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主な特長

FlexReport for WinForms の主な機能は次のとおりです。

軽量、高速

FlexReport は、特に小さなレポートで軽量かつ高速です。FlexReport は C1Report と比べ
て 2 倍高速にレンダリングされます。また、PDF、HTML などの主要なエクスポートは
C1Report より大幅に高速化されています。

Hierarchical Report Field Types:

The structure of Field objects in FlexReport is hierarchical, with FieldBase as a base class,
and other different class types to represent different fields. So, there are different types of
report fields to represent text, image, shape, sub-reports, and other different types of
data. This makes working with fields quite easy and flexible. The FlexReport field types are
fully compatible with the field types in C1Report, which enables loading or rendering of
C1Report definitions in FlexReport.

高品質なレンダリング

FlexReport は、DirectWrite/Direct2D を使用することで、プリンタや画面などの測定コン
テキストに依存しない、高パフォーマンスで高品質なレポートコンテンツを描画および
生成できます。

Enhanced Data Sorting:

FlexReport provides improved data-source sorting capability in comparison to C1Report.
You can define several sort expressions for a data to specify the sorting condition. In
addition, sorting and grouping of data are independent of each other, and you can apply
grouping on a set of records as well as manipulate the order of records through sorting.

Improved Data Filtering:

FlexReport provides improved data filtering in comparison to C1Report that can be
specified in a regular VBScript (as all other expressions in C1Report) or in DataView
(several expressions to specify the criteria to filter the data).

Multiple sub-sections:

In C1FlexReport, each section contains at least one sub-section. The sub-sections, just like
sections, contain report fields. The advantage of adding sub-sections is that they help in
enhancing the data present in their parent section.

Flexible appearance-related properties:

Borders In FlexReport, borders can be specified for fields, sub-sections, and sections. In
addition, borders on each sides can have its own style and each corner a different radii for
rounded corners. In C1Report, borders could only be defined on fields. Further, in
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FlexReport, backgrounds can be specified for fields, sub-sections, and sections, and the
background color can be solid or gradien.t In C1Report, BackColor property could be
used to set only background colors for fields and sections.

より正確な Crystal Report の移行

FlexReport は、Crystal Reports との互換性を向上させる機能を備えています。 Certain
features for migration like sub-sections, complex expressions, special ordered group and
enhanced border styles are all supported by FlexReport.

リッチなユーザー使用環境を備えた新しいデザイナアプリケーション

The FlexReport component provides support for a stand-alone designer application, called
the FlexReportDesigner, which makes report designing a hassle-free task than ever before.

1 つのビューアですべてのドキュメントタイプを表示

FlexReport supports FlexViewer, a previewing control that can be used to view multiple
document types such as C1Report, C1FlexReport, SSRS, and C1Document. It also gives you
capabilities for using/resetting parameters, options to refresh and cancel report rendering,
bookmarks to jump to report locations etc.

モダン UI

レポート設計アプリケーション（FlexReportDesigner）とプレビューツール
（FlexViewer）はリボンベースの UI インタフェースを備えており、デザイナやビューア
のオプションがアクセスしやすく配置されて、直感的でリッチなユーザー使用環境が提
供されています。

新しいさまざまなチャート

FlexReport では 70 種類以上のチャートタイプが提供されており、そこから自由に選択で
きます。FlexReportDesigner アプリケーションの設計時エディタを使用して、チャートへ
のデータの連結、プロパティの設定、視覚効果の追加、その他関連タスクを容易に実行
できます。

QLiteデータベースへのサポートの追加

他のデータベースと同様に、SQLiteへの接続をFlexReportDesignerにて指定してデータを
取得することが可能です。そのために、 SQLiteのADO.NETプロバイダがシステムにイン
ストールされている必要があります。 詳細については、「SQLite」をご参考ください。
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FlexReportと他のレポートコントロールの比較

Explore all of the features offered by FlexReport, Visual Studio Reporting, Report Builder 3.0, and
Crystal Reports.

The table below shows the comparison of different features provided by FlexReport and other
reporting controls:

End-User Designer for Section Report

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

Designer available
with installer

✓ Available
with MS SQL
Server

Separate
Installer

Available
with Crystal
Reports
Installer

Create blank report ✓ ✓ ✓ Through
Database
Expert
Wizard

Add chart to blank
report

✓ ✓ ✓ ✓

Add map to blank
report

✓ ✓ ✓ ✓

Add CrossTab to
blank report

✓ ✓ ✓

Interface style Modern UI,
Ribbon
Interface

✓ Modern UI,
Ribbon
Interface

Traditional
WinForms
interface

Visual Studio Templates

Features FlexReport Visual Report Crystal
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Studio
Reporting

Control

Builder
3.0

Reports

Reporting Application
Available

Available
with MS SQL
Server

WinForms,
WPF

Template applications
that bind Report with
Viewer

✓ ✓

Report (blank), Report
Wizard available in
"Add new item"

✓ ✓

Report Wizard

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

Report Wizard ✓ ✓ ✓ ✓

Table list Any data
source

Any data
source

SQL Query
for Access,
SQL Server
data source

✓

View list ✓ ✓ ✓ ✓

Stored procedure list Any data
source

SQL Query
for Access,
SQL Server
data source

✓

Grouping set during
Report Wizard
binding

✓ ✓ ✓ ✓
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Grouping set only for
Table/Matrix

✓ ✓

Built-in Report Styles

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

Built-in Report Styles 34 types 6 types 6 types 12 types

Columnar ✓

Tabular ✓ ✓ ✓ ✓

Justified ✓

Labels ✓ ✓

Stepped ✓

Outline ✓

Aligned ✓

Standard ✓

Form Letters ✓

OLAP ✓

Query Builder

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports
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Graphical Query
Designer

Any
datasource

SQL Server
Relational
Databases
only

Text-based Query
Designer

✓ Oracle,
OLEDB,
ODBC,
TeraData

Any
datasource

Report Layout & Controls

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

Section-based design
template

.FLXR .RPT

Data Binding

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

MS SQL Server ✓ ✓ ✓

Object Datasource ✓ ✓

OLEDB ✓ ✓ ✓ ✓

SQLite ✓

Stored Procedure ✓ ✓

XML ✓ ✓ ✓

Bind report to ✓ ✓ ✓
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multiple tables

Drag & drop bound
fields to report

✓ ✓ ✓ ✓

Microsoft SQL Server
Analysis Services for
MDX

✓ ✓

DMX ✓ ✓

Microsoft Power Pivot
and tabular models

✓ ✓

Microsoft Azure SQL
Database

✓ ✓

SQL Server Parallel
Data Warehouse

✓ ✓

Oracle ✓ ✓

SAP NetWeaver BI ✓ ✓

Hyperion Essbase ✓ ✓

Microsoft SharePoint
List

✓ ✓

Teradata ✓ ✓

ODBC ✓ ✓ ✓

Access ✓ ✓ ✓ ✓

Excel ✓

ADO.NET ✓

Java Beans ✓
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Salesforce ✓

OLAP ✓

SAP Table ✓

SAP BW ✓

Outlook ✓

Design Preview

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

Preview Reports Designer;
not Visual

Studio

Designer;
not Visual
Studio

Designer;
not Visual
Studio

HTML preview Designer
Edition
only

Edit reports in preview Designer
Edition
only

Portrait/landscape
control in preview

✓ ✓ ✓

Viewers

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

HTML ✓ WebViewer
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MVC ✓

UWP ✓

Windows ✓ ✓ ✓ ✓

WinForms ✓ ✓ ✓

WPF ✓ ✓ ✓

Web ✓ ✓

Report Features

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

Adding Sort
Expressions on Groups
at report level

✓

Drillthrough ✓ ✓

Filtering ✓ ✓ ✓ ✓

Formatting controls -
Done through tabs and
groups of Ribbon

✓ ✓ ✓ ✓

Grouping ✓ ✓ ✓ ✓

Hyperlinks ✓ ✓ ✓ ✓

Page Number ✓ ✓ ✓ ✓

ReportEvents ✓ ✓ ✓ ✓
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Runtime Date & time ✓ ✓ ✓ ✓

Sorting ✓ ✓ ✓ ✓

Summary Totals ✓ ✓ ✓ ✓

Built-in Special Fields ✓ ✓ ✓ ✓

Report Scheduling ✓ ✓ ✓ ✓

Adding Sort
Expressions on Groups
available on Data
Regions

✓ ✓ ✓

Subreports ✓ ✓ ✓ ✓

Interactive Sorting at
Runtime

✓ ✓ ✓ ✓

Parameters

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

AllowBlank Parameters ✓ ✓ ✓

Boolean ✓ ✓ ✓ ✓

DateTime ✓ ✓ ✓ ✓

Float ✓ ✓ ✓

Hidden Parameters ✓ ✓

Integer ✓ ✓ ✓

Multivalue ✓ ✓ ✓
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Nullable ✓ ✓ ✓

Passing parameters to
reports

✓ ✓ ✓ ✓

String ✓ ✓ ✓ ✓

Time ✓ ✓

Date ✓ ✓

Currency ✓

Number ✓ ✓ ✓ ✓

Internal Parameters ✓

Options to refresh
report with change in
Parameter values

✓ ✓ ✓ ✓

Formats

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

Boolean ✓ ✓

Currency ✓ ✓ ✓ ✓

Date ✓ ✓ ✓ ✓

LongDate ✓

LongTime ✓ ✓ ✓ ✓

Number ✓ ✓ ✓ ✓
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Percentage ✓ ✓ ✓ ✓

Short Date ✓ ✓ ✓ ✓

Short Time ✓ ✓ ✓ ✓

Time ✓ ✓ ✓ ✓

Decimal ✓ ✓ ✓

Full Date/time long ✓ ✓ ✓

Full Date/time short ✓ ✓ ✓

General ✓ ✓ ✓

General Date/time
long

✓ ✓ ✓

General Date/time
short

✓ ✓ ✓

Month day ✓ ✓ ✓

RFC1123 pattern ✓ ✓

Round trip ✓

Scientific ✓ ✓

Year Month ✓ ✓ ✓

Charts

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports
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Total Chart Types 70+ 50+ 50+ 40

2D 38 ✓ ✓ 33

3D 36 ✓ ✓ 7

Area ✓ ✓ ✓

Bar ✓ ✓ ✓ ✓

Column ✓ ✓ ✓ ✓

Cone ✓

Cylinder ✓ ✓ ✓

Doughnut ✓ ✓ ✓

Gantt ✓ ✓

Histogram ✓ ✓

Line ✓ ✓ ✓ ✓

Pie ✓ ✓ ✓ ✓

Polar ✓ ✓ ✓

Pyramid ✓ ✓ ✓

Radar ✓ ✓ ✓ ✓

Scatter ✓ ✓ ✓ ✓

Stacked ✓ ✓ ✓ ✓

Step ✓
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Stock ✓ ✓ ✓ ✓

Bubble ✓ ✓ ✓

Candlestick ✓ ✓

Funnel ✓ ✓ ✓

Range ✓ ✓

Chart Wizards

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

Properties ✓ ✓

Bind data source ✓ ✓ ✓ ✓

Visual Effects Advanced ✓ Basic

Choose chart type ✓ ✓ ✓ ✓

Export

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

Total Formats 14 3 7 10

BMP ✓

Excel (.xls) ✓ ✓

Open XML Excel (.xlsx) ✓ ✓ ✓
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GIF ✓

HTML ✓

JPEG ✓

PDF ✓ ✓ ✓ ✓

PNG ✓

RTF ✓ ✓

TIFF ✓ ✓ ✓

Open XML Word
(.docx)

✓ ✓ ✓

Zip compressed files ✓

Crystal Reports ✓

XML ✓

CSV ✓ ✓ ✓

MHTML ✓ ✓

Word (.doc) ✓ ✓ ✓

Import

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

C1Report ✓

ADP Reports ✓
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MDB Reports ✓ ✓

Crystal Reports ✓ ✓

Code Behind

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

Can create report in
code behind

✓ ✓

Scripting & Expressions

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

VB Script Editor ✓ ✓ ✓

Syntax check
available

✓ ✓ ✓ ✓

C# Editor ✓

Deployment Licensing

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

Internal business use
for client application

No license
required

✓ ✓ No license
required

Third-party servers License
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required

Royalty-free
development

✓ ✓

Sample Reports

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports

Installed with setup ✓ ✓

Not installed at setup;
available separately

✓ ✓

Medical Report ✓

Inventory
Management

✓

Balance Sheet ✓ ✓

Budget Report ✓

Hospital Bills ✓

SPC Process Control
Chart

✓

Telephone bill for
FlexReport

✓

IntelliSense

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder

3.0

Crystal
Reports
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Report Fields ✓

Database Fields ✓

Calculated Fields ✓

Parameters ✓

VB Script Functions ✓

Aggregates ✓

Associated Properties ✓

Property description ✓

Report Design

Add/insert resize actions
for report sections

✓ ✓ ✓

Can grow, Grow and
Shrink, Can shrink, Keep
Together available to
control layout of text

✓ ✓ ✓

Caption settings like All,
Section, Hairline, Hidden

✓

Expand/Collapse buttons
for sections/subsections

✓

Group header/footer ✓

Reorder ✓

Resize actions for report
sections available

✓
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Snap to grid ✓

Subsections ✓

Server Edition

Features FlexReport Visual
Studio

Reporting
Control

Report
Builder 3.0

Crystal
Reports

SAP Crystal Reports
Server

✓ ✓

SAP Business Objects
Enterprise

✓
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コアクラス

The following table lists some of the key classes, their properties and methods. You can click on
the classes to get to the API documentation that provides detailed description for the key
members.

C1FlexReport

Properties: ReportName, Parameters, Document, DoEvents, Cancel, Page,
 MaxPages, Font, OnOpen,  OnClose, OnNoData, OnPage, OnError

Methods: Load, GetReportList, Save, Clear, Render, Evaluate, Execute

Layout

Properties: Width, MarginLeft, MarginTop, MarginRight, MarginBottom, PaperSize, Orien
 ColumnLayout, PageHeader, PageFooter

DataSource

Properties: CalculatedFields, ConnectionString, Filter, RecordSource, SortDefinitions

DataSourceCollection

Properties: Report

Methods: Add, RemoveAt

SortDefinition

Properties: Direction, Expression

SortDefinitionCollection

Properties: Owner, Report

CalculatedField

Properties: DataSource, Expression, Type

CalculatedFieldCollection
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Properties: Owner, Report

Group

Properties: GroupBy, KeepTogether, SectionHeader, SectionFooter, Sort, SortExpression

GroupCollection

Properties: Report

Methods: Add, Clear, RemoveAt

ReportParameter

Properties: AllowedValuesDefinition, DisplayText, ParentReport

Method: SetName

ReportParameterCollection

Properties: Report

Method: InsertItem, RemoveItem, SetItem

AllowedValuesDefinition

Properties: Binding, Values

Methods: AssignFrom

Section

Properties: Calculated, Fields, Height, KeepTogether, SplitBehavior, SubSections

SectionCollection

Properties: Detail, Footer, Header, PageFooter, PageHeader

SubSection

Properties: Calculated, Fields, Height, ParentReport, ParentSection, SplitBehavior, Visible

SubSectionCollection
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Properties: Report

Methods: Add, Remove, RemoveAt

FieldBase

Properties: Anchor, Height, KeepTogether, ForcePageBreak, MarginBottom, MarginLeft, M
 SplitHorzBehavior, SplitVertBehavior

FieldCollection

Methods: Add, Remove, RemoveAt

BarCodeField

Properties: BarCode, BarCodeOptions, Font, Text

CheckBoxField

Properties: CheckAlign, CheckMark, Text, ThreeState, Value

DataField

Properties: Calculated, Name, Type, Value

ImageField

Properties: PictureAlign, PictureScale

Methods: AssignFrom

RtfField

Properties: DetectUrls, Text

Methods: AssignFrom

ShapeField

Properties: Line, Shape, ShapeBackColor, ShapeBackground, ShapeType

SubreportField
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Properties: ParameterValues, Subreport, SubreportFilter

TextField

Properties: Format, Text

VisualReportObject

Properties: Background, Border, BordersSplitHorzMode, BordersSplitVertMode, OutlineL

BehaviorOptions

Properties: IgnoreInvisibleFieldsInGrowShrinkSections

Methods: AssignFrom, Reset
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設計時サポート

FlexReport comes with smart tag as a capability to configure the component at design-time in
Visual Studio. This provides access to its commonly-used properties and tasks.

Clicking the smart tag ( ) in the upper-right corner of the FlexReport component, pops open
the C1FlexReport Tasks menu with a list of items.

The FlexReport Tasks menu provides the following details and options:

現在のレポート

ReportName プロパティで指定された現在のレポートの名前を表示します。

レポートのロード

［レポートのロード］をクリックすると、［レポートのロード］ダイアログボックスが
表示されます。

レポートの編集

［レポートの編集］をクリックすると、レポート定義がまだ作成されていない場合は
FlexReport ウィザードが表示され、既にレポートが作成されている場合は
FlexReportDesigner が表示されます。

レポートのクリア

C1FlexReport にロードされたレポートをクリアします。［レポートのクリア］をクリッ
クすると、「レポート［レポート名］を本当にクリアしますか︖」と尋ねられます。

バージョン情報

［バージョン情報］をクリックすると、［バージョン情報］ダイアログボックスが表示
されます。ここに、C1.Win.FlexReport のバージョン番号、ライセンス、オンラインリ
ソースに関する情報が表示されます。

FlexReport コンポーネントから、FlexReport ウィザード（まだ作成されていないレポートを定
義する）または FlexReportDesigner（プロジェクトに既に存在するレポートを定義する）に

  FlexReport for WinForms
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すばやく簡単にアクセスしたり、スマートタグからレポートをロードすることができます。

Note: WinForms .NET 5 Edition does not include rich design-time support yet. We will
enhance it in the future releases.
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クイックスタート

This is a simple yet comprehensive quickstart to get you started with FlexReport. Here, you will
learn how to initially create a report definition, modify the report, and then load and render it.

レポート定義を作成する
このトピックでは、FlexReportDesigner アプリケーションとコードを使用してレポート定義
を作成する方法について説明します。レポート定義を作成する最も簡単な方法は、
C1FlexReportDesigner を使用することです。これは、Microsoft Access のレポートデザイナ
や Crystal Report に似たスタンドアロンアプリケーションです。

The C1FlexReportDesigner.exe for 64-bit platform and C1FlexReportDesigner32.4.exe for
32-bit platform are located at C:\Program Files (x86)\ComponentOne\Apps\v4.5.2 on your
computer.

FlexReportDesignerの使用
FlexReportDesigner provides the FlexReport Wizard, a report engine to create reports for
effective data presentation and analysis. With the wizard, you can choose a suitable datasource,
select fields, layouts and style, and further add a title to the new report.

To begin, complete the following steps:

1. Run the C1FlexReportDesigner.exe file.
2. Go to File menu in the menu bar and select the New command to create a new empty

report definition file.
3. Click New Report dropdown from the Reports tab located on the extreme left of

designer and select Report Wizard.
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The FlexReport Wizard opens.
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Here, we have used 'OLEDB Data Provider' as the data provider. You can also choose any
other data provider from the drop-down button.

Using the FlexReport Wizard, complete the following steps to add a data source in the
new report:

1. 省略符ボタンをクリックして、標準の接続文字列ビルダを起動します。［データリ
ンクプロパティ］ダイアログボックスが開きます。
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2. ［プロバイダ］タブを選択し、リストからデータプロバイダを選択します。この例
では、Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider を選択します。

3. ［次へ］ボタンをクリックするか、［接続］タブを選択します。ここで、データソ
ースを選択する必要があります。

4. 省略符ボタンをクリックしてデータベースを選択します。［Access データベースの
選択］ダイアログボックスが表示されます。この例では、（デフォルトでは
Documents フォルダにインストールされる）ComponentOne Samples ディレクト
リの Common フォルダにある C1NWind.mdb を選択します。このディレクトリは
デフォルトのインストールパスに基づいていますが、インストールパスを変更した
場合は、パスが異なる場合があります。
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［開く］をクリックします。接続をテストし、［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックして、［データリンクプロパティ］ダイアログボックスを閉じ
ます。

6. データソースを選択したら、テーブル、ビュー、またはストアドプロシージャを選
択して実際のデータを提供できます。DataSource.RecordSource の文字列は、次の
2 つの方法で指定できます。

Select the Data source tab and select the Products table from the Tables list.
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Or, select the SQL tab and type (or paste) an SQL statement into the editor.
For example:
select * from products

7. ［次へ］をクリックします。
8. レポートに含めるフィールドを選択します。
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このページには、手順 6 で選択したレコードセットにあるフィールドのリスト、お
よびレポートのグループフィールドと詳細フィールドを定義する 2 つのリストが表
示されます。グループフィールドはデータのソート方法と集計方法を定義し、詳細
フィールドはレポートに表示する情報を定義します。マウスポインタを使用してド
ラッグすることで、リスト間でフィールドを移動することができます。フィールド
を［詳細］リストにドラッグしてレポートに入れたり、リスト内でフィールドをド
ラッグして順序を変更することができます。レポートからフィールドを削除する場
合は、フィールドをドラッグして［利用可能なフィールド］リストに戻します。

9. ［>>］ボタンをクリックして、残りのフィールドを［詳細］リストに移動します。
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10. ［次へ］をクリックします。
11. 新しいレポートのレイアウトを選択します。このページには、ページ内でのデータ
の構成方法を定義するいくつかのオプションが用意されています。レイアウトを選
択すると、左側にサムネイルプレビューが表示され、ページ内でレイアウトがどの
ように表示されるかを確認できます。2 つのレイアウトグループがあります。1 つ
は、グループなしのレポート用のレイアウトグループ、もう 1 つはグループありの
レポート用のレイアウトとグループです。目的とするレポートの最終的な外観に最
も近いレイアウトを選択してください。また、このページでは、用紙の方向と、フ
ィールドをページ幅に合わせて調整するかどうかを選択できます。
［アウトライン］レイアウトのままにします。
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12. ［次へ］をクリックします。
13. 新しいレポートのスタイルを選択します。このページでは、新しいレポートで使用
するフォントと色を選択できます。前のページと同様に、プレビューが表示され、
各スタイルがどのように表示されるかを確認できます。最適なスタイルを選択しま
す（スタイルは後で変更したり、詳細に調整することができます）。
Verdana スタイルを選択します。
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14. ［次へ］をクリックします。
15. 新しいレポートのタイトルを選択します。この最後の手順のページでは、新しいペ
ージのタイトルを選択します。また、新しいレポートをすぐにプレビューするか、
プレビューする前に編集モードに移動してデザインに手を加えるかを指定します。
新しいレポートのタイトルを入力します。たとえば、「Products Report」としま
す。
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16. ［レポートのプレビュー］を選択し、［完了］をクリックします。デザイナのプレ
ビューペインにレポートが直ちに表示されます。
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Note: You can invoke C1FlexReportDesigner from Visual Studio as well. To do so, complete
the following steps:

1. .NET プロジェクトを作成し、C1FlexReport コンポーネントをツールボックスに追加
します。

2. ツールボックスで、C1FlexReport アイコンをダブルクリックして、このコンポーネ
ントをプロジェクトに追加します。コンポーネントは、コンポーネントトレイ内でフ
ォームの下に表示されます。

3. C1FlexReport コンポーネントのスマートタグをクリックし、そのタスクメニューか
ら［レポートの編集］を選択します。C1FlexReportDesigner が開き、C1FlexReport
ウィザードによる 5 つの簡単な手順のガイドが開始されます。

コードの使用
この例では、コードを使用して、C1NWind データベースに基づく単純な表形式のレポート定
義を作成します。コードにはコメントが付けられ、C1FlexReport オブジェクトモデルの最も
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重要な要素が例示されています。次の手順を実行します。

1. 最初に、ボタンコントロール、FlexReport コンポーネント、および FlexViewer コントロ
ールをフォームに追加します。次のプロパティを設定します。

コントロール/コンポーネント 名前

Button btnEmployees

FlexReport flexReport

FlexViewer flexViewer

2. 次に、C1NWind.mdb データベースから必要なデータを取得するように DataSource オブ
ジェクトを設定します。それには、ConnectionString プロパティと RecordSource プロ
パティを使用します。

C#

// DataSourceを初期化します  
DataSource ds = flexReport.DataSource;
ds.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\Users\GPCTAdmin\Documents\ComponentOne 
Samples\Common\C1NWind.mdb";
ds.RecordSource = "Employees";

3. Call a utility function RenderEmployees() and add the code lines within the function as
given below:

C#

private void RenderEmployees()
        {
            flexReport.DataSource.RecordSourceType = RecordSourceType.Auto;
            // 既存のフィールドをクリアします 
           // flexReport.Clear();
            // すべてのコントロールのデフォルトフォントを設定します
            flexReport.Font.Name = "Tahoma";
            flexReport.Font.Size = 8;
        }
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The code lines depict how to set a default font for the FlexReport component using the
Font property. Further, the DataSource property in C1FlexReport class accesses the
RecordSourceType enumeration to set the data source type. Setting the enumeration to
Auto automatically determines the data source type based on the syntax used by the
RecordSource property.

