt);

// FlexPivotページにバインドします。
this.c1FlexPivotPage1.DataSource = dt;
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// ビューを作成します。
var fp = this.c1FlexPivotPage1.PivotEngine;
fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice");
fp.RowFields.Add("OrderDate", "ProductName");

5. 次のコードを使用して、ExtendedPrice フィールドと OrderDate フィールドを書式設定します。次のコードは、ExtendedPrice を通

貨書式で、OrderDate を年書式で表示します。また、売上の合計ではなく平均を表示します。

Visual Basic
' 注文の日付と拡張価格の書式を設定します。
Dim field = fp.Fields("OrderDate")
field.Format = "yyyy"
field = fp.Fields("ExtendedPrice")
field.Format = "c"

' 合計の代わりに平均価格を表示します。
field = fp.Fields("ExtendedPrice")
field.Subtotal = C1.FlexPivot.Subtotal.Average

C#
// 注文の日付と拡張価格の書式を設定します。
var field = fp.Fields["OrderDate"];
field.Format = "yyyy";
field = fp.Fields["ExtendedPrice"];
field.Format = "c";

// 合計の代わりに平均価格を表示します。
field = fp.Fields["ExtendedPrice"];
field.Subtotal = C1.FlexPivot.Subtotal.Average;
       

6. 次のコードを追加して、製品にフィルタを適用します。次のコードは、指定した製品（アメリカンクラッカー、アメリカンポーク、インド

カレーパン、うす味ウインナー）をビューに表示します。       
Visual Basic

' いくつかの製品のみを表示するため範囲フィルタを適用します。
Dim filter As C1.FlexPivot.C1FlexPivotFilter = fp.Fields("ProductName").Filter
filter.Clear()
filter.ShowValues = "アメリカンクラッカー、アメリカンポーク、
インドカレーパン、うす味ウインナー".Split(","c)

C#
// いくつかの製品のみを表示するため範囲フィルタを適用します。
C1.FlexPivot.C1FlexPivotFilter filter = fp.Fields["ProductName"].Filter;
filter.Clear();
filter.ShowValues = "アメリカンクラッカー、アメリカンポーク、
インドカレーパン、うす味ウインナー".Split(',');

7. 次のコードを追加して、OrderDate フィールドにフィルタを適用します。次のコードは、1995 年 1 月 1 日から 1995 年 9 月 30日
までの OrderDate を表示します。

Visual Basic
' いくつかの日付のみを表示するため範囲フィルタを適用します。
filter = fp.Fields("OrderDate").Filter
filter.Clear()
filter.Condition1.[Operator] = C1.FlexPivot.ConditionOperator.GreaterThanOrEqualTo
filter.Condition1.Parameter = New DateTime(2014, 1, 1)
filter.Condition2.[Operator] = C1.FlexPivot.ConditionOperator.LessThanOrEqualTo
filter.Condition2.Parameter = New DateTime(2014, 12, 31)
filter.AndConditions = True

C#
// いくつかの日付のみを表示するため範囲フィルタを適用します。
filter = fp.Fields["OrderDate"].Filter;
filter.Clear();
filter.Condition1.Operator = C1.FlexPivot.ConditionOperator.GreaterThanOrEqualTo;
filter.Condition1.Parameter = new DateTime(2014, 1, 1);
filter.Condition2.Operator = C1.FlexPivot.ConditionOperator.LessThanOrEqualTo;
filter.Condition2.Parameter = new DateTime(2014, 12, 31);
filter.AndConditions = true;

8. ［［F5］］ キーを押してアプリケーションを実行します。フォームが表示され、上のコードで設定したフィールドだけがカスタマイズ

ビューに表示されます。
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値リストへの複数フィールドの追加値リストへの複数フィールドの追加

FlexPivot では、［値］［値］リストに複数の値フィールドを追加することもできます。コードで MaxItems プロパティに特定の数値を設定する

だけです。このタスクを実装するには、「コードによるフィールドの設定」トピックで作成したサンプルを使用します。

1. 次のコードに示すように、MaxItems プロパティを３に設定し、３つの値フィールド Extended Price、Discount、Freight を
ValueFields.Add() メソッドに追加します。

Visual Basic
'複数値を持つフィールドを適用します。
fp.ValueFields.MaxItems = 3
fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice", "Discount", "Freight")

C#
//複数値を持つフィールドを適用します。
fp.ValueFields.MaxItems = 3;
fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice", "Discount", "Freight");

2. ［［F5］］ キーを押してアプリケーションを実行し、グリッドに Extended Price、Discount、Freight の各フィールドが表示されること

を確認します.
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テーマの適用テーマの適用

FlexPivot コントロールの全体的な外観も、C1ThemeController からテーマを適用することで、カスタマイズできます。開発者は、定義済

みの組み込みテーマをコレクションから選択して、コントロールの全体的な外観をカスタマイズできます。

組み込みテーマを適用するには、次の手順を実行します。

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. ツールボックスから FlexPivotPage コントロールをフォームにドラッグアンドドロップします。

3. C1ThemeController から組み込みテーマにアクセスするために、プロジェクトに C1.Win.C1Themes.4 の参照を追加します。

4. スマートタグアイコン（  ）を１回クリックします。次の図のように、［FlexPivotPage のタスク］スマートタグパネルが表示されます。
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5. ［親コンテナでドッキングを解除する］［親コンテナでドッキングを解除する］オプションを選択して、親コンテナ（フォーム）から FlexPivotPage コントロールをドッキング解

除します。

6. ツールボックスに移動し、フォームに標準的な Label コントロールを追加します。

7. プロパティウィンドウで、ラベルコントロールのいくつかのプロパティを次のように設定します。

AutoSize = True
TabIndex = 0
Text = "テーマを適用する"

8. ツールボックスから標準的な Combobox コントロールを追加し、いくつかのプロパティを次のように設定します。

Name = "cbTheme"
FormattingEnabled = True
DropDownStyle = DropDownList
TabIndex = 1
Text = "Apply Theme"

デザインビューは、次の図のように表示されます。
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9. コードビューに切り替えて、次の Import 文を追加します。

Visual Basic
Imports C1.Win.C1Themes
Imports System.Data.OleDb

C#
using C1.Win.C1Themes;
using System.Data.OleDb;

10. 次のコードを追加して、NWind_ja.mdb データベースファイルとの接続文字列を設定します。

Visual Basic
Private Shared Function GetConnectionString() As String
    Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    + "\ComponentOne Samples\Common"
    Dim conn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\nwind_ja.mdb;"
    Return String.Format(conn, path)
End Function

C#
//　標準のnwind mdbの接続文字列を取得します。
static string GetConnectionString()
{
    string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    + @"\ComponentOne Samples\Common";
    string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\Nwind_ja.mdb;";
    return string.Format(conn, path);
}

11. フォームのコンストラクタで次のコードを追加して、NWind_ja.mdb データベースファイルからデータを取得し、ビューを作成しま

す。

Visual Basic
' データを取得します。
Dim da = New OleDbDataAdapter("Select * from Invoices", GetConnectionString())
Dim dt = New DataTable("NorthWind Sales Data")
da.Fill(dt)

' C1FlexPivotPageコントロールにデータを割り当てます。
C1FlexPivotPage1.DataSource = dt
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Dim fp = C1FlexPivotPage1.PivotEngine
fp.ValueFields.MaxItems = 3
fp.BeginUpdate()
fp.RowFields.Add("Country")
fp.ColumnFields.Add("Product")
fp.ValueFields.Add("Sales")
fp.EndUpdate()

C#
// データを取得します。
var da = new OleDbDataAdapter("Select * from Invoices", GetConnectionString());
var dt = new DataTable("NorthWind Sales Data");
da.Fill(dt);

// C1FlexPivotPageコントロールにデータを割り当てます。
c1FlexPivotPage1.DataSource = dt;

var fp = c1FlexPivotPage1.PivotEngine;
fp.ValueFields.MaxItems = 3;
fp.BeginUpdate();
fp.RowFields.Add("Country");
fp.ColumnFields.Add("Product");
fp.ValueFields.Add("Sales");
fp.EndUpdate();

12. フォームのコンストラクタに次のコードを追加して、Combobox コントロールの SelectedIndexChanged イベントをサブスクライ

ブし、ドロップダウンリストから組み込みテーマが選択されたときにテーマをフォームに適用するためのロジックを実装します。

Visual Basic
For Each theme As String In C1ThemeController.GetThemes()
    cbTheme.Items.Add(theme)
Next
AddHandler cbTheme.SelectedIndexChanged, AddressOf cbTheme_SelectedIndexChanged

C#
cbTheme.SelectedIndexChanged += cbTheme_SelectedIndexChanged;
foreach (string theme in C1ThemeController.GetThemes())
    cbTheme.Items.Add(theme);

13. cbTheme.SelectedIndexChanged イベントに対して作成されたイベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic
Private Sub cbTheme_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim theme As C1Theme = C1ThemeController.GetThemeByName(cbTheme.Text, False)
    If theme IsNot Nothing Then
        C1ThemeController.ApplyThemeToObject(c1FlexPivotPage1, theme)
    End If
End Sub

C#
private void cbTheme_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    C1Theme theme = C1ThemeController.GetThemeByName(cbTheme.Text, false);
    if (theme != null)
        C1ThemeController.ApplyThemeToObject(c1FlexPivotPage1, theme);
}

14. ［［F5］］ キーを押してアプリケーションを実行し、ドロップダウンリストから定義済みのテーマ（たとえば、

VisualStyleOffice2010Black）を選択します。
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15. 次の図のように、フォームにテーマが適用されます。

LINQ をを FlexPivot のデータソースとして使用のデータソースとして使用

FlexPivot は、DataTable オブジェクトに制限されず、任意のコレクションをデータソースとして使用できます。また、LINQ をデータソースとして使用することもできます。LINQ
は、柔軟で効率的なデータクエリーモデルです。LINQ を使用すると、データベースを変更することなく、クライアントアプリケーションで新しいクエリーを作成できます。

FlexPivot コントロールの場合は、これらのクエリーを C1FlexPivot のデータソースとして使用できるため、エンドユーザーが独自のデータビューを作成できます。LINQ は、作

成したクエリーをアプリケーションに格納するため、ユーザーはデータベース管理者の助けを借りることなくクエリーを変更できます。
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FlexPivot アプリケーションで LINQ クエリーをデータソースとして実装するには、次の手順を実行します。

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. FlexPivotPage コントロールをフォームにドラッグアンドドロップします。

3. コードビューに切り替えて、次の名前空間を追加します。

Visual Basic
Imports System.Data.OleDb
Imports System.Linq

C#
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;

4. Form1.cs ファイルのコンストラクタに次のコードを追加し、LINQ クエリーを使用してデータをロードします。

Visual Basic
Dim ds = New DataSet()
For Each table As String In "Products,Categories,Employees,Customers,Orders,Order Details".Split(","c)
    Dim sql As String = String.Format("select * from [{0}]", table)
    Dim da = New OleDbDataAdapter(sql, GetConnectionString())
    da.Fill(ds, table)
Next table

