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はじめに

Managing complex projects can be quite tedious and requires a lot of effort, but GanttView makes it a lot easier
for you by managing your project's schedule. It provides the users with a Microsoft Project-like user experience for
effective project schedule management. The GanttView generates a schedule for the provided list of tasks,
durations, and constraints and presents it in a form of a graphical diagram, that is, GanttChart. The chart then plots
the tasks to be performed on the vertical axis, and the time intervals on the horizontal axis. Moreover, it provides
additional support for managing resources, constraints, dependencies, styles, and much more. Not just this, the
control also provides an extensive design-time support to make your programming tasks a lot easier.

The GanttView control can bind with any of the .NET sources such as ADO.NET or an Entity Framework. It also lets
you define the tasks manually when in the unbound mode. It also provides many advanced features such as task-
tracking, customizing working time, advanced filtering, and much more. Other than this, you can easily customize
the shape, pattern, and color for each bar style.

Documentation Blogs

Create Your First Application with GanttView

DesignTime Support

Appearance & Styling

GanttView : Adding Ease to Project Management

C1Ganttview - A Complete GanttChart for WinForms Apps

Videos Demo Samples

ComponentOne WinForms Edition Videos WinForms and WPF Chart Demo

Note: ComponentOne GanttView for WinForms is compatible with both .NET 4.5.2, .NET 5 and .NET 6.

API References

C1.Win.GanttView.6 Assembly C1.Win.C1GanttView.NET Framework Assembly
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ComponentOne Studio for WinForms のヘルプ

Getting Started

For information on installing ComponentOne Studio for WinForms, licensing, technical support, namespaces and
creating a project with the control, please visit Getting Started with Studio for WinForms.

What's New

For a list of the latest features added to ComponentOne Studio for WinForms, visit What's New in Studio for
WinForms.

コンポーネントをプロジェクトに組み込む方法

コンポーネントの組み込み

Visual Studio では、ツールボックスにコンポーネントを追加しただけでは、プロジェクトにコンポーネントを追
加したことにはなりません。プロジェクトの参照設定へ追加された時点でコンポーネントが組み込まれます。

以下のいずれかの操作を行うとプロジェクトへコンポーネントが組み込まれます。

1. フォームにコンポーネントを配置する
2. ソリューションエクスプローラ上で参照の追加を行う

プロジェクトに組み込まれているコンポーネントの一覧は、ソリューションエクスプローラで確認できます。ま
た、各コンポーネントが使用している DLL もソリューションエクスプローラに登録される場合があります。詳細
については、Visual Studio の製品ヘルプを参照してください。

本製品で使用しているコンポーネントの一覧を以下に示します。

ファイル 内容

C1.C1GanttView.4.5.2.dll 本体アセンブリ（※）

C1.C1GanttView.4.5.2.Design.dll デザイナアセンブリ（※）

※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。

フォームにコンポーネントを配置する方法

以下に、C1GanttView コントロールをツールボックスに追加し、フォームに配置する方法を示します。これによ
り、コンポーネントがプロジェクトに組み込まれます。

配置手順

1. ［ツール］メニューから［ツールボックス アイテムの選択］を選択します。
2. ［ツールボックス アイテムの選択］ダイアログの「.NET Framework コンポーネント」タブを選択します。
3. 使用するコンポーネントのチェックボックスを ON にして〈OK〉ボタンをクリックしてください。ツール
ボックスに指定したコントロールのアイコンが表示されます。

GanttView for WinForms  
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4. ツールボックスから指定したコントロールのアイコンを選択してフォームに配置します。ソリューション
エクスプローラの参照設定に指定したコントロールの名前空間が追加されます。

コンポーネントのランタイムファイル

GanttView for WinForms のランタイムファイルは、C:\Program Files (x86)\ComponentOne\WinForms\bin\ フォ
ルダにインストールされる次のファイルです。

ファイル 内容

C1.C1GanttView.4.5.2.dll 本体アセンブリ（※）

 

※ .NET Framework 4 以上でご利用いただけます。

注意：本製品に含まれているファイルのうち、上記以外のファイルは配布できません。
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主な機能