4. 次に、ページ内のレポートのレイアウト方法を定義する Layout オブジェクトを初期化し
ます。ここでは、レポートを Portrait（縦）モードでレンダリングし、Width を 6.5 イン
チ（ページ幅 8.5 インチから、両側のマージン各 1 インチを引いた値）に設定します。

C#

//レイアウトを初期化します
Layout l = flexReport.Layout;
l.Orientation = OrientationEnum.Portrait;
l.Width = 6.5 * 1440;

5. 次の手順は、興味深いものです。すべてのレポートには、5 つの基本セクション（詳細、
レポートヘッダー、レポートフッター、ページヘッダー、ページフッター）がありま
す。次のコードを使用して、レポートヘッダーを設定します。ここでは、いくつかのプ
ロパティを設定し、タイトルフィールドを追加します。

C#

// レポートのヘッダを作成します         
Section s = flexReport.Sections[SectionTypeEnum.Header];
s.Height = 1440;
s.Visible = true;
s.BackColor = Color.FromArgb(200, 200, 200);
TextField textFld1 = new TextField();
textFld1.Name = "FldTitle";
textFld1.Text = "Employees Report";
textFld1.Left = 0;
textFld1.Top = 0;
textFld1.Width = 8000;
textFld1.Height = 1440;
textFld1.Font.Size = 24;
textFld1.Font.Bold = true;
textFld1.ForeColor = Color.FromArgb(0, 0, 100);
flexReport.Sections.Header.Fields.Add(textFld1);

上記のセクションオブジェクトには、Fields コレクションがあります。このコレクション
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の Add メソッドは、新しいフィールドを作成し、それをセクションに割り当てます。パ
ラメータで、新しいフィールドの Name、Text、Left、Top、Width、Height の各プロパテ
ィを指定しています。デフォルトでは、フィールドのフォントはコントロールと同じで
す。このフィールドはタイトルなので、フォントを変更してサイズを大きくしていま
す。フォントサイズに合わせてフィールドの高さを十分大きくしてください。そうしな
いと、何も表示されなくなります。

6. 次に、ページフッタセクションを設定します。このセクションは、テキストフィールド
に式が含まれており、さらに興味深くなっています。テキストフィールド内の式を評価
するには、TextField.Text.Expression プロパティに式を設定するだけです。テキストフ
ィールド内の式は、レポートのレンダリング時に評価されます。C1Report では、フィー
ルドの Calculated プロパティを True に設定することで、同じことを実現できます。ペー
ジフッターを作成するには、次のコードを追加します。

C#

// ページのフッタを作成します   
s = flexReport.Sections[SectionTypeEnum.PageFooter];
s.Height = 500;
s.Visible = true;
TextField textFld2 = new TextField();
textFld2.Name = "FldFtrLeft";
textFld2.Text.Expression = @"""Employees: Printed on "" & Now";
textFld2.Left = 0;
textFld2.Top = 0;
textFld2.Width = 4000;
textFld2.Height = 300;
textFld2.Font.Size = 8;
textFld2.Font.Bold = false;
flexReport.Sections.PageFooter.Fields.Add(textFld2);
TextField textFld3 = new TextField();
textFld3.Name = "FldFtrRight";
textFld3.Text.Expression = @"""Page "" + Page + "" of "" & Pages";
textFld3.Left = 4000;
textFld3.Top = 0;
textFld3.Width = 4000;
textFld3.Height = 300;
textFld3.Align = FieldAlignEnum.RightTop;
textFld3.Width = flexReport.Layout.Width - textFld3.Left;
flexReport.Sections.PageFooter.Fields.Add(textFld3);
//ページのフッタの前に行を追加します
ShapeField shpfld = new ShapeField();
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shpfld.Name = "FldLine";
shpfld.ShapeType = ShapeType.Line;
shpfld.Left = 0;
shpfld.Top = 0;
shpfld.Width = flexReport.Layout.Width;
shpfld.Height = 20;
flexReport.Sections.PageFooter.Fields.Add(shpfld);

このページフッタセクションの式では、VBScript 固有の変数ではなく、C1FlexReport で
定義されている変数を使用しています。Page と Pages は、現在のページ番号と総ページ
数が格納される変数です。このセクションでは、直線として表示されるように設定され
たフィールドも使用されています。

7. 次に、ページヘッダーセクションを設定します。このセクションは、各ページの上部に
レンダリングされ、フィールドラベルが表示されます。ページヘッダーセクションを使
用してフィールドラベルを表示するテクニックは、表形式のレポートでよく使用されま
す。コードは単純ですが、すべてのフィールドのサイズを指定しているため、見た目は
多少煩雑です。実際のアプリケーションでは、これらの値はプログラムに組み込まれま
せん。フィールドラベルを含むページヘッダーを作成するには、次のコードを追加しま
す。

C#

//フィールドラベルを使用してページヘッダーを作成します
s = flexReport.Sections[SectionTypeEnum.PageHeader];
s.Height = 500;
s.Visible = true;
flexReport.Font.Bold = true;
TextField textFld4 = new TextField();
textFld4.Name = "LblID";
textFld4.Text = "ID";
textFld4.Left = 0;
textFld4.Top = 50;
textFld4.Width = 400;
textFld4.Height = 300;
textFld4.Align = FieldAlignEnum.RightTop;
flexReport.Sections.PageHeader.Fields.Add(textFld4);
TextField textFld5 = new TextField();
textFld5.Name = "LblFirstName";
textFld5.Text = "First";
textFld5.Left = 500;
textFld5.Top = 50;
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textFld5.Width = 900;
textFld5.Height = 300;
flexReport.Sections.PageHeader.Fields.Add(textFld5);
TextField textFld6 = new TextField();
textFld6.Name = "LblLastName";
textFld6.Text = "Last";
textFld6.Left = 1500;
textFld6.Top = 50;
textFld6.Width = 900;
textFld6.Height = 300;
flexReport.Sections.PageHeader.Fields.Add(textFld6);
TextField textFld7 = new TextField();
textFld7.Name = "LblTitle";
textFld7.Text = "Title";
textFld7.Left = 2500;
textFld7.Top = 50;
textFld7.Width = 2400;
textFld7.Height = 300;
flexReport.Sections.PageHeader.Fields.Add(textFld7);
TextField textFld8 = new TextField();
textFld8.Name = "LblTitle";
textFld8.Text = "Notes";
textFld8.Left = 5000;
textFld8.Top = 50;
textFld8.Width = 8000;
textFld8.Height = 300;
flexReport.Sections.PageHeader.Fields.Add(textFld8);
flexReport.Font.Bold = false;
ShapeField shpfld2 = new ShapeField();
shpfld2.Name = "FldLine";
shpfld2.ShapeType = ShapeType.Line;
shpfld2.Left = 0;
shpfld2.Top = 400;
shpfld2.Width = flexReport.Layout.Width;
shpfld2.Height = 20;
flexReport.Sections.PageHeader.Fields.Add(shpfld2);

このコードは、フォントを処理するための強力なテクニックを示しています。すべての
フィールドは、作成時にコントロールのフォントを継承するため、フィールドを作成す
る前にコントロールの Font.Bold プロパティを True に設定し、後で False に戻します。
これで、ページヘッダーセクション内のすべてのコントロールのフォントが太字になり
ます。
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8. 詳細セクションを追加して、レポートを完成させます。このセクションが、実際のデー
タを表示するセクションです。詳細セクションでは、ページヘッダーセクションの各ラ
ベルの下のテキストフィールドに式を設定します。詳細セクションを作成するには、次
のコードを追加します。

C#

// 詳細セクションを作成します
s = flexReport.Sections[SectionTypeEnum.Detail];
s.Height = 330;
s.Visible = true;
TextField textField = new TextField();
textField.Name = "FldID";
textField.Text.Expression = "EmployeeID";
textField.Left = 0;
textField.Top = 0;
textField.Width = 400;
textField.Height = 300;
flexReport.Sections.Detail.Fields.Add(textField);
TextField textField1 = new TextField();
textField1.Name = "FldFirstName";
textField1.Text.Expression = "FirstName";
textField1.Left = 500;
textField1.Top = 0;
textField1.Width = 900;
textField1.Height = 300;
flexReport.Sections.Detail.Fields.Add(textField1);
TextField textField2 = new TextField();
textField2.Name = "FldLastName";
textField2.Text.Expression = "LastName";
textField2.Left = 1500;
textField2.Top = 0;
textField2.Width = 900;
textField2.Height = 300;
flexReport.Sections.Detail.Fields.Add(textField2);
TextField textField3 = new TextField();
textField3.Name = "FldTitle";
textField3.Text.Expression = "Title";
textField3.Left = 2500;
textField3.Top = 0;
textField3.Width = 2400;
textField3.Height = 300;
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flexReport.Sections.Detail.Fields.Add(textField3);
TextField textField4 = new TextField();
textField4.Name = "FldNotes";
textField4.Text.Expression = "Notes";
textField4.Left = 5000;
textField4.Top = 0;
textField4.Width = 8000;
textField4.Height = 300;
flexReport.Sections.Detail.Fields.Add(textField4);
textField4.Width = flexReport.Layout.Width - textField4.Left;
textField4.AutoHeight = AutoSizeBehavior.CanGrow;
textField4.Font.Size = 6;
textField4.Align = FieldAlignEnum.JustTop;
//詳細セクションの各フィールドの後に行を追加します
ShapeField shpfld3 = new ShapeField();
shpfld3.Name = "FldLine";
shpfld3.ShapeType = ShapeType.Line;
shpfld3.Left = 0;
shpfld3.Top = 310;
shpfld3.Width = flexReport.Layout.Width;
shpfld3.Height = 20;
flexReport.Sections.Detail.Fields.Add(shpfld3);

すべてのテキストフィールドに式が含まれており、各テキストフィールドはソースレコ
ードソース内のフィールド名に対応しています。TextField.Text.Expression プロパティ
に式を設定することで、Text プロパティは、リテラルとしてレンダリングされるのでは
なく、データベースのフィールド名として解釈されます。レポートのフィールド名がレ
コードセットのフィールド名とは異なる一意の名前となるような命名規則を採用するこ
とが重要です。たとえば、「LastName」という名前のフィールドが 2 つあると、
「Left(LastName,1)」のような式はあいまいになります。この例では、レポートのフィー
ルド名はすべて「Fld」で始まるという命名規則を採用しました。

「FldNotes」フィールドは、AutoHeight プロパティが CanGrow に設定され、他のフィ
ールドより小さいフォントが設定されています。これは、データベースの「Notes」フィ
ールドに長いテキストが含まれていても、レポートに表示されるようにするためです。
フィールドの高さを大きく設定して無駄なスペースを作るのではなく、AutoHeight プロ
パティを CanGrow に設定して、コンテンツに合わせて必要に応じてフィールドが拡大す
るようにしています。また、このフィールドを含むセクションの AutoHeight プロパテ
ィも True に設定して、フィールドがセクションからはみ出さないようにしています。

9. これで、レポート定義は完了です。レポートを C1FlexViewer コントロールにレンダリン
グするには、Employees ボタンをダブルクリックして、btnEmployees_Click イベントに
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イベントハンドラを追加します。コードエディタが表示され、イベントハンドラ内に挿
入ポイントが配置されます。次のコードを入力します。

C#

private void btnEmployees_Click(object sender, EventArgs e)
{
    RenderEmployees();
    flexViewer.DocumentSource = flexReport;
}

基本レポートの外観は次のようになります。

レポートの修正
プレビューモードの FlexReportDesigner では、レポートを調整することはできません。［設
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計］ボタンをクリックしてデザインモードに切り替え、修正を開始します。メインウィンドウ
の右ペインがプレビューモードから設計モードに切り替わり、レポートを構成するコントロー
ルとフィールドが表示されます。

この例では、グループヘッダーセクションのサイズ変更、およびフィールド値の書式設定を行
います。それには、次の手順に従います。

1. グループヘッダーセクションのサイズを変更するには、境界線を選択し、マウスポイン
タを使用して目的の位置までドラッグします。

2. マウスポインタでフィールドの角にあるハンドルをドラッグして、フィールドのサイズ
を変更します。
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ヒント︓テキストがフィールドに収まらない場合は、プロパティペインでフィールド
の Appearance.WordWrap プロパティを True に設定します。

3. プロパティペインで、Unit Price 列の下にある詳細セクションの UnitPriceCtl フィールド
を選択します。

4. フィールドの Appearance.Format プロパティを Currency に設定します。
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5. ［プレビュー］ボタンをクリックしてプレビューモードに切り替え、修正を確認しま
す。

6. ［設計］ボタンをクリックして、プレビューモードから設計モードに切り替えます。
7. ［ファイル］メニューをクリックして、表示されるメニューから［名前を付けて保存］
を選択します。

  FlexReport for WinForms

51 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



8. ［レポート定義ファイルの保存］ダイアログボックスで、［ファイル名］ボックスに
「ProductsReport.flxr」と入力します。後で使用するために、覚えやすい場所にファイ
ルを保存します。

9. デザイナを閉じて、Visual Studio プロジェクトに戻ります。

これで、レポート定義ファイルを作成できました。次の手順では、C1FlexReport コンポーネン
トにレポートをロードします。

レポートのロードとレンダリング
設計時にファイルからレポート定義をロードするには、次のいずれかのタスクを実行します。

C1FlexReport コンポーネントを右クリックし、［レポートのロード］メニューオプショ
ンを選択します。

または

C1FlexReport コンポーネントの上のスマートタグ（ ）をクリックし、［C1FlexReport
のタスク］メニューから［レポートの読み込み］を選択します。

Using the Load Report dialog box, select the report you want and complete the following tasks:

1. 省略符ボタンをクリックします。［開く］ダイアログボックスが表示されます。
2. ProductsReport.flxr ファイルを保存した場所を参照し、そのファイルを選択して、［開
く］をクリックします。
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3. ［レポート］ドロップダウンボックスに有効なレポート定義がリストされます。ロード
する［Products Report］定義を選択します。

4. ［ロード］をクリックし、［OK］をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

You can also load a report definition from a file via code. For this purpose, double-click the form
and enter the following code in the Form1_Load event handler:

C#

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{   // リソースマネージャを作成します
    ComponentResourceManager resources = new 
ComponentResourceManager(typeof(Form1));
    // レポート定義を格納するリソース文字列を取得します
    c1FlexReport1.ReportDefinition = 
resources.GetString("c1FlexReport1.ReportDefinition");
    // レポート名を設定します
    c1FlexReport1.ReportName = "Products Report";
}

次の手順では、レポートをプレビューコントロールにレンダリングします。

レポート定義を作成し、データソースを定義して C1FlexReport コンポーネントにロードした
ら、レポートをプリンタやプレビューコントロール C1FlexViewer にレンダリングしたり、別
のファイル形式にエクスポートすることができます。

FlexViewer コントロールでレポートをプレビューするには、次の手順に従います。

1. ツールボックスから、FlexViewer コントロールをダブルクリックしてプロジェクトに追
加します。

2. プロパティウィンドウで、FlexViewer.Dock プロパティを Fill に設定します。
3. マウスで Windows フォームを選択し、ドラッグしてサイズ変更します。
4. フォームをダブルクリックし、Form_Load イベントハンドラに次のコードを入力しま

  FlexReport for WinForms

53 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



す。

C#

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //レポート定義をロードします
    c1FlexReport1.Load(@"..\..\Products Report.flxr", "Products Report");
    //レポートをプレビューします
    c1FlexViewer1.DocumentSource = c1FlexReport1;
}

5. Press F5 to run the code. Observe the output. It looks as shown below:

Note: WinForms .NET 5 Edition does not include rich design-time support yet. We will
enhance it in the future releases.
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FlexReport のデータ連結

You learnt how to create a report definition and save it in .flxr files using the
FlexReportDesigner application. In this topic, you will see how to load the data from a data
source or execute data-binding using the FlexReport component, which loads and displays
data from the data source specified in the report definition file.

FlexReport でレポートを作成するには、レポート定義の他に実際のデータが必要です。通常
は、データベースからデータを取得しますが、他の場所から取得することもできます。以下の
セクションでは、他のソースからデータを取得する方法を確認します。

データベースからのデータの取得
FlexReport でレポートデータを取得またはロードするには、C1FlexReport の以下の
DataSource プロパティを設定する必要があります。

プロパティ 説明

ConnectionString The ConnectionString property specifies the database that
contains the data.

RecordSource The RecordSource property specifies which table, stored
procedure, or SQL command to use for retrieving the data.

The code snippet depicts how to set the data source programmatically using these properties:

C#

// DataSourceを初期化します
DataSource ds = flexReport.DataSource;
ds.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\Users\GPCTAdmin\Documents\ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb";
ds.RecordSource = "Employees";

これらのプロパティを設定すると、C1FlexReport はデータソースを初期化し、これを使用して
データベースから自動的にデータをロードします。これは、「クイックスタート」で説明する
コードまたはデザイナを使用したデータソースの初期化と同じです。

ストアドプロシージャからのデータの取得
ストアドプロシージャ（sproc）は、複数のアプリケーションにまたがるロジックの一貫した
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実装に役立つほか、パフォーマンスを向上させ、ユーザーがデータベース内のテーブルの詳細
を知る必要をなくします。ストアドプロシージャの大きな利点の 1 つは、データベースがレコ
ードセットをフィルタ処理するためのパラメータを渡すことができることです。これにより、
返されるデータセットが少量になるので、レポートをより速くより簡単に操作できます。

C1FlexReport ウィザードでは、ストアドプロシージャからレポートにデータを挿入できま
す。C1FlexReport ウィザードを開くには、次のいずれかを実行します。

Visual Studio で、FlexReport コンテキストメニュー（.NET 4.5.2フレームワークの場合）
の［レポートの編集］を選択します。
Visual Studio で、［C1FlexReport のタスク］メニュー（.NET 4.5.2フレームワークの場
合）の［レポートの編集］を選択します。
C1FlexReportDesigner アプリケーションで、［レポート］タブの［新しいレポート］ボ
タンをクリックします。

ストアドプロシージャによるレポートへのデータの挿入は、SQL 文や直接テーブルを使用する
方法と違いがありません。FlexReport ウィザードの最初の画面で、省略符ボタンをクリック
してデータソースを選択します。次に、有効なデータソースのリストから［ストアドプロシー
ジャ］を選択します。

［次へ］を選択し、ウィザードを続行します。
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他の形式のデータのロードと同様に、次の 2 つのオプションがあります。

DataSource の ConnectionString プロパティと RecordSource プロパティを使用してデ
ータソースを選択できます。

デザイナで、（省略符［...］ボタンをクリックして）DataSource ダイアログボックスを
使用して接続文字列を選択し、使用するテーブルまたは sproc をリストから選択しま
す。次に例を示します。

connectionstring = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\Users\Windows 8.1\Documents\ComponentOne 
Samples\Common\C1NWind.mdb;Persist Security Info=False;" 
RecordSource = "[Products by Category]"

この例では、ストアドプロシージャ名にスペースが含まれているため、それが角かっこ
で囲まれています。

任意の方法でデータソースを作成し、それを DataSource の Recordset プロパティに割り
当てることができます。

この方法では、コードを記述する必要がありますが、どこかにデータがキャッシュされ
ており、それを使用して複数のレポートを作成する場合に役立ちます。これは、上記の
方法より優先されます。

使用する接続/アダプタのタイプ（OleDb、SQL、Oracle など）によって構文は異なりま
す。簡単に正しい構文を使用するには、Visual Studio のサーバーエクスプローラーから
フォームにテーブルまたは sproc をドラッグします。これで、すべての必要な要素が正
しく追加されるので、コードを調べて重要な部分を確認できます。

ストアドプロシージャは、その名前を指定することでデータソースとして使用できま
す。sproc にパラメータがある場合は、名前をパラメータとして渡します。たとえば、
MSSQL と ADVENTURE_WORKS.mdf データベースに基づいて構築されたレポート定義に
おいて、C1FlexReportDesigner で指定された SQL 要求は次のとおりです
（ADVENTUREWORKS_DATA.MDF のパスは適宜調整が必要）。

PARAMETERS Employee Int 290;
DECLARE @RC int 
DECLARE @EmployeeID int 
set @EmployeeID = [Empoyee] 
EXECUTE @RC = [C:\ADVENTUREWORKS_DATA.MDF].[dbo]. 
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[uspGetEmployeeManagers] 
@EmployeeID 

DataTableオブジェクトからのデータの取得
FlexReport の外部にあるデータを操作し、それを DataTable オブジェクトにロードしなければ
ならないアプリケーションはよくあります。このような場合は、DataTable オブジェクトをレ
ポートデータソースとして使用して、レポートのレンダリング時にデータを再ロードする無駄
を省くことができます。

この方法は、次のようなアプリケーションでも役立ちます。

セキュリティ制限により、接続文字列を非公開にする必要があり、データだけ（ソース
ではなく）を公開できる場合。
データベースが OleDb（C1FlexReport で内部的に使用されるプロバイダ）によってサポ
ートされていない場合。
データをデータベース以外から取得する場合。代わりに、DataTable を作成し、カスタム
コードを使用してデータを挿入します。

DataTable オブジェクトを C1FlexReport のデータソースとして使用するには、レポート定義を
ロードし、DataTable を Recordset プロパティに割り当てるだけです。次に例を示します。

C#

// キャッシュまたはセキュリティで保護されたカスタムプロバイダから DataTable をロードしま
す
 DataTable dt = GetMyDataTable();
 // レポート定義をロードします（データソースを設定する前）
 c1FlexReport1.Load(@"reportFile", "reportName");
 // DataTable をデータソースとして使用します
 c1FlexReport1.DataSource.Recordset = dt;

カスタムデータソースオブジェクトからのデータの取得
カスタムオブジェクトをデータソースとして使用できます。必要な条件は、カスタムオブジェ
クトが IC1FlexReportRecordset インタフェースを実装することだけです。

IC1FlexReportRecordset は、事実上どのようなデータの集合にも簡単に追加できる簡潔で実
装しやすいインタフェースです。これは、DataTable オブジェクトを作成し、それにすべての
データをコピーする方法より効率的であることが多くあります。たとえば、カスタムデータソ
ースオブジェクトを使用して、ファイルシステムやカスタム .xml ファイルまたはカスタム .flxr
ファイルをラップできます。
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カスタムデータソースオブジェクトを使用するには、レポート定義をロードし、そのオブジェ
クトを C1FlexReport の Recordset プロパティに割り当てます。次に例を示します。

C#

// カスタムデータソースオブジェクトを取得します
IC1FlexReportRecordsetrs=(IC1FlexReportRecordset)GetMyCustomDataSource();
// レポート定義をロードします（データソースを設定する前）
flexreport.Load(@"reportFile","reportName");
 
// C1FlexReport コンポーネントでカスタムデータソースオブジェクトを使用します
flexreport.DataSource.Recordset=rs;

Note: WinForms .NET 5 Edition does not include rich design-time support yet. We will
enhance it in the future releases.

FlexReport のデータソース

FlexReport 定義には複数のデータソースを設定でき、これらのデータソースには
C1FlexReport.DataSources コレクションからアクセスできます。このコレクション内のデー
タソースは、一意の名前で識別されます。これらのデータソースは次のように使用できます。

メインデータ
ソース

これはレポートのメインデータソースです。メインデータソースは、レ
ポートの C1FlexReport.DataSourceName プロパティを使用して指定し
ます。メインデータソースが指定されていない場合（DataSourceName
が空、または DataSources コレクションにない名前が指定されてい
る）、C1FlexReport は非連結モードでレンダリングされ、詳細セクショ
ンが 1 つだけ含まれます。

パラメータ用
のデータソー
ス

これは、レポートパラメータ（C1FlexReport.Parameters コレクション内
の要素）として有効な値のソースです。パラメータ用のデータソース
は、
ReportParameter.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName
プロパティを使用して指定します。

チャート用の
データソース

これは、チャートフィールド用のデータソースです。チャート用のデー
タソースは、ChartFieldクラスのDataSource プロパティを使用して指定
します。

The list of supported data-source types in FlexReport are as follows:
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OLE DB
ODBC
XML
Object in external assembly
Microsoft SQL Server Compact Data Provider version 3.5 and 4.0
SQLite
C1 ADO.NET DataConnectors

レガシーC1Report との下位互換性のため、C1FlexReport には DataSources[DataSourceName]
を指す DataSource プロパティがあります。新しい C1FlexReport を作成すると、「Main」とい
う名前の 1 つの要素が C1FlexReport.DataSources コレクションに追加され、「Main」が
C1FlexReport.DataSourceName プロパティに割り当てられます。C1Report では、メインデー
タソースがレポートの唯一のデータソースです。

複数のデータソースへの接続
「FlexReport クイックスタート」では、メインデータソースに連結されるレポートの作成方法
を学習しました。1 つのレポートが複数のデータソースを持つことができるため、チャートや
パラメータを使用しながら、これらのデータソースへの接続方法について学習する必要があり
ます。

以下のセクションでは、複数のデータソースを使用するレポートで、チャートやパラメータに
データを連結する方法について説明します。

チャートへのデータの連結

レポートにチャートフィールドを追加する際は、最初の手順としてチャートをデータソースに
連結します。

たとえば、レポートに「Employees」と「Products」という 2 つのデータソースがあるとしま
す。Employees データソースの FullName と Age を表示するチャートと、Products データソー
スの CategoryName と Sum(UnitsInStock) を表示するチャートの 2 つを作成します。

次の手順で、このシナリオを実現できます。

1. レポートで 2 つのデータソース「Employees」と「Products」を作成します。
2. Employees データソースで 2 つの計算フィールド「FullName」と「Age」を定義しま
す。

3. Products データソースで 2 つの計算フィールド「CategoryName」と
「Sum(UnitsInStock)」を定義します。

4. Employees データソースと Products データソースに個別に連結する 2 つのチャートフィ
ールドを作成します。 For this purpose, you can use the Chart2DType enumeration
of C1.Win.FlexReport.Chart namespace, which specifies the type of 2D chart. Here, we
have used the Bar chart.

  FlexReport for WinForms

61 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



The following code illustrates the scenario:

C#

private C1FlexReport CreateChartSampleReport()
{
    var report = new C1FlexReport { ReportName = "ChartSample" };
    // レポートをプレビューします
    c1FlexViewer1.DocumentSource = report;
    // データソース「Employees」を追加します
    var dsEmployees = new DataSource
    {
Name = "Employees",
ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\Users\GPCTAdmin\Documents\ComponentOne 
Samples\Common\C1NWind.mdb",
    RecordSource = "Select * from Employees"
    };
    report.DataSources.Add(dsEmployees);
    // 計算フィールド「FullName」を追加します
    var calcFullName = new CalculatedField("FullName", typeof(string), 
"=LastName & \" \" & FirstName");
    dsEmployees.CalculatedFields.Add(calcFullName);
    // 計算フィールド「Age」を追加します
    var calcAge = new CalculatedField("Age", typeof(int), "=Year(Now())-
Year(BirthDate) + 1");
    dsEmployees.CalculatedFields.Add(calcAge);
    // データソース「Products」を追加します
    var dsProducts = new DataSource
    {
Name = "Products",
ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\Users\GPCTAdmin\Documents\ComponentOne 
Samples\Common\C1NWind.mdb",
RecordSource =
    "Select Products.CategoryID as CategoryID, Categories.CategoryName as 
CategoryName, Products.UnitsInStock as UnitsInStock from Products inner join 
Categories on Products.CategoryID = Categories.CategoryID"
    };
    report.DataSources.Add(dsProducts);
    report.Sections.Header.Visible = true;
    // Employeesデータソースを使用してChartFieldを追加します
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    var sectionEmployees = report.Sections.Header.SubSections.Add();
    sectionEmployees.Name = "ChartWithEmployees";
    sectionEmployees.Height = 5200;
    sectionEmployees.Visible = true;
    sectionEmployees.Fields.Add(CreateChartForEmployees());
    // Productsデータソースを使用してChartFieldを追加します
    var sectionProducts = report.Sections.Header.SubSections.Add();
    sectionProducts.Name = "ChartWithProducts";
    sectionProducts.Height = 5200;
    sectionProducts.Visible = true;
    sectionProducts.Fields.Add(CreateChartForProducts());
    return report;
}
private ChartField CreateChartForEmployees()
{
    var chart = CreateChartField("Chart1", "Employees");
    chart.Header.Text = "Employees Age";
    chart.ChartArea2D.Inverted = true;
    chart.ChartArea2D.AxisX.OnTop = true;
    var group = chart.ChartGroups2D.Group0;
    group.ChartType = Chart2DType.Bar;
    var data = group.ChartData;
    data.IsForEachRecord = true; // データソースの各レコードの値を表示します
    data.CategoryGroups.AddNewGroup("=FullName"); // FullNameでグループ化しま
す
    var seriesTemplate = data.SeriesValues.AddNewSeries();
    seriesTemplate.DataValues.AddNewValue("=Age"); // AxisYで年齢を表示します
    return chart;
}
private ChartField CreateChartForProducts()
{
    var chart = CreateChartField("Chart2", "Products");
    chart.Header.Text = "Sum of UnitsInStock by Category";
    chart.ChartArea2D.Inverted = true;
    chart.ChartArea2D.AxisX.OnTop = true;
    var group = chart.ChartGroups2D.Group0;
    group.ChartType = Chart2DType.Bar;
    var data = group.ChartData;
    var categoryGroup = data.CategoryGroups.AddNewGroup("=CategoryID"); // 
各CategoryIDでグループ化します
    categoryGroup.LabelExpression = "=CategoryName"; // AxisXでCategoryName
を表示します
    var seriesTemplate = data.SeriesValues.AddNewSeries();
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    seriesTemplate.DataValues.AddNewValue("=Sum(UnitsInStock)"); // AxisYの
UnitsInStockの合計を表示します
    return chart;
}
private ChartField CreateChartField(string name, string datasource)
{
    var chart = new ChartField
    {
Name = name,
Width = 7500,
Height = 5000,
Top = 100,
Left = 100,
DataSource = datasource,
    };
    chart.Border.Color = Color.Black;
    chart.Border.Width = 15;
    chart.Border.Style = C1.Win.Document.DashStyle.Solid;
    chart.Border.CornerRadius = new CornerRadius(200d);
    chart.ChartArea2D.AxisY.AutoMin = false;
    return chart;
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    CreateChartSampleReport();   
}

The resulting output in FlexViewer preview looks like the GIF below:
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As you can observe from the above code snippet, Calculated Fields have been used,
which contain expressions that are evaluated at run-time. These can be added to a data
source using DataSource.CalculatedFields property.