C#
var ds = new DataSet();
foreach (string table in "Products,Categories,Employees,Customers,Orders,Order Details".Split(','))
{
    string sql = string.Format("select * from [{0}]", table);
    var da = new OleDbDataAdapter(sql, GetConnectionString());
    da.Fill(ds, table);
}

5. システムにインストールしたデータベースへの接続を作成するために、接続文字列を初期化します。この例では、 Nwind_ja.mdbファイルをデータベースとして使用

します。このファイルは、システムの Documents\ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb にあります。このデータベースファイルが別の場所に保

存されている場合は、GetConnectionString メソッドで定義されているパスを変更します。

Visual Basic
Private Shared Function GetConnectionString() As String
    Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    & "\ComponentOne Samples\Common"
    Dim conn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\Nwind_ja.mdb;"
    Return String.Format(conn, path)
End Function

C#
static string GetConnectionString()
{
    string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) + @"\ComponentOne Samples\Common";
    string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\Nwind_ja.mdb;";
    return string.Format(conn, path);
}

6. 次の LINQ クエリーを追加して、データベースファイルからロードしたテーブルに FlexPivotPage コントロールを接続します。

Visual Basic
Dim q = From detail In ds.Tables("Order Details").AsEnumerable() _
        Join product In ds.Tables("Products").AsEnumerable() On detail.Field(Of Integer)("ProductID") 
        Equals product.Field(Of Integer)("ProductID") _
        Join category In ds.Tables("Categories").AsEnumerable() On product.Field(Of Integer)("CategoryID") 
        Equals category.Field(Of Integer)("CategoryID") _
        Join order In ds.Tables("Orders").AsEnumerable() On detail.Field(Of Integer)("OrderID") 
        Equals order.Field(Of Integer)("OrderID") _
        Join customer In ds.Tables("Customers").AsEnumerable() On order.Field(Of String)("CustomerID") 
        Equals customer.Field(Of String)("CustomerID") _
        Join employee In ds.Tables("Employees").AsEnumerable() On order.Field(Of Integer)("EmployeeID") 

C#
var q =
   from detail in ds.Tables["Order Details"].AsEnumerable()
   join product in ds.Tables["Products"].AsEnumerable()
       on detail.Field<int>("ProductID") equals product.Field<int>("ProductID")
   join category in ds.Tables["Categories"].AsEnumerable()
       on product.Field<int>("CategoryID") equals category.Field<int>("CategoryID")
   join order in ds.Tables["Orders"].AsEnumerable()
       on detail.Field<int>("OrderID") equals order.Field<int>("OrderID")
   join customer in ds.Tables["Customers"].AsEnumerable()
       on order.Field<string>("CustomerID") equals customer.Field<string>("CustomerID")
   join employee in ds.Tables["Employees"].AsEnumerable()
       on order.Field<int>("EmployeeID") equals employee.Field<int>("EmployeeID")

テーブルのプライマリキーを所定のフィールドに結合して、各テーブルをクエリーに接続します。たとえば、Products テーブルは ProductID を使用して結合し、

Categories は CategoryID を使用して結合します。

7. 次の Select 文を追加して、上のクエリーで指定したフィールドを含む新しい匿名クラスを作成します。フィールドは、テーブルフィールドに直接マップすることも、計算

することもできます。

Visual Basic
Select New With
  {
    Key .Sales = (detail.Field(Of Short)("Quantity") 
    * CDbl(detail.Field(Of Decimal)("UnitPrice"))) 
    * (1 - CDbl(detail.Field(Of Single)("Discount"))),
    Key .OrderDate = order.Field(Of Date)("OrderDate"),
    Key .Product = product.Field(Of String)("ProductName"),
    Key .Customer = customer.Field(Of String)("CompanyName"),
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    Key .Country = customer.Field(Of String)("Country"),
    Key .Employee = employee.Field(Of String)("FirstName") & " " 
    & employee.Field(Of String)("LastName"),
    Key .Category = category.Field(Of String)("CategoryName")}

C#
select new
{
    Sales = (detail.Field<short>("Quantity") 
    * (double)detail.Field<decimal>("UnitPrice")) * 
    (1 - (double)detail.Field<float>("Discount")),
    OrderDate = order.Field<DateTime>("OrderDate"),
    Product = product.Field<string>("ProductName"),
    Customer = customer.Field<string>("CompanyName"),
    Country = customer.Field<string>("Country"),
    Employee = employee.Field<string>("FirstName") + " " 
           + employee.Field<string>("LastName"),
    Category = category.Field<string>("CategoryName")
};

8. ToList() メソッドを使用して、LINQ クエリーをリストに変換し、結果リストを FlexPivotPage クラスの DataSource プロパティに割り当てます。

Visual Basic
c1FlexPivotPage1.DataSource = q.ToList()

C#
c1FlexPivotPage1.DataSource = q.ToList();

9. アプリケーションの実行時、初期ビューとしてロードされるデフォルトのビューを作成します。

Visual Basic
Dim fp = c1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.PivotEngine
fp.BeginUpdate()
fp.RowFields.Add("Country")
fp.ColumnFields.Add("Category")
fp.ValueFields.Add("Sales")
fp.EndUpdate()

C#
var fp = c1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.PivotEngine;
fp.BeginUpdate();
fp.RowFields.Add("Country");
fp.ColumnFields.Add("Category");
fp.ValueFields.Add("Sales");
fp.EndUpdate();

10. プロジェクトを実行して、FlexPivotPage コントロールが Nwind_ja.mdb データベースファイルで定義されたテーブルのデータに連結されていることを確認します。

コードによるカスタムコードによるカスタム FlexPivot アプリケーションの作成アプリケーションの作成

FlexPivot コントロールは、開発者やエンドユーザーの要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。デフォルトビューの設定

から定義済みビューの追加まで、開発者はコードによってコントロールに高度なカスタマイズを実行できます。

デフォルトビューの作成デフォルトビューの作成

FlexPivotPage コントロールに追加したデータ（ビューまたはテーブル）は、ビューを作成することで視覚化できます。「実行時のさまざま

なビューの作成」トピックで説明したように、実行時にデータフィールドをさまざまなリストにドラッグすることで集約ビューを作成できま

す。FlexPivot アプリケーションの実行時に自動的に表示されるデフォルトビューを作成するには、いくつかの設計時の設定を実行し、

コードで ViewDefinition プロパティを設定する必要があります。

［行］リストに ProductName、［列］リストに Country、［値］リストに ExtendedPrice を設定したデフォルトビューを表示するアプリケー

ションを作成するには、次の手順を実行します。

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. FlexPivotPage コントロールをプロジェクトに追加し、それを c1NWind データソースファイルの Invoices ビューに連結します

（「データソースへの FlexPivot の連結」トピックを参照）。

3. ソリューションエクスプローラーで、プロジェクトを右クリックし、［プロパティ］をクリックしてプロジェクトデザイナを開きます。

4. プロジェクトデザイナで、［設定］オプションをクリックします。

5. 新しい設定を作成し、それに「DefaultView」などの名前を付けます。
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6. コードビューに切り替え、Form1_Load イベントに次のコードを追加して、デフォルトビューを初期化し、データフィールドを設定し

ます。

Visual Basic
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' マシーンで現在のユーザーの動作ために、接続文字列を調整します
            Me.InvoicesTableAdapter.Connection.ConnectionString = GetConnectionString()

    'テーブルアダプタでデータをロードします
    Me.InvoicesTableAdapter.Fill(Me.C1NWindDataSet.Invoices)

    ' デフォルトのビューを表示します:
    ' 「DefaultView」という文字列型をアプリケーションの設定として前提します
    Dim view = My.Settings.DefaultView
    If Not String.IsNullOrEmpty(view) Then
        c1FlexPivotPage1.ViewDefinition = view
    Else
        ' デフォルトのビューをビルドします
        Dim fp = c1FlexPivotPage1.PivotEngine
        fp.BeginUpdate()
        fp.RowFields.Add("ProductName")
        fp.ColumnFields.Add("Country")
        fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice")
        fp.EndUpdate()
    End If
End Sub

C#
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //このマシンに現在のユーザーのために、接続文字列を変更します。
    this.invoicesTableAdapter.Connection.ConnectionString = GetConnectionString();
    
    //テーブルアダプターにデータを読み込みます。
    this.invoicesTableAdapter.Fill(this.C1NWindDataSet.Invoices);

    // デフォルトのビューを表示します。
    // これはのアプリケーションの設定を「DefaultView」と言う文字列型として前提します。
    var view = Properties.Settings.Default.DefaultView;
    if(!string.IsNullOrEmpty(view))
    {
        c1FlexPivotPage1.ViewDefinition = view;
    }
    else
    {
        // デフォルトのビューをビルドします。
        var fp = c1FlexPivotPage1.PivotEngine;
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        fp.BeginUpdate();
        fp.RowFields.Add("ProductName");
        fp.ColumnFields.Add("Country");
        fp.ValueFields.Add("ExtendedPrice");
        fp.EndUpdate();
    }

}
7. 使用するデータベースファイルへの標準的な接続文字列を初期化します。

Visual Basic
'接続文字列を初期化します
Private Shared Function GetConnectionString() As String
    Dim path As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    + "\ComponentOne Samples\Common"
    Dim conn As String = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\c1nwind.mdb;"
    Return String.Format(conn, path)
End Function

C#
//接続文字列を初期化します。
static string GetConnectionString()
{
    string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
    + @"\ComponentOne Samples\Common";
    string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\c1nwind.mdb;";
    return string.Format(conn, path);
}

8. ［［F5］］キーを押してアプリケーションを実行します。 ProductName が［行］リストに、Country が［列］リストに、ExtendedPrice
が［値］リストに設定されて、デフォルトビューが表示されます。

定義済みビューの追加定義済みビューの追加

ユーザーは、XML ファイルにビューを定義し、プロジェクトデザイナにリソースとして追加することで、FlexPivot アプリケーションに定義済みビューを追加できま

す。FlexPivotPage クラスには、ファイルをストリームとして追加する ReadXml メソッドと WriteXml メソッドがあります。これらのメソッドは、定義済みビューを適用

するために FlexPivotPage コントロールによって自動的に呼び出されます。

1. 新しい XML ファイル（ここでは FlexPivotViews.xml）を作成し、次のコードを追加して５つのビュー定義を作成します。それぞれは、Extended Price
（Nwind_ja.mdb データベースファイルの Invoices ビューのフィールド）を次のディメンションに基づいて表示します。