Following are some of the main features of GanttView that you may find useful:

Extensive Design-time Support
With an extensive design-time support, you can easily schedule your project tasks without having to code
anything. It provides customized context menus, smart tags, and designers.
Work in Bound and Unbound mode
Don't want to enter the tasks manually? Not an issue, GanttView control can be easily bound to a data
source such ADO.NET or an Entity Framework.
Customizable Tasks
GanttView provides many Task elements which enables you to customize your tasks accordingly. You can set
Deadlines, Constraints, Duration, Start Time, Finish Time, Predecessors, and much more.
Switch between different Task Modes
GanttView uses two ways for scheduling tasks: Manual scheduling, which provides greater flexibility to the
users for managing the schedule and another is Automatic scheduling, which provides a more structured
way for managing project schedule. The mode of a task can be changed back and forth from automatic to
manual.
Split complex Tasks
GanttView allows you to break complex tasks into smaller parts. You can split a task as many times as you
need with just a simple click.
Task Grouping
GanttView control lets you create task groups wherein each task group is a summary task with its children
having the same property values. You can add any number of group models as you want.
Easy Task Tracking
GanttView not only allows you to drag a task at runtime but also saves you from the overhead of tracking
the changes. It does so by automatically updating the values such as duration, start time, finish time, and
other parameters when a task is being dragged to another location.
Resource Management
GanttView lets you manage a list of resources for your projects, such as people, materials, and costs. You can
assign any number of resources to a task and give them each a cost rate.
Automatic Conflict Validation
You don't need to worry about schedule-related conflicts while working with GanttView, as it automatically
alerts the users about the possibility of a conflict by showing a red indicator that appears next to the task
containing a conflict. These conflicts could be between a constraint and a linked task, a circular reference
between tasks, or if a deadline is scheduled before a task is set to finish.
Task Progress and Completion Indicators
GantView displays a progress bar that can be used to effectively track the progress of each task. After a task
is completed, the completion indicator symbol appears to the left of the completed task to make it stand
out from the other tasks.
Variety of Timescale formats
GanttView provides you with a variety of Timescale formats using which you can show the timeline of a
project in a chronological order.
Customizable Working Time
Why stick to a strict working time when you can make it more flexible as per your needs? GanttView lets you
manage the working time by creating a new calendar and setting the time manually. Moreover, the
control also enables you to define calendar exceptions such as Company Holidays and much more.
Advanced Filtering
GanttView also lets you create and apply custom filters by simply clicking on the Advanced Filter option. It
provides you with a variety of options using which you can easily filter out relevant information.
Save and Load as XML
Store your project schedule as XML. In addition, you can also load MS Project XML file in GanttView.
Integrated Printing
Print your project schedule with a simple click. It lets you define paper orientation, margins, header and
footer text, as well as dialog boxes to let you set up the printer.
Customizing Bar Styles
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GanttView includes default styles for several different bar types including Auto Scheduled, Manually
Scheduled, Progress Bar, Milestone, Deadline, etc. You can customize the shape, pattern, and color for each
of these bar styles, or simply customize the style for one particular task. You can also specify which text field
to display on either side of the bar, such as Resource Names.
Built-in Toolstrip Commands
The GanttView control comes with a built-in toolstrip that contains the most common commands. It lets you
manage the project information as well as move, insert and delete tasks in one click. Other than this, you can
also manage the visible grid columns, resources, time scale, and bar styles.

  GanttView for WinForms
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クイックスタート
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This section walks you through the process for achieving data binding in GanttView for .NET 6 framework.