Note: If there are more than one Calculated field, they must have unique names.

パラメータへのデータの連結

パラメータにデータを連結することで、レポートパラメータ（C1FlexReport.Parameters コレ
クション内の要素）に対して有効な値が定義できます。
ReportParameter.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName プロパティは、有効
なパラメータ値のリストを作成するために使用されるデータソースを示します。次のコード例
は、複数のデータソースを含むレポートのパラメータにデータを連結する方法を示します。

The following code illustrates how to bind data to the parameters in a report with multiple data
sources.

 

C#

// データソースおよびこのデータソースを使用するパラメータを追加します
DataSource mds = c1FlexReport.DataSource;
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DataSource ds = new DataSource();
ds.Name = "CategoriesDS";
ds.ConnectionString = mds.ConnectionString;
ds.RecordSource = "select * from categories";
ds.DataProvider = DataProvider.OLEDB;
c1FlexReport.DataSources.Add(ds);
mds.RecordSource = "select * from products where categoryid = [CategoryParam]";
ReportParameter rp = new ReportParameter();
rp.DataType = Doc.ParameterType.Integer;
rp.Prompt = "Category";
rp.Name = "CategoryParam";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName = "CategoriesDS";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.ValueExpression = "CategoryID";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.LabelExpression = "CategoryName";
c1FlexReport.Parameters.Add(rp);

DataConnectorの統合

FlexReportDesigner lets you bind report from online data sources to data using ADO.NET
DataConnectors. This allows you to easily and quickly design and create reports from Salesforce,
OData, Dynamics 365 Sales, Google Analytics, Json, Kintone, and QuickBooks Online using the
FlexReport designer. It is made possible using the ComponentOne DataConnectors library,
which is available separately for developers to access and generate their reports entirely
programmatically as well. 

Let us explore how to use DataConnectors to generate a data connection and generate report
in FlexDesigner App.

The following steps demonstrate how you can connect to Salesforce and create a report from
Salesforce data using FlexReport designer.

1. Launch the C1FlexReportDesigner.4.5.2.exe for 64-bit platform and
C1FlexReportDesigner32.4.5.2.exe for 32-bit platform located at the following location
on your computer:
C:\Program Files (x86)\ComponentOne\Apps\v4.5.2

2. From the Reports tab on the left, click New Report dropdown button. This opens the
FlexReport Wizard which walks us through the basic report setup.

3. Select the ADO.NET.Salesforce data provider, C1.AdoNet.Salesforce, from the Data
provider drop-down.

4. Enter your connection string.
To build your connection string, you need to have a Salesforce account. You can get the
client ID and OAuth endpoint from the Salesforce website by registering your application
and generating the security token.
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5. Select tables and fields you want to display in the report or enter SQL statement to
select the tables and fields and click Next.
In this example, we used SQL statement as shown in the image below:

6. Click through the wizard selecting other settings for the report such as style, layout
template and title of the report. Then, click Finish.
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This generates the report. The report generated in this example is shown below. 

 

You can continue editing the report template by resizing or rearranging fields. The FlexReport
designer supports snap lines, which allows you to easily align report fields. If you want to add a
new field from the Salesforce data set, select Insert - Text - and select the field name. Then, drag
where in the report you want the field to display.

Similar to Salesforce, you can connect to OData, Dynamics 365 Sales, Google Analytics, Json,
Kintone, and QuickBooks Online, and create reports using the data accessed from these data
providers. You just need to select the respective data provider and provide the connection
string. The connection strings for all these data providers are given in the following table:

Provider Name Connection String

C1.AdoNet.Salesforce Username=***@****.com;Password=******;
Security Token=yourToken;
OAuth Client Id=*******;
OAuth Client Secret=*****;
OAuth Token Endpoint=yourToken;
Url=https://***/***/***;
Use Pool = false; Max Page Size = 200

C1.AdoNet.OData Url=https://services.odata.org/***/***/****

C1.AdoNet.D365S Url=https://***/***/***;
OAuth Client Id=***********;
OAuth Client Secret=********;
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Provider Name Connection String

OAuth Token Endpoint=https://***/***/***;
OAuth Extend Properties=yourExtendProperties;
Use Etag=true;Max Page Size = 100

C1.AdoNet.Kintone Url=https://***/***/***;
Username=***@****.com;Password=******

C1.AdoNet.QuickBooksOnline Company Id=yourID;Use SandBox=true;
OAuth Client Secret=********;
OAuth Client Id=********;
OAuth Access Token=yourToken;
OAuth Refresh Token=********;
OAuth Token Endpoint=https://***/***/***;
Minor Version=52

C1.AdoNet.GoogleAnalytics Key File=yourWijmoFile.json;
View Id=*******"

C1.AdoNet.Json data model=yourDataModel;
uri= yourJsonFile;
json path=$.tableName

You can download the data connector libraries from
https://www.grapecity.com/componentone/download. Note that the FlexReportDesigner app
with built-in DataConnector is available with ComponentOne Studio Enterprise only.

Also, note that in order to use DataConnectors with FlexReport in Visual Studio, you need to
add the data connector package in your Visual Studio project to integrate it with the report
control.

Note: FlexReport does not support hierarchical data so nested JSON object’s properties
cannot be accessed directly in FlexReport.
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レポートのロード

FlexReport lets you load reports in the Visual Studio or end-user Report Designers. You can load
.flxr files both at design time and run time.

設計時の FlexReport のロード
Following are the steps to load these files via designer:

1. Add the FlexReport component for from the Toolbox onto the form.
2. C1FlexReport コンポーネントを右クリックし、［レポートのロード］メニューオプショ
ンを選択して、レポート定義をロードします。コンポーネントの上にあるスマートタグ
（ ）をクリックして［C1FlexReport のタスク］メニューを開き、［レポートのロード］
オプションを選択することもできます。
［レポートのロード］ダイアログボックスが表示されるので、レポート定義ファイルを
選択し、さらにそのファイル内のレポートを選択します。
レポートをロードするには、省略符ボタンをクリックし、手順 1 で作成したレポート定
義ファイルを選択します。次に、ドロップダウンリストからレポートを選択し、［OK］
をクリックします。［レポートのロード］ダイアログボックスに、選択したレポート
名、グループ数、セクション数、およびフィールド数が表示されます。ダイアログボッ
クスは、次のように表示されます。

    
3. フォームに FlexViewer コントロールを追加します。また、ユーザーがレポートを選択で
きるようにするためのコントロール（メニュー、リストボックス、ボタングループな
ど）も追加します。

4. ユーザーが選択したレポートをレンダリングするためのコードを追加します。たとえ
ば、前の手順で btnProductsReport という名前のボタンを追加した場合は、次のような
コードを追加します。
   

C#

private void btnProductsReport_Click(object sender, EventArgs e)
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{
    //レポート定義をロードします
    c1FlexReport1.Load(@"..\..\ProductsReport.flxr", "Products Report");
    //レポートをプレビューします
    c1FlexViewer1.DocumentSource = c1FlexReport1;
}

The output looks like the snapshot below:

        

実行時の FlexReport のロード
実行時にレポートをロードするには、レポート定義ファイルとビューアが必要です。このよう
なアプリケーションの主な長所は、レポート形式を変更しても、アプリケーションを更新する
必要がないことです。新しいレポート定義ファイルをユーザーに送るだけで済みます。

実行時にロードされるレポートを備えたアプリケーションを作成するには、次の手順に従いま
す。

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションで、必要なレポートをすべて作成します。詳細
については、「FlexReportDesigner」を参照してください。

2. 次のコントロールをアプリケーションに追加します。
c1FlexReport1 という名前の C1FlexReport コンポーネント
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fv という名前の C1FlexViewer コントロール
cmbReport という名前の ComboBox コントロール
button1 という名前の Button コントロール

3. レポート定義ファイルを読み取り、すべてのレポートのリストを構築するために、次の
コードをボタンクリックイベントに追加します。
       

C#

// get application path       
string appPath;
appPath = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath).ToLower();
int i = appPath.IndexOf("\bin");
if ((i < 0)) { i = appPath.IndexOf("\bin"); }
if ((i > 0)) { appPath = appPath.Remove(i, appPath.Length - i); }
// get names of reports in the report definition file      
m_ReportDefinitionFile = appPath + @"\Data\Products Report.flxr";
string[] reports = C1FlexReport.GetReportList(m_ReportDefinitionFile);
// populate combo box       
cmbReport.Items.Clear();

foreach (string report in reports)
{
    cmbReport.Items.Add(report);
}

このコードは、最初に、レポート定義が格納されているファイルの場所を取得します。
それには、システム定義の Path クラスと Application クラスの静的メソッドを使用しま
す。レポート定義ファイルの場所と名前に合わせてコードを調整してください。

次に、GetReportList メソッドを使用してレポート定義ファイル（手順 1 で作成）内のす
べてのレポート名を含む配列を取得し、ユーザーがレポートを選択するためのコンボボ
ックスにレポート名を挿入します。

4. ユーザーが選択したレポートをレンダリングするためのコードを追加します。次に例を
示します。

C#

private void cmbReport_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{           
    try
    {
        Cursor = Cursors.WaitCursor;
        // load report        
        fv.StatusText = "Loading" + cmbReport.Text;
        c1FlexReport1.Load(m_ReportDefinitionFile, cmbReport.Text);
        // render into print preview control        
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        fv.StatusText = "Rendering" + cmbReport.Text;
        fv.DocumentSource = c1FlexReport1;
        // give focus to print preview control 
        fv.Focus();
    }
    finally
    {
        Cursor = Cursors.Default;
    }            
}

5. プロジェクトを実行します。
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レポートの作成

「レポートのロード」で説明されているレポートをロードすると、既存のレポートを簡単にア
プリケーションに埋め込むことができます。ただし、レポートをカスタマイズする場合や、接
続文字列とレコードソースを使用する代わりに、Visual Studio アプリケーションでデータソー
スオブジェクトを定義して使用する場合もあります。このような場合は、代わりに［レポート
の編集］コマンドを使用します。

The Edit Report option can be seen when you right-click the FlexReport component. ［レポー
トの編集］メニューオプションを選択して、C1FlexReportDesigner アプリケーションを呼び
出します。

コンポーネントの上にあるスマートタグ（ ）をクリックして［C1FlexReport Tasks menu］
メニューを開き、［レポートの編集］オプションを選択することもできます。

メモ︓ コンテキストメニューやプロパティウィンドウに［レポートの編集］コマンドが表
示されていない場合は、コントロールが C1FlexReportDesigner アプリケーションを見つ
けることができなかった可能性があります。この場合は、C1FlexReportDesigner アプリ
ケーションをスタンドアロンモードで一度実行します。Designer の場所がレジストリに保
存されるため、これで C1FlexReport コンポーネントが Designer を検出できるようになり
ます。

FlexReportDesigner アプリケーションは、C1FlexReport コンポーネントに現在ロードされて
いるレポートを表示します。C1FlexReport コンポーネントが空の場合は、C1FlexReport ウィ
ザードが表示され、ここで新しいレポートを作成できます。

When you open the FlexReportDesigner application using the Edit Report option, there are
few differences in comparison to opening the designer application in the stand-alone mode,
which are given below:

現在のアプリケーションで定義したデータソースオブジェクトを新しいレポートのデー
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タソースとして使用できます。
デザイナを閉じると、行った変更がフォームの C1FlexReport コンポーネントに保存され
ます（変更を破棄するには、デザイナのメニューから［ファイル］→［終了］を選択し、
変更の保存に対して［いいえ］を選択します）。

現在のアプリケーションで定義したデータソースオブジェクトを使用するには、デザイナの
［データソース］ボタンをクリックし、［データソースの選択］ダイアログボックスで［テー
ブル］オプションを選択します。

フォームに現在定義されているデータオブジェクトのリストが［テーブル］ページに表示され
ます（フォームに有効なデータソースがない場合、このページは表示されません）。または、
通常どおり、［Connection string］を使用して、接続文字列とレコードソースを作成して選択
できます。

たとえば、メインフォームに DataSet オブジェクトとこれにアタッチされた複数の DataTable
が含まれる場合、データソース選択ダイアログボックスは次のように表示されます。

レポートの作成または編集が完了したら、メニューから［ファイル］→［保存］または［ファ
イル］→［終了］を選択してデザイナを閉じることができます。これにより、レポート定義が
直接コンポーネントに保存されます（［レポートのロード］コマンドを使用してファイルから
レポート定義をロードした場合と同様）。

 

変更をキャンセルする場合は、メニューから［ファイル］→［終了］を選択し、［いいえ］を
選択して、変更を保存しないでデザイナを終了します。
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FlexReport のセクション

The design of FlexReport is divided into sections. You can open the report in the
FlexReportDesigner app to view its sections. Every report consists of basic sections such as,
Report Header, Page Header, Group Header, Detail, Group Footer, Page Footer, Report Footer
and Sub-section.

The report sections help in partitioning the report vertically. Based on their type (for example,
Page, Group, Sub-Section etc.) they appear on specific places within the report.

次の図に、一般的なレポートで各セクションがどのようにレンダリングされるかを示します。
図では、詳細セクションに置かれたサブセクションがレポートでどのようにレンダリングされ
るかも示しています。

To create user-friendly reports, you need to understand how each section works. Let us explore
each section in the order they appear on the report.

レポートヘッダー
最初にレンダリングされるセクションは、レポートヘッダーです。It appears only once, in the
beginning of a report.このセクションには、通常、レポートを識別する情報が含まれます。

ページヘッダー
レポートヘッダーの次に、ページヘッダーがレンダリングされます。レポート内にグループが
ない場合、このセクションには、通常、詳細セクション内のフィールドについて説明するラベ
ルが含まれます。

グループヘッダーとグループフッター
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次に、グループヘッダー、詳細、グループフッターの各セクションがレンダリングされます。
これらが、実際のレポートデータを含むセクションです。グループヘッダーとグループフッタ
ーには、多くの場合、グループの合計、パーセント値、最大値、最小値などの集計関数が含ま
れます。グループヘッダーとグループフッターは、GroupBy プロパティによって指定された式
の値が、あるレコードから次のレコードへ変わるたびに挿入されます。

詳細
詳細セクションには、各レコードのデータが含まれます。Visible プロパティを False に設定し
てこのセクションを非表示にし、グループヘッダーとグループフッターだけを表示することも
できます。これは、サマリーレポートの作成に便利な方法です。

ページフッター
各ページの下部には、ページフッターセクションがレンダリングされます。このセクションに
は、通常、ページ番号、レポートの総ページ数、レポートの印刷日などの情報が含まれます。

レポートフッター
最後に、レポートフッターセクションが最後のページフッターの前に出力されます。このセク
ションは、多くの場合、レポート全体に関するサマリー情報を表示するために使用されます。

サブセクション
サブセクションは、レポートの任意のセクションに追加できます。デフォルトでは、現在選択
されているセクションの下部に追加されます。このセクションには、親セクションにあるデー
タを補完する付加的なデータが含まれます。セクションの高さは、サブセクションの高さの合
計によって決まります。

カスタムセクション
セクションを表示するかどうかは、Visible プロパティを True または False に設定することで
決定できます。グループヘッダーは、Repeat プロパティを True に設定することで、（ページ
がグループの最初のページかどうかにかかわらず）各ページの上部に繰り返し表示できます。
ページヘッダーとページフッターは、Layout オブジェクトの PageHeader プロパティと
PageFooter プロパティを設定することで、レポートヘッダーおよびレポートフッターセクショ
ンを含むページから削除できます。

メモ︓これらのセクションを非表示にすることはできますが、グループを追加または削除
しない限り、セクションを追加または削除することはできません。
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サブセクションの追加

サブセクションは、レポートの任意のセクションに挿入できる追加セクションです。通常、
FlexReport には、詳細、ヘッダー、フッター、ページヘッダー、ページフッター、グループヘ
ッダー、およびグループフッターセクションが含まれます。 You can add as many sub-
sections as required in a section. This can be done via the FlexReportDesigner application or
through code.

Adding Sub-Sections using FlexReportDesigner
Sub-Sections can be added to any section of a report. By default, the sub-section gets added at
the bottom of the currently selected section.

For instance, let's say you want to add a sub-section in the Page Header. This can be easily
achieved via the FlexReportDesigner in few steps as described below:

1. Move the cursor to the section of the report where you want to add the sub-section.

2. Select the section and right-click to view the context menu. Click the Add SubSection
option.
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Now, you can observe that a sub-section has got added below the Page Header. Move the
cursor to the sub-section to view the tooltip that says it is the first subsection of the Page
Header section.
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Adding Sub-Sections using Code
You can also add a sub-section in the Page Header section of a report programmatically. To
illustrate the addition of a sub-section to an existing section like Page Header, we will be using
the QuickStart sample used to create a report definition.

In the code snippet below, we will add a subsection to the Page Header using SubSections
property of the SubSectionCollection class, and add fields to this sub-section using Fields
property of the SubSection class. We have also added a backcolor to the sub-section, just to
highlight it.

C#

// ヘッダーセクションに 1 つのサブセクションを作成します
SubSection ss = c1FlexReport1.Sections.PageHeader.SubSections.Add();
// 高さを 10 mm に設定します
ss.Height = 10 * 1440 / 25.4;
// サブセクションを強調するために背景色を割り当てます
ss.BackColor = Color.Lime;
// サブセクションにフィールドを追加します
TextField textFieldB = new TextField();
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textFieldB.Name = "FldID";
textFieldB.Text.Expression = "EmployeeID";
textFieldB.Left = 0;
textFieldB.Top = 0;
textFieldB.Width = 400;
textFieldB.Height = 300;
ss.Fields.Add(textFieldB);
// サブセクションにフィールドを追加します
TextField textFieldA = new TextField();
textFieldA.Name = "FldFirstName";
textFieldA.Text.Expression = "FirstName";
textFieldA.Left = 500;
textFieldA.Top = 0;
textFieldA.Width = 900;
textFieldA.Height = 300;
ss.Fields.Add(textFieldA);

The snapshot of the resulting output is given below:
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FlexReport オブジェクトの分割の管理

Since creating reports is all about representing data, it is important to determine the sub-
section behavior when its too large to fit within the vertical space available on the current page.

FlexReports では、セクションやサブセクションをページ間で分割するかどうかを設定できま
す。それには、SplitBehavior プロパティを SplitIfNeeded または KeepTogether に設定しま
す。

The KeepTogether option lets the object to be split only if it is too large to fit on an empty page.
If that's the case, then the object is split immediately. Otherwise, a new page is started and the
object is placed on it without splitting. While, the SplitIfNeeded option lets the object to be split
if it does not fit onto the current page.

FlexReport for WinForms  

82 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



同様に、フィールドや境界線の分割を SplitHorzBehavior プロパティと SplitVertBehavior プ
ロパティで制御します。 The SplitHorzBehavior property determines how the borders are
drawn for an object if it is too wide and split between pages. On the other hand, the
SplitVertBehavior property determines how the borders are drawn for an object if it is too high
and split between pages.

次のコードは、セクションとサブセクションの SplitBehavior を設定します。

C#

// 必要に応じてセクションを分割できるようにします
c1FlexReport1.Sections.Header.SplitBehavior = SplitBehavior.SplitIfNeeded;
// 必要に応じてサブセクションを分割できるようにします
c1FlexReport1.Sections.Header.SubSections[0].SplitBehavior = 
SplitBehavior.SplitIfNeeded;
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フィールドとカスタムフィールド

Fields within a report represent data mapping between a data source and the template of the
report. FlexReport allows you to add an in-built field as well as a custom field. To add fields in
FlexReport, you simply need to use the Fields group of Insert tab in FlexReportDesigner, and
click the desired field and drop it into the report.

You can also create your own custom fields and add them to the Report Designer. Custom fields
in FlexReport can be generated using the C1.Win.FlexReport.CustomFields assembly. This can be
done only by registering the assembly in C1FlexReportDesigner.4.exe.settings.

In the sub-topics, we explain various types of in-built and custom fields, their properties, and
how to add them to your reports. Note that the database used for adding fields is
C1NWind.mdb.

Note: The custom fields can only be generated by registering the assembly in
FlexReportDesigner (.NET4.0) and C1FlexReportDesigner.4.exe.settings. It would require the
use of the 4.0 versions of the respective controls and scaling the application to 4.0 .NET
framework.

FlexChart フィールド

FlexReportDesigner には、フィールドタイプとして FlexChart フィールド（ベータ）が用意さ
れています。FlexChart フィールドは、柔軟なデータ連結、複数のチャートタイプ、グループ
化、データ集計をサポートし、FlexReport に簡単にデータ視覚化機能を追加できるようにしま
す。
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FlexChart の詳細については、FlexChart のドキュメントを参照してください。

FlexChartフィールドとデータの連結
レポートに FlexChart フィールドを追加する場合、下の縦棒グラフの例に示すように、表示す
るチャートにデータを設定するには、チャートをデータに連結する必要があります。次の手順
は、FlexReportDesigner アプリケーションで FlexChart フィールドをデータに連結する方法を
示します。

1. C1FlexReportDesigner で新しいレポートを作成します。
2. ［データ］タブで、メインデータソースを C1Nwind.mdb データベースの Products テー
ブルと連結します。

3. ［挿入］タブで、FlexChart フィールドを選択し、それをヘッダーセクションに挿入しま
す。

4. FlexChart を選択します。
5. プロパティウィンドウで、ChartType ドロップダウンから目的のチャートタイプ（ここで
は縦棒グラフ）を設定します。

6. ［Series］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。
7. 系列コレクションエディタで、［追加］ボタンをクリックして系列を追加します。
8. ［Data］に移動し、DataSourceName を Main に設定します。
9. Label を ProductID に設定します。

10. XExpression を ProductID に設定します。
11. YExpression を UnitPrice に設定します。
12. エディタを閉じます。
13. ［プレビュー］をクリックします。
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FlexChartFieldとFlexChartの違い
FlexChartField は、FlexChart からほとんどのプロパティを継承します。ただし、FlexChart フ
ィールドはレポートを作成する場合に使用されるため、いくつかのプロパティとその特性が
FlexChart とは異なります。FlexChart フィールドと FlexChart は連結のプロパティが異なり、コ
ントロールをデータに連結する際に、この 2 つのコントロールに大きな違いが現れます。次の
表に、FlexChartField（FlexReport）と FlexChart（WinForms）のハイレベルなオブジェクトモ
デルの違いを示します。

FlexChartField (FlexReport) FlexChart

- AccessibleDescription

- AccessibleName

- AccessibleRole

- AllowDrop

Anchor Anchor

AutoHeight -
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AutoWidth AutoWidth

AxisX AxisX

AxisY AxisY

Background BackColor

- BackgroundImage

- BackgroundImageLayout

- Binding

- BindingMode

- BindingX

Bookmark -

Border -

BodersPlitHorzMode -

BordersSplitVertMode -

- CausesValidation

CategoryGroups -

ChartType ChartType

- ContextMenuStrip

- Cursor

DataLabel DataLabel

- DataMember
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- DataSource

- Dock

DataSourceName -

- Enabled

Font Font

Footer Footer

- ForeColor

ForcePageBreak -

- GenerateMember

Header Header

Height -

Hyperlink -

- ImeMode

Left -

Legend Legend

- LegendToggle

- Location

- Locked

- Margin

MarginBottom -
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MarginLeft -

MarginRight -

MarginTop -

- MaximumSize

- MinimumSize

- Modifiers

Options Options

OutlineLabel -

OutlineParent -

- Padding

Palette Palette

PlotMargin PlotMargin

PlotStyle PlotStyle

- RenderMode

RightToLeft RightToLeft

Rotated Rotated

- SelectedIndex

- SelectedMode

- SelectionStyle

Series Series
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SeriesGroups -

- Size

- SmoothingMode

SplitHorzBehavior -

SplitVertBehavior -

Stacking Stacking

Tag -

- Text

- ToolTip

Top -

Visible -

Width -

XLabelExpression -

- UseWaitCursor

- Visible

Zorder -

次の表に、系列オブジェクトの比較を示します。

FlexChartField FlexChart

AltStyle AltStyle

Binding
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BindingMode

BindingX

ChartType ChartType

DataMember

DataSource

DataSourceName

Hyperlink

Label

Name

Style Style

SymbolMarker SymbolMarker

SymbolSize SymbolSize

SymbolStyle SymbolStyle

Visibility Visibility

XExpression

Y1Expression

Y2Expression

Y3Expression

YExpression

FlexChartField コアクラス
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次の表に、FlexChart フィールドのオブジェクトとその主なプロパティを一覧します。

FlexChartField

Properties: DataSourceName, DataLabel.Content

CategoryGroups

Properties: GroupExpression, SortExpression, Sort, FilterExpression, FilterOutName

FlexChart Series

Properties: DataSourceName, XExpression, YExpression, Label

SeriesGroups

Properties: GroupExpression, SortExpression,Sort, FilterExpression, FilterOutName

サポートされているチャートタイプ
FlexReport の FlexChartField では、C1.Chart.ChartType プロパティを使用してチャートタイプ
を設定できます。面、スプライン面、横棒、バブル、縦棒、散布図、折れ線、折れ線シンボ
ル、スプライン、スプラインシンボル、ローソク足、HiLoOpenClose、ファンネルの 13 種類
のチャートタイプを使用してデータを視覚化することができます。チャートタイプは、
FlexReportDesigner のプロパティウィンドウで ChartType プロパティを使用して簡単に選択
できます。

面グラフ：面グラフは Y 軸のデータポイント間を接続し、系列と X 軸の間の領域を埋めること
で、データ系列を描画します。系列は、それぞれ前の系列の上に表示されます。
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スプライン面グラフ︓スプライン面グラフは面グラフに似ています。唯一の違いは、直線では
なくスプラインでデータポイント間を接続し、スプラインで囲まれた領域を塗りつぶすことで
す。

横棒グラフ：横棒グラフは、さまざまなカテゴリの値を比較したり、データ系列内の経時的な
変動を表示します。これは、データ系列を同じ色と幅の棒形式の集合として表し、各棒の長さ
は値によって決定されます。このチャートは、X 軸にプロットされるデータ系列を横棒として
表示し、カテゴリまたは項目を Y 軸に配置します。
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Column Chart: Column charts are simply vertical version of bar charts and they use X- axis as a
category axis. Though bar charts and column charts can be used interchangeably, column charts
are preferred where number of values is too large to be accommodated on an X-axis while bar
charts are preferred in the case of long category titles which are difficult to fit on an X-axis or in
the case of large number of categories.