Product/Country

  FlexPivot for WinForms

85 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



Salesperson/Country
Salesperson/Month
Salesperson/Weekday
Salesperson/Year
XML

  <FlexPivotViews>
  
  <FlexPivotPage id="Product vs Country">
    <C1FlexPivotEngine>
      <Fields>
        <Field name="Address" subtotal="Count" />
        <Field name="City" subtotal="Count" />
        <Field name="Country" subtotal="Count" />
        <Field name="CustomerID" subtotal="Count" />
        <Field name="Customers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="Discount" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ExtendedPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Freight" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="OrderDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="OrderID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="PostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ProductID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ProductName" subtotal="Count" />
        <Field name="Quantity" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Region" subtotal="Count" />
        <Field name="RequiredDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Salesperson" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipAddress" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCity" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCountry" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShippedDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Shippers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipPostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipRegion" subtotal="Count" />
        <Field name="UnitPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
      </Fields>
      <RowFields>
        <Field name="ProductName" />
      </RowFields>
      <ColumnFields>
        <Field name="Country" />
      </ColumnFields>
      <ValueFields>
        <Field name="ExtendedPrice" />
      </ValueFields>
    </C1FlexPivotEngine>
    <C1FlexPivotPrintDocument>
      <Header Text="&amp;[ViewTitle]&#x9;&amp;[Date]&#x9;Page &amp;[Page]" Separator="True" 
FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Footer Text="" Separator="False" FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Grid ShowGrid="True" GridOptions="1" />
      <Chart ShowChart="True" ChartFillsPage="True" />
      <RawData ShowRawData="False" RawDataOptions="1" />
      <PageSettings Landscape="False" Margins="100,100,100,100" />
    </C1FlexPivotPrintDocument>
    <FlexPivotChart ChartType="Bar" ColorGeneration="Office" ShowTitle="True" ShowLegend="Automatic" 
ShowGridLines="True" Stacked="True" />
  </FlexPivotPage>

  <FlexPivotPage id="SalesPerson vs Country">
    <C1FlexPivotEngine>
      <Fields>
        <Field name="Address" subtotal="Count" />
        <Field name="City" subtotal="Count" />
        <Field name="Country" subtotal="Count" />
        <Field name="CustomerID" subtotal="Count" />
        <Field name="Customers_CompanyName" subtotal="Count" />

copyCode
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        <Field name="Discount" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ExtendedPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Freight" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="OrderDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="OrderID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="PostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ProductID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ProductName" subtotal="Count" />
        <Field name="Quantity" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Region" subtotal="Count" />
        <Field name="RequiredDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Salesperson" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipAddress" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCity" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCountry" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShippedDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Shippers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipPostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipRegion" subtotal="Count" />
        <Field name="UnitPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
      </Fields>
      <RowFields>
        <Field name="Country" />
      </RowFields>
      <ColumnFields>
        <Field name="Salesperson" />
      </ColumnFields>
      <ValueFields>
        <Field name="ExtendedPrice" />
      </ValueFields>
    </C1FlexPivotEngine>
    <C1FlexPivotPrintDocument>
      <Header Text="&amp;[ViewTitle]&#x9;&amp;[Date]&#x9;Page &amp;[Page]" Separator="True" 
FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Footer Text="" Separator="False" FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Grid ShowGrid="True" GridOptions="1" />
      <Chart ShowChart="True" ChartFillsPage="True" />
      <RawData ShowRawData="False" RawDataOptions="1" />
      <PageSettings Landscape="False" Margins="100,100,100,100" />
    </C1FlexPivotPrintDocument>
    <FlexPivotChart ChartType="Bar" ColorGeneration="Office" ShowTitle="True" ShowLegend="Automatic" 
ShowGridLines="True" Stacked="True" />
  </FlexPivotPage>

  <FlexPivotPage id="SalesPerson vs Month">
    <C1FlexPivotEngine>
      <Fields>
        <Field name="Address" subtotal="Count" />
        <Field name="City" subtotal="Count" />
        <Field name="Country" subtotal="Count" />
        <Field name="CustomerID" subtotal="Count" />
        <Field name="Customers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="Discount" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ExtendedPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Freight" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="OrderDate" subtotal="Count" format="MMMM" />
        <Field name="OrderID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="PostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ProductID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ProductName" subtotal="Count" />
        <Field name="Quantity" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Region" subtotal="Count" />
        <Field name="RequiredDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Salesperson" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipAddress" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCity" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCountry" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipName" subtotal="Count" />
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        <Field name="ShippedDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Shippers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipPostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipRegion" subtotal="Count" />
        <Field name="UnitPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
      </Fields>
      <RowFields>
        <Field name="Salesperson" />
      </RowFields>
      <ColumnFields>
        <Field name="OrderDate" />
      </ColumnFields>
      <ValueFields>
        <Field name="ExtendedPrice" />
      </ValueFields>
    </C1FlexPivotEngine>
    <C1FlexPivotPrintDocument>
      <Header Text="&amp;[ViewTitle]&#x9;&amp;[Date]&#x9;Page &amp;[Page]" Separator="True" 
FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Footer Text="" Separator="False" FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Grid ShowGrid="True" GridOptions="1" />
      <Chart ShowChart="True" ChartFillsPage="True" />
      <RawData ShowRawData="False" RawDataOptions="1" />
      <PageSettings Landscape="False" Margins="100,100,100,100" />
    </C1FlexPivotPrintDocument>
    <FlexPivotChart ChartType="Bar" ColorGeneration="Office" ShowTitle="True" ShowLegend="Automatic" 
ShowGridLines="True" Stacked="True" />
  </FlexPivotPage>

  <FlexPivotPage id="SalesPerson vs Weekday">
    <C1FlexPivotEngine>
      <Fields>
        <Field name="Address" subtotal="Count" />
        <Field name="City" subtotal="Count" />
        <Field name="Country" subtotal="Count" />
        <Field name="CustomerID" subtotal="Count" />
        <Field name="Customers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="Discount" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ExtendedPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Freight" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="OrderDate" subtotal="Count" format="dddd" />
        <Field name="OrderID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="PostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ProductID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ProductName" subtotal="Count" />
        <Field name="Quantity" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Region" subtotal="Count" />
        <Field name="RequiredDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Salesperson" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipAddress" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCity" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCountry" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShippedDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Shippers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipPostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipRegion" subtotal="Count" />
        <Field name="UnitPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
      </Fields>
      <RowFields>
        <Field name="Salesperson" />
      </RowFields>
      <ColumnFields>
        <Field name="OrderDate" />
      </ColumnFields>
      <ValueFields>
        <Field name="ExtendedPrice" />
      </ValueFields>
    </C1FlexPivotEngine>
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    <C1FlexPivotPrintDocument>
      <Header Text="&amp;[ViewTitle]&#x9;&amp;[Date]&#x9;Page &amp;[Page]" Separator="True" 
FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Footer Text="" Separator="False" FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Grid ShowGrid="True" GridOptions="1" />
      <Chart ShowChart="True" ChartFillsPage="True" />
      <RawData ShowRawData="False" RawDataOptions="1" />
      <PageSettings Landscape="False" Margins="100,100,100,100" />
    </C1FlexPivotPrintDocument>
    <FlexPivotChart ChartType="Bar" ColorGeneration="Office" ShowTitle="True" ShowLegend="Automatic" 
ShowGridLines="True" Stacked="True" />
  </FlexPivotPage>

  <FlexPivotPage id="SalesPerson vs Year">
    <C1FlexPivotEngine>
      <Fields>
        <Field name="Address" subtotal="Count" />
        <Field name="City" subtotal="Count" />
        <Field name="Country" subtotal="Count" />
        <Field name="CustomerID" subtotal="Count" />
        <Field name="Customers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="Discount" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ExtendedPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Freight" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="OrderDate" subtotal="Count" format="yyyy" />
        <Field name="OrderID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="PostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ProductID" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="ProductName" subtotal="Count" />
        <Field name="Quantity" subtotal="Sum" format="n0" />
        <Field name="Region" subtotal="Count" />
        <Field name="RequiredDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Salesperson" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipAddress" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCity" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipCountry" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShippedDate" subtotal="Count" format="d" />
        <Field name="Shippers_CompanyName" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipPostalCode" subtotal="Count" />
        <Field name="ShipRegion" subtotal="Count" />
        <Field name="UnitPrice" subtotal="Sum" format="n0" />
      </Fields>
      <RowFields>
        <Field name="Salesperson" />
      </RowFields>
      <ColumnFields>
        <Field name="OrderDate" />
      </ColumnFields>
      <ValueFields>
        <Field name="ExtendedPrice" />
      </ValueFields>
    </C1FlexPivotEngine>
    <C1FlexPivotPrintDocument>
      <Header Text="&amp;[ViewTitle]&#x9;&amp;[Date]&#x9;Page &amp;[Page]" Separator="True" 
FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Footer Text="" Separator="False" FontName="Arial" FontSize="9" FontStyle="Regular" />
      <Grid ShowGrid="True" GridOptions="1" />
      <Chart ShowChart="True" ChartFillsPage="True" />
      <RawData ShowRawData="False" RawDataOptions="1" />
      <PageSettings Landscape="False" Margins="100,100,100,100" />
    </C1FlexPivotPrintDocument>
    <FlexPivotChart ChartType="Bar" ColorGeneration="Office" ShowTitle="True" ShowLegend="Automatic" 
ShowGridLines="True" Stacked="True" />
  </FlexPivotPage>  
  
</FlexPivotViews>

2. 上で XML（FlexPivotViews.xml）ファイルに作成したビュー定義を２つの画像ファイル CollapseAll.png（ ）および Views_small.png（ ）と共にフォルダ
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（ここでは「Resources」）に追加します。

3. Resources フォルダをプロジェクトのフォルダ構造に追加し、ソリューションエクスプローラーからそれをプロジェクトに含めます。

4. ソリューションエクスプローラーでプロジェクトを右クリックし、［プロパティ］を選択してプロジェクトデザイナを開きます。

5. Resources を選択し、 ［文字列］［文字列］ ドロップダウンメニューをクリックします。次の図のように、 ドロップダウンから［画像］［画像］ オプションを選択します。

6. ［リソースの追加］ドロップダウンメニューを選択し、［既存のファイルの追加］［既存のファイルの追加］ オプションを選択します。

7. 手順２で２つの画像ファイルを追加した Resources フォルダを参照し、それらをプロジェクトデザイナに追加します。

8. ［文字列］［文字列］ドロップダウンメニューをクリックします。ドロップダウンから［ファイル］［ファイル］オプションを選択します。

9. ［リソースの追加］ドロップダウンメニューを選択し、［既存のファイルの追加］［既存のファイルの追加］オプションを選択します。

10. 手順２で FlexPivotViews.xml ファイルを追加した Resources フォルダを参照し、それをプロジェクトデザイナに追加します。

11. コードビュー（Form1.cs）に切り替え、次のコードを追加して、定義済みビューを含むメニューを作成します。

Visual Basic
' 定義済みビューのメニューをビルドします。
Dim doc = New System.Xml.XmlDocument()
doc.LoadXml(My.Resources.FlexPivotViews)
Dim menuView = New C1.Win.C1Command.C1CommandMenu()
menuView.Text = "&View"
menuView.Image = My.Resources.Views_small

C#
// 定義済みビューのメニューをビルドします。
var doc = new System.Xml.XmlDocument();
doc.LoadXml(Properties.Resources.FlexPivotViews);
var menuView = new C1.Win.C1Command.C1CommandMenu();
menuView.Text = "&View";
menuView.Image = Properties.Resources.Views_small;