1. Add Task to the GanttView control and set its properties.

C#

//タスクを追加し、プロパティを設定します。
var task1 = c1GanttView1.Tasks[1];
task1.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 22, 0, 0, 0, 0);
task1.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task1.Duration = 3;
task1.ID = 656460240;
task1.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task1.Name = "Pursue a hare";
task1.Start = new System.DateTime(2015, 4, 1, 0, 0, 0, 0);
var task2 = c1GanttView1.Tasks[2];
task2.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 26, 0, 0, 0, 0);
task2.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task2.Duration = 12;
task2.DurationUnits = C1.Win.GanttView.DurationUnits.Minutes;
task2.ID = 132267904;
task2.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task2.Name = "Hit the hare";
task2.Start = new System.DateTime(2015, 4, 4, 0, 0, 0, 0);
var task3 = c1GanttView1.Tasks[4];
task3.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 28, 0, 0, 0, 0);
task3.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task3.Duration = 2;
task3.ID = 1639616200;
task3.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task3.Name = "Skin that hare";
task3.Start = new System.DateTime(2015, 4, 6, 9, 12, 0, 0);
var task4 = c1GanttView1.Tasks[6];
task4.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 29, 0, 0, 0, 0);
task4.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task4.Duration = 3;
task4.ID = 1784420689;
task4.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task4.Name = "Cook the hare";
task4.Start = new System.DateTime(2015, 4, 8, 9, 12, 0, 0);
var task5 = c1GanttView1.Tasks[7];
task5.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 30, 0, 0, 0, 0);
task5.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task5.Duration = 1;
task5.ID = 1296539678;
task5.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task5.Name = "Eat the hare";
task5.Start = new System.DateTime(2015, 4, 13, 9, 12, 0, 0);

2. Add Resources to the C1GanttView.

C#

//リソースを追加します。

.NET 6
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Resource resource1 = new C1.Win.GanttView.Resource();
Resource resource2 = new C1.Win.GanttView.Resource();
Resource resource3 = new C1.Win.GanttView.Resource();
Resource resource4 = new C1.Win.GanttView.Resource();
resource1.Cost = new decimal(new int[] {
   20000,
   0,
   0,
   131072});
resource1.ID = 457479171;
resource1.Name = "Adam Miller";
resource2.Cost = new decimal(new int[] {
   50000,
   0,
   0,
   131072});
resource2.ID = 574928631;
resource2.Name = "Ruth Radelet";
resource3.Cost = new decimal(new int[] {
   25000,
   0,
   0,
   131072});
resource3.ID = 1258408175;
resource3.Name = "Johnny Jewel";
resource4.Cost = new decimal(new int[] {
   40000,
   0,
   0,
   131072});
resource4.ID = 187715318;
resource4.Name = "Nat Walker";
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource1);
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource2);
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource3);
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource4);

3. Assign resources to the specific task. The added resources can be assigned to a specific task by creating
a resource reference.

C#

//リソースの参照を追加します。
ResourceRef resourceRef1 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef2 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef3 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef4 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef5 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef6 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef7 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();

resourceRef1.Amount = 1;
resourceRef1.ResourceID = 457479171;
resourceRef2.ResourceID = 1258408175;
task1.ResourceRefs.Add(resourceRef1);
task1.ResourceRefs.Add(resourceRef2);
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resourceRef3.Amount = 1;
resourceRef3.ResourceID = 187715318;
task2.ResourceRefs.Add(resourceRef3);
resourceRef4.Amount = 1;
resourceRef4.ResourceID = 187715318;
resourceRef5.Amount = 1;
resourceRef5.ResourceID = 1258408175;
task3.ResourceRefs.Add(resourceRef4);
task3.ResourceRefs.Add(resourceRef5);
resourceRef6.Amount = 1;
resourceRef6.ResourceID = 574928631;
task4.ResourceRefs.Add(resourceRef6);
resourceRef7.Amount = 1;
resourceRef7.ResourceID = 457479171;
task5.ResourceRefs.Add(resourceRef7);

4. Add Predecessors to the tasks.

C#

//先行タスクを追加します。
Predecessor predecessor1 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
Predecessor predecessor2 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
Predecessor predecessor3 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
Predecessor predecessor4 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
predecessor1.PredecessorTaskID = 656460240;
task2.Predecessors.Add(predecessor1); 
predecessor2.PredecessorTaskID = 132267904;
task3.Predecessors.Add(predecessor2);
predecessor3.PredecessorTaskID = 1639616200;
task4.Predecessors.Add(predecessor3);
predecessor4.PredecessorTaskID = 1784420689;
task5.Predecessors.Add(predecessor4);

5. Configure the GanttView Control. Add the following code to configure the grid.

C#

gv.Dock = DockStyle.Fill;
gv.BackColor = Color.LavenderBlush;
gv.FixedFont = new Font("Microsoft Sans serif", 9, FontStyle.Bold);
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This quick start will guide you through the steps of creating a simple GanttView application in .NET 4.5.2
Framework by supplying the data manually through the designer.