バブルチャート︓バブルチャートは、2 つの独立した値を組み合わせて、ポイントの y 値とサ
イズを示します。バブルチャートは、各ポイントの付加的なデータ値をポイントのサイズを変
えて表すために使用されます。Y 配列要素は、デカルト座標位置を決定し（XY プロットグラフ
と同様）、Y1 要素値は、各ポイントのバブルのサイズを決定します。ポイントのサイズは、面
積または直径に基づいてエンコードできます。
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散布図：散布図は、2 つの値を使用して各データポイントを表します。これは、複数のデータ
系列の項目間の関係を表します。このタイプのチャートは、予測データや結果データに含まれ
る集中度のばらつきを強調するために、科学的データを表現するためによく使用されます。

折れ線グラフ：折れ線グラフは、系列内の異なるデータポイントを直線で接続することで、一
定期間の傾向を表示します。これは、さまざまなデータグループ間の値の変化を最も効率よく
示す方法です。
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折れ線シンボルグラフ：折れ線シンボルグラフは、折れ線グラフと散布図グラフを組み合わせ
たグラフです。シンボルを使用してデータポイントをプロットし、データポイント間を線で接
続します。

スプライングラフ︓スプライングラフは折れ線グラフと似ていますが、直線ではなくスプライ
ンを使用してデータポイント間を接続する点が異なります。特に、曲線フィッティングを使用
してデータを表現する際に使用されます。
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スプラインシンボル︓スプラインシンボルグラフは、スプライングラフと散布図を組み合わせ
たグラフです。シンボルを使用してデータポイントをプロットし、データポイント間をスプラ
インで接続します。

ファンネルグラフ︓ファンネルグラフは、1 次元プロセスの連続的な段階を表現します。この
チャートは、どの段階にどの程度の割合で値が減少しているかが顕著にわかる場所として、プ
ロセス内に潜在的な問題がある領域を特定します。
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株価チャート：株価チャートは、指定された株の始値、終値、高値、および安値を表示するた
めに財務アプリケーションで使用されます。株価チャートには次のようなタイプがあります。

ローソク足チャート︓ローソク足チャートは、特殊な HiLoOpenClose チャートで、横棒
グラフと折れ線グラフを合わせたような形式で経時的な値の範囲を表します。ローソク
と呼ばれるビジュアル要素で構成され、ローソクは胴体、上ヒゲ、下ヒゲの 3 つの要素
から成ります。胴体は始値と終値を表現し、上ヒゲと下ヒゲはそれぞれ高値と安値を表
現します。

HiLoOpenClose： HiLoOpenClose チャートは、4 つの独立した値を組み合わせて、系列
内のポイントの高値、安値、始値、および終値を示します。株の高値および安値を表示
するほか、Y2 および Y3 配列要素がそれぞれ株の始値および終値を表します。
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Histogram Charts: Histograms are visual representation of data distribution over a continuous
interval or certain time period. These charts comprise of vertical bars to indicate the frequency
in each interval or bin created by dividing the raw data values into a series of consecutive and
non-overlapping intervals.

RangedHistogram Charts: Ranged histogram is a modern Excel-like histogram chart that helps
visualize frequency distribution on Y-axis, against ranged X-axis. Like histogram chart type, bins
are created by dividing the raw data values into a series of consecutive, non-overlapping
intervals.
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Step Charts: Step charts use vertical and horizontal lines to connect the data points to form a
step-like progression. These charts are generally used to demonstrate the sudden change in
data that might occur on irregular intervals and remains constant till the next change.

StepArea Charts: Step area charts are area charts in which points are connected by vertical and
horizontal line segments, that resemble staircase steps. The area between X-axis and line
segment is filled with color or some pattern.

Step Symbol Chart: Step symbol chart is a slight variation of step chart and is displayed with
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markers on the data points. These charts are used when it is required to know the exact data
points which have been used to plot the chart.

グループ化と集計
FlexReport では FlexChartField を使用して、FlexReport 内に FlexChart をレンダリングし、そ
の中でグループ化と集計を実行できます。データのグループ化と集計を行うレポートを作成し
てみます。

次の図は、データのグループ化と集計が行われる FlexChart フィールドを含む FlexReport を示
します。
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FlexChart 内でデータのグループ化と集計を行うレポートを作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションで、Report ウィザードを使用して新しいレポ
ートを作成します。

2. 次の SQL 文を指定して、レポートをメインデータソースに連結します。
SELECT Categories.*, Categories.CategoryID as CategoryID, Products.*
FROM Categories INNER JOIN Products ON Categories.CategoryID =
Products.CategoryID

3. Header セクションに SubSection を追加し、それに FlexChart フィールドを追加しま
す。

4. プロパティウィンドウで AxisX を展開し、LabelAngle プロパティの値を -10 に設定しま
す。

5. ［AxisX］→［Style］に移動し、Font プロパティを Arial, 9pt, Regular に、StrokeColor
を Olive に、StrokeWidth を 30 に設定します。

6. ［AxisY］に移動し、Font プロパティを Arial, 9pt, Regular に、StrokeColor を Olive
に、StrokeWidth を 15 に設定します。
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7. Border Color を Black に、Style を Solid に、Width を 10 に設定します。
8. ［CategoryGroups］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。

DataGroup コレクションエディタが開きます。
9. DataGroup コレクションエディタで、［追加］ボタンをクリックしてデータグループを
追加し、その GroupExpression を CategoryID に設定します。

10. エディタを閉じます。
11. ［フッター］→［コンテンツ］に移動し、それを［カテゴリ/系列別グループ］に設定し
ます。

12. ［ヘッダー］→［コンテンツ］に移動し、それを［カテゴリ別製品数］に設定します。
13. ［凡例］→［タイトル］に移動し、それを［追加注文レベル］に設定します。
14. ［Series］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。
15. 系列コレクションエディタで、［追加］ボタンをクリックして系列を追加します。
16. ［Data］→［YExpression］に移動し、その値を Count(*) に設定します。

Count(*) によって FlexChartField に集計データを設定しています。
17. エディタを閉じます。
18. ［SeriesGroups］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。
19. データグループコレクションエディタで、［追加］ボタンをクリックして系列を追加
し、その GroupExpression を RecordLevel に設定します。

20. エディタを閉じます。
21. ［XLabelExpression］に移動し、それを CategoryName に設定します。
22. ［プレビュー］ボタンをクリックしてプレビューモードに切り替え、レポートを表示す
るプレビューモードを開始します。

テキストフィールド

テキストフィールドは、データを表示するために最もよく使用されるレポートフィールドです。以下を挿入するため
に使用されます。

データ連結テキストフィールド
非連結（静的）テキストラベル

FlexReportDesigner アプリケーションを使用してデータ連結テキストフィールドを追加するには

1. C1FlexReportDesigner で新しいレポートを作成します。  
2. そのレポートを Products テーブルに連結します。  
3. 製品のテキストフィールド CategoryName が表示されるグループヘッダーを作成しま
す。

4. ［挿入］タブに移動し、［テキスト］フィールドアイコンをクリックします。（データ
ソースに連結された）すべてのデータフィールドがリストされます。
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5. レポートのグループヘッダーセクションに CategoryName データフィールドを追加しま
す。
   

6. レポートをプレビュー表示します。

FlexReport for WinForms  

104 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



FlexReportDesigner を使用して非連結（静的）テキストラベルを追加するには

1. ［挿入］タブに移動し、［テキスト］フィールドアイコンをクリックします。
2. レポートの設計領域で十字線をドラッグして、セクション内にフィールドを表示する範
囲を描画します。

3. フィールドをクリックし、ラベルとして表示するテキストを入力します。

RTF フィールド

リッチテキストフォーマット（RTF）フィールドは、書式設定されたテキストを表示するため
に使用されます。このボタンをクリックするとメニューが表示されます。そこから、同じレポ
ート定義ファイルに含まれる他のフィールドを選択して RTF 形式で表示できます。これらはデ
ータ連結された RTF フィールドです。

RTF フィールドは、特に差し込み印刷レポートの作成で使用されます。

FlexReportDesigner アプリケーションで RTF フィールドを使用した差し込み印刷を作成するに
は

1. 新しいレポート C1FlexReportDesigner を作成します。
2. 以下の SQL 文を指定して、Customers および Orders テーブルにレポートを連結します。

SELECT
    Customers.CustomerID, Customers.CompanyName,
    Customers.ContactName, Customers.Address,
    
Customers.City, Customers.Region, Customers.Country, Customers.PostalCode, 
Orders.OrderID, Orders.OrderDate, [Order Subtotals].Subtotal
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FROM Customers INNER JOIN ([Order Subtotals] INNER JOIN Orders ON [Order 
Subtotals].OrderID = 
Orders.OrderID) ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
    WHERE CompanyName = "Ernst Handel"

3. ［挿入］タブから RTF フィールドを追加します。
4. プロパティペインから、背景色を淡色に設定します。
5. Text プロパティを次の式に設定します。

"Dear " + ContactName + "," + vbcrlf + vbcrlf + _
        "Your order for past year totals to " + Format(Subtotal, "Currency") + 
vbcrlf + vbcrlf + _
        "Because you have been such a terrific customer, " + _
        "we decided to credit your account with $0.10. The amount will be 
credited in next 10 days. 
                Your Address for future correspondance is "+"Address" +
        vbcrlf + vbcrlf + _
        "Congratulations!"

6. 次のようにフィールドを配置します。

7. レポートをプレビュー表示します。

パラグラフフィールド
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1 つのフィールド内で複数の書式設定テキスト、データベースフィールド、スクリプト、パラ
メータ、計算フィールドを使用するには、パラグラフフィールドの使用が最適です。編集モー
ドのパラグラフフィールドでは、次の操作を行うことができます。

静的テキストを入力します。
［Ctrl］+［Enter］キーを押して新しい行を挿入します。
テキストの任意の部分にフォント/前景色/背景色を設定します。
1 つのフィールド内にテキストと一緒に式（DB フィールド値と同様に）を挿入します。
任意のフィールドで［Alt］+［Enter］キーを押してプロパティを開きます。
任意の式を右クリックし、［式の編集］を選択して式エディタを開きます。

FlexReportDesigner アプリケーションでパラグラフフィールドを追加するには
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1. C1FlexReportDesigner で新しい FlexReport を作成します。
2. それを Products テーブルと連結します。
3. ［挿入］タブからレポートにパラグラフフィールドを追加します。
4. パラグラフフィールドをダブルクリックして編集モードに入ります。
5. 「Product:」と入力します。

データベースフィールドを挿入するには

1. 編集モードで、パラグラフフィールドを右クリックし、［式の挿入］を選択します。
2. 式エディタで、［データベースフィールド］ドロップダウンから［ProductID］を選択し
ます。

3. ［完了］をクリックします。
4. Product:{ProductID} を選択し、リポンを使用して［前景色］を緑に設定します。

編集モードで新しい行を変更するには

1. 編集モードで、［Ctrl］+［Enter］キーを押します。
2. 次の行で、静的テキスト「Unit Price is」を入力し、上記の手順を使用して UnitPrice デー
タベースフィールドを挿入します。

3. {UnitPrice} を太字に設定します。

スクリプトを挿入するには

1. テキスト「UnitPrice is {UnitPrice}」の後に、「We have」と入力します。
2. 右クリックし、［式の挿入］を選択します。
3. 次のスクリプトを追加します︓Iif(UnitsInStock > 0, UnitsInStock, "No")
4. ［完了］をクリックします。
5. このスクリプト式の後に、静的テキスト「units in stock」を入力します。
6. 編集モードでこのスクリプトを選択し、太字に設定します。
7. ［Ctrl］+［Enter］キーを押します。
8. 新しい行で右クリックし、［式の挿入］を選択します。
9. 次のスクリプトを入力します︓Iif(Discontinued, "This product is no longer
available", "") /

10. ［完了］をクリックします。
11. 上記のスクリプトを選択し、［強調表示色］を「Orange, Accent 6 Lighter 60%」に、
［前景色］を赤に設定します。

12. レポートをプレビュー表示します。
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チェックボックスフィールド

チェックボックスフィールドは、「はい/いいえ」をビジュアルに表現するために使用されま
す。チェックボックスフィールドは、デフォルトでは右側にテキストが付いた白抜きボックス
として表示されます。このフィールドはブール値を受け取ります。true に評価されると、チェ
ックボックスにチェックマークが表示されます。

FlexReportDesigner アプリケーションでデータ連結チェックボックスを追加するには

1. C1FlexReportDesigner で新しい FlexReport を作成します。
2. それを Products テーブルと連結します。［Product Name］、［Quantity Per Unit］、

[Stock]、［Discontinued］の各フィールドを選択します。
3. ［挿入］タブから、［チェックボックス］フィールドをクリックし、［Discontinued］デ
ータフィールドを選択します。

4. そのデータフィールドをレポートの詳細セクション（グループヘッダーの Discontinued
ラベルの下）にドロップします。

5. プロパティペインから、CheckAlign を CenterMiddle に設定します。
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6. レポートをプレビュー表示します。

バーコードフィールド

FlexReport のバーコード機能を使用すると、さまざまな業界標準のバーコードをレポート内の
バーコードフィールドに統合できます。バーコードフィールドはすばやく簡単に生成できま
す。バーコードフィールドをレポートにドロップし、バーコードシンボルを選択し、テキスト
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を指定すれば完了です。

FlexReport のバーコード機能は、バーコードに関連付けられたプロパティによって拡張されて
います。読み取りエラーをなくすために、チェックサムを自動的に追加しながら値をエンコー
ドしています。

バーコードには、C1.Win.Barcode アセンブリが使用されます。

サブレポートフィールド

サブレポートフィールドは、レポートにサブレポートを挿入するために使用されます。サブレ
ポートは、別のレポート（メインレポート）のフィールド内に配置された通常のレポートで
す。サブレポートは、通常、メインレポート内の現在の値に基づく詳細情報をマスター/詳細
関係として表示する目的で設計されます。

次の例では、メインレポートにはカテゴリが表示され、詳細セクション内のサブレポートには
現在のカテゴリに対する製品の詳細が表示されます。
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Categories テーブルと Products テーブルに基づくマスター/詳細レポートを作成するには、カ
テゴリレポート（マスタービュー）と製品レポート（詳細ビュー）を作成する必要がありま
す。

手順 1：マスターレポートの作成
1. FlexReport ウィザードを使用して、基本レポート定義を作成します。

1. Northwind データベース（ComponentOne Samples\Common フォルダの
C1NWind.mdb）から Categories テーブルを選択します。

2. レポートに CategoryName および Description フィールドを挿入します。
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2. C1FlexReportDesigner アプリケーションで、［設計］ボタンをクリックして、レポート
の編集を開始します。

3. ページヘッダーおよびヘッダーセクションの Visible プロパティを False に設定します。
4. 詳細セクションで、DescriptionCtl を選択し、それを CategoryNameCtl の真下に移動
します。

5. プロパティペインを使用して、外観の設定（Background）を変更します。
6. ［プレビュー］ボタンを選択すると、カテゴリレポートは次の図のように表示されま
す。

手順 2：詳細レポートの作成
1. C1FlexReportDesigner アプリケーションで［新しいレポート］ボタンをクリックし、

FlexReport ウィザードを使用して基本レポート定義を作成します。
1. C1NWind データベースから Products テーブルを選択します。
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2. レポートに、ProductName、QuantityPerUnit、UnitPrice、UnitsInStock、およ
び UnitsOnOrder フィールドを挿入します。

2. Report Designer で、［設計］ボタンをクリックして、レポートの編集を開始します。
1. ページヘッダーおよびヘッダーセクションの Visible プロパティを False に設定し
ます。

2. 詳細セクションで、ヘッダーのラベルに合わせてコントロールを配列します。プロ
パティペインを使用して、外観の設定を変更します。

手順 3：サブレポートフィールドの作成
現在、C1FlexReportDesigner アプリケーションには、Categories Report と Products
Report の 2 つのレポートがあります。次の手順では、サブレポートを作成します。

1. Designer の［レポート］リストから、［Categories Report］（マスターレポート）を選
択します。

2. 設計モードで、［挿入］タブの［フィールド］グループから［サブレポート］アイコン
をクリックし、ドロップダウンメニューから［Products Report］を選択します。

3. レポートの詳細セクションで、マウスポインタをクリックおよびドラッグして、サブレ
ポートのフィールドを作成します。

手順 4：サブレポートとマスターレポートのリンク
マスター/詳細関係は、サブレポートフィールドの SubreportFilter プロパティで制御します。
このプロパティには、フィルタ条件として評価されてサブレポートのデータソースに適用でき
る式を設定する必要があります。

Report Designer では、この式を自動的に作成できます。次の手順を実行します。

1. サブレポートフィールドを右クリックし、メニューから［サブレポートのリンク］を選
択します。
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［サブレポートのリンク］ダイアログボックスが表示されます。ここで、リンク先のフ
ィールドを選択できます。

    

設計領域のサブレポートフィールドは次のように表示されます。

2. フィールドを選択して［OK］をクリックすると、Report Designer はリンク式を作成し、
その式をサブレポートフィールドの SubreportFilter プロパティに割り当てます。この例
では、式は次のようになります。
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"[CategoryID] = '" & [CategoryID] & "'"

レガシーチャートフィールド

FlexReport のレガシーチャートフィールドは、FlexReportDesigner に組み込まれています。
C1.Win.C1Chart および C1.Win.C1Chart3D アセンブリを使用して、それぞれ 2D および 3D
チャートタイプから成るチャートフィールドがレンダリングされます。2DChart および
3DChart の詳細については、それぞれ 2DChart のドキュメントおよび 3DChart のドキュメント
を参照してください。

マップカスタムフィールド

FlexReport は、高い拡張性を持つカスタムフィールドアーキテクチャを使用してマップフィ
ールドをサポートします。以下のトピックでは、FlexReportDesigner アプリケーションを使
用してレポート内のマップフィールドをカスタマイズする方法を説明します。

マップカスタムフィールドは、 2 つのアセンブリ、C1.WPF と C1.WPF.Maps を使用します。開
始する前に、これらのアセンブリが使用でき、プロジェクトから参照できるようにしてくださ
い。

FlexReportDesigner アプリケーションでマップカスタムフィールドの使用を開始するには、
次の手順を実行します。

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションを実行します。
2. C1FlexReportDesigner ツールバーにマップアイコンがあることを確認します。アイコン
がない場合は、C1FlexReportDesigner.4.5.2.exe.settings ファイルの <customfields> セ
クションに次の行を追加する必要があります。
<item
value="C1.Win.FlexReport.CustomFields.4.5.2;C1.Win.FlexReport.CustomField
/>

3. 新しいレポートを作成するか、既存のレポートを開きます。例については、「手順 1/4：
レポート定義の作成」を参照してください。

4. マップアイコンをクリックし、レポートまでドラッグしてマップフィールドを追加しま
す。

これで終わりです。マップフィールドには主に次の要素があります。

タイルレイヤおよびデータレイヤ
凡例
スタイル
式
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自動ズーム/中央揃えおよびデータ追跡

C1FlexReport 定義にマップフィールドが含まれ、レポートが非同期に生成されると、マッ
プフィールドを C1FlexViewer コントロールに表示することができません。この回避策とし
て、C1FlexViewer.UseAsyncRendering プロパティを False に設定してください。

SuperLabel カスタムフィールド

SuperLabel フィールドは、レポートに HTML テキストを挿入するために使用されます。

マップカスタムフィールドの追加で作成したレポートに SuperLabel フィールドを追加してみ
ます。

1. レポートを開きます。
2. ページヘッダーの Visible プロパティを True に設定します。
3. SuperLabel フィールドをレポートのページヘッダーセクションにドロップします。
4. プロパティペインで、Text プロパティを次のテキストに設定します。

SuperLabel.Text

<html><body><font color="Red">Customers and Suppliers by City</font></body>
</html>

5. デザイナには、SuperLabel フィールドが次のように表示されます。
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6. レポートをプレビュー表示します。
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フィールドの変更

VBScript は、計算フィールドで式を評価する場合にのみ使用できるわけではありません。レポ
ートのレンダリング時に実行されるスクリプトを指定することもできます。このようなスクリ
プトを使用して、レポートの書式設定を変更できます。これらのスクリプトは、イベントプロ
パティに置かれます。イベントプロパティは Visual Basic のイベントハンドラに似ています
が、レポートを表示するアプリケーションのスコープではなく、レポートのスコープ内でスク
リプトが実行される点が異なります。

たとえば、イベントプロパティを使用すると、フィールドの Font プロパティや ForeColor プ
ロパティをフィールドの値に基づいて設定できます。この動作は、レポート自体に組み込ま
れ、レンダリングに使用されるアプリケーションに関係なく保持されます。

もちろん、従来のイベントも使用できます。従来のイベントは、レポートではなくアプリケー
ションに影響を及ぼす動作を実装するために使用します。たとえば、StartPage イベントのハ
ンドラを記述して、レンダリングされているレポートに関係なく、アプリケーションでページ
数を更新できます。

次の表に、使用できるイベントプロパティと、その一般的な使用方法を示します。

オブジェク
ト

プロパティ 説明

C1FlexReport OnOpen レポートがレンダリングを開始すると実行されます。
ConnectionString プロパティや RecordSource プロパテ
ィを変更したり、VBScript の変数を初期化するために
使用できます。

OnClose レポートがレンダリングを終了すると実行されます。
クリーンアップ作業を実行するために使用できます。

OnNoData レポートのレンダリングが開始されたが、ソースレコ
ードセットが空の場合に実行されます。Cancel プロパ
ティを True に設定して、レポートの生成を中止できま
す。ダイアログボックスを表示して、レポートが表示
されない理由をユーザーに知らせることもできます。

OnPage 新しいページが開始されると実行されます。さまざま
なフィールドのセクションの Visible プロパティを状況
に応じて設定するために使用できます。コントロール
は、新しいページが開始されるたびに自動的に 1 ずつ
増える Page 変数を保持しています。
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オブジェク
ト

プロパティ 説明

OnError エラーが発生すると実行されます。

Section OnFormat セクション内のフィールドが評価される前に実行され
ます。この時点で、ソースレコードセット内のフィー
ルドには、これからレンダリングされる値が反映され
ていますが、レポートフィールドには反映されていま
せん。

OnPrint セクション内のフィールドが印刷される前に実行され
ます。この時点で、フィールドの評価は終了してお
り、条件付き書式設定を実行できます。

以下のトピックでは、これらのプロパティの一般的な使用例を示します。

値に応じたフィールドの書式設定
値に応じたフィールドの書式設定は、おそらく最も一般的なSection.OnPrintプロパティの使
用方法です。製品別に注文数をグループ化してリストするレポートを例にします。別のフィー
ルドを使用して在庫数を表示する代わりに、追加注文レベルに満たない製品の名前を赤色の太
字で強調表示することにします。

追加注文レベルに満たない製品の名前を赤色の太字で強調表示するには、次のようなイベント
スクリプトを使用します。

Visual Basic

Dim script As String = _
  "If UnitsInStock < ReorderLevel Then" & vbCrLf & _
  "ProductNameCtl.ForeColor = RGB(255,0,0)" & vbCrLf & _
  "ProductNameCtl.Font.Bold = True" & vbCrLf & _
  "Else" & vbCrLf & _
  "ProductNameCtl.ForeColor = RGB(0,0,0)" & vbCrLf & _
  "ProductNameCtl.Font.Bold = False" & vbCrLf & _
  "End If"
C1Flexreport.Sections.Detail.OnPrint = script

C#
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 string script =
      "if (UnitsInStock& ReorderLevel) then\r\n" +
      "ProductNameCtl.ForeColor = rgb(255,0,0)\r\n" +
      "ProductNameCtl.Font.Bold = true\r\n" +
      "else\r\n" +
      "ProductNameCtl.ForeColor = rgb(0,0,0)\r\n" +
      "ProductNameCtl.Font.Bold = false\r\n" +
      "end if\r\n";
 c1FlexReport1.Sections.Detail.OnPrint = script;

コードを記述する代わりに、C1FlexReportDesigner アプリケーションを使用して、詳細セク
ションの Section.OnPrint プロパティの VBScript エディタに、次のスクリプトコードを直接入
力できます。次の手順を実行します。

1. Designer のプロパティペインのドロップダウンリストから、［詳細］を選択します。こ
れで、セクションで使用できるプロパティが表示されます。

2. OnPrint プロパティの横にある空のボックスをクリックし、ドロップダウン矢印をクリ
ックして、リストから［式エディタ］を選択します。VBScript エディタウィンドウが表
示されます。

3. VBScript エディタウィンドウで、次のスクリプトを入力します。
       

If UnitsInStock < ReorderLevel Then
  ProductNameCtl.ForeColor = RGB(255,0,0)
  ProductNameCtl.Font.Bold = True
Else
  ProductNameCtl.ForeColor = RGB(0,0,0)
  ProductNameCtl.Font.Bold = False
End If

4. ［OK］をクリックして、エディタを閉じます。

コントロールは、このセクションを出力するたびに、この VBScript コードを実行します。スク
リプトは、"ReorderLevel" データベースフィールドの値を取得し、その値に基づい
て、"ProductName" レポートフィールドの Field.Font.Bold プロパティと Field.ForeColor プ
ロパティを設定します。在庫が追加注文レベルに満たない製品は、製品名が赤色の太字になり
ます。

次のスクリーンショットは、特別な効果が適用されたレポートのセクションです。
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データがないセクションの非表示
詳細セクションの OnFormat プロパティに式を指定することで、データに基づいてレポートフ
ィールドの書式を変更できます。

たとえば、詳細セクションに画像コントロールを含むフィールドがあるが、レコードに画像デ
ータが存在しない場合に、そのレコードを非表示にできます。データ（この例では、レコード
の画像）が存在しない場合に詳細セクションを非表示にするには、詳細セクションの
OnFormat プロパティに次のスクリプトを追加します。

If isnull(PictureFieldName) Then
  Detail.Visible = false
 Else
  Detail.Visible = true
End If

データが存在しないセクション（この例では、レコードの画像）を非表示にするには、次のよ
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うなイベントスクリプトを使用します。

Visual Basic

C1FlexReport1.Sections.Detail.OnFormat = "Detail.Visible = 
notisnull(PictureFieldName)"

C#

c1FlexReport1.Sections.Detail.OnFormat = "Detail.Visible = 
notisnull(PictureFieldName)";

コードを記述する代わりに、C1FlexReportDesigner を使用して、詳細セクションの
OnFormat プロパティの VBScript エディタに、次のスクリプトコードを直接入力できます。
次の手順を実行します。

1. Designer のプロパティペインのドロップダウンリストから、［詳細］を選択します。こ
れで、セクションで使用できるプロパティが表示されます。

2. OnFormat プロパティの横にある空のボックスをクリックし、ドロップダウン矢印をク
リックして、リストから［式エディタ］を選択します。VBScript エディタウィンドウが
表示されます。

3. VBScript エディタで、次の作業を実行します。
Simply type the following script in the window:
If isnull(PictureFieldName) Then
Detail.Visible = false
Else
Detail.Visible = true
End If

Or you could use the more concise version:
Detail.Visible = not isnull(PictureFieldName)

値に基づいたフィールドの表示/非表示
フィールドの書式を変更してフィールドのコンテンツを強調表示する代わりに、別のフィール
ドの Visible プロパティを True または False に設定することで、特別な効果を生成することが
できます。たとえば、製品名を囲む「Shapefld」という名前の新しい図形フィールドを挿入
し、その Visible プロパティを True に設定する場合は、スクリプトを次のように記述します。

If UnitsInStock < ReorderLevel Then Shapefld.Visible = True Else
Shapefld.Visible = False End If
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追加注文レベルに満たない製品にボックスを表示して強調表示するには、次のようなイベント
スクリプトを使用します。

Visual Basic

Dim script As String = _   
  "If UnitsInStock < ReorderLevel Then" & vbCrLf & _
  "  BoxCtl.Visible = True" & vbCrLf & _   
  "Else" & vbCrLf & _   
  "  BoxCtl.Visible = False" & vbCrLf & _   
  "End If"   
C1FlexReport1.Sections.Detail.OnPrint = script

C#

string script =     
  "if (UnitsInStock < ReorderLevel) then\r\n" +    
  "BoxCtl.Visible = true\r\n" +    
  "else\r\n" +     
  "BoxCtl.Visible = false\r\n" +     
  "end if\r\n";   
c1FlexReport1.Sections.Detail.OnPrint = script;

このコードは、VBScript イベントハンドラを含む文字列を作成し、それをセクションの
OnPrint プロパティに割り当てます。

To highlight products that are below the reorder level using FlexReportDesigner:

コードを記述する代わりに、C1FlexReportDesigner アプリケーションを使用して、詳細セク
ションの OnPrint プロパティの VBScript エディタに、次のスクリプトコードを直接入力でき
ます。次の手順を実行します。

1. Designer のプロパティペインのドロップダウンリストから、［詳細］を選択します。こ
れで、セクションで使用できるプロパティが表示されます。

2. OnPrint プロパティの横にある省略符をクリックして、VBScript エディタを開きます。
3. VBScript エディタで、次のスクリプトを入力するだけです。

If UnitsInStock < ReorderLevel Then 
Shapefld.Visible = True
Else
Shapefld.Visible = False   
End If

次のスクリーンショットは、特別な効果が適用されたレポートのセクションです。
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ページカウンタのリセット
C1FlexReport.Page 変数は、コントロールによって作成されて自動的に更新されます。ページ
のヘッダーまたはフッターにページ数を追加する場合に便利です。新しいグループの先頭で、
ページカウンタをリセットするとよい場合があります。たとえば、レコードを国別にグループ
化しているレポートがあるとします。コードを追加するか、デザイナを使用して、ページカウ
ンタをリセットできます。

コードを使用する場合

新しいグループ（新しい国など）の先頭でページカウンタをリセットするには、PageFooter フ
ィールドの Text プロパティを設定します。次のコードを入力します。

Visual Basic

C1FlexReport1.Fields("PageFooter").Text = "[ShipCountry] & "" "" & [Page]"

C#

c1FlexReport1.Fields["PageFooter"].Text = "[ShipCountry] + [Page]";

FlexReportDesigner を使用する場合
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新しいグループ（新しい国など）の先頭でページカウンタをリセットするには、次の手順に従
って、PageFooter フィールドの Text プロパティを設定します。

1. PageFooter のページ番号フィールドをデザイナのプロパティペインのドロップダウンリ
ストから選択するか、設計ペインで選択します。これで、このフィールドのプロパティ
が表示されます。

2. Text プロパティの横にあるボックスをクリックし、ドロップダウン矢印をクリックし
て、リストから［式エディタ］を選択します。VBScript エディタウィンドウが表示され
ます。

3. VBScript エディタで、次のスクリプトを入力します。
="Page " & GroupPage(0) & " of " & GroupPages(0) & " for " & Country

4. ［OK］をクリックして、エディタを閉じます。
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パラメータの操作

Parameters are used to take inputs from users prior to generating the report. The users can
answer the prompt prior to report generation. The output of the report depends on the
response of the user for the parameter value. FlexReport adds new properties for defining
Parameters. The Data tab defines different Parameter fields, such that each parameter has it's
own set of properties.