12. 上のコードスニペットの下に次のコードを追加して、ドロップダウンメニューで選択されたビューを適用します。

Visual Basic
For Each nd As System.Xml.XmlNode In doc.SelectNodes("FlexPivotViews/C1FlexPivotPage")
    Dim cmd = New C1.Win.C1Command.C1Command()
    cmd.Text = nd.Attributes("id").Value
    cmd.UserData = nd
    AddHandler cmd.Click, AddressOf menuView_DropDownItemClicked
    Dim link = New C1.Win.C1Command.C1CommandLink(cmd)
    menuView.CommandLinks.Add(link)
Next nd

C#
foreach (System.Xml.XmlNode nd in doc.SelectNodes("FlexPivotViews/C1FlexPivotPage"))
{
    var cmd = new C1.Win.C1Command.C1Command();
    cmd.Text = nd.Attributes["id"].Value;
    cmd.UserData = nd;
    cmd.Click += menuView_DropDownItemClicked;
    var link = new C1.Win.C1Command.C1CommandLink(cmd);
    menuView.CommandLinks.Add(link);
}

13. menuView_DropDownItemClicked イベントに対して作成されたイベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic
Private Sub menuView_DropDownItemClicked(ByVal sender As Object, ByVal e As C1.Win.C1Command.ClickEventArgs)
    Dim nd = TryCast(e.CallerLink.Command.UserData, System.Xml.XmlNode)
    If nd IsNot Nothing Then
        '  XMLからのロードビュー定義
        c1FlexPivotPage1.ViewDefinition = nd.OuterXml

        ' ステータスバーに現在のビュー名を表示します。
        c1FlexPivotPage1.LabelStatus.Text = nd.Attributes("id").Value
    End If
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End Sub
C#

private void menuView_DropDownItemClicked(object sender, C1.Win.C1Command.ClickEventArgs e)
{
    var nd = e.CallerLink.Command.UserData as System.Xml.XmlNode;
    if (nd != null)
    {
        // XMLからのロードビュー定義
        c1FlexPivotPage1.ViewDefinition = nd.OuterXml;

        // ステータスバーに現在のビュー名を表示します。
        c1FlexPivotPage1.LabelStatus.Text = nd.Attributes["id"].Value;
    }
}

14. 次のコードを使用して、FlexPivotPage コントロールに表示されるツールストリップに新しい［ビユービユー］メニューを追加します。

Visual Basic
' C1FlexPivotPageのツールストリップに新しいビューメニューを追加します。
Dim menuLink = New C1.Win.C1Command.C1CommandLink(menuView)
c1FlexPivotPage1.ToolBar.CommandLinks.Insert(3, menuLink)

C#
// C1FlexPivotPageのツールストリップに新しいビューメニューを追加します。
var menuLink = new C1.Win.C1Command.C1CommandLink(menuView);
c1FlexPivotPage1.ToolBar.CommandLinks.Insert(3, menuLink);

15. Form1 クラスで C1Command タイプの新しい変数（ここでは collapseAllView）を初期化します。

Visual Basic
Dim collapseAllView As C1.Win.C1Command.C1Command

C#
C1.Win.C1Command.C1Command collapseAllView;

16. 次のコードを使用して、FlexPivotPage コントロールに表示されるツールストリップに［CollapseAll］メニューを追加します。

Visual Basic
' C1FlexPivotPageに「すべて折りたたむ」のメニューを追加します。
collapseAllView = New C1.Win.C1Command.C1Command()
collapseAllView.Text = "&CollapseAll"
collapseAllView.Image = My.Resources.CollapseAll
AddHandler collapseAllView.Click, AddressOf collapseAllView_Click
Dim collapseAllViewLink = New C1.Win.C1Command.C1CommandLink(collapseAllView)
c1FlexPivotPage1.ToolBar.CommandLinks.Add(collapseAllViewLink)

C#
// C1FlexPivotPageにすべて折りたたむ」のメニューを追加します。
collapseAllView = new C1.Win.C1Command.C1Command();
collapseAllView.Text = "&CollapseAll";
collapseAllView.Image = Properties.Resources.CollapseAll;
collapseAllView.Click += collapseAllView_Click;
C1.Win.C1Command.C1CommandLink collapseAllViewLink 
= new C1.Win.C1Command.C1CommandLink(collapseAllView);
c1FlexPivotPage1.ToolBar.CommandLinks.Add(collapseAllViewLink);

17. collapseAllView_Click イベントに対して作成されたイベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic
Private Sub collapseAllView_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    c1FlexPivotPage1.FlexPivotGrid.CollapseAllCols()
    c1FlexPivotPage1.FlexPivotGrid.CollapseAllRows()
End Sub

C#
private void collapseAllView_Click(object sender, C1.Win.C1Command.ClickEventArgs e)
{
    c1FlexPivotPage1.FlexPivotGrid.CollapseAllCols();
    c1FlexPivotPage1.FlexPivotGrid.CollapseAllRows();
}

18. 次のコードを使用して c1FlexPivotPage1.Updated イベントをサブスクライブします。

Visual Basic
AddHandler c1FlexPivotPage1.Updated, AddressOf c1FlexPivotPage1_Updated

C#
c1FlexPivotPage1.Updated += c1FlexPivotPage1_Updated;

19. c1FlexPivotPage1.Updated イベントに対して作成されたイベントハンドラに次のコードを追加します。

Visual Basic
Private Sub c1FlexPivotPage1_Updated(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    ' ユーザーの調整後にレポート名を削除します。
    c1FlexPivotPage1.LabelStatus.Text = String.Empty

    ' collapseAllViewの更新ボタンの状態。
    If (c1FlexPivotPage1.ShowTotalsColumns 
    = C1.FlexPivot.ShowTotals.Subtotals Or c1FlexPivotPage1.ShowTotalsRows 
    = C1.FlexPivot.ShowTotals.Subtotals) Then
        collapseAllView.Enabled = True
    Else
        collapseAllView.Enabled = False
    End If
End Sub

C#
private void c1FlexPivotPage1_Updated(object sender, EventArgs e)
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{
    // ユーザーの調整後にレポート名を削除します。
    c1FlexPivotPage1.LabelStatus.Text = string.Empty;

    // collapseAllViewの更新ボタンの状態。
    if (c1FlexPivotPage1.ShowTotalsColumns == C1.FlexPivot.ShowTotals.Subtotals 
        || c1FlexPivotPage1.ShowTotalsRows == C1.FlexPivot.ShowTotals.Subtotals)
        collapseAllView.Enabled = true;
    else
        collapseAllView.Enabled = false;
}

20. ［［F5］］ キーを押してアプリケーションを実行します。ツールストリップに［ビユービユー］ドロップダウンメニューが表示されます。

21. ［ビユービユー］ドロップダウンメニューをクリックし、FlexPivotViews.xml ファイルで追加された定義を持つすべてのビューがリストに表示されることを確認します。

  

ビューの保存ビューの保存

FlexPivot アプリケーションで作成したビューを、セッションをまたいで維持することもできます。ユーザーがビューに対して行っ

たすべてのカスタマイズが保存され、次回、アプリケーションが実行されると復元されます。

ビューを維持するには、次の手順を実行します。

1. 次のコードを追加して、ViewDefinition プロパティを読み取り、それを作成された DefaultView に割り当てることで、現

在のビューを保存します。

Visual Basic
Protected Overrides Sub OnClosing(e As CancelEventArgs)
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    '現在のビユーを新しいビユーとして保存します
    My.Settings.DefaultView = c1FlexPivotPage1.ViewDefinition
    My.MySettings.Default.Save()
    MyBase.OnClosing(e)
End Sub

C#
// フォームを閉じ、次回のために現在のビューをデフォルトとして保存します。
protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
{
    // 現在のビューを新しいデフォルトとして保存します。
    Properties.Settings.Default.DefaultView = c1FlexPivotPage1.ViewDefinition;
    Properties.Settings.Default.Save();
    base.OnClosing(e);
}

2. ［F5］キーを押してアプリケーションを実行し、City データフィールドを［行］リストにドラッグします。デフォルトビューが次

の図のように表示されます。

 
   

3. アプリケーションを一旦閉じ、［F5］キーを押して再起動します。最後に作成したビューが維持され、デフォルトビューとし

て表示されます。

Excel のデータのインポートのデータのインポート

Excel ファイル（.xls, .xlsx）から FlexPivot アプリケーションにデータをインポートできます。次のコードサンプルは、Excel ファイルを FlexPivotPage
にインポートする方法を示しています。

データを Excel ファイルから FlexPivotPage コントロールにインポートするには、次の手順を実行します。この例では、Sales.xlsx というサンプル

Excel ファイルをデータのインポートに使用します。

1. Visual Studio で新しい Windows フォームアプリケーションプロジェクトを作成します。

2. ツールボックスから、FlexPivotPage コントロールをフォームに追加します。

3. スマートタグアイコン（ ）を１回クリックして、［FlexPivotPage のタスク］スマートタグパネルを開きます。

4. ［親コンテナでドッキングを解除する］［親コンテナでドッキングを解除する］オプションを選択して、親コンテナ（フォーム）から FlexPivotPage コントロールをドッキング解除します。
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5. 再度ツールボックスに移動し、フォームに汎用のボタンコントロールを追加します。

6. ボタンコントロールを FlexPivotPage コントロールの上に配置します。

7. プロパティウィンドウで、ボタンコントロールの Text プロパティを「Import Data」に設定します。デザイナは次の図のように表示されます。

8. コードビューに切り替え、次のコードを追加して Sales.xlsx ファイルとの接続文字列を設定します。

Visual Basic
'サンプルのExcelファイルの接続文字列を取得します。
Private Function GetConnectionString(Optional firstRowHasNames As Boolean = True, 
Optional mixedTypesAsText As Boolean = True) As String
    Dim conn As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};
    Extended Properties=""Excel 12.0;HDR={1};IMEX={2};ReadOnly=true"""
    Return String.Format(conn, samplePath, firstRowHasNames, mixedTypesAsText)
End Function

C#
//サンプルのExcelファイルの接続文字列を取得します。
private string GetConnectionString(bool firstRowHasNames = true, bool mixedTypesAsText = true)
{
    string conn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};
    Extended Properties=\"Excel 12.0;HDR={1};IMEX={2};ReadOnly=true\"";
    return string.Format(conn, samplePath, firstRowHasNames, mixedTypesAsText);

}

このファイルは、システムの Documents\ComponentOne Samples\Common\Sales.xlsx に保存できます。ファイルを別の場所に保存する

場合は、GetConnectionString メソッドで定義されているパスを変更してください。

9. コードビューに切り替えて、次の Import 文を追加します。

Visual Basic
Imports C1.DataEngine
Imports System.Data.OleDb

C#
using C1.DataEngine;
using System.Data.OleDb;

10. 次のコードに示すように、データパスとサンプルパスを初期化します。

Visual Basic
Dim dataPath As String = Path.Combine(System.Windows.Forms.Application.StartupPath, "Data")
Dim samplePath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) 
+ "\ComponentOne Samples\Common\Sales.xlsx"

C#
string dataPath = Path.Combine(System.Windows.Forms.Application.StartupPath, "Data");
string samplePath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal)
 + @"\ComponentOne Samples\Common\Sales.xlsx";