Follow the steps below to get started.

Set Up the Application

1. Create a new Windows Forms application (.NET Framework 4.5.2).
2. Configure the project to target the correct framework and set the appropriate properties.
3. Drag and drop the GanttView control from the Visual Studio toolbox onto the box.

Observe: C1GanttView control appears on the form.

Bind GanttView to a Data Source

1. Right-click on the control, and select Edit Tasks from the context menu. The Task Collection Editor
appears.

2. To add the first task manually, select the first member from the Members list, and set its properties
such as Name, Start, Finish, Mode, and so on from the Properties window of the Task Collection Editor.
Let's say we add the first task to the list and set its Name to Project Management, Mode to Automatic,
and Days to 30. This adds a task to your project.

3. Repeat Step 2 to add more tasks to the list in the same way. You can set the properties for different
tasks accordingly.

4. Click OK to save and close the Task Collection Editor.

Configure the GanttView control

1. Right-click on the GanttView control and select properties.
2. Set the ScheduleFrom property to ProjectStartDate and enter a suitable start date next to the

StartDate property.

Customizing Task Bars

You can modify the style of the taskbars for automatic and manual tasks.

.NET Framework

GanttView for WinForms  
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To modify the bar styles at design time, follow the steps below:

1. Right-click on the C1GanttView control, and select Edit Bar Styles from the context menu.
2. Click on the Add button to add a bar style to the collection.
3. Set the BarType to AutoTask.
4. Set the BarShape to ThickBar.
5. Set the BarColor to LightSkyBlue.
6. Click Add to add a bar style to the collection.
7. Set the BarType to ManualTask.
8. Set the BarShape to ThickBar.
9. Set the BarColor to PaleGreen.

10. Click OK to save and close the BarStyles Collection Editor.
This adds a new BarStyle to your project.

You have successfully created a simple GanttView application in .NET 4.5.2 framework. In this topic, you have
added a C1GanttView control to your windows form, added tasks, customized some properties of the
GanttView control, and manipulated the control at the design time.
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デザイン時のサポート

GanttView for WinForms provides you with a variety of design time options that enables you to create interactive
applications without having to code anything. In addition to customized context menus and smart tags, it also
provides a designer that offers rich design-time support to simplify working with the object model. At the same
time, the GanttView provides a variety of collection editors like C1GanttView BarStyles Collection Editor and
C1GanttView Task Collection Editor that allows you to apply properties to GanttView elements at the design
time.
This section discusses various design-time options available in the GanttView control.

Topic Snapshot Content

Context Menu Discusses about the menu that appears on right-clicking on the
grid.

Edit Columns
Edit Calendars
Edit Tasks
Edit Bar Styles
Edit Resources
Load from XML File
Save as XML File

Collection
Editors

Discusses about various editors.

C1GanttView BarStyles Collection Editor
C1GanttView Columns Collection Editor
C1GanttView CustomCalendars Collection Editor
C1GanttView CustomCalendar Exception Collection
Editor
C1GanttView CustomCalendar WorkWeek Collection
Editor
C1GanttView Resources Collection Editor
C1GanttView Task Collection Editor

Smart Tags Discusses about various options available in smart tag.