FlexReport のレポートパラメータを使用して、以下のタスクを実行できます。

データ連結
計算フィールドの式の作成
サブレポートの作成
複数値パラメータの追加によるフィールドへの複数値の受け渡し
レポートへの値の暗黙的な受け渡し
カスケードパラメータを使用した大量データの管理 

レポートへのパラメータの追加

レポートにパラメータを追加する手順は次のとおりです。

1. C1FlexReportDesigner.exe アプリケーションを実行します。
2. 新しいレポートを作成します。レポートをデータソースに連結します。これはメインデ
ータソースです。レポートが設計モードで開かれます。

3. ［データ］タブをクリックします。
4. ［データソース］を右クリックし、［データソースの追加］をクリックして、パラメー
タを指定するためのデータソースを追加します。レポートに追加するパラメータと同じ
数のデータソースを追加します。

    
5. ［パラメータ］を右クリックし、コンテキストメニューから［パラメータの追加］を選
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択します。

6. パラメータを使用して実行するタスクに応じて、［プロパティ］ペインからパラメータ
のプロパティを設定します。

データ連結

レポートパラメータでデータ連結を実行するには、次の手順に従います。 

1. C1FlexReportDesigner.exe アプリケーションを実行します。
2. 新しいレポートを作成します。レポートをデータソースに連結します。これはメインデ
ータソースです。レポートが設計モードで開かれます。

3. ［データ］タブをクリックします。
4. ［データソース］を右クリックし、［データソースの追加］を選択します。［データソ
ース］ダイアログボックスが表示されます。
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5. DataSource1 などのデータソースを選択し、新しいデータソースを作成して、［接
続］、［データプロバイダ］、［接続文字列］などを設定します。

6. ［プロパティ］ペインから Name プロパティを設定することで、DataSource1 の名前を
変更できます。ここでは、Name を dsCategories に変更しました。

7. ［パラメータ］を右クリックし、［パラメータの追加］を選択して、パラメータを追加
します。

8. ［プロパティ］ペインで、AllowedValuesDefinition の横にある省略符ボタンをクリック
します。［AllowedValuesDefinition エディタ］ダイアログボックスが表示されます。

9. 図のように、［データソースから］ラジオボタンを選択し、データソースをパラメータ
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に連結するために［データソース］、［ラベル］、および［値］を選択します。［OK］
をクリックします。

10. ［プロパティ］ペインから、DataType を［AllowedValuesDefinition エディタ］の
［値］のデータタイプと同じ値に設定します。ここでは、Value=CategoryID は整数なの
で、DataType を整数に設定します。

計算フィールド

Parameters can be used to create expressions for calculated fields. To use parameters to
perform various calculations in the report, perform the steps below:

1. C1FlexReportDesigner.exe アプリケーションを実行します。
2. 新しいレポートを作成します。それを Products テーブルに連結します。レポートが設計
モードで開かれます。

3. ［データ］タブをクリックします。
4. ［データソース］を右クリックし、［データソースの追加］を選択します。［データソ
ース］ダイアログボックスが表示されます。

5. 別のデータソースを追加し、それを Products テーブルに連結します。このデータソース
はパラメータ用として追加します。このデータソースの名前を「dsProducts」と指定し
ます。

6. ［パラメータ］を右クリックし、［パラメータの追加］を選択して、パラメータ
Parameter0 を追加します。

7. ［プロパティ］ペインで、AllowedValuesDefinition の横にある省略符ボタンをクリック
します。［AllowedValuesDefinition エディタ］ダイアログボックスが表示されます。

8. ［データソースから］ラジオボタンを選択し、［データソース］として
［dsProducts］、［ラベル］として［ProductName］、および［値］として
［ProductName］を選択します。［OK］をクリックします。

9. もう 1 つのパラメータ Discount を追加します。
10. メインデータソースを編集します。次の SQL 文を記述します。

Select * from Products where ProductName=Parameter0
11. ［挿入］タブで、［フィールド］グループから計算フィールドを追加します。VBScript
エディタが開きます。

12. エディタで次の式を入力します。
UnitPrice*Discount

13. 計算フィールドを詳細セクションにドロップします。また、ページヘッダーセクション
に、「Discounted Price」を表示するためのテキストフィールドを追加します。
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14. レポートをプレビュー表示します。Parameter0 から製品名を選択し、Discount パラメー
タに割引値を入力します。［パラメータの適用］をクリックすると、割引された価格が
計算されます。   
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サブレポート

サブレポートは、メインレポートに存在するデータに関する追加情報を表示する場合に便利で
す。レポートにパラメータを渡すように、サブレポートにパラメータを渡して、サブレポート
内のデータ値間の関係を形成することもできます。

たとえば、メインレポート内に並べてレンダリングされるサブレポートにデータをフェッチす
るとします。このようなシナリオを実現するには、次の手順に従います。

1. C1FlexReportDesigner.exe アプリケーションを実行します。
2. 非連結モードで、メインレポートの新しいレポート定義を作成します。
3. もう 1 つのレポートを作成し、それを C1NWind.mdb にある Photos レポートに連結しま
す。

4. ［挿入］タブからサブレポートフィールドをクリックします。利用できるレポートがす
べて表示されます。

5. 2 つのサブレポートフィールドをドロップして横に並べます。
6. 2 つのパラメータを追加します。これらのパラメータは、2 つのサブレポートに 1 つずつ
渡されます。

7. Name プロパティからパラメータ名を設定します。左側のサブレポートのパラメータを
「prmLeftPlace」に、右側のサブレポートのパラメータを「prmRightPlace」にします。
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8. パラメータのデータソースを追加し、データプロバイダと接続文字列を設定します。パ
ラメータに値を渡すために使用される SQL 文を記述します。たとえば、Photos レポート
から Place を選択するには、次のようになります。
select distinct Place from Photos order by Place
        

9. 2 つのパラメータに対して AllowedValuesDefinition プロパティを設定します。- 
a. AllowedValuesDefinition の横にある省略符ボタンをクリックします。
b. ［AllowedValuesDefinition エディタ］ダイアログボックスで、［データソースか
ら］ラジオボタンを選択します。

c. データソースをパラメータに連結するために、［データソース］、［ラベル］、お
よび［値］を選択します。

10. 各パラメータの Prompt プロパティからプロンプトテキストを設定します。
11. サブレポート Photos を選択し、［データ］タブをクリックします。
12. データソースを編集し、次の SQL 文を記述します。

select distinct Place from Photos order by Place
13. メインレポートを選択し、左側のサブレポートフィールドをクリックします。横の省略
符をクリックすると、［ParameterValues エディタ］が表示されます。次のように名前
と値を設定します。

14. 同様に、右側のサブレポートフィールドに対して、［名前］を「prmPlace」、［値］を
「prmRightPlace.Value」に設定します。デザインビューでは、次の図のようにレポート
が表示されます。

15. レポートをプレビュー表示します。
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2 つのパラメータプロンプト（2 つのサブレポートに 1 つずつ）に値（場所）のリストが表示
されていることがわかります。値を選択し、［パラメータの適用］をクリックします。ここで
は、左側のサブレポートで Chaumont、右側のサブレポートで Cote d'Azur を選択しました。

パラメータのカスケード

カスケードパラメータは、一方のパラメータの値のリストがもう一方のパラメータで選択され
ている値に依存する場合に使用されます。したがって、パラメータは 2 つ存在します。一方の
パラメータのデータ値をリストするために使用されるデータソースが、もう一方のパラメータ
によって変更されます。

たとえば、選択されたカテゴリに属する製品リストから製品を選択する場合は、以下を実行す
る必要があります。

1. 新しいレポートを作成します。そのレポートを C1NWind.mdb 内の Order Details に連結
します。

2. 2 つのデータソース（2 つのパラメータに 1 つずつ）を追加します。
パラメータ prmCategory に値を渡すための dsCategory
パラメータ prmProduct に値を渡すための dsProduct
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3. dsCategories を右クリックし、［編集］を選択してデータソースを編集します。データ
プロバイダと接続文字列を設定し、次の SQL 文を記述します。

select * from categories

4. dsProducts に対して上記の手順を繰り返します。次の SQL 文を記述します。

select * from products where categoryid = prmCategory

5. メインデータソースを右クリックし、［編集］を選択し、メインデータソースに対する
SQL 文を記述します。
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select * from [order details] where productid = prmProduct

6. 2 つのパラメータを追加します。
カテゴリを選択するための prmCategory
prmCategory パラメータで選択されたカテゴリに属する製品を選択するための
prmProduct

7. 次のように、2 つのパラメータに対して AllowedValuesDefinition プロパティを設定し
ます。

prmCategory prmProduct

データソース dsCategory dsProduct

ラベル CategoryName ProductName

値 CategoryID ProductID

8. ［プレビュー］をクリックします。

カテゴリを選択すると、そのカテゴリ内の製品のリストが、もう 1 つのパラメータに表示され
ます。次に、製品を選択し、［パラメータの適用］をクリックします。ここでは、Condiments
カテゴリに含まれる Aniseed Syrup 製品のデータが表示されています。

複数値パラメータ
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複数値パラメータは、1 つのパラメータに対して複数の値を渡すことができるパラメータコレ
クションです。ユーザーは、データのリストから複数のデータを選択できます。

FlexReportDesigner アプリケーションでは、Parameter.MultiValue を True に設定すること
で、パラメータを複数値にすることができます。

 

  

複数値パラメータのあるレポートをプレビューすると、そのパラメータに連結された値のリス
トが表示されます。ここから、レポートにレンダリングする値を選択できます。

 

パラメータの暗黙的な受け渡し
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パラメータを暗黙的に渡すことで、レポートのレンダリング中に、ユーザープロンプト（ユー
ザー操作）なしでパラメータの値を渡すことができます。

パラメータを暗黙的に渡すには、パラメータプロパティを定義し、Parameter.Hidden プロパ
ティを True に設定します。
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VBScript の操作

VBScript 式は、レポートのコンテンツを取得、計算、表示、グループ化、ソート、フィルタ、
パラメータ化、および書式設定するためにレポート定義内で広く使用されます。いくつかの式
は自動的に作成されます。たとえば、ツールボックスからフィールドをレポートのセクション
にドラッグすると、テキストボックスにそのフィールドの値を取得する式が表示されます。た
だし、ほとんどの場合、レポートに機能を追加するには独自に式を作成する必要があります。

VBScript の式と文には次の違いがあります。

Expressions return values, you can assign them to things like Field.Text, for example:式は
値を返します。これを Field.Text プロパティなどに割り当てることができます。
 Field1.Text.Expression = "iif( 1=1, 1+2, 1+3 )"
Statements don't return values. You can assign them to event properties like OnFormat.
For example:文は値を返しません。OnFormat などのイベントプロパティに割り当てるこ
とができます。次に例を示します。
c1FlexReport.OnOpen = "if 1=1 then msgbox("OK!!!") else msgbox("ooops")"

C1FlexReport は VBScript を使用して、計算フィールドの式を評価したり、レポートイベント
を処理します。

VBScript は完全な機能を備えた言語で、C1FlexReport の式を記述する際は、VBScript のすべて
のメソッドと関数にアクセスできます。VBScript 言語の組み込みの機能については、Microsoft
Developer's Network (MSDN) を参照してください。

新しい VBScript エディタでグローバルスクリプトを記述できます。このエディタを使用して、
レポート全体からアクセス可能な VBScript の関数やサブルーチンを定義できます。VBScript エ
ディタに直接アクセスするには、F7 を押します。エディタを閉じて変更を保存するには、ショ
ートカット Ctrl+W を使用します。エディタ内で、スクリプトを切り替えたり、フォントや色
などのオプションを変更することができます。また、構文チェック、定義済み VBScript 関数、
再編成されたスクリプト関数などの高度な機能を使用して、直感的なスクリプティングを簡単
に行うことができます。

［VBScript エディタ］オプションを使用してグローバルスクリプトを記述するには

1. C1FlexReportDesigner の［ホーム］タブに移動します。
2. ［VBScript エディタ］をクリックし、次の例のようなグローバルスクリプトを記述しま
す。

        function Backcolor()
        Detail.Backcolor=rgb(255,0,0)
        end function

次のように、C1FlexReportDesigner の GlobalScripts プロパティを使用してグローバルスク
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リプトを記述することもできます。

1. グローバルスクリプトを記述するレポートを選択します。
2. レポートの GlobalScripts プロパティに移動し、省略符をクリックします。これで、
［VBScript エディタ］ダイアログボックスが開きます。

3. 上のように、VBScript エディタでグローバルスクリプトを記述します。
                                       

これで、レポート全体から使用できるグローバル関数 'Backcolor()' が定義されます。

VBScript エディタには、次の追加機能があります。

IntelliSense：VBScript エディタがサポートするスクリプトの自動コード補完プロンプト
を提供します。VBScript エディタの IntelliSense には、次の機能があります。

IntelliSense ウィンドウには、使用可能な語の状況依存リストと共に、VBScript 関数
およびキーワードに関する詳細なヘルプが小さなツールチップまたはヘルプウィン
ドウに表示されます。詳細ヘルプ内の斜体フォントは、基本的に、現在の項目が属
するカテゴリを示します（VBScript 関数、C1FlexReport 集計スクリプト関数、.NET
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オブジェクトプロパティなど）。
DataSource.Filter の編集時、エディタは「式エディタ - DataSource.Filter」として
開かれ、IntelliSense には、エディタで使用できるキーワードまたは関数と、対応す
るヘルプが表示されます。
IntelliSense エントリに関連付けられているアイコンは、エントリのタイプを示しま
す。アイコンのカラーパレットは、VBScript、レポート組み込み要素、
DataSource.Filter によって異なります。
ユーザーがキー入力し、Intellisense ウィンドウが開くと、入力された文字に基づい
てリストがフィルタ処理されます。たとえば、「t」と入力すると、文字「t」を含
む語だけが表示され、「te」と入力すると、「te」を含む語にさらに絞り込まれま
す。
IntelliSense ウィンドウでバックスペースキーを押すと、最後のフィルタを元に戻し
ます。
角かっこ（[）キーを押すと、使用可能なデータベースフィールドのリストが表示さ
れます。
レポート、フィールド、セクションなどのオブジェクトの名前の後にピリオド（.）
キーを押すと、そのオブジェクトで使用できる .NET プロパティが表示されます。
［Ctrl］+［J］キー、［Ctrl］+［Space］キー、または文字以外のキーの後に文字
キーを押すと、使用可能な VBScript 関数、キーワードなどのリストが状況に応じて
表示されます。

分割ウィンドウ：同じ VBScriptEditor 内で 2 つの同じまたは異なるスクリプトを表示ま
たは記述できます。デフォルトでは、VBScript エディタは単一ウィンドウで開きます。

分割ウィンドウに切り替えるには
分割ウィンドウモードに切り替えるには、分割ウィンドウグリフをクリックして下へド
ラッグすると、上部にもう 1 つエディタが開きます。ウィンドウのサイズは、ウィンド
ウ間の分割線をドラッグして変更できます。

単一ウィンドウに戻るには
ウィンドウの右上隅にある［x］グリフをクリックすると、上側のウィンドウが閉じら
れ、分割モードがオフになり、下側のウィンドウがズームアウトします。リボンボタン
の有効/無効の状態は、現在のウィンドウによって決まります。現在のウィンドウは、薄
緑のキャプションバーで示されます。分割ウィンドウモードには、次の追加機能があり
ます。

［F6］キーを押すと、2 つのウィンドウを切り替えることができます。
分割ウィンドウグリフまたは分割線を上側のウィンドウの上部までドラッグする
と、分割ウィンドウモードの上側のウィンドウを非表示にできます。

VBScript エディタの［グローバルスクリプト］ドロップダウンは、以前にレポートでグロ
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ーバルスクリプトを定義した場合にのみ有効になります。

C1FlexReport は、追加のオブジェクト、変数、および関数を公開することで、VBScript を拡
張します。以下のセクションでは、これらの拡張機能について説明します。

VBScript の要素、オブジェクト、変数
次の表に、VBScript の要素、オブジェクト、および変数を示します。

演算子

次の表に、VBScript の演算子を一覧します。

演算子 説明

And 2 つの式の論理積を実行します。

Or 2 つの式の論理和を実行します。

Not 式の否定を求めます。

Mod 2 つの数値で割り算を実行し、余りだけを返します。

予約シンボル

次の表に、VBScript の予約シンボルとそれらの使用方法を一覧します。

キーワード 説明

True True キーワードは、-1 と等しい値を持ちます。

False False キーワードは、0 と等しい値を持ちます。

Nothing 実オブジェクトからオブジェクト変数の関連付けを解除し
ます。オブジェクト変数に Nothing を割り当てるには、
Set 文を使用します。たとえば、Set MyObject =
Nothing とします。複数のオブジェクト変数が同じ実オブ
ジェクトを参照している場合があります。1 つのオブジェ
クト変数に Nothing を割り当てた場合、その変数は実オブ
ジェクトを参照しなくなります。複数のオブジェクト変数
が同じオブジェクトを参照している場合、それらの変数が
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キーワード 説明

参照するオブジェクトに関連付けられているメモリおよび
システムリソースは、Set を使用することで明示的に、ま
たは最後のオブジェクト変数が Nothing に設定されること
で暗黙的に、すべての変数が Nothing に設定された後での
み解放されます。

Null Null キーワードは、変数に有効なデータが含まれていない
ことを示すために使用されます。

vbCr 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbCrLf 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbLf 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbFormFeed 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbNewLine 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbNullChar 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbTab 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbVerticalTab 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値
の代わりに次の定数を使用できます。

vbBlack 黒色。値 = 0x0

vbRed 赤色。値 = 0xFF

vbGreen 緑色。値 = 0xFF00
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キーワード 説明

vbYellow 黄色。値 = 0xFFFF

vbBlue 青色。値 = 0xFF0000

vbMagenta マゼンタ。値 = 0xFF00FF

vbCyan シアン。値 = 0xFFFF00

vbWhite 白色。値 = 0xFFFFFF

組み込み関数

VBScript の組み込み関数を次の表に一覧します。

Abs Date Iif Minute Sign

Acos DateAdd InputBox Month スペース

Asc DateDiff InStr MonthName Sqr

Asin DatePart InStrRev MsgBox StrComp

Atn DateSerial Int Now String

CBool DateValue IsDate Oct Tan

CByte Day IsEmpty Pi Time

CCur Exp IsNull Replace Timer

CDate Fix IsNumeric RGB TimeSerial

CDbl Format IsObject Right TimeValue

Chr FormatCurrency LCase Rnd Trim

CInt FormatDateTime Left Round TypeName
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CLng FormatNumber Len RTrim UCase

Cos FormatPercent Log Second WeekDay

CSng Hex LTrim Sgn WeekDayName

CStr Hour Mid Sin Year

VBScript 関数の詳細については、MSDN のドキュメントを参照してください。

C1FlexReport は、VBScript の次の主要機能をサポートしています。

集計関数（Sum、Average、StDev、Var、Count など）
レポートフィールド名とデータベースフィールド名
Page/Pages 変数
レポートオブジェクト
文字列関数（Chr、Format など）
データ変換（CBool、CByte など）
算術関数（cos、sin など）
日付/時刻関数（DateAdd、Hour など）
Function および Sub
条件文
組み込み関数（Like および In）

組み込みスクリプト関数 Like と In は、SQL 演算子 LIKE と IN と同様の機能を備え、True また
は False を返します。
Like(str, template)：str を template と比較します。template にはワイルドカード「%」を使用
できます。Like 関数の例を次にいくつか示します。

Like("abc", "%bc") は true を返します。
Like("abc", "%bcd") は false を返します。
Like("abc", "ab%") は true を返します。
Like("abc", "abd%") は false を返します。
Like("abc", "%b%") は true を返します。
Like("abc", "%d%") は false を返します。
Like("abc", "abc") は true を返します。
Like("abc", "abcd") は false を返します。
Like("Abc", "abc") は false を返します。

In(obj, obj1, ... objN)：obj がオブジェクト obj1、...、objN の中にあるかどうかをテストしま
す。In 関数の例を次にいくつか示します。
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In(1, 1, 2, 3) は true を返します。
In(1, 2, 3) は false を返します。
In("a", "a", "b", "c") は True を返します。
In("a", "b", "c") は False を返します。
In("A", "a", "b", "c") は False を返します。

このように、どちらの関数も大文字と小文字が区別されるので、abc と Abc は同じではありま
せん。

C1FlexReport では、次の VBScript 関数がサポートされていません。

Arrays
Select/Case 文

文のキーワード

VBScript 文のキーワードを次の表に一覧します。

If ElseIf To While Dim

Then EndIf Next Wend Redim

Else For Step Const

レポートのフィールド名

Field オブジェクトの名前は、評価されると、オブジェクトの参照を返します。これにより、フ
ィールドのプロパティにアクセスできます。Field オブジェクトのデフォルトプロパティは
Value なので、フィールド名自体はフィールドの現在の値を返します。次に例を示します。

MyField.BackColor = RGB(200,250,100)
MyField.Font.Size = 14
MyField * 2 ' （MyField.Value * 2 と同じ）

メモ︓ レポートフィールドにデータベースフィールドと同じ名前を付けると、そのレポー
トフィールドにアクセスできなくなります。

レポートのセクション名

Section オブジェクトの名前は、評価されると、オブジェクトの参照を返します。これによ
り、セクションのプロパティにアクセスできます。Section オブジェクトのデフォルトのプロ
パティは Name です。次に例を示します。
If Page = 1 Then [Page Footer].Visible = False
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データベースフィールド名

レポートのデータセットソース内のフィールド名は、評価されると、現在のフィールドの値を
返します。フィールド名にスペースまたはピリオドが含まれる場合は、フィールド名を角かっ
こで囲む必要があります。次に例を示します。

OrderID
UnitsInStock
[Customer.FirstName]
[Name With Spaces]

レポート変数

Page

Page 変数は、Page プロパティの値を取得または設定します。このプロパティは、レポートの
レンダリングの開始時にコントロールによって初期化され、ページ区切りごとに 1 ずつ増加し
ます。コードを使用してこの値をリセットできます。次に例を示します。

If Country <> LastCountry Then Page = 1
LastCountry = Country

Pages

Pages 変数は、レポートのレンダリングの終了時に総ページ数に置き換えられるトークンを返
します。読み取り専用のプロパティで、通常は、ページのヘッダーフィールドまたはフッター
フィールドで使用されます。次に例を示します。
"ページ " & Page & " / " & Pages

レポートオブジェクト

レポートオブジェクトは、コントロールオブジェクトへの参照を返します。これにより、スク
リプトや式から C1FlexReport オブジェクトモデル全体にアクセスできます。次に例を示しま
す。

"フィールド︓" & Report.Fields.Count

Cancel

Cancel を True に設定すると、レポートのレンダリング処理をキャンセルできます。次に例を
示します。

If Page > 100 Then Cancel = true

互換性のための関数：Iif および Format
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Visual Basic や Microsoft Access（VBA）で記述されたコードとの互換性を高めるために、
C1FlexReport は、VBScript にはない Iif および Format という 2 つの関数を公開しています。

Iif は、ブール式を評価し、その結果に基づいて 2 つの値のうちの 1 つを返します。次に例を
示します。

Iif(SalesAmount > 1000, "Yes", "No")

Format は、書式設定式に含まれる指定に従って、値を書式設定された文字列に変換します。
この値には、数字、ブール値、日付、または文字列を使用できます。書式は、Visual Basic また
は VBA で使用される書式文字列に似た構文で、文字列として構築されます。

次の表で、書式文字列に使用される構文について説明します。

値の型 書式文字列 説明

Number Percent、% 数値をパーセント値として書式設定します（小数点
以下は 0 または 2 桁）。例：Format(0.33,
"Percent") = "33%"
Format(0.3333333, "Percent") = "33.33%"

#,###.##0 マスクを使用して数値を書式設定します。認識され
る記号は、#（桁のプレースホルダ）、0（常に表示
される桁のプレースホルダ）、,（桁区切り）、()
（負の値を囲む）、%（パーセント値として書式設
定）です。例：Format(1234.1234, "#,###.##")
= "1,234.12"
Format(-1234, "#.00") = "(1234.12)"
Format(.1234, "#.##") = ".12"
Format(.1234, "0.##") = "0.12"
Format(.3, "#.##%") = "30.00%"

Currency Currency、$ 数値を通貨値として書式設定します。必要に応じて
桁区切りを付けて数値を表示します。小数点以下を
2 桁で表示します。例：Format(1234, "$") =
"$1,234.00"

Boolean Yes/No Yes または No を返します。

Date Long Date Format(#12/5/1#, "long date") = "December
5, 2001"
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値の型 書式文字列 説明

Short Date Format(#12/5/1#, "short date") =
"12/5/2001"

Medium Date Format(#12/5/1#, "medium date") = "05-Dec-
01"

q,m,d,w,yyyy 日付の一部（四半期、月、月通算日、年通算週、
年）を返します。例：Format(#12/5/1#, "q") =
"4"

String @@-@@/@@ マスクを使用して文字列を書式設定します。@ 文字
は、1 文字（@ が 1 つだけの場合は、値文字列全
体）のプレースホルダです。その他の文字はリテラ
ルとして扱われます。例：Format("AC55512",
"@@-@@@/@@") = "AC-555/12"
Format("AC55512", "@") = "AC55512"