11. コードビューで、Excel ファイルからデータを読み取るための Sales という名前のクラスを作成します。

FlexPivot for WinForms  

94 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



Visual Basic
Public Class Sales
    Public Property salesperson() As String
        Get
            Return m_salesperson
        End Get
        Set(value As String)
            m_salesperson = Value
        End Set
    End Property
    Private m_salesperson As String
    Public Property region() As String
        Get
            Return m_region
        End Get
        Set(value As String)
            m_region = Value
        End Set
    End Property
    Private m_region As String
    Public Property account_number() As Double
        Get
            Return m_account_number
        End Get
        Set(value As Double)
            m_account_number = Value
        End Set
    End Property
    Private m_account_number As Double
    Public Property amount() As Decimal
        Get
            Return m_amount
        End Get
        Set(value As Decimal)
            m_amount = Value
        End Set
    End Property
    Private m_amount As Decimal
    Public Property month() As String
        Get
            Return m_month
        End Get
        Set(value As String)
            m_month = Value
        End Set
    End Property
    Private m_month As String

    Public Sub New(reader As IDataReader)
        Dim nv = New NullValue()
        salesperson = If(reader.IsDBNull(0), nv.NullString, reader.GetString(0))
        region = If(reader.IsDBNull(1), nv.NullString, reader.GetString(1))
        account_number = If(reader.IsDBNull(2), nv.NullDouble, reader.GetDouble(2))
        amount = If(reader.IsDBNull(3), nv.NullDecimal, reader.GetDecimal(3))
        month = If(reader.IsDBNull(4), nv.NullString, reader.GetString(4))
    End Sub

    Public Shared Iterator Function GetSalesInfo(reader As IDataReader) As IEnumerable(Of Sales)
        While reader.Read()
            Yield New Sales(reader)
        End While
    End Function

End Class
C#

public class Sales
{
    public string salesperson { get; set; }
    public string region { get; set; }
    public double account_number { get; set; }
    public decimal amount { get; set; }
    public string month { get; set; }
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    public Sales(IDataReader reader)
    {
        var nv = new NullValue();
        salesperson = reader.IsDBNull(0) ? nv.NullString : reader.GetString(0);
        region = reader.IsDBNull(1) ? nv.NullString : reader.GetString(1);
        account_number = reader.IsDBNull(2) ? nv.NullDouble : reader.GetDouble(2);
        amount = reader.IsDBNull(3) ? nv.NullDecimal : reader.GetDecimal(3);
        month = reader.IsDBNull(4) ? nv.NullString : reader.GetString(4);
    }

    public static IEnumerable<Sales> GetSalesInfo(IDataReader reader)
    {
        while (reader.Read())
            yield return new Sales(reader);
    }
}

12. フォームのコンストラクタで作業領域を初期化します。

Visual Basic
Public Sub New()
    InitializeComponent()
    C1.DataEngine.Workspace.Init(dataPath)
End Sub

C#
public Form1()
{
    InitializeComponent();
    C1.DataEngine.Workspace.Init(dataPath);
}

13. 次のコードを追加して、Excel ファイルからデータを取得します。

Visual Basic
Private Function GetFirstSalesData() As String
    Using conn As New OleDbConnection(GetConnectionString())
        conn.Open()
        ' ワークブックのテーブルのリストを取得します。
        Dim tables = conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, 
        New Object() {Nothing, Nothing, Nothing, "TABLE"})

        Dim name As String = tables.Rows(0)("TABLE_NAME").ToString()

        Dim command = New OleDbCommand((Convert.ToString("select * from [") & name) + "]", conn)
        Using reader = command.ExecuteReader()
            Dim connector = New ObjectConnector(Of Sales)(Sales.GetSalesInfo(reader))
            connector.GetData(name)
        End Using
        Return name
    End Using
End Function

C#
private string GetFirstSalesData()
{
    using (OleDbConnection conn = new OleDbConnection(GetConnectionString()))
    {
        conn.Open();
        // ワークブックのテーブルのリストを取得します。
        var tables = conn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, 
        new object[] { null, null, null, "TABLE" });

        string name = tables.Rows[0]["TABLE_NAME"].ToString();

        var command = new OleDbCommand("select * from [" + name + "]", conn);
        using (var reader = command.ExecuteReader())
        {
            var connector = new ObjectConnector<Sales>(Sales.GetSalesInfo(reader));
            connector.GetData(name);
        }
        return name;
    }
}

14. プロパティウィンドウから button1_click イベントをサブスクライブします。

15. 上の手順で作成したイベントハンドラに、次のコードを追加します。

Visual Basic
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
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    Dim tableName As String = GetFirstSalesData()
    C1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.ConnectDataEngine(tableName)

    'デフォルトのビューをビルドします。
    Dim engine = C1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.PivotEngine
    engine.BeginUpdate()
    engine.RowFields.Add("salesperson")
    engine.ValueFields.Add("amount")
    engine.EndUpdate()
End Sub

C#
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string tableName = GetFirstSalesData();
    c1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.ConnectDataEngine(tableName);

    //デフォルトのビューをビルドします。
    var engine = c1FlexPivotPage1.FlexPivotPanel.PivotEngine;
    engine.BeginUpdate();
    engine.RowFields.Add("salesperson");
    engine.ValueFields.Add("amount");
    engine.EndUpdate();
}

このコードは、データエンジンをサンプルテーブルに接続して、アプリケーションの実行時に表示されるデフォルトビューを作成します。

16. ［［F5］］ キーを押してアプリケーションを実行し、フォームに表示されるボタンコントロールをクリックして、サンプルファイルからデータをイン

ポートします。
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チュートリアルチュートリアル

This section discusses how to implement some real-world scenarios using FlexPivotChart control:

Topic Content

Using FlexPivotChart with FlexGrid and
FlexChart

Provides step-by-step guide on how to provide visual data analysis using FlexPivotChart control with
C1FlexGrid and C1FlexChart.

FlexGridおよびおよびFlexChartでのでのFlexPivotChartの使用の使用

The new FlexPivotChart control lets you use the FlexChart control within C1FlexPivot for impeccable data
analysis. In this walkthrough, we utilize a scenario where a user wants to analyze the sales and expense data of
products across different countries. The FlexPivotPage and FlexPivotChart classes are used in this application along
with FlexChart and FlexGrid controls to produce the desired visual data analysis.

With the help of this walkthrough, you will learn how to:

1. Show multiple Series and secondary axis in FlexPivotChart element.
2. Modify tooltips for FlexPivotChart element.
3. Show details for selected data point in the FlexPivotChart using FlexGrid control.

Show multiple Series and secondary axis in FlexPivotChart element

Initialize the FlexPivotPage and FlexGrid controls.

C#

// フォームを初期化します

flexPivotPage = new FlexPivotPage();

copyCode
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flexPivotPage.Height = 440;
flexPivotPage.Dock = DockStyle.Top;
this.Controls.Add(flexPivotPage);

lbl = new Label() {
    Text = "Selected Country details", TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter,
    Dock = DockStyle.Bottom, Visible =false };
this.Controls.Add(lbl);

detailGrid = new C1FlexGrid();
detailGrid.Dock = DockStyle.Bottom;
detailGrid.Height = 60;
detailGrid.Visible = false;
this.Controls.Add(detailGrid);

selectedCountryData = new ObservableCollection<Country>();
detailGrid.DataSource = selectedCountryData;

Add Data Source, RowFields and ValueFields to the FlexPivotPage control. Set the Chart type for FlexPivotChart
control and get the series collection for FlexChart control.

C#

// FlexPivot DataSourceおよびその他のフィールドを設定します

flexPivotPage.DataSource = GetCountrySales();
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("Sales");
flexPivotPage.PivotEngine.ValueFields.Add("Expenses");
flexPivotPage.PivotEngine.RowFields.Add("Name");

// チャートの系列、ツールチップ、およびデータポイントの詳細を処理するためのFlexPivotChart設定を定義します

// FlexPivotChartタイプを設定します

flexPivotPage.FlexPivotChart.ChartType = ChartType.Line;

// 系列を上/横に配置するかどうかを設定します

flexPivotPage.FlexPivotChart.Stacked = false;

// FlexPivotの新しいAPI FlexPivotChartからFlexChartコンポーネントを取得します

var flexChart = flexPivotPage.FlexPivotChart.Chart as FlexChart;
if(flexChart!=null)
{
    // FlexChartのSeriesコレクションを取得します

    var seriesColl = flexChart.Series as ObservableCollection<Series>;
    seriesColl.CollectionChanged += SeriesColl_CollectionChanged;
}

// データポイントの関連詳細を取得できる用に、FlexChartでデータポイントの選択を有効にします

flexChart.SelectionMode = C1.Chart.ChartSelectionMode.Point;
flexChart.SelectionChanged += FlexChart_SelectionChanged;

// FlexChartのマウス移動イベントを処理して、そのツールヒントを変更します

flexChart.MouseMove += Chart_MouseMove;

In this walkthrough, we have added two series of charts, 'Sales' and 'Expenses'. The Sales series is a Column chart type

copyCode
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and the Expenses series is Line chart type. There are two axes in this series collection, one plotted across the left and
the other towards the right. A secondary chart axis is useful when the user wants to show the values for more than
one data series. The secondary axis is apt in this scenario as we have used a combination of column and line charts.

C#

// 個々のFlexChart系列を変更します

private void SeriesColl_CollectionChanged(object sender, 
System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs e)
{ 
    // 系列がFlexChartに追加された場合のみ処理します

    if (e.Action== System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedAction.Add)
    {
        var series = e.NewItems[e.NewItems.Count - 1] as Series;
        if (series == null)
            return;

        switch(series.Name)
        {
            case "Sales":
                series.ChartType = C1.Chart.ChartType.Column;
                series.AxisY = new Axis()
                {
                    AxisLine = false,
                    Position = C1.Chart.Position.Left,
                    Title = "Sales"
                };
                break;
            case "Expenses":
                series.ChartType = C1.Chart.ChartType.LineSymbols;
                series.AxisY = new Axis()
                {
                    AxisLine = false,
                    Position = C1.Chart.Position.Right,
                    Title = "Expenses"
                };
                break;
        }
    }
    else
    {
        // FlexPivotPageを除くすべてのコントロールを非表示にします

        detailGrid.Visible = false;
        lbl.Visible = false;
    }
}   

Modify tooltips for FlexPivotChart element

If a user wants to show information about country-specific sales or expenses, it can be set using the ToolTip property
of the FlexChartBase class, which provides information about the 'Country' (AxisX label) and data specific to the series
'Sales' or 'Expenses'. The information about a specific data point on a Series chart is provided using the HitTest
method of FlexChart class.

copyCode
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C#

 // FlexChartのツールチップを変更します

private void Chart_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    var chart = sender as FlexChart;
    
    // マウスポインターの下の要素を取得します

    var hitTestInfo = chart.HitTest(e.Location);
    if (hitTestInfo == null || hitTestInfo.Item == null)
        return;

    if (hitTestInfo.Item != null && hitTestInfo.Distance <= 3)
    {
        // マウスポインターに固有の国名（AxisXラベル）を取得します

        var country = ((List<string>)chart.AxisX.DataSource)[hitTestInfo.PointIndex];

        // FlexChartツールチップの値/内容を変更します

        chart.ToolTip.Content = String.Format("Country: {0}\n{1}: {2}", country, 
hitTestInfo.Series.Name, hitTestInfo.Y);
    }
}

Show details for selected data point in the FlexPivotChart using FlexGrid control

In the application, the user can select a chart element, and get the details for the selected element in the FlexGrid.
The ChartSelectionMode enumeration enables data point selection in FlexChart to get the associated details for each
data point.