C1GanttView Tasks

C1GanttView のコンテキストメニュー

GanttView コントロールには、デザイン時に使用する追加機能を提供するコンテキストメニューが用意されてい
ます。 It provides you easy access to commonly-used properties for making your programming tasks a lot easier.
GanttView のコンテキストメニューにアクセスするには、C1GanttView コントロールを右クリックします。次の図
のようなコンテキストメニューが表示されます。
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オプション 説明

列の編集 列の編集 を選択すると、C1GanttView.Columns コレクションエディタが開き、タスクプ
ロパティ列とカスタムフィールド列の追加、削除、および変更ができます。

カレンダーの編集 カレンダーの編集 項目を選択すると、C1GanttView.CustomCalendars コレクションエデ
ィタが開き、カレンダーの追加、削除、および変更ができます。

タスクの編集 タスクの編集 項目を選択すると、C1GanttView.Tasks コレクションエディタが開き、
C1GanttView コントロールのタスクの追加、削除、および変更ができます。

バーの設定の編集 バーの設定の編集 を選択すると、C1GanttView.BarStyles コレクションエディタが開き、
マイルストーンを表すバーのバースタイルの追加、削除、および変更ができます。

リソースの編集 リソースの編集］項目を選択すると、C1GanttView.Resources コレクションエディタが開
き、GanttView のリソースのさまざまなタイプのリソースを追加、削除、および変更がで
きます。

XML ファイルの読
み込み

XML ファイルの読み込みを選択すると、XML ファイルの読み込み ダイアログボックスが
開き、ロードする .xml ファイルを指定できます。

XML ファイルに保
存

XML ファイルに保存 を選択すると、XML ファイルに保存 ダイアログボックスが開き、保
存する .xml ファイルを指定できます。

C1GanttView スマートタグ

The C1GanttView Tasks Menu provides the most commonly used properties to assist you with your programming
tasks. It also allows you to open the different editors available such as Columns Editor, Task Editor, and so on.

GanttView タスク メニューにアクセスするには、C1GanttView コントロールの右上隅にあるスマートタグ（ ）
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をクリックします。C1GanttView タスク メニューが開きます。

C1GanttView タスク］メニューのは次のように動作します。

オプション 説明

Visual Style Visual Style のドロップダウンで、選択できる視覚スタイルの一覧が表示されます：Custom、
System、Office2007Black、Office2007Blue、Office2007Silver、Office2010Black、
Office2010Blue、Office2010Silver、Windows7。

バーの設定
の編集

バーの設定の編集 をクリックすると、C1GanttView.BarStyles コレクションエディタが開き、マイ
ルストーンを表すバーのバースタイルの追加、削除、および変更ができます。

カレンダー
の編集

カレンダーの編集 項目をクリックすると、C1GanttView.CustomCalendars コレクションエディタ
が開き、カレンダーの追加、削除、および変更ができます。

列の編集 列の編集 をクリックすると、C1GanttView.Columns コレクションエディタが開き、タスクプロパ
ティ列とカスタムフィールド列の追加、削除、および変更ができます。

リソースの
編集

リソースの編集 項目をクリックすると、C1GanttView.Resources コレクションエディタが開き、
C1GanttView のリソースのさまざまなタイプのリソースを追加、削除、および変更ができます。

タスクの編
集

タスクの編集 項目をクリックすると、C1GanttView.Tasks コレクションエディタが開き、
C1GanttView コントロールのタスクの追加、削除、および変更ができます。

XML ファ
イルの読み
込み

XML ファイルの読み込み をクリックすると、XML ファイルの読み込みダイアログボックスが開
き、ロードする .xml ファイルを指定できます。

XML ファ
イルに保存

XML ファイルに保存 をクリックすると、XML ファイルに保存 ダイアログボックスが開き、保存す
る .xml ファイルを指定できます。

［親コンテ
ナにドッキ
ング］

親コンテナにドッキング をクリックすると、C1GanttView コントロールはフォームを占めて表示さ
れます。

GanttView
のバージョ
ン情報

GanttView のバージョン情報 をクリックすると、GanttView のバージョン情報 ダイアログボックス
が表示されます。このダイアログボックスには、GanttView 製品のバージョン番号とライセンス情
報が表示されます。

C1GanttView のコレクションエディタ
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C1GanttView には、デザイン時に要素にプロパティを適用できる以下のコレクションエディタが用意されていま
す。

C1GanttView.Columns コレクションエディタ
C1GanttView.CustomCalendars コレクションエディタ
C1GanttView.BarStyles コレクションエディタ
C1GanttView.Resources コレクションエディタ
CustomCalendar.Workweeks コレクションエディタ
CustomCalendar.CalendarExceptions コレクションエディタ

BarStyles Collection Editor

The C1GanttView.BarStyles Collection Editor is used for adding different types of bars such as AutoTask,
ManualTask, Progress, Milestone, Deadline, DurationOnly, StartOnly, and FinishOnly. Once the bar type is
specified, you can then modify its shape, pattern, color, and text.