@;Missing 値が null または空文字列ではない場合は、セミコロ
ン（;）の左側の書式文字列を使用します。null また
は空文字列の場合は、セミコロン（;）の右側の部分
を返します。例：Format("@;Missing", "UK") =
"UK"
Format("@;Missing", "") = "Missing"

VBScript には、独自の組み込み書式設定関数（FormatNumber、FormatCurrency、
FormatPercent、FormatDateTime など）があります。ここで説明した VBA スタイルの
Format 関数の代わりに、これらの関数を使用することもできます。

集計関数
集計関数は、レンダリングされるグループのデータをまとめるために使用されます。レポート
ヘッダーフィールドで使用すされた集計関数は、データセット全体の集計値を返します。グル
ープのヘッダーまたはフッターで使用された集計関数は、そのグループの集計値を返します。

FlexReport の集計関数はすべて、次の 2 つの引数を受け取ります。

グループ全体で集計される VBScript 式を含む文字列。
フィルタ（ドメイン集計）として使用される VBScript 式を含む文字列（オプション）。
フィルタ式は、各値が集計される前に評価されます。フィルタが False を返すと、その値
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はスキップされて、集計結果に含まれません。

FlexReport では、次の集計関数が定義されています。

関数 説明

Avg 現在のグループ内の式の平均値。たとえば、次の式
は、グループ全体の平均売上高と特定の製品の平均売
上高を計算します。Avg(SalesAmount)
Avg(SalesAmount, ProductType = 3)

Sum グループ内のすべての値の合計。

Count グループ内で null 以外の値を持つレコードの数。式
にアスタリスク（*）を使用すると、すべてのレコー
ドを数えることができます。たとえば、次の式は、住
所の値が有効な（null ではない）従業員の数と従業員
の総数をカウントします。
Count(Employees.Address)
Count(*)

CountDistinct グループ内で null 以外の値を持つレコードの数（重
複する値は数えない）。

Min、Max 式の最小値および最大値。例："Max Sale = " &
Max(SaleAmount)

Range 式の最小値と最大値の範囲。

StDev、Var 現在のグループ内の式の標準偏差および分散。SQL
や Microsoft Excel と同様に、標本（n-1）の式を使用
して値が計算されます。

StDevP、VarP 現在のグループ内の式の標準偏差および分散。SQL
や Microsoft Excel と同様に、母集団（n）の式を使用
して値が計算されます。

Median グループ内の値のメジアン（中央値）を返します。

Mode グループ内の値のモード（最頻値）を返します。
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集計関数を使用するには、ヘッダーセクションまたはフッターセクションに計算フィールドを
追加し、フィールドの Text プロパティに式を割り当てます。

たとえば、NWind.xml サンプルファイルの "Employee Sales by Country" レポートには、複数
の集計フィールドが含まれます。このレポートは、レコードを国別および従業員別にグループ
化します。

Employee グループのフッターセクションにある SalespersonTotal フィールドには、次の式が
含まれています。

=Sum([SaleAmount])

このフィールドは Employee グループのフッターにあるため、この式は、従業員別の総売上高
を返します。

CountryTotal フィールドと GrandTotal フィールドにも、まったく同じ式が含まれます。しか
し、これらのフィールドはそれぞれ、Country グループのフッターおよびレポートフッターに
あるため、式は国別の総売上高およびレコードセット全体の売上高を返します。

グループ内から上位レベルの集計値を参照する場合があります。たとえば、"Employee Sales
by Country" レポートには、国別の売上高を総売上高に対する割合（%）で表示するフィールド
があります。Country グループ内で計算されるすべての集計値は、現在の国を参照するため、
この割合を直接計算することはできません。その代わり、PercentOfGrandTotal フィールドで
は次の式を使用します。

=[CountryTotal]/[GrandTotal]

CountryTotal と GrandTotal はそれぞれ、Country フッターセクションとレポートフッターセ
クションにあるフィールドです。したがって、CountryTotal は国別の合計値を、GrandTotal
はレコードセット全体の合計値を保持します。

コントロールがレコードセット全体のデータを調べる必要があるため、集計関数の評価には時
間がかかることをよく理解する必要があります。そのため、集計関数は、できる限り少数の計
算フィールドでのみ使用してください。これで他のフィールドでは、集計式を再度評価するの
ではなく、集計関数を使用するフィールドから集計値を直接読み取ることができます。

たとえば、NorthWind データベースの "Employee Sales by Country" レポートには、各売上高
を国別の総売上高に対する割合（%）で表示する詳細フィールド PercentOfCountryTotal があ
ります。このフィールドには、次の式が含まれています。

=[SaleAmount]/[CountryTotal]

SaleAmount は、レコードセットフィールドへの参照で、各詳細レコードごとに値が変化しま
す。CountryTotal は、集計関数を含むレポートフィールドへの参照です。コントロールは、
この式を評価する際に、レポートフィールドから直接集計値を取得します。集計の再計算は行
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いません。

レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne Samples フォルダにある Nwind.xml
レポート定義ファイルの「Employee Sales by Country」レポートを参照してください。
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データのフィルタ処理

特定の条件に基づいてデータの一部だけを表示する場合は、データのフィルタ処理が重要とな
ります。FlexReport では、DataSource.Filter を使用してデータがフィルタ処理されます。

たとえば、「クイックスタート」で作成したレポートで、1 つの Employee ID に対応する従業
員詳細を表示することにします。Detail セクションで EmployeeID フィールドが追加されてい
る場所に、次のコードを追加して、'EmployeeID = 2' に対応する従業員詳細をフィルタ処理し
ます。

Visual Basic

C1FlexReport1.DataSource.Filter = "EmployeeID = 2"

C#

c1FlexReport1.DataSource.Filter = "EmployeeID = 2"; 

プロジェクトを実行します。EmployeeID = 2 の従業員の名前（First name）、姓（Last
name）、役職（Title）、およびメモ（Notes）が表示されます。
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データのグループ化

グループ化は、整理された方法でデータを表示するために最もよく使用される方法です。基本
レイアウトの設計が完了したら、特定のフィールドなどの基準に基づいてレコードを区切るこ
とで、読みやすいレポートを作成できます。データをグループ化することで、レコードをグル
ープに分け、グループごとに概要やサマリーデータを表示することができます。グループの区
切りは、グループ化式に基づいて行われます。この式は、1 つ以上のレコードセットフィール
ドに基づいて作成されることが普通ですが、必要に応じてさらに複雑な式にすることもできま
す。

FlexReport でグループ化を実行するには、C1FlexReport.Groups を使用します。

たとえば、特定の肩書きや役職に該当する従業員の名前をリストすることにします。この場合
は、Title（肩書き）でリストをグループ化します。以下の手順は、従業員リストを Title でグル
ープ化する方法を示します。この例では、「FlexReport クイックスタート」で作成したサン
プルを使用します。

1. FlexReport クイックスタートプロジェクトの Form に、C1CheckBox を追加します。
2. C1CheckBox Name を「groupC1CheckBox」に、Text を「Group Report by Title」に設定
します。

3. CheckedChanged イベントを c1CheckBox1_CheckedChanged という名前で作成しま
す。

4. 次のコードを追加します。

Visual Basic

Private grp As Group
Private s As Section
Private Sub c1CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs)
    If groupC1CheckBox.Checked Then
        ' 従業員を役職でグループ化し、役職を昇順にソートします         
        grp = C1FlexReport1.Groups.Add("GrpTitle", "Title", 
SortEnum.Ascending)
        ' 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します           
        s = grp.SectionHeader
        s.Height = 1000
        s.Visible = True
        Dim f As New TextField()
        f.Name = "Title"
        f.Text.Expression = "Title"
        f.Left = 0
        f.Top = 0
        f.Width = C1FlexReport1.Layout.Width
        f.Height = 500
        f.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle
        f.Font.Bold = True
        f.Font.Size = 12
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        f.Border = New Border(2, Color.Black, DashStyle.Solid)
        f.BackColor = Color.FromArgb(150, 150, 220)
        f.MarginLeft = 100
        s.Fields.Add(f)
        C1FlexReport1.Render()
    Else
          btnEmployees.PerformClick()
    End If
End Sub

C#

Group grp;
Section s;
private void c1CheckBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (groupC1CheckBox.Checked)
            {
             // 従業員を役職でグループ化し、役職を昇順にソートします         
                grp = c1FlexReport1.Groups.Add("GrpTitle", "Title", 
SortEnum.Ascending);
             // 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します           
                s = grp.SectionHeader;
                s.Height = 1000;
                s.Visible = true;
               
                TextField f = new TextField();
                f.Name = "Title";
                f.Text.Expression = "Title";
                f.Left = 0;
                f.Top = 0;
                f.Width = c1FlexReport1.Layout.Width;
                f.Height = 500;
                f.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle;
                f.Font.Bold = true;
                f.Font.Size = 12;
                f.Border = new Border(2, Color.Black, DashStyle.Solid);
                f.BackColor = Color.FromArgb(150, 150, 220);
                f.MarginLeft = 100;
                s.Fields.Add(f);
                c1FlexReport1.Render();                                
            }
            else
            {
                btnEmployees.PerformClick();
            }
        }

5. プロジェクトを実行します。［Employees］ボタンをクリックして、レポートをレンダリ
ングします。

6. ［Title でレポートをグループ化］チェックボックスをクリックして、レポートにグルー
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プを表示します。役職が昇順にソートされていることを確認します。

小計などの集計の追加

C1FlexReport は、すべての計算フィールドで集計式をサポートします。集計式には、Sum、
Min、Max、Avg、Count、Range、Var などがあります。

すべての集計関数は引数として式を受け取り、レポート内の位置によって特定される範囲内で
その式を評価します。たとえば、グループヘッダーまたはグループフッター内の集計は、その
グループを対象範囲にします。レポートヘッダーまたはレポートフッター内の集計は、レポー
ト全体を対象範囲にします。
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たとえば、次の集計式は、集計の範囲（グループまたはレポート）内で Sales フィールドのす
べての値の合計を返します。Sum(Sales)

次の集計式は、レポート内のすべての値に対して消費税の合計を返します（消費税を 8.5% と
仮定）。Sum(Sales * 0.085)

次の例は、Count 集計を使用して、特定の役職に該当する従業員のレコードの数を計算しま
す。

1. サンプル「データのグループ化」で作成したチェックボックスイベント
（c1CheckBox1_CheckedChanged）に次のコードを追加します。

Visual Basic

Dim f1 As New Field()
f1.Name = "CountRecords"
f1.Text = "Count(GrpTitle)"
f1.Left = 2000
f1.Top = 500
f1.Width = C1FlexReport1.Layout.Width - 2000
f1.Height = 400
f1.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle
f1.MarginLeft = 100
f1.Calculated = True
f1.Visible = True
f1.BackColor = Color.Yellow
f1.Font.Bold = True
f1.Font.Size = 10
s.Fields.Add(f1)
Dim tf As New TextField()
tf.Name = "Text"
tf.Text = "Number Of Records: "
tf.Left = 0
tf.Top = 500
tf.Width = C1FlexReport1.Layout.Width - f1.Width
tf.Height = 400
tf.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle
tf.Font.Bold = True
tf.Font.Size = 10
tf.BackColor = Color.Transparent
tf.BackColor = Color.Yellow
tf.MarginLeft = 100
tf.Visible = True
s.Fields.Add(tf)

C#

Field f1 = new Field();
f1.Name = "CountRecords";
f1.Text = "Count(GrpTitle)";
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f1.Left = 2000;
f1.Top = 500;
f1.Width = c1FlexReport1.Layout.Width - 2000;
f1.Height = 400;
f1.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle;
f1.MarginLeft = 100;
f1.Calculated = true;
f1.Visible = true;
f1.BackColor = Color.Yellow;
f1.Font.Bold = true;
f1.Font.Size = 10;
s.Fields.Add(f1);
TextField tf = new TextField();
tf.Name = "Text";
tf.Text = "Number Of Records: ";
tf.Left = 0;
tf.Top = 500;
tf.Width = c1FlexReport1.Layout.Width - f1.Width;
tf.Height = 400;
tf.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle;
tf.Font.Bold = true;
tf.Font.Size = 10;
tf.BackColor = Color.Transparent;
tf.BackColor = Color.Yellow;
tf.MarginLeft = 100;
tf.Visible = true;
s.Fields.Add(tf);

2. プロジェクトを実行します。［Employees］ボタンをクリックして、レポートをレンダリ
ングします。

3. ［Title でレポートをグループ化］チェックボックスをクリックして、レポートにグルー
プを表示します。各グループのレコード数が計算されることを確認します。
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クロス集計レポートの作成

クロス集計レポートは、データを 2 次元（下方向と横方向）にグループ化します。クロス集計
レポートは、情報を相互参照する形式で大量のデータをまとめる場合に便利です。

次の手順に従って、「FlexReport クイックスタート」で作成したレポートにクロス集計レポ
ートを作成します。

1. FlexReport クイックスタートプロジェクトの Form に、Button を追加します。
2. ボタンの Name を「crossC1Button」に、Text を「View Cross Tab-Report」に設定しま
す。

3. Click イベントを crossC1Button_Click という名前で作成します。
4. 次のコードを記述します。
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Visual Basic

Private grp2 As Group
Private Sub crossC1Button_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    btnEmployees.PerformClick()
    c1FlexReport1.Sections.Detail.Visible = False
    grp2 = c1FlexReport1.Groups.Add("GrpCountry", "Country", 
SortEnum.Ascending)
    ' 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します       
    c1FlexReport1.Sections.PageHeader.Height = 600
    shpfld2.Top = 600
    s = grp2.SectionHeader
    s.Height = 400
    s.AutoHeight = AutoSizeBehavior.GrowAndShrink
    s.Visible = True
    textFld4.Text = "Country"
    textFld4.Width = 1000
    textFld4.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    textFld4.Height = 400
    textFld4.Font.Bold = True
    textFld4.Font.Size = 10
    textFld5.Text = "Total"
    textFld5.Width = 1000
    textFld5.Left = 1000
    textFld5.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    textFld5.Height = 400
    textFld5.Font.Bold = True
    textFld5.Font.Size = 10
    textFld6.Text = "Sales Representative"
    textFld6.Width = 2000
    textFld6.Left = 2000
    textFld6.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    textFld6.Height = 500
    textFld6.Font.Bold = True
    textFld6.Font.Size = 10
    textFld7.Text = "Vice President"
    textFld7.Width = 1500
    textFld7.Left = 4000
    textFld7.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    textFld7.Height = 400
    textFld7.Font.Bold = True
    textFld7.Font.Size = 10
    textFld8.Text = "Sales Manager"
    textFld8.Width = 1500
    textFld8.Left = 5800
    textFld8.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    textFld8.Height = 400
    textFld8.Font.Bold = True
    textFld8.Font.Size = 10
    Dim isc As New TextField()
    isc.Text = "Inside Sales Coordinator"
    isc.Width = 1500
    isc.Left = 7500
    isc.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
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    isc.Height = 400
    isc.Font.Bold = True
    isc.Font.Size = 10
    isc.Visible = True
    c1FlexReport1.Sections.PageHeader.Fields.Add(isc)
    Dim f1 As New Field()
    f1.Name = "Country"
    f1.Text = "Country"
    f1.Left = 80
    f1.Top = 0
    f1.Width = 1000
    f1.Height = 400
    f1.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    f1.MarginLeft = 100
    f1.Calculated = True
    f1.Visible = True
    f1.BackColor = Color.Transparent
    f1.Font.Bold = True
    f1.Font.Size = 10
    s.Fields.Add(f1)
    Dim f7 As New TextField()
    f7.Name = "RunCount"
    f7.Text = "=Count(Title)"
    f7.Left = 1080
    f7.Top = 0
    f7.Width = 1000
    f7.Height = 400
    f7.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    f7.MarginLeft = 100
    f7.Visible = True
    f7.Font.Bold = True
    f7.Font.Size = 10
    s.Fields.Add(f7)
    Dim f8 As New TextField()
    f8.Name = "SRCount"
    f8.Text = "=Count(Title, Title = ""Sales Representative"")"
    f8.Left = 2080
    f8.Top = 0
    f8.Width = 1000
    f8.Height = 400
    f8.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    f8.MarginLeft = 100
    f8.Visible = True
    f8.Font.Bold = True
    f8.Font.Size = 10
    s.Fields.Add(f8)
    Dim f9 As New TextField()
    f9.Name = "VPCount"
    f9.Text = "=Count(Title, Title = ""Vice President, Sales"")"
    f9.Left = 4000
    f9.Top = 0
    f9.Width = 1000
    f9.Height = 400
    f9.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    f9.MarginLeft = 100
    f9.Visible = True
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    f9.Font.Bold = True
    f9.Font.Size = 10
    s.Fields.Add(f9)
    Dim f10 As New TextField()
    f10.Name = "SMCount"
    f10.Text = "=Count(Title, Title = ""Sales Manager"")"
    f10.Left = 5800
    f10.Top = 0
    f10.Width = 1000
    f10.Height = 400
    f10.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    f10.MarginLeft = 100
    f10.Visible = True
    f10.Font.Bold = True
    f10.Font.Size = 10
    s.Fields.Add(f10)
    Dim f11 As New TextField()
    f11.Name = "ISCCount"
    f11.Text = "=Count(Title, Title = ""Inside Sales Coordinator"")"
    f11.Left = 7500
    f11.Top = 0
    f11.Width = 1000
    f11.Height = 400
    f11.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle
    f11.MarginLeft = 100
    f11.Visible = True
    f11.Font.Bold = True
    f11.Font.Size = 10
    s.Fields.Add(f11)
    c1FlexReport1.Render()
End Sub

C#

Group grp2;
        private void crossC1Button_Click(object sender, EventArgs e)
        {
           
    btnEmployees.PerformClick();
    c1FlexReport1.Sections.Detail.Visible = false;
          
    grp2 = c1FlexReport1.Groups.Add("GrpCountry", "Country", 
SortEnum.Ascending);
            // 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します       
    c1FlexReport1.Sections.PageHeader.Height = 600;
    shpfld2.Top = 600;
    s = grp2.SectionHeader;
    s.Height = 400;
    s.AutoHeight = AutoSizeBehavior.GrowAndShrink;
    s.Visible = true;
    textFld4.Text = "Country";
    textFld4.Width = 1000;
    textFld4.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
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    textFld4.Height = 400;          
    textFld4.Font.Bold = true;
    textFld4.Font.Size = 10;
    textFld5.Text = "Total";
    textFld5.Width = 1000;
    textFld5.Left = 1000;
    textFld5.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
    textFld5.Height = 400;
    textFld5.Font.Bold = true;
    textFld5.Font.Size = 10;
    textFld6.Text = "Sales Representative";
    textFld6.Width = 2000;
    textFld6.Left = 2000;
    textFld6.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
    textFld6.Height = 500;
    textFld6.Font.Bold = true;
    textFld6.Font.Size = 10;
    textFld7.Text = "Vice President";
    textFld7.Width = 1500;
    textFld7.Left = 4000;
    textFld7.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
    textFld7.Height = 400;
    textFld7.Font.Bold = true;
    textFld7.Font.Size = 10;
    textFld8.Text = "Sales Manager";
    textFld8.Width = 1500;
    textFld8.Left = 5800;
    textFld8.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
    textFld8.Height = 400;
    textFld8.Font.Bold = true;
    textFld8.Font.Size = 10;
    TextField isc = new TextField();
     isc.Text = "Inside Sales Coordinator";
     isc.Width = 1500;
     isc.Left = 7500;
     isc.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     isc.Height = 400;
     isc.Font.Bold = true;
     isc.Font.Size = 10;
     isc.Visible = true;
     c1FlexReport1.Sections.PageHeader.Fields.Add(isc);
     Field f1 = new Field();
     f1.Name = "Country";
     f1.Text = "Country";
     f1.Left = 80;
     f1.Top = 0;
     f1.Width = 1000;
     f1.Height = 400;
     f1.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     f1.MarginLeft = 100;
     f1.Calculated = true;
     f1.Visible = true;
     f1.BackColor = Color.Transparent;
     f1.Font.Bold = true;
     f1.Font.Size = 10;
     s.Fields.Add(f1);
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     TextField f7 = new TextField();
     f7.Name = "RunCount";           
     f7.Text = "=Count(Title)";
     f7.Left = 1080;
     f7.Top = 0;
     f7.Width = 1000;
     f7.Height = 400;
     f7.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     f7.MarginLeft = 100;
     f7.Visible = true;
     f7.Font.Bold = true;
     f7.Font.Size = 10;
     s.Fields.Add(f7);
     TextField f8 = new TextField();
     f8.Name = "SRCount";
     f8.Text = "=Count(Title, Title = \"Sales Representative\")";
     f8.Left = 2080;
     f8.Top = 0;
     f8.Width = 1000;
     f8.Height = 400;
     f8.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     f8.MarginLeft = 100;
     f8.Visible = true;
     f8.Font.Bold = true;
     f8.Font.Size = 10;
     s.Fields.Add(f8);
     TextField f9 = new TextField();
     f9.Name = "VPCount";
     f9.Text = "=Count(Title, Title = \"Vice President, Sales\")";
     f9.Left = 4000;
     f9.Top = 0;
     f9.Width = 1000;
     f9.Height = 400;
     f9.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     f9.MarginLeft = 100;
     f9.Visible = true;
     f9.Font.Bold = true;
     f9.Font.Size = 10;
     s.Fields.Add(f9);
     TextField f10 = new TextField();
     f10.Name = "SMCount";
     f10.Text = "=Count(Title, Title = \"Sales Manager\")";
     f10.Left = 5800;
     f10.Top = 0;
     f10.Width = 1000;
     f10.Height = 400;
     f10.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     f10.MarginLeft = 100;
     f10.Visible = true;
     f10.Font.Bold = true;
     f10.Font.Size = 10;
     s.Fields.Add(f10);
     TextField f11 = new TextField();
     f11.Name = "ISCCount";
     f11.Text = "=Count(Title, Title = \"Inside Sales Coordinator\")";
     f11.Left = 7500;
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     f11.Top = 0;
     f11.Width = 1000;
     f11.Height = 400;
     f11.Align = FieldAlignEnum.CenterMiddle;
     f11.MarginLeft = 100;
     f11.Visible = true;
     f11.Font.Bold = true;
     f11.Font.Size = 10;
     s.Fields.Add(f11);            
     c1FlexReport1.Render();
     }

5. プロジェクトを実行します。［View Cross Tab-Report］ボタンをクリックしてクロス集
計レポートを表示します。2 か国の従業員の役職の内訳が表示されることを確認します。
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データのソート

ソートは、データを昇順または降順に整理する方法です。FlexReport でソートを実行するに
は、DataSource.SortDefinitions を使用します。

たとえば、従業員の名前のリストを昇順に表示することにします。この場合は、リストを「名
（First Name）」でソートする必要があります。以下の手順は、従業員リストの名前をアルフ
ァベット順にソートする方法を示します。この例では、「FlexReport クイックスタート」で
作成したサンプルを使用します。

1. FlexReport クイックスタートプロジェクトのフォームに、C1Button を追加します。
2. C1Button の Name を「sortC1Button」に設定し、Text を「Sort Report by Employee

First Name」に設定します。
3. Click イベントを sortC1Button_Click という名前で作成します。
4. 次のコードを追加します。

Visual Basic

Private asc As Boolean = True
    Private Sub sortC1Button_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Button2.Click
        If asc Then
            Dim sd As New SortDefinition("[FirstName]", 
SortDirection.Ascending)
            C1FlexReport1.DataSource.SortDefinitions.Add(sd)
            asc = False
        Else
            btnEmployees.PerformClick()
            asc = True
        End If
        C1FlexReport1.Render()
    End Sub

C#

 bool asc = true;
        private void sortC1Button_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (asc)
            {
                SortDefinition sd = new SortDefinition("[FirstName]", 
SortDirection.Ascending);
                c1FlexReport1.DataSource.SortDefinitions.Add(sd);
                asc = false;
            }
            else
            {
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                btnEmployees.PerformClick();
                asc = true;
            }
            c1FlexReport1.Render();
        }

5. レポートをプレビュー表示します。［Employees］ボタンをクリックして、レポートをレ
ンダリングします。

6. ［Sort Report by Employee First Name］ボタンをクリックして、レポートのソート結果
を表示します。

Sorting Data using FlexReportDesigner
The data in a report can be easily sorted using FlexReportDesigner. The steps to sort data in a
report are as follows:

1. Create a new report - Products Report - bound to Main data source through
C1NWind.mdb. Select Product Name, Quantity Per Unit, and Stock as the text and
calculated fields, so that the report appears as shown:
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2. To view the report where data is sorted by Product Name, go to Design mode.
3. Click Data tab.
4. Expand Data Sources node.
5. Expand the Main data source to which the report is bound.
6. Right-click Sort Definitions.
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7. Select Add Sort Definition. Sort Definition dialog box appears.

        

8. Select ProductName, check the Ascending checkbox, and click OK.

9. Preview the report.
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レポートのカスタマイズ

FlexReport lets you customize and deliver powerful reports with its user-friendly
FlexReportDesigner. With the designer, you can add alternating background, conditional
formatting, dynamic page header, specify custom paper size, and create gutter margin to your
reports.

交互表示の背景の追加

The "Alternating background" feature of FlexReport lets you demonstrate how to change the
background color of alternate rows in a section of report.

By default, rows in the details section of a report have the same background color. However, the
background color of the alternate rows can be set to enhance the readability of the records in a
report. You can set the background color of the alternating rows in the detail section using its
OnFormat event.

In this report, the background color is applied to the alternate rows of Detail section on the
basis of the script added to it's OnFormat property. The background color of the odd
numbered rows is set to white and the even numbered rows is set to a linear gradient using
StartColor and EndColor values. 

To create a report with alternating background, perform the steps below:

Step 1: Create a report

1. Open the FlexReportDesigner and go to FILE | New.
2. Click New Report drop down from the Reports tab and select Empty Report to create a

report.

Step 2: Connect the report to a data source

1. Switch to the Data tab, right-click the Main data source and choose Edit to open and the
Data Sources Wizard and start editing.

2. Select OLEDB Data Provider from the Data provider drop-down and click the ellipsis
button next to the Connection string textbox to select the C1NWind.mdb file.

3. Specify the following Sql statement in the Sql statement tab:
SELECT Categories.*, Products.*
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

Step 3: Add background color to alternate rows

1. Click Groups in Home tab and add a group named CategoryName.
2. In the Groups wizard, set the following properties for the CategoryName group:

Property Value
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GroupBy CategoryName

Keep Together KeepFirstDetail

Sort Ascending

ShowGroupFooter True

ShowGroupHeader True

OutlineLabel =CategoryName

3. Click OK to close the Groups wizard.
4. Right-click CategoryName_Header group and select Add SubSection from the context

menu.
5. Add two SubSections to the group header.
6. In CategoryName_Header/<B> subsection, add one ImageField and two TextFields and

set the following properties:

Property Value

Image.Picture Picture

Image.PictureAlign Scale

Image.PictureScale Scale

TextField1.Text =CategoryName

TextField2.Text =Description

7. In CategoryName_Header/<C> subsection, add five TextFields, Product Name, Quantity
Per Unit, Unit Price, In Stock, On Order.