C#

// 選択したFlexChart要素の詳細を取得します

private void FlexChart_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
    var chart = sender as FlexChart;
    if (chart != null && chart.SelectedIndex > -1)
    {
        // 選択した要素の詳細を表示するためのコントロールを有効にします

        detailGrid.Visible = true;
        lbl.Visible = true;

        // 選択した要素の詳細を取得します

        Country selectedCountry = (((chart.Parent as FlexPivotChart).DataSource as 
C1FlexPivotPanel).DataSource as List<Country>).OrderBy(c => c.Name).ToList()
[chart.SelectedIndex] as Country;
        if(selectedCountry!=null)
        {
            selectedCountryData.Clear();
            selectedCountryData.Add(selectedCountry);
            detailGrid.DataSource = selectedCountryData.ToList();
        }
    }
    else
    {

copyCode

copyCode
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        // FlexPivotPageを除くすべてのコントロールを非表示にします

        detailGrid.Visible = false;
        lbl.Visible = false;
    }
}
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C1DataEngineの概要の概要
ComponentOne の DataEngine は FlexPivot コントロールを駆動しますが、目的はそれだけではありませ

ん。C1DataEngine を FlexPivot とは別に単独で使用して、データを統合（ブレンド、結合）、変換、集計（分析）することもでき

ます。それには、DataEngine クエリーを実行します。

C1DataEngine の使用の使用

C1DataEngine クエリーは、基本テーブルまたは他のクエリーからデータを受け取り、そのデータに対して複数のテーブルの

結合、フィルタ処理、演算、グループ化、集計などの操作を行い、結果を DataEngine の新しいテーブルとして保存します。

その後、クエリー結果を次のような方法で使用できます。

結果をグリッドに表示する（集計結果を分析するなど）

FlexPivot に結果を提供して分析に使用する（複数のテーブルを結合して FlexPivot で結合テーブルを分析するなど）

さらにプログラムによって結果を変換してデータにバッチタスクを実行する

他のプログラミング技術と比較して、DataEngine クエリーを使用することに固有のメリットは、優れたパフォーマンスです。１秒

足らずで数百万のレコードを処理できることも普通です。 さらに、DataEngineクエリーはカスタムの操作をサポートします。こ

れにより、両方の単純およびグループ操作(集計)の用に、ユーザー固有のクエリーを作成します。 

システムの次の場所にある製品サンプル DataEngineQueries を参照して、C1DataEngine の完全な動作を確認してく

ださい。

C:\...\Documents\ComponentOne Samples\WinForms\C1FlexPivot\CS or VB\DataEngineQueries.

基本テーブル基本テーブル

基本テーブル基本テーブルは、単にコネクタを使用して外部ソースから DataEngine にインポートされたデータです。基本テーブルは、クエ

リーの入力データになります。クエリーやクエリー結果も１つのテーブルですが、基本テーブルがクエリーによって生成されるこ

とはないという点で、両者は区別できます。各基本テーブルは、（作業領域内で一意の）名前と列コレクションを持ちます。コー

ドで作業領域を初期化するときに、既にいくつかの基本テーブルを置いておくことも（データは作業領域のフォルダ内のメモリ

マップファイルに格納される）、作業領域の初期化後に基本テーブルを追加することもできます。

クエリーには、１つのテーブルに基づく場合と、複数のテーブルに基づく場合（結合クエリー）があります。まず、１つのテーブル

に基づくクエリーについて考えます。単純な非結合クエリーは、１つの基本テーブルまたは別のクエリーに基づきます。まず、

基本テーブルに対する単純なクエリーから始めます。クエリーを定義するには、最初に基本テーブルを取得する必要がありま

す。これには、次の構文を使用します。

構文構文

Dim od As Object = workspace.table("OrderDetails")

dynamic od = workspace.table("OrderDetails");

Visual Basic   

C#   
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これは、"OrderDetails" という名前の基本テーブルを表すオブジェクトです。このようなテーブルが既に存在している必要があ

ります。つまり、コネクタを通してデータをインポートすることにより、テーブルが作成されている必要があります。このオブジェ

クトは動的なので、テーブル列を簡単（かつタイプセーフ）に参照できます。たとえば、od.ProductID は OrderDetails テーブル

の ProductID 列であり、od.Discount は Discount 列です。

Note:
In earlier versions, users could create Worskpace from the following code snippet:

Dim workspace As C1.DataEngine.Workspace = New 
C1.DataEngine.Workspace()

C1.DataEngine.Workspace workspace = new C1.DataEngine.Workspace();

The Workspace class is provided in the DataEngine namespace, so it uses a different license from that of
WinForms. Now, we have added licensing at the FlexPivot-level so that the end-users don't have to worry about
licensing the DataEngine library separately. You can simply use the WinForms license in the current version and
easily create workspace with the new CreateWorkspace() method of C1FlexPivotPanel class
of C1.Win.FlexPivot namespace.

Dim workspace As C1.DataEngine.Workspace = 
C1.Win.FlexPivot.C1FlexPivotPanel.CreateWorkspace()

C1.DataEngine.Workspace workspace = 
C1.Win.FlexPivot.C1FlexPivotPanel.CreateWorkspace();

Visual Basic   

C#   

Visual Basic   

C#   

単純な演算単純な演算

基本テーブルを取得したら、クエリーを構成してさまざまな操作を実行できます。列を簡単に表すことができるため、単純な操

作を行うクエリーを次のように作成できます。

構文構文

Dim query1 As Object = workspace.query("prices", New With { _ 
            Key .Order = od.OrderID, _
            Key .Product = Od.ProductID _

Visual Basic   
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            Key .Price = Op.Mul(od.UnitPrice, od.Quantity), _
        })

dynamic query1 = workspace.query("prices", new
    {
        Order = od.OrderID,
        Product = od.ProductID,
        Price = Op.Mul(od.UnitPrice, od.Quantity)
    });

これは、グループ化や集計がない、１つのテーブルに対する単純なクエリーです。このクエリーは、基本テーブル OrderDetails
と同じ数の行を持つテーブル（クエリーの結果はテーブルです）を作成します。このテーブルは、Order、Product、Price という

３つの列を持ちます。各行の Order 列と Product 列には、基本 OrderDetail 行と同じ注文 ID と Product ID が含まれます。

Price 列は単価と数量を掛けた値です。Op.Mul は乗算です。他の２項演算も同様の表記を使用します。

Op.Add - 加算

Op.Sub - 減算

Op.Div - 除算

Op.Mod - 剰余

単項演算もあります。たとえば、Op.UCase(products.ProductName) は文字列を大文字に変換します。すべての演算

は、クラス C1.DataEngine.Op にリストされています。

クエリーを実行するには、次のように Execute メソッドを使用します。

構文構文

query1.Query.Execute()

query1.Query.Execute();

C#   

Visual Basic   

C#   

集計集計

集計（小計）演算は、Sum、Min、Max、Count などの演算を使用して値のコレクションから１つの値を計算します。集計演算と

単純演算の最も基本的な違いは、集計はグループ化を使用することです。グループ化を使用しない集計も可能ですが、その

場合は、１行の総計が作成されます。小計を作成するには、グループ化が必要です。入力行は１つ以上の列の値でグループ

化され、各グループの小計が計算されます。

次の構文は、各製品の小計を計算する集計クエリーの例です。結果の行数は、製品の数と等しくなります。製品ごとに、２つの

小計（集計）が計算されます。それらは、その製品を含む注文の数と、それらの注文に含まれるその製品の最大のディスカウ

ントです。

構文構文
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Dim query2 As dynamic = workspace.query("subtotals", New With { _
        Key .Product = od.ProductID, _
        Key .OrdersCount = Op.Count(od.OrderID), _
        Key .MaxDiscount = Op.Max(od.Discount) _
})

dynamic query2 = workspace.query("subtotals", new
    {
        Product = od.ProductID,
        OrdersCount = Op.Count(od.OrderID),
        MaxDiscount = Op.Max(od.Discount)
    });

集計を使用しながら、複数の列をグループ化できます。次のクエリーは、２つのグループ化列を持ち、その結果としてより多く

のグループが生成される例です。

構文構文

Dim query3 As dynamic = workspace.query("subtotals3", New With { _
        Key .Product = od.ProductID, _
        Key .Discount = od.Discount, _
        Key .OrdersCount = Op.Count(od.OrderID) _
})

dynamic query3 = workspace.query("subtotals3", new
    {
        Product = od.ProductID,
        Discount = od.Discount,
        OrdersCount = Op.Count(od.OrderID)
    });

上のクエリーの結果は、複数のグループのそれぞれに特定の製品の特定のディスカウントを含む注文が入り、小計はそのグ

ループ内の注文の数を示します。

Visual Basic   

C#   

Visual Basic   

C#   

演算とクエリーの組み合わせ演算とクエリーの組み合わせ

１つのクエリー行には、１つの演算しか含めることができません。つまり、演算を組み合わせて複雑な式を作成することはでき

ません。ただし、これは問題にはなりません。クエリーは簡単に組み合わせることができ、クエリーの結果を別のクエリーの入

力として提供できるからです。このため、最初にいくつかの単純な演算を実行してから集計クエリーを適用することで、それぞ

れの結果に対する小計を計算できます。集計の結果に単純な計算操作を適用したり、その他の必要な計算を組み合わせるこ

ともできます。

複数のクエリーを作成しなくても済むように、よくある特別なケースが１つサポートされています。１つのクエリーで１つの列を定

義してから、その文字列名を演算の引数として使用できます。次のように、この組み合わせは１つのクエリーで表すことができ

ます。

構文構文
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discount = Op.Max(Op.Mul(od.UnitPrice, od.Discount)),
MaxDiscount = Op.Max("discount")

discount = Op.Max(Op.Mul(od.UnitPrice, od.Discount)),
MaxDiscount = Op.Max("discount")

クエリーを組み合わせる場合、つまり別のクエリーに基づくクエリーを定義する場合、デフォルトでは、結果のクエリーにはその

中で明示的に定義されている列だけが含まれます。つまり、デフォルトでは、その基になるクエリーの列は含まれません。ただ

し、基になるクエリーの列にいくつかの列を追加するだけの場合（基になるクエリーに２つの列を追加するなど）や、ある条件で

フィルタ処理して同じ列を表示するだけの場合もあります。それには、列ごとに次のような１行のコードを追加します。

columnName = baseQuery.columnName 

上の例のショートカットは、_base = "*" を追加することです。

Visual Basic   

C#   

フィルタと範囲フィルタと範囲

フィルタ条件を使用すると、クエリー計算を入力行の一部に限定して適用できます。また、クエリーの目的自体が、何らかの

フィルタ条件またはいくつかの列の値範囲に基づいて、基本テーブルまたは別のクエリーの結果から一部の行を選択すること

である場合もあります。それには、フィルタ条件を使用します。_range と _filter の２種類の条件があります。

フィルタ（フィルタ（_filter）） 範囲（範囲（_range））

_filter は任意の条件を表すことができ、より汎用的です。ただし、入力行全

体をスキャンし、各行で条件をチェックするため、パフォーマンスが低下しま

す。

_range は、DataEngine がすべての行をス

キャンする必要がない特別なケースのフィルタ

なので、パフォーマンスに優れています。

範囲範囲

次のクエリーは、範囲条件を作成する方法を示します。

構文構文

Dim query4 As dynamic = workspace.query("range", New With { _
        Key ._base = "*", _
        Key ._range = od.UnitPrice.Eq(10) _
})

dynamic query4 = workspace.query("range", new
    {
        _base = "*",
        _range = od.UnitPrice.Eq(10)
    });