To access the BarStyles Collection Editor, right-click on the C1GanttView control and select Edit Bar Styles from its
context menu.
The C1GanttView.BarStyles Collection Editor appears like the following:

Columns Collection Editor

The C1GanttView.Columns Collection Editor enables you to add and modify TaskPropertyColumns and
CustomFieldColumns properties at the design time.

To access the Columns Collection Editor, right-click on the C1GanttView control and select Edit Columns from its
context menu.
The following image displays the Columns Collection Editor:
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CustomCalendars Collection Editor

The C1GanttView.CustomCalendars Collection Editor provides you with easy access for adding, removing, or
modifying custom calendars at the design time.

To access the CustomCalendars Collection Editor, right-click on the C1GanttView control and select Edit Calendars
from its context menu.
The C1GanttView.CustomCalendars Collection Editor appears like the following when a member is added to the
collection:
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CustomCalendar CalendarException Collection Editor

The CustomCalendar.CalendarExceptions Collection Editor allows you to add, remove, or modify exceptions for
the custom calendars at the design time.

To access the CustomCalendar CalendarException Collection Editor, follow the steps below:

1. Right-click on the C1GanttView control and select Edit Calendars from its context menu. The
C1GanttView.CustomCalendars Collection Editor appears.

2. Click Add to add a new member to the collection.
3. In the properties pane, click on the ellipsis button next to CalendarExceptions. This opens the

CustomCalendar.CalendarExceptions Collection Editor.

The following image displays the CustomCalendar.CalendarExceptions Collection Editor when a member is added
to the collection:
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CustomCalendar WorkWeeks Collection Editor

The CustomCalendar.WorkWeeks Collection Editor allows you to add, remove, or modify work weeks for the
custom calendars at the design time.

To access the CustomCalendar CalendarException Collection Editor, follow the steps below:

1. Right-click on the C1GanttView control and select Edit Calendars from its context menu. The
C1GanttView.CustomCalendars Collection Editor appears.

2. Click Add to add a new member to the collection.
3. In the properties pane, click on the ellipsis button next to WorkWeeks. This opens the

CustomCalendar.Calendar.WorkWeeks Collection Editor.

The following image displays the CustomCalendar.WorkWeeks Collection Editor when a member is added to the
collection:
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Resources Collection Editor

The C1GanttView.Resources Collection Editor enables you to manage the resources. It provides various options
such as adding, removing and modifying resources at the design time.

To Access the C1GanttView.Resources Collection Editor, right-click on the C1GanttView control and select Edit
Resources from its context menu.
The C1GanttView.Resources Collection Editor appears as follows when a Resource is added to the collection:
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Tasks Collection Editor

The GanttView control provides you with a Tasks Collection Editor using which you can easily add, remove, and
modify tasks at the design time.

To Access the C1GanttView.Tasks Collection Editor, right-click on the C1GanttView control and select Edit Tasks
from its context menu.
The following image displays the C1GanttView.Tasks Collection Editor:
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データ連結
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This section walks you through the process for achieving data binding in GanttView for .NET 6 framework.