8. In the Details section, add five TextFields corresponding to the TextFields in
CategoryName_Header/<C>, and set the following properties:

Property Value

TextField8.Text =ProductName

TextField9.Text =QuantityPerUnit

TextField10.Text =UnitPrice
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TextField11.Text =UnitsInStock

TextField12.Text =UnitsOnOrder

9. Select the report from the drop-down list on the top of the Properties window.
10. Go to the OnOpen property of the report and enter cnt = 0. This initializes the 'cnt'

variable.
11. Select Detail section from the drop-down list above the Properties window or from the

design area.
12. Go to the OnFormat property and then click the ellipsis button. In the VBScript

Editor, enter the following expression in the editor and click Done. Here, "cnt" checks if
the row is even or odd.
cnt = cnt + 1
if cnt mod 2 = 0 then
  Detail.Background.StartColor = Rgb(238, 214, 200)
  Detail.Background.EndColor = Rgb(238, 200, 177)
else
  Detail.Background.StartColor = vbWhite
  Detail.Background.EndColor = vbWhite
endif

Step 4: View the report

Preview the report with alternating background.
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メモ︓ レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne
Samples\Winforms\C1FlexReport\CS\FlexCommonTasks フォルダにある
FlexCommonTasks.flxr レポート定義ファイルの「Alternating Background」レポートを
参照してください。使用するデータベース C1NWind.mdb も、ComponentOne Samples
フォルダにあります。

条件付き書式設定の追加

This topic uses "Conditional Formatting" report to demonstrate how to change a field's
appearance depending on the data it represents. This can be done using parameters.

Conditional formatting allows you to format data based on one or more conditions. In this
report, the data fields are highlighted depending on the following conditions which are defined
in a parameter named pCondition:

Unit price greater than 50
Unit price greater than 100
More than 50 units in stock

The report contains another parameter, pHighlightColor, that highlights the data fields
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depending on the conditions defined in the pCondition parameter.

On previewing the report, the data fields with the unit price greater than 50 are highlighted in
red color. However, you can select any other condition from the above listed conditions and
also change the highlighting color to green from the Parameters Panel. Perform the following
steps to see how this can be done.

条件付き書式設定を使用してレポートを作成するには、次の手順を実行します。

Step 1: Create a report
Step 2: Connect the report to a data source
Step 3: Add parameters
Step 4: Add conditional formatting
Step 5: View the report

Step 1: Create a report

1. Open the C1FlexReportDesigner and go to FILE|New.
2. Click New Report drop down from the Reports tab and select Empty Report to create a

report.

Back to Top

Step 2: Connect the report to a data source

1. Switch to the Data tab, right-click the Main data source and choose Edit to open and the
Data Sources Wizard and start editing.

2. Select OLEDB Data Provider from the Data provider drop-down and click the ellipsis
button next to the Connection string textbox to select the C1NWind.mdb file.

3. Select Products table from the Data source tab.

Back to Top

Step 3: Add parameters

1. Right-click Parameters and select Add Parameters to add two parameters, pCondition
and pHighlightColor.

2. Set the following properties for the parameters from the Properties window.

pCondition properties Value

Prompt Condition

Value 1

DataType Integer
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pHighlightColor properties Value

Prompt Color

Value Red

DataType String

3. Specify the properties for each parameters in AllowedValuesDefinition property as
follows. The following values set alternate color to the row.

pCondition Labels Values

Unit price greater than 50 CInt(1)

Unit price greater than 100 CInt(2)

More than 50 units in stock CInt(3)

pHighlightColor Labels Values

Red Red

Green Green

Back to Top

Step 4: Add conditional formatting

1. Add four TextFields to the report header and set the following properties:

Property Value

TextField1.Text =pCondition.Prompt & ":"

TextField2.Text =pHighlightColor.Prompt & ":"
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TextField3.Text =pCondition.DisplayText

TextField4.Text =pHighlightColor.DisplayText

2. Click Groups in Home tab and add a group named HeaderGroup.
3. In the Groups wizard, set the following properties for HeaderGroup:

Property Value

ShowGroupFooter True

ShowGroupHeader True

4. Click OK to close the Groups wizard.
5. In HeaderGroup_Header, add five TextFields and set the following properties.

Property Value

TextField5.Text Product Name

TextField6.Text Quantity Per Unit

TextField7.Text Stock

TextField8.Text Unit Price

TextField9.Text Discontinued

6. In the Details section, add five TextFields corresponding to the TextFields in
HeaderGroup_Header, and set the following properties:

Property Value

TextField10.Text =ProductName

TextField11.Text =QuantityPerUnit

TextField12.Text =Stock

TextField13.Text =UnitPrice
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TextField14.Text =Discontinued

7. Select Detail from the drop-down list on the top of the Properties window.
8. Go to the OnFormat property and click the ellipsis next to it.
9. The VBScript Editor appears. Enter the following VBScript expression in the editor to

apply conditional formatting.
row = row + 1
if row mod 2 = 1 Then
  rowColor = Rgb(248, 248, 248)
Else
  rowColor = "Transparent"
EndIf

doHighlight = False
if pCondition = 1 Then
  doHighlight = UnitPrice > 50
ElseIf pCondition = 2 Then
  doHighlight = UnitPrice > 100
ElseIf pCondition = 3 Then
  doHighlight = UnitsInStock > 50
EndIf

if doHighlight Then
  textColor = pHighlightColor
Else
  textColor = Rgb(90, 70, 50)
EndIf

Detail.BackColor = rowColor
for i = 0 to Detail.Fields.Count - 1
  Detail.Fields(i).ForeColor = textColor
Next

Back to Top

Step 4: View the report

1. レポートをプレビュー表示します。
2. In the Preview mode, click Parameters from the View group to open the parameters

panel and apply parameters.
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Back to Top

メモ︓ レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne
Samples\Winforms\C1FlexReport\CS\FlexCommonTasks フォルダにある
FlexCommonTasks.flxr レポート定義ファイルの「Conditional Formatting」レポートを
参照してください。使用するデータベース C1NWind.mdb も、ComponentOne Samples
フォルダにあります。

カスタム用紙サイズの指定

This topic uses "Custom Paper Size" report to demonstrate how you can specify custom size of
paper for a report.

C1FlexReportでは、用紙のサイズと方向は、PaperSize プロパティと Orientation プロパティ
を使用して指定できます。ただし、選択した用紙サイズを現在のプリンタで使用できるかどう
かがレンダリング前にチェックされ、選択した設定が無効な場合は、デフォルトの用紙サイズ
に変更されます。

If you want to specify a certain paper size and use it regardless of the printers available, set the
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PaperSize property to Custom, and set the Layout.CustomWidth and Layout.CustomHeight
properties to the page dimensions (in twips). In this report, the CustomWidth is set to 12240
and CustomHeight to 36000 to create a custom paper size (8.5 x 25 inches). Perform the
following steps to see how this can be done.

To create a report with custom paper size

Step 1: Create a report
Step 2: Connect the report to a data source
Step 3: Specify custom paper size
Step 4: View the report

Step 1: Create a report

1. Open the C1FlexReportDesigner and go to FILE|New.
2. Click New Report drop down from the Reports tab and select Empty Report to create a

report.

Back to Top

Step 2: Connect the report to a data source

1. Switch to the Data tab, right-click the Main data source and choose Edit to open and the
Data Sources Wizard and start editing.

2. Select OLEDB Data Provider from the Data provider drop-down and click the ellipsis
button next to the Connection string textbox to select the C1NWind.mdb file.

3. Specify the following Sql statement in the Sql statement tab:
SELECT Categories.*, Products.*
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

Back to Top

Step 3: Specify custom paper size

1. Click Groups in Home tab and add a group named CategoryName.
2. In the Groups wizard, set the following properties for the CategoryName group:

Property Value

GroupBy CategoryName

Keep Together KeepWholeGroup

Sort Ascending
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ShowGroupFooter True

ShowGroupHeader True

OutlineLabel =CategoryName

3. Click OK to close the Groups wizard.
4. Right-click CategoryName_Header group and select Add SubSection from the context

menu.
5. Add two SubSections to the group header.
6. In CategoryName_Header/<B> subsection, add one ImageField and two TextFields and

set the following properties:

Property Value

Image.Picture Picture

Image.PictureAlign Scale

Image.PictureScale Scale

TextField1.Text =CategoryName

TextField2.Text =Description

7. In CategoryName_Header/<C> subsection, add five TextFields, Product Name, Quantity
Per Unit, Unit Price, In Stock, On Order.

8. In the Details section, add five TextFields corresponding to the TextFields in
CategoryName_Header/<C>, and set the following properties:

Property Value

TextField8.Text =ProductName

TextField9.Text =QuantityPerUnit

TextField10.Text =UnitPrice

TextField11.Text =UnitsInStock

TextField12.Text =UnitsOnOrder
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9. Select the report from the drop-down list above the Properties window.
10. Go to Layout and expand the property node to view all available properties.
11. Set the following properties to set the custom paper size to 8.5 x 25inches.

Property Value

CustomHeight 36000

CustomWidth 12240

Width 10800

MarginBottom 720

MarginLeft 720

MarginRight 720

MarginTop 720

When specified this way, the custom paper size is used regardless of what printers are
installed and what paper sizes are actually available.

Back to Top

Step 4: View the report

Preview the report with according to the set custom paper size.
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Back to Top

メモ︓ レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne
Samples\Winforms\C1FlexReport\CS\FlexCommonTasks フォルダにある
FlexCommonTasks.flxr レポート定義ファイルの「Custom Paper Size」レポートを参照し
てください。使用するデータベース C1NWind.mdb も、ComponentOne Samples フォル
ダにあります。
 

動的ページヘッダーの追加

This topic uses "Dynamic Page Header" report to demonstrate how to generate page header
dynamically.

状況に応じてレポートのページごとに異なるページヘッダーを表示する動的ページヘッダーを
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生成したい場合があります。それには、PageHeader の OnFormat プロパティを使用します。

たとえば、レポートの偶数ページと奇数ページに異なるレポートヘッダーを表示したいとしま
す。This can be done with script that shows or hides sections depending on the page being
rendered. In this report, the page header contains two sub-sections, one is used on odd pages
and the other on even and their visibility is toggled using a script in the OnFormat property of
PageHeader. Therefore, the page header section changes according to the current page
number. The report also suppresses the page header on the first page by setting
the Layout.PageHeader property to NotWithReportHdr. Perform the following steps to see
how this can be done.

To create a report with dynamic page header

Step 1: Create a report
Step 2: Connect the report to a data source
Step 3: Change page header dynamically
Step 4: View the report

Step 1: Create a report

1. Open the C1FlexReportDesigner and go to FILE|New.
2. Click New Report drop down from the Reports tab and select Empty Report to create a

report.

Back to Top

Step 2: Connect the report to a data source

1. Switch to the Data tab, right-click the Main data source and choose Edit to open and the
Data Sources Wizard and start editing.

2. Select OLEDB Data Provider from the Data provider drop-down and click the ellipsis
button next to the Connection string textbox to select the C1NWind.mdb file.

3. Specify the following Sql statement in the Sql statement tab:
SELECT Categories.*, Products.*
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

Back to Top

Step 3: Change page header dynamically

1. Right-click the PageHeader section and select Add SubSection so that you have
PageHeader/<A> and PageHeader/<B>, one for odd pages and the other for even
pages.

2. In the subsections, add two text fields each and set their Text properties as shown in the
tables below. The values set in the text property are the expressions for displaying the
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headers on odd and even pages.

PageHeader/<A> properties Values

TextField1.Text ="Page " & [Page] & " (ODD)"

TextField2.Text =Now()

PageHeader/<B> properties Values

TextField3.Text =Now()

TextField4.Text ="Page " & [Page] & " (EVEN)"

3. Go to the OnFormat property of PageHeader and click the ellipsis next to it. The
VBScript Editor appears.

4. Enter the following VBScript expression in the editor:
odd = (page mod 2 <> 0)
PageHeader.SubSections(0).Visible = odd
PageHeader.SubSections(1).Visible = not odd

5. Click Groups in Home tab and add a group named CategoryName.
6. In the Groups wizard, set the following properties for the CategoryName group:

Property Value

GroupBy CategoryName

Keep Together KeepFirstDetail

Sort Ascending

ShowGroupFooter False

ShowGroupHeader True

OutlineLabel =CategoryName

7. Click OK to close the Groups wizard.
8. Right-click CategoryName_Header group and select Add SubSection from the context

menu.
9. Add two SubSections to the group header.
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10. In CategoryName_Header/<B> subsection, add a TextField and set its Text property to
=CategoryName.

11. In CategoryName_Header/<C> subsection, add four TextFields and set the following
properties.

Property Value

TextField6.Text Product Name

TextField7.Text Quantity Per Unit

TextField8.Text Unit Price

TextField9.Text In Stock

12. In the Details section, add five TextFields corresponding to the TextFields in
CategoryName_Header/<C>, and set the following properties:

Property Value

TextField10.Text =left(ProductName, 30)

TextField11.Text =QuantityPerUnit

TextField12.Text =UnitPrice

TextField13.Text =UnitsInStock

13. Select the report from the drop-down list on the top of the Properties window.
14. Set the Layout.PageHeader property of the report to NotWithReportHdr to suppress

the page header on first page of a report.

Back to Top

Step 4: View the report

Preview the report with dynamic page header.
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Back to Top

メモ︓ レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne
Samples\Winforms\C1FlexReport\CS\FlexCommonTasks フォルダにある
FlexCommonTasks.flxr レポート定義ファイルの「Dynamic Page Header」レポートを参
照してください。使用するデータベース C1NWind.mdb も、ComponentOne Samples フ
ォルダにあります。

ガターマージンの作成

This topic uses "Gutter" report to demonstrate how to create gutter margins in a report.

Gutter margins are extra space/margins added to a page layout required for binding. They
make it easier to bind the pages into folders, brochures, etc. You can add a gutter margin to a
report by adding the left margin on the pages, which changes on the basis of the currently
displayed page. The gutter margin can be changed depending upon the type of binding you
select.
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In this report, the value of Layout.MarginLeft property is changed on the basis current page
number which creates a gutter margin where odd pages have a larger left margin. Perform the
following steps to see how this can be done.

To create a report with gutter margin

Step 1: Create a report
Step 2: Connect the report to a data source
Step 3: Create gutter margin
Step 4: View the report

Step 1: Create a report

1. Open the C1FlexReportDesigner and go to FILE|New.
2. Click New Report drop down from the Reports tab and select Empty Report to create a

report.

Back to Top

Step 2: Connect the report to a data source

1. Switch to the Data tab, right-click the Main data source and choose Edit to open and the
Data Sources Wizard and start editing.

2. Select OLEDB Data Provider from the Data provider drop-down and click the ellipsis
button next to the Connection string textbox to select the C1NWind.mdb file.

3. Specify the following Sql statement in the Sql statement tab:
SELECT Categories.*, Products.*
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

Back to Top

Step 3: Create gutter margin

1. Click Groups in Home tab and add a group named CategoryName.
2. In the Groups wizard, set the following properties for the CategoryName group:

Property Value

GroupBy CategoryName

Keep Together KeepFirstDetail

Sort Ascending

ShowGroupFooter False
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ShowGroupHeader True

OutlineLabel =CategoryName

3. Click OK to close the Groups wizard.
4. Right-Click the GroupHeader and select Add SubSection from the context menu to

divide the header into two parts.
5. In GroupHeader0/ <A>, add a TextField and set its text property to =CategoryName.
6. In GroupHeader0/ <B>, add four TextFields and set the following properties:

Property Value

TextBox2.Text Product Name

TextBox3.Text Quantity Per Unit

TextBox4.Text Unit Price

TextBox5.Text In Stock

7. In the Details section, add four TextFields corresponding to the TextFields in
GroupHeader0/ <B>, and set the following properties:

Property Value

TextField6.Text =ProductName

TextField7.Text =QuantityPerUnit

TextField8.Text =UnitPrice

TextField9.Text =UnitsInStock

8. Select the report name from the drop-down situated above the list of properties in the
Properties window.

9. Navigate to the OnClose property and click the ellipsis button next to it. The VBScript
Editor appears. Enter the following VBScript expression in the editor to create gutter
margin when the report finishes rendering:
report.layout.marginleft = gutter

10. Go to the report's OnOpen property and then click the ellipsis button. The VBScript
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Editor appears. Enter the following VBScript expression in the editor to create gutter
margin when the report starts rendering:
gutter = report.layout.marginleft

11. Go to the report's OnPage property and then click the ellipsis button. The VBScript
Editor appears. Enter the following VBScript expression in the editor set the report margin
when a new page is created:
report.layout.marginleft = _
iif(page mod 2 = 1, 2880, 1440)

Back to Top

Step 4: View the report

Preview the report.

メモ︓ レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne
Samples\Winforms\C1FlexReport\CS\FlexCommonTasks フォルダにある
FlexCommonTasks.flxr レポート定義ファイルの「Gutter」レポートを参照してください。
使用するデータベース C1NWind.mdb も、ComponentOne Samples フォルダにありま
す。
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レポートのスタイル設定

A report generally requires some part of it to stand out from the rest. FlexReport provides many
styling capabilities such as the Background and Border properties to transform the look of
your report. Explore these features in detail in the following sections.

Set Background
Setting a Background color using FlexReportDesigner is quiet easy. A background color in
FlexReport can be set for Fields, Sections, and Sub-sections. The background colors can be Solid
or Gradient.

The following image shows a Report header without any background:

To set a background to the Report Header:

1. In the Design mode, select the Header section of the report.
2. From the Properties window, click the drop-down next to Background property. The color

palette opens.
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3. Select a color for the background. You can choose color from the tabs - Web, System,
Custom, and Gradient.

4. Preview the report.

5. You can also set Gradient - Linear or Radial - for the background. For obtaining a Gradient,
switch to Design mode.    

6. Select the Header section of the report.
7. From the Properties window, click the drop-down next to Background property. Go

to Gradient tab and edit the settings from the options available as shown:
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8. Specify the gradient as Linear. You can also drag the slider to change the start and stop for
the gradient.

9. Preview the report. The Report Header now looks as follows:

Set Border
In FlexReportDesigner, you can easily set Borders for Fields, Sections, and Sub-sections. 

To set Border around the Fields or Sections:

1. Select the Field around which you want borders to appear.
2. From the Properties window, select ellipsis next to Borders property. The Borders

Properties dialog box opens.
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3. Select the Line Style and Line Width; select Borders to show - All or - any one or the

combination of Left, Top, Right, or Bottom borders. Select the color and click OK.
4. Lets insert borders with rounded corners in the Report Header. Select the Report Header.
5. Set the Line Style, Line Width, Borders, and color as before.
6. Set the Radius X and Radius Y for the corners.
7. Preview the report.
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For inserting rounded corners note that:

Range of Radius X is from 0 to field's width.
Range of Radius Y is from 0 to field's height.

Add alternating background
The "Alternating background" feature of FlexReport lets you demonstrate how to change the
background color of alternate rows in a section of report.

By default, rows in the details section of a report have the same background color. However, the
background color of the alternate rows can be set to enhance the readability of the records in a
report. You can set the background color of the alternating rows in the detail section using its
OnFormat event.

In this report, the background color is applied to the alternate rows of Detail section on the
basis of the script added to it's OnFormat property. The background color of the odd
numbered rows is set to white and the even numbered rows is set to a linear gradient using
StartColor and EndColor values. 

To create a report with alternating background, perform the steps below:

Step 1: Create a report
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1. Open the FlexReportDesigner and go to FILE | New.
2. Click New Report drop down from the Reports tab and select Empty Report to create a

report.

Step 2: Connect the report to a data source

1. Switch to the Data tab, right-click the Main data source and choose Edit to open and the
Data Sources Wizard and start editing.

2. Select OLEDB Data Provider from the Data provider drop-down and click the ellipsis
button next to the Connection string textbox to select the C1NWind.mdb file.

3. Specify the following Sql statement in the Sql statement tab:
SELECT Categories.*, Products.*
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

Step 3: Add background color to alternate rows

1. Click Groups in Home tab and add a group named CategoryName.
2. In the Groups wizard, set the following properties for the CategoryName group:

Property Value

GroupBy CategoryName

Keep Together KeepFirstDetail

Sort Ascending

ShowGroupFooter True

ShowGroupHeader True

OutlineLabel =CategoryName

3. Click OK to close the Groups wizard.
4. Right-click CategoryName_Header group and select Add SubSection from the context

menu.
5. Add two SubSections to the group header.
6. In CategoryName_Header/<B> subsection, add one ImageField and two TextFields and

set the following properties:

Property Value

Image.Picture Picture

Image.PictureAlign Scale
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Image.PictureScale Scale

TextField1.Text =CategoryName

TextField2.Text =Description

7. In CategoryName_Header/<C> subsection, add five TextFields, Product Name, Quantity
Per Unit, Unit Price, In Stock, On Order.

8. In the Details section, add five TextFields corresponding to the TextFields in
CategoryName_Header/<C>, and set the following properties:

Property Value

TextField8.Text =ProductName

TextField9.Text =QuantityPerUnit

TextField10.Text =UnitPrice

TextField11.Text =UnitsInStock

TextField12.Text =UnitsOnOrder

9. Select the report from the drop-down list on the top of the Properties window.
10. Go to the OnOpen property of the report and enter cnt = 0. This initializes the 'cnt'

variable.
11. Select Detail section from the drop-down list above the Properties window or from the

design area.
12. Go to the OnFormat property and then click the ellipsis button. In the VBScript

Editor, enter the following expression in the editor and click Done. Here, "cnt" checks if
the row is even or odd.
cnt = cnt + 1
if cnt mod 2 = 0 then
  Detail.Background.StartColor = Rgb(238, 214, 200)
  Detail.Background.EndColor = Rgb(238, 200, 177)
else
  Detail.Background.StartColor = vbWhite
  Detail.Background.EndColor = vbWhite
endif

Step 4: View the report

Preview the report with alternating background.
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Note: For the complete report, see report 'Alternating Background' in the
FlexCommonTasks.flxr report definition file, which is available in the ComponentOne
Samples\Winforms\C1FlexReport\CS\FlexCommonTasks folder. The data base used is
C1NWind.mdb which is also available in the ComponentOne Samples folder.
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レポートのインポート

FlexReportDesigner アプリケーションの最も強力な機能の 1 つは、Microsoft Access（.mdb）
や Crystal Reports（.rpt）で作成したレポートをインポートできることです。

 

レポートをインポートするには、［ファイル］メニューをクリックし、メニューから［インポ
ート］を選択します。インポートするファイルの名前の入力を求めるダイアログボックスが表
示されます。

Microsoft Access レポートのインポート
Microsoft Access ファイルをインポートするには、Microsoft Access ファイル（MDB または
ADP）を選択します。デザイナがファイルをスキャンし、インポートするレポートを選択する
ためのダイアログボックスが表示されます。
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このダイアログボックスで、インポート処理を開始する前に、現在定義されているすべてのレ
ポートを消去するかどうかも指定できます。

Note that importing Microsoft Access report requires Access to be installed on the
computer. Once the report is imported into the Designer, Access is no longer required.

インポート処理は、ソースレポートのほとんどの要素を処理できます。ただし、次に挙げる要
素は例外です。

イベントハンドラコード

Access レポートは、VBA、マクロ、およびフォームを使用してレポートを動的に書式設
定できます。C1FlexReport でも動的な書式設定が可能ですが、C1FlexReport では
VBScript だけが使用されるため、レポートのコードはすべて手作業で変換する必要があ
ります。

フォーム指向のフィールドタイプ

Access レポートには、デザイナのインポートプロシージャによって処理されないフィー
ルドが含まれていることがあります。サポートされていないフィールドタイプは、
Chart、CommandButton、ToggleButton、OptionButton、OptionGroup、ComboBox、
ListBox、TabCtl、および CustomControl です。

VBScript の予約語を使用するレポート

Access は VBScript を使用しないため、レポートオブジェクトやデータセットフィールド
名の識別子として VBScript の予約語を使用するようなレポートが設計されている可能性
があります。その場合は、VBScript エンジンが式を評価するときに問題が発生し、レポ
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ートが正しくレンダリングされない原因になります。

識別子として使用できない予約語には、Date、Day、Hour、Length、Minute、
Month、Second、Time、TimeValue、Value、Weekday、Year などがあります。完全
なリストについては、VBScript のリファレンスを参照してください。

These limitations affect a relatively small number of reports, but you should preview all reports
after importing them, to make sure they still work correctly.