Visual Basic   

C#   
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上のクエリーは、単価が 10 の OrderDetails 行を選択します。クエリーは、DataEngine によって内部的に作成されたインデッ

クスを使用して、目的の行範囲をスキャンし、他の行をチェックすることなく、単価が 10 の行だけを出力するため、この処理は

たいへん効率的です。さらに、１つの列に複数の条件演算を適用することもできます。上のクエリーは、"equals" を表す Eq を
使用しています。ほかによく使用される演算には、Gte（以上）、Lte（以下）、Gt（より大きい）、Lt（未満）などがあります。列に適

用する条件は、次のように組み合わせることができます。

構文

_range = od.UnitPrice.Gte(10).Lte(20)

このような「２つの値の間」という条件は _range に適しています。行のスキャンを範囲の先頭から末尾までに制限できるため、

やはりパフォーマンスの最適化を図れます。さらに、次のように、複数の列に条件を適用して範囲を指定することもできます。

構文

_range = od.Discount.Eq(0) + od.UnitPrice.Gte(10).Lte(20)

フィルタフィルタ

_range として指定できない条件もあります。 たとえば、"not equal"（Ne）条件は範囲で使用できません。このため、Ne 条件を

使用するには、次のように _filter を適用する必要があります。 

構文

_filter = od.Discount.Ne(0)

DataEngine の条件は、AND だけでなく、OR とも組み合わせることができます。ただし、OR は、次のようにフィルタでのみ使

用できます。

構文

_filter = od.UnitPrice.Lt(10).Or().Gt(20)

And() 演算もあり、次のように、１つのフィルタで OR と AND を組み合わせることができます。

構文

_filter = od.UnitPrice.Lt(10).Or().Gt(20).And().Lt(30)

上のクエリーは、10 未満または 20 と 30 の間を意味します。

任意の数の Or() と And() を使用し、次のように、+ と組み合わせて複数の列に条件を適用できます。

構文

_filter = od.Discount.Ne(0) + od.UnitPrice.Lt(10).Or().Gt(20).Or().Gt(30)

結合結合

これまでのトピックで説明したクエリーは、すべて１つのテーブルに基づいていました。ただし、クエリーが１つのテーブルに制

限されることはなく、複数のテーブルにクエリーを適用することは重要です。

結合は DataEngine クエリーのたいへん重要な機能です。結合を使用して、複数のテーブル（基本テーブルまたはクエリー）の

データを結合（ブレンド）できます。結合クエリーは、計算や集計の操作を使用しない特殊なクエリーです。このクエリーが果た

す目的は、テーブルを結合することだけです。「演算とクエリーの組み合わせ」トピックで説明したように、結合クエリーを含む

すべての DataEngine クエリーを制限なく組み合わせることができるため、計算や集計（小計）が必要な場合は、結合したテー
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ブルに対して同様に計算や集計を実行します。

DataEngine の結合は常に多対１です。これは、データ分析では一般的な「スタースキーマ」に対応します。このため、１つのメ

インテーブルと、メインテーブルにリンクされるいくつかの「アタッチ」テーブルがあります。結合結果には、メインテーブルと同

数の行が含まれます。結合された行の各々には、結果に含まれるメインテーブル列（通常はすべての列が含まれますが、一

部の場合もあります）の各列の値、および結果に含まれる各リンクテーブル内の列（通常はリンクテーブルの一部の列だけが

含まれます）の各列の値が含まれます。

次に、結合の例を示します。

構文構文

Dim jq As dynamic = workspace.join("query_join", od, New With { _
        Key .od = od.ProductID + od.OrderID, _
        Key .pr = pr.UnitsInStock Or od.ProductID = pr.ProductID _
})

 dynamic jq = workspace.join("query_join", od, new
    {
        od = od.ProductID + od.OrderID, 
    // OrderDetails テーブルから ProductID と OrderID を取得します
        pr = pr.UnitsInStock | od.ProductID == pr.ProductID 
    // Products テーブルから UnitsInStock を取得し、ProductID フィールドに基づいて 
OrderDetails テーブルと Products テーブルを結合します
    });

メインテーブルは、２番目のパラメータ od で指定されています（先の OrderDetails テーブル）。１行目はメインテーブルに適用

され、メインテーブルから結果として取得する列を定義しています。この場合は、ProductID と OrderID の２列を取得します。

メインテーブル行はオプションです。この行がない場合は、メインテーブルのすべての列が結合に含まれます。

２行目はリンクテーブル Products、およびそのテーブルから取得するフィールド UnitsInStock を定義しています。また、セパ

レータ | の後で、Products をメインテーブル OrderDetails にリンクする方法を定義しています。リンク（結合）条件は、両方の１

つ以上の列（通常、このような列はキー列と呼ばれます）が「等しい」という条件になります。

次に、より一般的な例として、複数のリンクテーブル（ただし、メインテーブルは１つのみ）を使用し、複数のキー列を結合条件

にします（メインテーブル - Orders、リンクテーブル - Customers、Employees）。

構文構文

Dim jq As dynamic = workspace.join("join2", orders, New With { _
        Key .customers = customers.Company + customers.Country Or 
orders.CustomerID = customers.customerID, _
        Key .employees = employees.Name + employees.Title Or 
orders.EmployeeID = employees.EmployeeID + orders.CustomerID = 
customers.customerID _
})

dynamic jq = workspace.join("join2", orders, new
    {

Visual Basic   
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        customers = customers.Company + customers.Country | 
orders.CustomerID == customers.customerID,
        employees = employees.Name + employees.Title | orders.EmployeeID 
== employees.EmployeeID + orders.CustomerID == customers.customerID
    });

デフォルトでは、結果内の列は、メインテーブルやリンクテーブルにある列と同じ名前を維持します。ただし、これらの名前は競

合する可能性があるため、結果内の列の名前を変更しなければならない場合があります（列に別の名前を付けたいこともあり

ます）。

メインテーブルの列の名前は常に維持されますが、次のように、リンク列の名前は As("alias") を使用して変更できます。

サンプルのタイトル

customers = customers.Company.As("CustomerCompany") + customers.Country | 
orders.CustomerID ==
    customers.customerID,

システムの次の場所に格納されている製品サンプル DataEngineQueries を参照して、FlexPivot を使用する場合と使

用しない場合の結合の使用方法を確認してください。

C:\...\Documents\ComponentOne Samples\WinForms\DataEngineQueries

また、システムの次の場所に格納されている製品サンプル DataJoin を参照して、ユーザーが選択したテーブルと

フィールドに基づいて結合クエリーを動的に構築する方法を確認してください。

C:\...\Documents\ComponentOne Samples\WinForms\DataJoin

Excel アドイン

Excel アドインの使用アドインの使用

C1DataEngine には、データベースやコレクションからデータを取得するためのコネクタが組み込まれています。加え

て、C1DataEngine には、Microsoft Power Query を通して利用できる豊富なデータソースへの扉を開く Excel アドインが組

み込まれています。

Microsoft Excel に付属する Power Query は、クラウドやビッグデータといった複数のデータソースへのコネクタを提供しま

す。DataEngine の Excel アドインは、以下の２つのモードで使用できます。

プログラミングによるプログラミングによる DataEngine へのインポートへのインポート

このモードでは、Excel は非表示のまま、オートメーションによってユーザーアプリケーションコードのバックグラウンドで使用さ

れ、任意の Power Query データソースからデータを直接取得します。この場合、開発者または情報担当者は Excel を使用し

てアプリケーションを開発します。完成したアプリケーションは Excel を開くことなく動作します。このように、Power Query は、

さまざまなソースに接続するための C1DataEngine の強力な拡張機能になります。

Excel へのデータのエクスポートへのデータのエクスポート

Excel ユーザーにとって Excel アドインには、任意の Power Query データソースのデータを C1DataEngine にエクスポートす

るためのボタンがあります。データ収集の観点からは、このモードによって分析アプリケーションがたいへん柔軟になります。

開発者または情報担当者は、Excel を使用してさまざまなデータソースに対するクエリーを作成し、アプリケーションコードを変

更することなく、それらのデータを分析できます。

システムの次の場所にある製品サンプル PowerQueryConnection を参照して、C1DataEngine と Power Query の
完全な動作を確認してください。

C:\...\Documents\ComponentOne Samples\WinForms\PowerQueryConnection.
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重要な注意重要な注意

DataEngine Excel アドインは、C:\...\ComponentOne\C1FlexPivot\ExcelAddIn\bin ディレクトリにあります。アドイン

をインストールするには、次の手順を実行します。

1. まず、ファイル registerCOM.bat を実行します。

2. フォルダ内のファイル C1.DataEngine.ExcelAddIn.vsto をダブルクリックします。

Excel アドインは、Excel 2016 および Excel 2013 と互換性があります。Excel 2013 の場合は、Power Query アドインを

インストールする必要があります。
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FlexPivotSlicer の概要の概要

The FlexPivot control offers filtering capability, where filters can be applied to the fields. But this conventional
filtering feature does not provide any hint about the values that are shown or hidden in the filtered FlexPivotGrid or
FlexPivotChart. The FlexPivotSlicer control makes it easy to comprehend what is being displayed in the
FlexPivotGrid and FlexPivotChart controls in the current filtering state. Hence, it is an excellent visual tool for your
dashboard to easily filter data in a Pivot.

The FlexPivotSlicer helps you to filter the pivot data by a single field. So, adding multiple FlexPivotSlicers to an
application can enhance the slicing capability, empowering the user to filter the pivot data by multiple fields.

The necessary assemblies in order to work with the FlexPivotSlicer control are as follows:

C1.Win
C1.DataEngine
C1.Win.FlexPivot
C1.Win.FlexPivot.Slicer
C1.Win.Input.MultiSelect

要素要素

FlexPivotSlicer provides a header area with a caption, buttons to sort, multiselect and filter PivotGrid and
PivotChart data.