上のような制限を受けるレポートは比較的少ないですが、レポートをインポートしたら、すべ
てのレポートをプレビューし、正しく動作するかどうかを確認してください。

C1NWind.mdb ファイルのインポート

デザイナが実際に行う処理の例として、C1NWind.mdb ファイルをインポートしてみます。こ
れには、次の 13 のレポートが含まれます。(C1FlexReport に付属する NWind.xml ファイルに
は、以下で説明する変更がすべて行われています。)

1. Alphabetical List of Products（製品のアルファベット順リスト）

処理は不要です。

2. Catalog（カタログ）

処理は不要です。

3. Customer Labels（顧客ラベル）

処理は不要です。

4. Employee Sales by Country（国別従業員売上高）

このレポートには、手作業で変換する必要があるコードが含まれます。Group 1 のヘッダ
ーの OnPrint プロパティには、次のコードを割り当てます。

Visual Basic でコードを書く場合

Visual Basic

If SalespersonTotal > 5000 Then            

  ExceededGoalLabel.Visible = True            

  SalespersonLine.Visible = True            

Else            
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  ExceededGoalLabel.Visible = False            

  SalespersonLine.Visible = False            

End If

C# でコードを書く場合

C#

if (SalespersonTotal > 5000)                 

{                

  ExceededGoalLabel.Visible = true;                

  SalespersonLine.Visible = true;                

} else

{                

  ExceededGoalLabel.Visible = false;                

  SalespersonLine.Visible = false;               

}

5. Invoice（請求書）

処理は不要です。

6. Products by Category（カテゴリ別製品）

処理は不要です。

7. Sales by Category（カテゴリ別売上高）

このレポートには、インポートされないグラフコントロールが含まれます。レポートに
グラフを追加するには、グラフフィールドを使用します。
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8. Sales by Category Subreport（カテゴリ別売上高サブレポート）

処理は不要です。

9. Sales by Year（年度別売上高）

このレポートには、手作業で変換する必要があるコードおよび Form オブジェクトへの参
照が含まれます。［Data］パネルの Form オブジェクトを置き換えるには、ShowDetails
パラメータを追加します。その DataType プロパティを Boolean に、Value プロパティを
False に設定します。

レポートの OnOpen イベントで新しいパラメータを使用します。

Visual Basic でコードを書く場合

Visual Basic

Dim script As String = _                            

  "bDetails = [Show Details]" & vbCrLf & _                            

  "Detail.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                            

  "[Group 0 Footer].Visible = bDetails" & vbCrLf & _                           

  "DetailsLabel.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                            

  "LineNumberLabel2.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                           

  "Line15.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                           

  "SalesLabel2.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                            

  "OrdersShippedLabel2.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                        

  "ShippedDateLabel2.Visible = bDetails" & vbCrLf & _                          

  "Line10.Visible = bDetails"                        

C1FlexReport1.Sections.Detail.OnPrint = script

C# でコードを書く場合
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C#

string script = "bDetails = [Show Details]" +                                  

  "Detail.Visible = bDetails\r\n" +                                  

  "[Group 0 Footer].Visible = bDetails\r\n" +                                  

  "DetailsLabel.Visible = bDetails\r\n" +                                  

  "LineNumberLabel2.Visible = bDetails\r\n" +                                  

  "Line15.Visible = bDetails\r\n" +                                  

  "SalesLabel2.Visible = bDetails\r\n" +                                  

  "OrdersShippedLabel2.Visible = bDetails\r\n" +                               

  "ShippedDateLabel2.Visible = bDetails\r\n" +                                 

  "Line10.Visible = bDetails";                                

c1FlexReport1.Sections.Detail.OnPrint = script;

最後に、2 行のコードを書き換える必要があります。

Visual Basic でコードを書く場合

Visual Basic

Sections ("Detail").OnPrint = _                                    

  "PageHeader.Visible = True"                                    

Sections("Group 0 Footer).OnPrint = _                                    

  "PageHeader.Visible = False"

C# でコードを書く場合
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C#

Sections ("Detail").OnPrint =                                          

  "PageHeader.Visible = true";                                        

Sections("Group 0 Footer).OnPrint =                                         

  "PageHeader.Visible = false";

10. Sales by Year Subreport（年度別売上高サブレポート）

処理は不要です。

11. Sales Totals by Amount（金額別総売上高）

このレポートには、手作業で変換する必要があるコードが含まれます。ページヘッダー
の OnPrint プロパティには、次のコードを割り当てます。

Visual Basic でコードを書く場合

Visual Basic

PageTotal = 0

C# でコードを書く場合

C#

PageTotal = 0;

詳細の OnPrint プロパティには、次のコードを割り当てます。

Visual Basic でコードを書く場合

Visual Basic

PageTotal = PageTotal + SaleAmount                                             

HiddenPageBreak.Visible = (Counter = 10)
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C# でコードを書く場合

C#

PageTotal = PageTotal + SaleAmount;                                            

HiddenPageBreak.Visible = (Counter = 10);

12. Summary of Sales by Quarter（四半期別売上高のサマリー）

処理は不要です。

13. Summary of Sales by Year（年度別売上高のサマリー）

処理は不要です。

以上をまとめると、NorthWind データベースからインポートされる 13 のレポートのうち、編
集の必要がないレポートが 9 つ、コードを変換する必要があるレポートが 3 つ、グラフフィー
ルドを追加する必要があるレポートが 1 つです。

Crystal Reports 定義ファイル（.rpt）からレポートをインポートするには

1. ［ファイル］メニューをクリックして、［インポート］を選択します。［レポート定義
のインポート］ダイアログボックスが表示され、インポートするファイル名の入力を求
められます。

2. Crystal Reports 定義ファイル（.rpt）を選択します。FlexReportDesigner アプリケーシ
ョンが、レポートを FlexReport 形式に変換します。

3. レポートを保存します。これで、Crystal Report が FlexReport に変換されました。

内部または外部データソースに連結されたレポートは、元のデータソースパスに変更を行う必
要なく、インポートして実行できます。

FlexReportDesigner アプリケーションは、Crystal Reports をインポートする際に、次の変換
をサポートします。

セクション/サブセクション

レポートヘッダー
ページヘッダー
グループヘッダー
詳細
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グループフッター
ページフッター
レポートフッター

フィールド

テキストボックス
グラフ
ボックス
直線
ピクチャ
チェックボックス
サブレポート（手動によるパスの訂正が必要）
画像フィールド - BLOBField（ピクチャ）、OLEObject（ピクチャ）
データベースフィールド
クロスセクションボックスコントロール

特殊なフィールド

時刻書式
ページ番号

機能

テキストフィールドとデータベースフィールドを組み合わせた複雑な式（"テキスト" +
[式]）、および集計
グループ化
パラメータ     
サマリーフィールド
パーセンテージ集計
テキストボックス書式（通貨、日付など）
KeepTogether（フィールド、セクション、サブセクション、グループ）
複数の結合クエリー
ハイパーリンク
テキストの回転
指定された順序でのグループ化

書式設定

テキストの書式設定
境界線
背景
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次の画像は、FlexReportDesigner にインポートされた Crystal Report を示します。

次の画像は、CRReportDesigner にインポートされた Crystal Report を示します。
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メモ︓ レポートをインポートする前に、Crystal Reports のバージョンが 13.0.14.xxxx 以上
であることを確認してください。このバージョンの Crystal Reports は、システムにインス
トールされている Visual Studio と互換性があります。また、システムに Crystal Reports
2013 バージョンがインストールされている場合に、Crystal Reports を C1FlexReport に変
換し、そのレポートを実行するには、xtreme.mdb へのデータベースパスを手動で変更する
必要があります。

Crystal オブジェクトモデルで公開されていない要素や C1FlexReport でサポートされていない
要素などの少数の例外を除くと、ソースレポートの大部分の要素がこのインポートプロセスに
よって処理されます。C1FlexReportDesigner アプリケーションでまだサポートされていない
変換は、次のとおりです。ただし、次回の 2016 リリースには組み込まれる予定です。

フィールド︓テーブル、クロス集計、OLAPGrid、マップ、フラッシュ、数式の各フィー
ルド
スクリプト︓プロパティスクリプト、複雑なスクリプト式、およびカスタム関数を抑制
機能：警告、パラメータ、複雑な式（テキストおよびパラメータフィールド）、階層的
なグループ化
プロパティ︓ドロップシャドウ
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FlexReport のプレビューと印刷

レポートを設計したら、レポートをプレビューしたり、印刷することができます。どちらのタ
スクも、いくつかのボタンをクリックするだけで実行できます。

デザイナで新しいレポートを作成したり、既存のレポートを開くと、レポートは設計モードで
表示されます。

レポートをプレビューするには、［プレビュー］ をクリックするか、ショートカットキ
ーの［F5］を押します。

レポートを印刷するには、［ファイル］メニューに移動し、［印刷］ をクリックす
るか、ショートカットキーの［Ctrl］+［P］を押します。［印刷］オプションは、［プレビュ
ー］モードでのみ有効です。［印刷］ダイアログボックスでは、プリンタの設定を指定できま
す。

［ページレイアウト］グループにあるオプションを使用して、ページ設定を編集することもで
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きます。
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FlexViewer

The FlexViewer control is a document viewer control with ribbon, viewer pane, and status
bar. FlexViewer allows you to access different report sources such as FlexReport, C1Report, PDFs,
SSRS - all in a single viewer. 対話式のユーザーフレンドリな UI を備えており、パラメータの表
示/リセット、レポートレンダリングのリフレッシュ、アウトラインにて階層の表示、ブック
マークを使用したレポートの場所へのジャンプなどを行うことができます。

 

FlexViewer の主な特長

FlexViewer の主要な機能は次のとおりです。

使いやすい UI
FlexViewer は、対話式で使いやすく完全な機能を備えたリボンベースの最新の UI を持
ち、FlexReport、SSRS、PDF ドキュメントなどのドキュメントタイプをプレビューでき
ます。リボンには、いくつかのグループに分かれたコマンドボタンが含まれます。
パラメータの使用/リセット
FlexViewer では、パラメータを表示したり、リセットすることができます。レポートを
表示するデータパラメータを入力できます。String、Boolean、Date、Integer、Float 型の
パラメータをサポートします。
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レンダリングの更新と中止
FlexViewer では、［更新］ボタンと［停止］ボタンでレポートのレンダリングを更新お
よびキャンセルできます。
サムネイルと階層の表示
FlexViewer では、レポートページのサムネイルや階層のアウトラインを表示し、それら
を使用して必要な場所にジャンプすることができます。
ページナビゲーション
ページナビゲーションは、FlexViewer コントロールのナビゲーショングループで行うこ
とができます。コマンドボタンを使用して、レポートページ間を移動したり、ページ番
号テキストボックスにページ番号を入力して特定のページ番号にジャンプすることがで
きます。
縮小拡大が簡単
FlexViewer では、［ズーム］ボタンを使用して［ズーム］ダイアログボックスにアクセ
スできます。
印刷
FlexViewer コントロールでは、［印刷］ボタンを使用して、レポートを印刷することも
できます。このボタンを押すと、標準的な印刷設定を含む［印刷］ダイアログボックス
が表示されます。
エクスポート
FlexViewer では、DOCX、RTF、Open XML Word、Open XML Excel、HTML、PDF、GIF、
JPEG、PNG、BMP、TIFF などの各種形式にレポートやドキュメントをエクスポートでき
ます。
ツール
FlexViewer には、それぞれウィンドウ内のスクロール、コピーするテキストの選択、選
択テキストのコピーに使用できるハンドツール、テキスト選択ツール、テキストコピー
ツールがあります。

設計時サポート

In C1FlexViewer Tasks menu, you can quickly and easily dock the FlexViewer control in the
parent container and access the Localize dialog box.

To access the FlexViewer Tasks menu, click the smart tag ( ) in the upper right corner of the
control.

The C1FlexViewer Tasks menu operates as follows:
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Localize

Clicking Localize opens the Localize dialog box. In the Localize dialog box, you can
customize your localization settings.

About FlexViewer

Clicking About displays the control's About dialog box, which is helpful in finding the
build version of the control.

Dock in Parent Container/Undock in Parent Container

Clicking Dock in Parent Container sets the Dock property for C1FlexViewer to Fill.

If C1FlexViewer is docked in the parent container, the option to undock it from the parent
container will be available. Clicking Undock in Parent Container sets the Dock property
for C1FlexViewer to None.

FlexReport と FlexViewer の連結

レポートをレンダリングするには、FlexViewer コントロールにレポートを連結する必要があ
ります。レポート定義を作成し、データソースを定義して C1FlexReport コンポーネントにロ
ードしたら、FlexViewer でレポートを レンダリングすることができます。

C1FlexViewer コントロールでレポートをプレビューするには、次の手順に従います。

1. ツールボックスから、C1FlexViewer コントロールをダブルクリックしてプロジェクトに
追加します。

2. プロパティウィンドウで、C1FlexViewer.Dock プロパティを Fill に設定します。
3. マウスで Windows フォームを選択し、ドラッグしてサイズ変更します。この例では、プ
レビューパネルが見やすくなるように、フォームを 600x500 にサイズ変更しました。

4. フォームをダブルクリックし、Form_Load イベントハンドラに次のコードを入力しま
す。

Visual Basic

'レポート定義をロードします
C1FlexReport1.Load(@"..\..\Products Report.flxr", "Products Report")
'レポートをプレビュー表示します
C1FlexViewer1.DocumentSource = C1FlexReport1

C#

'レポート定義をロードします
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c1FlexReport1.Load(@"..\..\Products Report.flxr", "Products Report");
'レポートをプレビュー表示します
c1FlexViewer1.DocumentSource = c1FlexReport1;

5. Press F5 to run the application. Observe the output.

 

 

リボン

The FlexViewer control features can be accessed by using the command buttons on the ribbon
UI located at the top of the control.
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The image below shows the FlexViewer ribbon and its different groups, such as View,
Navigation, Zoom, Pages and Tools.

The major command buttons of ribbon for FlexViewer are listed below with their icon images,
location and brief description.

Ribbon
Commands

Button Icons Location Description

Go back Located in
the Quick
Access
Toolbar
(QAT).

Allows you  to go back to
the previously opened
page.

Go forward Located in
the QAT.

Allows you to go forward to
the next page.

Select text
to copy

Located in
the QAT.

Allows you to select a text
to copy.

Customize
Quick
Access
Toolbar
dropdown

Located in
the QAT.

Allows you to add or delete
items from the Quick
Access Toolbar. It lets you
add the QAT below the
ribbon or even minimize
the ribbon.

Print Layout Located in
the View
group.

Allows you to switch
between printable and non-
formatted layout.

Stop Located in
the View
group.

Allows you to stop loading
the report.

Refresh Located in
the View

Allows you to regenerate
the report.
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group.

Parameters Located in
the View
group.

Enables you to apply the
parameter settings in the
report. Invokes the
Parameters side panel.

Outlines Located in
the View
group.

Allows you to organize and
display the document
structure to the user so
that they can interactively
navigate to a particular
topic or location in the
document. Appears as a
side panel with
a hierarchical list of items. 

Thumbnails Located in
the View
group.

Allows you to see the
preview of all available
pages in the PDF document.

Page
Navigation

Located in
the
Navigation
group.

Enables you to navigate
instantly to the first and last
pages, navigate through all
the pages in the document,
or navigate by manually
typing the page number.

Back Located in
the
Navigation
group.

Lets you go back to the
previous region in the
Outline mode.

Forward Located in
the
Navigation
group.

Lets you go forward to
the next region in the
Outline mode.

PageSets Located in
the
Navigation
group.

Lets you switch to PageSets
navigation for the non-
continuous mode.
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Zoom Located in
the Zoom
group.

Invokes the Zoom dialog. It
provides you with options
to set AutoZoom and Zoom
percentage, number of
page columns and rows,
and rotation options.

Actual Size Located in
the Zoom
group.

Enables you to zoom the
document to 100% of the
normal size.

Page Width Located in
the Zoom
group.

Enables you to zoom pages
to fill the window width.

Whole Page Located in
the Zoom
group.

Enables you to zoom the
pages to fit the within the
window.

Portrait Located in
the Pages
group.

Enables you to preview the
pages in portrait mode, that
is, the sides are longer than
the top and bottom of the
page.

Landscape Located in
the Pages
group.

Enables you to preview the
pages in Landscape mode,
that is, the sides are shorter
than the top and bottom of
the page.

Page Setup Located in
the Pages
group.

Invokes the Page Setup
dialog. Allows you to
change the page settings of
the current report.

Print Located in
the Tools
group.

Allows you to print the
current report. Invokes the
Print dialog that lets you
set the page range, select
printer and number of
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copies options.

Export Located in
the Tools
group.

Allows you to export the
current report to different
file formats and invokes the
Export Report to file
dialog.

Find Located in
the Tools
group.

Enables you to find text in
the document. Invokes the
Find search bar.

Hand Tool Located in
the Tools
group.

By default, the Hand tool
appears selected and
provides the hand cursor
icon. When you unselect it,
you can scroll the
document using the text
cursor icon.

Text Select
Tool

Located in
the Tools
group.

Allows you to select the text
in the report.

Copy Text Located in
the Tools
group.

Allows to copy the text in
the report.

ステータスバー

FlexViewer provides a Status Bar at the bottom of the control to indicate the report loading
status, rotate pages (clockwise and counter-clockwise), set different page-view (continuous and
non-continuous) settings and zoom-in/zoom-out range-slider.

The snapshot below depicts the look of the Status Bar in FlexViewer.

The major command buttons of StatusBar, their icons and description for FlexViewer are listed
below:

Command
buttons

 Command icons Description
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Rotate View
Counter-Clockwise

Allows you to rotate the pages 90°
counter-clockwise on each click of the
button.

Rotate View
Clockwise

Allows you to rotate the pages 90°
clockwise on each click of the button.

Single Page View Lets you display one page at a
time, barring any portion of the next
page displayed.

Continuous View Lets you display pages in one long
column, for scrolling smoothly between
pages. This button appears selected by
default on loading the report in the
FlexViewer.

Two Pages View Lets you display two pages at a
time, barring any portion of the next
page displayed.

Two Pages
Continuous View

Lets you display two pages in one long
column, for scrolling smoothly between
pages.

Zoom range-slider Enables you to zoom in and zoom out
the report pages, and set the zoom
percentage.

Label indicating 
whether the report
is loaded

The label on the left-most corner
indicates the report loading status in
the FlexViewer. Once rendered, the label
displays the Ready text.

コンテキストメニュー

FlexViewer has a default context menu that provides a convenient way of performing many
commands quickly without having to navigate to the ribbon. The FlexViewer control provides
options such as Copy, Deselect All, Select All, Select Tool, Zoom In, Zoom Out and Find Text
in its context menu.
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The snapshot below depicts the context menu in FlexViewer.

The major options for the context menu in FlexViewer are listed below with their description.

Context menu options Description

Copy Enables you to copy text from the report.

Deselect All Enables you to deselect all the selected text in the report.

Select All Enables you to select all the text in the report.

Select Tool Lets you select text in the report using the Select Tool.

Zoom In Enables you to zoom in the page.

Zoom Out Enables you to zoom out the page.

Find Text Invokes the Find searchbar.

検索バー

When you click the Find Text in the Document button from the FlexViewer ribbon, it invokes the
search bar. This search bar appears at the bottom of the Viewer application.

Take a look at the snapshot of the search toolbar in FlexViewer.

The different options in search bar with their descriptions are given below:

Search bar
commands

Description
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Close Enables you to exit the text search bar.

Find Enables you to enter the text that needs to be searched in the textbox.

Previous Enables you to search for the previous occurrence of the text in the
report.

Next Enables you to search for the next occurrence of the text in the report.

Match Case Enables you to search for text that matches the casing of the text
entered in the textbox.

Whole Word Enables you to search for the whole word that matches the text entered
in the textbox, irrespective of the casing.

レポートの表示

The FlexViewer control is a viewing tool that enables you to load and render reports. FlexViewer
empowers you to perform various report-rendering related tasks with the help of its command
buttons.

The different tasks associated with the reports in FlexViewer are given below:

Use and report parameters
Refresh and stop report rendering
Rotate report views
Use thumbnails and outlines

All the features elicited above are covered in detail in the sections below:

Use parameters
FlexViewer lets you load and render reports with parameters, and invoke Parameters in the left
side pane. This lets you apply parameters to the loaded report in the FlexViewer.

The GIF below depicts apply parameters to the report using the Parameters command button
in the FlexViewer ribbon.
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Refresh and stop rendering
FlexViewer lets you refresh the report while rendering, so that file is regenerated in the
FlexViewer once gain. Further, you can suspend current rendering by clicking the Stop button in
the viewer's ribbon UI.

レポートのビューの回転
FlexViewer では、要件に合わせて柔軟に、さまざまな角度にレポートビューを回転させるこ
とができます。レポートビューをさまざまな角度に回転させるには、C1FlexViewer クラス
の RotateView プロパティを設定します。RotateView プロパティは、ビューの回転角度を記
述する FlexViewerRotateView 列挙に含まれる次の値を受け取ります。

NoRotation: ビューに回転が適用されません。
Rotation180: ビューを 180 度回転します。
Rotation90Clockwise: ビューを時計回りに 90 度回転します。
Rotation90CounterClockwise: ビューを反時計回りに 90 度回転します。

設計時のレポートビューの回転

次の手順を実行して、設計時に FlexViewer でレポートビューを回転させることができます。

1. FlexViewer コントロールを右クリックし、プロパティを選択します。
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2. プロパティウィンドウで、表示されたリストから RotateView プロパティの値を選択し
て、さまざまな角度でレポートを回転させます。

プログラムによるレポートビューの回転

レポートビューを回転させるには、最初にレポートを作成してロードし、次に FlexViewer コ
ントロールでレポートをプレビューする必要があります。その後、FlexViewerRotateView 列
挙を使用してレポートビューを回転させます。次のコードは、FlexViewerRotateView 列挙の
使用例を示します。

Visual Basic

c1FlexViewer1.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise

C#

c1FlexViewer1.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise;
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Use Thumbnails and Outlines
FlexViewer provides the Thumbnails feature, which displays the miniature previews of all pages
in a document. The advantage of using page thumbnails is that you can quickly navigate to a
selected page. The Thumbnails command button is available in the View group.

FlexViewer allows you to set Outlines (or bookmarks) in the report, and display all outlines in a
side panel. The Outline's hierarchical view lets the reader present the content of the report in a
visual table of contents. The Outline items enable users to navigate across different regions in
the document.
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PDFファイルのロード

C1FlexViewer allows you to load the PDF files in the FlexViewer control using
C1PDFDocumentSource class. ComponentOne Studio for WinForms includes a new
component, C1PDFDocumentSource, which can open a PDF file and load it into the
FlexViewer for viewing. The rendered PDF file can also be exported or printed, if need be.

設計時に FlexViewer に PDF ファイルをロードするには

FlexViewerコントロールでPDFファイルをレンダリングするには、次の手順に従います。

1. 新しい WinForms 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、C1FlexViewer 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。必要に応じて、FlexViewer の位置とサイズを調整します。

3. C1PdfDocumentSource 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。コ
ントロールがフォームのコンポーネントトレイに表示されます。

4. プロパティウィンドウで、c1FlexViewer のプロパティに移動し、DocumentSource プロ
パティの値フィールドの横にあるドロップダウン矢印をクリックして
c1PdfDocumentSource1 を選択します。

5. プロパティウィンドウで、C1PdfDocumentSource コンポーネントを選択し、
c1PdfDocumentSource1 のプロパティに移動します。DocumentLocation プロパティを
見つけ、表示する PDF ファイルの完全パスを入力します。

6. アプリケーションをビルドし、実行します。PDF が FlexViewer コントロールにレンダリ
ングされます。

プログラムで FlexViewer に PDF ファイルをロードするには

Perform the following steps to render a PDF file in FlexViewer control programmatically:

1. C1PdfDocumentSource と C1FlexViewer をフォームにドラッグアンドドロップしま
す。

2. フォームをダブルクリックし、Form1_Load イベントに次のコードを記述します。

Visual Basic

Dim pds As New C1PdfDocumentSource()
pds.DocumentLocation = "../../Injury Form.pdf"
C1FlexViewer1.DocumentSource = pds

C#

C1PdfDocumentSource pds = new C1PdfDocumentSource();
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pds.DocumentLocation = @"..\..\Injury Form.pdf";
c1FlexViewer1.DocumentSource = pds;

Furthermore, the following features are supported in the PDF files loaded in the FlexViewer
control:

テキストの検索
PDF ファイル内のテキストを検索するには、次の手順に従います。

1. FlexViewer コントロールに、テキストを含む PDF をロードします。
2. FlexViewer リボンから［検索］オプションを選択します。
3. ステータスバーに表示される検索テキストボックスに、検索するテキストを入力
し、［Enter］キーを押します。

テキストの選択とコピー
PDF ファイル内のテキストを選択するには、次の手順に従います。

1. FlexViewer コントロールに、テキストを含む PDF をロードします。
2. FlexViewer リボンから［テキスト選択ツール］を選択します。
3. PDF でテキストを選択します。
4. キーボードキー［Ctrl］+［C］または FlexViewer リボンの［テキストのコピー］オ
プションを使用して、テキストをコピーします。
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SSRSレポートのロード

The FlexViewer control supports C1SsrsDocumentSource to show SSRS reports; you can
browse the reports tree available on a SSRS server, and preview individual reports. You can also
click Parameters from the control's ribbon to view any parameters in the report.

C1SsrsDocumentSource enables you to specify the location or name of the SSRS report to be
viewed. The FlexViewer control can then be used to display an SSRS report.

Note: You must have access to the SSRS report server and have at least one report on that
server before you start this topic.

To preview or export an SSRS report in FlexViewer control, create a new WinForms application,
using .NET framework 4.0 or above and complete the following steps:

1. 新しい Winforms 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、C1SSRSDocumentSource コンポーネントをフォームに追加しま
す。コンポーネントがコンポーネントトレイに表示されます。

If you cannot find the component in the toolbox, right click and select Choose items.

  FlexReport for WinForms

229 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



The Choose Toolbox Items dialog appears. Locate the component in
the C1.Win.C1Document.dll and add it to the toolbox.

3. フォームに FlexViewer コントロールを追加します。Dock プロパティを Fill に設定しま
す。

4. C1FlexViewerをクリックし、DocumentSourceプロパティをc1SSRSDocumentSource1に
設定します。 これにより、C1SSRSDocumentSourceコンポーネントがC1FlexViewerの
DocumentSourceプロパティに割り当てられます。

5. C1SSRSDocumentSource を右クリックし、［プロパティ］を選択してプロパティウィ
ンドウを開きます。

6. DocumentLocation プロパティの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
7. 次のダイアログで、SSRS サーバーのアドレスとレポートの完全パスを指定し、［OK］を
クリックします。

    
8. ConnectionOptions プロパティグループを展開します。
9. Credential プロパティの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。

10. 次のダイアログで、ユーザー名、パスワード、およびドメインを指定し、［OK］をクリ
ックします。

    

Note: Ensure that the following DLLs are added to the project references.

C1.Win.C1Document.dll
C1.Win.dll
C1.Win.C1DX.dll
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C1.Win.ImportServices.dll
C1.Win.FlexReport.dll
C1.Win.FlexViewer.dll
C1.Win.C1Ribbon.dll
C1.Win.C1Input.dll
C1.Win.C1InputPanel.dll

You may be asked to set some parameters, based on which you see the specified SSRS report in
the preview control. The following image shows the FlexViewer control displaying a SSRS
report on ComponentOne server:

You can now export it to a number of supported external formats.

レポートでのナビゲーション
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FlexViewer lets you navigate through multiple pages and view various parts of the page in the
report. The FlexViewer control has a dedicated Navigation group for different command buttons
related to navigating across the report pages.

There are different ways to navigate through the pages in FlexViewer, but the following items
are used commonly:

Next and Previous buttons: The Next Page and Previous Page buttons allow you to
navigate to the next and previous pages with respect to the current page in the report.
The interactive text box next to them allows you to enter a page number and navigate
directly to that page.
First and Last buttons: The First Page and Last Page buttons allow you to navigate
directly to the starting and ending pages respectively in the report.
Scroll bars: FlexViewer provides horizontal and vertical scroll bars to view other pages or
different areas of the page. You just need to drag the scrollbars.
Hand Tool: By default, when a report is loaded in the FlexViewer control, the Hand Tool is
already selected. It serves the purpose of navigating through the pages of the report.

レポートの縮小拡大

FlexViewer allows you to change the default zooming level options in the report. Magnification
or zooming of the report can be performed in the FlexViewer using the Zoom button in the
Zoom group of the ribbon. This invokes the Zoom dialog box.
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［ズーム］ダイアログボックスには、以下のオプションがあります。

実際のサイズ - 実際のサイズでページを表示します。
ページ幅 - ページをプレビューウィンドウの幅に合わせます。
ページ全体 - プレビューウィンドウにページ全体を合わせます。
カスタム - ページのカスタムズーム % を設定します。
ズーム % - ページに設定されたズームパーセンテージを表示します。
デフォルトで広いレイアウト - 幅広のレポートにデフォルトで段組みレイアウトを適用
するかどうかを示します。
見開きページ（表紙右） - レポートページを並べて表示します。
連続 - ページを連続で表示します。
ビューの回転 - ページの回転角度を選択できます。
ページ列数 - プレビューウィンドウに表示するページ列数を選択できます。
ページ行数 - プレビューウィンドウに表示するページ行数を選択できます。

テキストの選択とコピー

The FlexViewer control provides the Select and Copy Text feature, which lets you initiate a
selection action via the text select cursor over the text using the Select Tool   in the Tools
group. The text selected is marked with a a light blue background color to make it convenient
to modify the current selection in the report. Also, once the selection is made, if you right click
over the text, FlexViewer displays a context menu with different options such as Copy, Deselect
All, Select All, Select Tool, Zoom In, Zoom Out and Find Text. So, you can select all the text in the
report, zoom in/zoom out, find text and even deselect all the text in the report.

The GIF below depicts the text selection and copy feature in FlexViewer.
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レポートのビューの回転

FlexViewer では、要件に合わせて柔軟に、さまざまな角度にレポートビューを回転させるこ
とができます。レポートビューをさまざまな角度に回転させるには、C1FlexViewer クラスの
RotateView プロパティを設定します。RotateView プロパティは、ビューの回転角度を記述す
る FlexViewerRotateView 列挙に含まれる次の値を受け取ります。

NoRotation: ビューに回転が適用されません。
Rotation180: ビューを 180 度回転します。
Rotation90Clockwise: ビューを時計回りに 90 度回転します。
Rotation90CounterClockwise: ビューを反時計回りに 90 度回転します。

設計時のレポートビューの回転

次の手順を実行して、設計時に FlexViewer でレポートビューを回転させることができます。

1. FlexViewer コントロールを右クリックし、プロパティを選択します。
2. プロパティウィンドウで、表示されたリストから RotateView プロパティの値を選択し
て、さまざまな角度でレポートを回転させます。
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プログラムによるレポートビューの回転

レポートビューを回転させるには、最初にレポートを作成してロードし、次に FlexViewer コ
ントロールでレポートをプレビューする必要があります。その後、FlexViewerRotateView 列
挙を使用してレポートビューを回転させます。次のコードは、FlexViewerRotateView 列挙の
使用例を示します。

Visual Basic

c1FlexViewer1.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise

C#

c1FlexViewer1.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise;
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