The following image shows the appearance of FlexPivotSlicer.
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The FlexPivotSlicer control consists of elements as follows:

Header: The Header area of the FlexPivotSlicer contains a Caption that is same as the name of the field being
filtered, for instance, it is Country in the example showcased in the above image. Along with Caption, the
header also displays Change sort direction, Multi-Select, and Clear filter buttons on the right hand side. You
can toggle the visibility of the header area by using the ShowHeader property of the C1FlexPivotSlicer class.
The purpose of all the header buttons is elaborated as given below:

Change sort direction button: Changes the sort order (ascending/descending) of the list items at
runtime.
Note that the Change sort direction button is not shown by default in the Slicer control, so you can
display it on the Header with ShowSort property of the C1FlexPivotSlicer class. For more information
on sorting, see Sorting.
Multi-Select button: Changes the selection mode for the list at runtime. Clicking the Multi-Select
button allows you to select multiple items in the list and displays a Select All/Unselect All checkbox at
the top of the list with which you can select or unselect all the items. You can toggle the visibility of the
Multi-Select button in the header using ShowMultiSelect property of the C1FlexPivotSlicer class.
Clear filter button: Clears the filtering applied to the FlexPivotGrid or FlexPivotChart data at runtime.
Note that the Clear filter button gets disabled if the Select All checkbox is active. You can toggle the
visibility of the Clear filter button using ShowClear property of the C1FlexPivotSlicer class.

CheckList Area: Once the FlexPivotSlicer is bound to a field, the list area of the control shows a list of all
unique values from that field. FlexPivotGrid or FlexPivotChart data can be filtered based on the values selected
in this list.

設計時サポート設計時サポート

The C1FlexPivotSlicer control includes a smart tag to get access to its commonly used tasks and properties.
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To access the FlexPivotSlicer Tasks, click the smart tag icon in the upper-right corner of the FlexPivotSlicer control.
The smart tag panel appears similar to the following image.

The FlexPivotSlicer Tasks smart tag panel provides the following options:

Choose Data Source
Select a data source from the Choose Data Source dropdown list. This allows you to add a data source to bind
the slicer.
Field name
The Field name opens a textbox to enter the field name of the data that you intend to filter. This feature helps
you specify a field from the data source.
Sort order
Choose a particular sorting order from the Sort order dropdown list (ascending, descending or unspecified).
Multiple selection
Checking/unchecking on the Multiple selection box displays or hides the "Select All" option on the top.
Show header
In the checked state, the Show header checkbox helps display the header portion of the slicer, which
comprises the Caption, Multi- Select, Clear filter and Change sort direction buttons. In the unchecked state, this
checkbox will remove the header.
Checkboxes
In the checked state, the Checkboxes option adds a check box against every list item.
MultiSelect
When you select MultiSelect checkbox, it displays a "Multi-Select" button in the header enabling the multiple
or single item selection on runtime.
Sort
When Sort checkbox is checked ON, it displays a "Change sort direction" button in the header enabling the
change in sort order at runtime.
Clear
When Clear checkbox is checked ON, it displays a "Clear filter" button in the header enabling the user to clear
the applied filters at runtime.
About C1FlexPivotSlicer
Clicking About C1FlexPivotSlicer displays a dialog box, which provides the version number of the product and
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other online resources.

Note: Rich design-time support is only included in .NET Framework currently.

データ連結データ連結

FlexPivotSlicer supports binding with a data source to display sorted, selected and filtered data. A data source can be
assigned to the FlexPivotSlicer through the designer as well as code.

Binding FlexPivotSlicer to Data Source at Design-Time
This section highlights how to bind the FlexPivotSlicer control to a data source at design time.

Follow these steps to bind a FlexPivotSlicer to a data source:

1. Add the FlexPivotSlicer control to your application.
2. In the Choose Data Source option, assign an instance of the already configured FlexPivotPanel, say

c1FlexPivotPanel1, as the data source.
3. Select the FieldName that you want to filter using the Field name option. In this example, we selected

CustomerID.

Binding FlexPivotSlicer to Data Source through Code
For binding FlexPivotSlicer control with a data source programmatically, you need to create an instance of the
C1FlexPivotSlicer class, and then set the Field property of the FlexPivotSlicer control. Note that the Field must be
added to one of the following collections: RowFields, ColumnFields, ValueFields, or FilterFields.

The following code shows how you can add and configure the FlexPivotSlicer control to filter the FlexPivotGrid or
FlexPivotChart data by the field ‘Country’.

Visual Basic   
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'FlexPivotSlicerコントロールを構成します
c1FlexPivotSlicer = New C1FlexPivotSlicer();
c1FlexPivotSlicer.Field = flexPivotPage.PivotEngine.Fields("Country");

 
//FlexPivotSlicerコントロールを構成します
c1FlexPivotSlicer = new C1FlexPivotSlicer();
c1FlexPivotSlicer.Field = flexPivotPage.PivotEngine.Fields["Country"];

You can also add multiple FlexPivotSlicer controls and bind them to the desired fields to filter the FlexPivotGrid or
FlexPivotChart data by multiple fields simultaneously.

The following GIF depicts a scenario where multiple FlexPivotSlicer controls can be configured to display the sales of
food products in different countries for the last quarter (October, November, and December) within the pivot
grid/pivot chart.

C#   

ソートソート

By default, the list containing the unique field values is sorted in an ascending order. However, to sort the list items by
a different order, you can use SortOrder property of the C1FlexPivotSlicer class. The SortOrder property allows you
to display the list items in ascending order, descending order or unsorted state by accepting values from the
SortOrder enum.
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Use the following code snippet to sort the checklist in descending order. This example uses the sample created in
the Data Binding topic.

Visual Basic

'チェックリストを降順で並べ替えます
c1FlexPivotSlicer.SortOrder = System.Data.SqlClient.SortOrder.Descending
'ヘッダーに[並べ替え]ボタンを表示します
c1FlexPivotSlicer.ShowSort = True

C#

//チェックリストを降順で並べ替えます
c1FlexPivotSlicer.SortOrder = System.Data.SqlClient.SortOrder.Descending;
//ヘッダーに[並べ替え]ボタンを表示します
c1FlexPivotSlicer.ShowSort = true; 

選択選択

Once the FlexPivotSlicer control is bound to a field to be filtered, it displays all the unique values of that field in a list.
You can then simply select the field values from that list, to filter the FlexPivotGrid/FlexPivotChart data accordingly.
By default, the user is allowed to select only one value from the list of field values. However, you can allow multiple
selection of items by using MultiSelect property of the C1FlexPivotSlicer class.

Use the following code snippet to use the MultiSelect property.

Visual Basic

'リストから複数のアイテムを選択できるようにします
c1FlexPivotSlicer.MultiSelect = True

C#

//リストから複数のアイテムを選択できるようにします
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c1FlexPivotSlicer.MultiSelect =true;

When multiple selection is enabled in the list or when MultiSelect property of the C1FlexPivotSlicer is set to true, the
FlexPivotSlicer control shows a Select All/Unselect All checkbox at the top of the list allowing you to select/unselect
all list items at once. However, you can choose to display or hide the Select All/Unselect All checkbox using
the ShowSelectAll property of the C1FlexPivotSlicer class.

The following code shows how to display the Select All check box using the ShowSelectAll property.

Visual Basic

'リストの上部に[すべて選択]チェックボックスを表示します
c1FlexPivotSlicer.ShowSelectAll = True

C#

//リストの上部に[すべて選択]チェックボックスを表示します
c1FlexPivotSlicer.ShowSelectAll = true;

By default, checkboxes are not shown next to the items in the list. However, you can customize the FlexPivotSlicer
control to show checkboxes next to each item in the list using ShowCheckBoxes property of the C1FlexPivotSlicer
class as shown in the following code.

Visual Basic

'リストの各項目の横にチェックボックスを表示します
c1FlexPivotSlicer.ShowCheckBoxes = True

C#

//リストの各項目の横にチェックボックスを表示します
c1FlexPivotSlicer.ShowCheckBoxes = true;

スタイルスタイル

FlexPivotSlicer provides various options that allows you to customize the appearance of the slicer and its
elements. You can customize the appearance of the control by using Styles property of the C1FlexPivotSlicer class.
The Style property is of SlicerStyles type which provides several properties to handle the styling of the control and
the control elements.
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Style FlexPivotSlicer
The FlexPivotSlicer allows you to use the Common property which can be used to customize the overall appearance
of the Slicer control. The Common property is of ICommonStyle type which is implemented by the CommonStyle
class. Other than this, you can set the background and foreground color of the FlexPivotSlicer control by using the
BackColor and ForeColor properties respectively.

Use the following code snippet to customize the appearance of the FlexPivotSlicer control.

Visual Basic

'FlexPivotSlicerコントロールのスタイルを設定します
c1FlexPivotSlicer.Styles.Common.Padding = New C1.Framework.Thickness(10)
c1FlexPivotSlicer.Styles.Common.CheckListPadding = New C1.Framework.Thickness(5)
c1FlexPivotSlicer.Styles.Common.BackColor = Color.FromArgb(204, 236, 245)

C#

//FlexPivotSlicerコントロールのスタイルを設定します
c1FlexPivotSlicer.Styles.Common.Padding = new C1.Framework.Thickness(10);
c1FlexPivotSlicer.Styles.Common.CheckListPadding = new C1.Framework.Thickness(5);
c1FlexPivotSlicer.Styles.Common.BackColor = Color.FromArgb(204, 236, 245);

Style Header
To customize the appearance of the FlexPivotSlicer header, you can use the Header property.

The following code snippet showcases the use of the Header property to customize the font, border, button, and
alignment of the FlexPivotSlicer Header.

Visual Basic

'コントロールのヘッダーのスタイルを設定します
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Font = New Font("Calibri", 10, FontStyle.Bold)
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.ForeColor = Color.DarkBlue
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Border = New C1.Framework.Thickness(2)
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Button.Hot.BackColor = Color.LightBlue
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Button.HotPressed.BackColor = Color.LightCyan
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Button.Corners = New C1.Framework.Corners(2)
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Images.SortAscending = Properties.Resources.sortAsc
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.HorizontalAlignment = C1.Framework.Alignment.Center

C#

//コントロールのヘッダーのスタイルを設定します
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Font = new Font("Calibri",10,FontStyle.Bold);
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.ForeColor = Color.DarkBlue;
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Border = new C1.Framework.Thickness(2);
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Button.Hot.BackColor = Color.LightBlue;
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Button.HotPressed.BackColor = Color.LightCyan;
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Button.Corners = new C1.Framework.Corners(2);
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.Images.SortAscending = Properties.Resources.sortAsc;
c1FlexPivotSlicer.Styles.Header.HorizontalAlignment = C1.Framework.Alignment.Center;

Style CheckList
To customize the appearance of the of list that appears in the FlexPivotSlicer control, you can use the Checklist
property which is of the type CheckListStyles class.

Visual Basic
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'チェックリストのスタイルを設定します
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Font = New Font("Calibri", 10, FontStyle.Italic)
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.UnfocusedSelected.ForeColor = Color.LightYellow
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Header.ForeColor = Color.White
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Header.BackColor = Color.LightGray
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Hot.BackColor = Color.LightCyan

C#

//チェックリストのスタイルを設定します
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Font= new Font("Calibri", 10, FontStyle.Italic);
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.UnfocusedSelected.ForeColor = Color.LightYellow;
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Header.ForeColor = Color.White;
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Header.BackColor = Color.LightGray;
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.Hot.BackColor = Color.LightCyan; 
c1FlexPivotSlicer.Styles.CheckList.HotSelected.BackColor = Color.LightPink;
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