1. Add Task to the GanttView control and set its properties.

C#

//タスクを追加し、プロパティを設定します。
var task1 = c1GanttView1.Tasks[1];
task1.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 22, 0, 0, 0, 0);
task1.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task1.Duration = 3;
task1.ID = 656460240;
task1.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task1.Name = "Pursue a hare";
task1.Start = new System.DateTime(2015, 4, 1, 0, 0, 0, 0);
var task2 = c1GanttView1.Tasks[2];
task2.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 26, 0, 0, 0, 0);
task2.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task2.Duration = 12;
task2.DurationUnits = C1.Win.GanttView.DurationUnits.Minutes;
task2.ID = 132267904;
task2.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task2.Name = "Hit the hare";
task2.Start = new System.DateTime(2015, 4, 4, 0, 0, 0, 0);
var task3 = c1GanttView1.Tasks[4];
task3.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 28, 0, 0, 0, 0);
task3.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task3.Duration = 2;
task3.ID = 1639616200;
task3.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task3.Name = "Skin that hare";
task3.Start = new System.DateTime(2015, 4, 6, 9, 12, 0, 0);
var task4 = c1GanttView1.Tasks[6];
task4.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 29, 0, 0, 0, 0);
task4.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task4.Duration = 3;
task4.ID = 1784420689;
task4.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task4.Name = "Cook the hare";
task4.Start = new System.DateTime(2015, 4, 8, 9, 12, 0, 0);
var task5 = c1GanttView1.Tasks[7];
task5.ConstraintDate = new System.DateTime(2012, 6, 30, 0, 0, 0, 0);
task5.ConstraintType = C1.Win.GanttView.ConstraintType.StartNoEarlierThan;
task5.Duration = 1;
task5.ID = 1296539678;
task5.Mode = C1.Win.GanttView.TaskMode.Automatic;
task5.Name = "Eat the hare";
task5.Start = new System.DateTime(2015, 4, 13, 9, 12, 0, 0);

2. Add Resources to the C1GanttView.

C#

.NET 6
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//リソースを追加します。
Resource resource1 = new C1.Win.GanttView.Resource();
Resource resource2 = new C1.Win.GanttView.Resource();
Resource resource3 = new C1.Win.GanttView.Resource();
Resource resource4 = new C1.Win.GanttView.Resource();
resource1.Cost = new decimal(new int[] {
   20000,
   0,
   0,
   131072});
resource1.ID = 457479171;
resource1.Name = "Adam Miller";
resource2.Cost = new decimal(new int[] {
   50000,
   0,
   0,
   131072});
resource2.ID = 574928631;
resource2.Name = "Ruth Radelet";
resource3.Cost = new decimal(new int[] {
   25000,
   0,
   0,
   131072});
resource3.ID = 1258408175;
resource3.Name = "Johnny Jewel";
resource4.Cost = new decimal(new int[] {
   40000,
   0,
   0,
   131072});
resource4.ID = 187715318;
resource4.Name = "Nat Walker";
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource1);
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource2);
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource3);
this.c1GanttView1.Resources.Add(resource4);

3. Assign resources to the specific task. The added resources can be assigned to a specific task by
creating a resource reference.

C#

//リソースの参照を追加します。
ResourceRef resourceRef1 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef2 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef3 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef4 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef5 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef6 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();
ResourceRef resourceRef7 = new C1.Win.GanttView.ResourceRef();

resourceRef1.Amount = 1;
resourceRef1.ResourceID = 457479171;
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resourceRef2.ResourceID = 1258408175;
task1.ResourceRefs.Add(resourceRef1);
task1.ResourceRefs.Add(resourceRef2);
resourceRef3.Amount = 1;
resourceRef3.ResourceID = 187715318;
task2.ResourceRefs.Add(resourceRef3);
resourceRef4.Amount = 1;
resourceRef4.ResourceID = 187715318;
resourceRef5.Amount = 1;
resourceRef5.ResourceID = 1258408175;
task3.ResourceRefs.Add(resourceRef4);
task3.ResourceRefs.Add(resourceRef5);
resourceRef6.Amount = 1;
resourceRef6.ResourceID = 574928631;
task4.ResourceRefs.Add(resourceRef6);
resourceRef7.Amount = 1;
resourceRef7.ResourceID = 457479171;
task5.ResourceRefs.Add(resourceRef7);

4. Add Predecessors to the tasks.

C#

//先行タスクを追加します。
Predecessor predecessor1 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
Predecessor predecessor2 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
Predecessor predecessor3 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
Predecessor predecessor4 = new C1.Win.GanttView.Predecessor();
predecessor1.PredecessorTaskID = 656460240;
task2.Predecessors.Add(predecessor1); 
predecessor2.PredecessorTaskID = 132267904;
task3.Predecessors.Add(predecessor2);
predecessor3.PredecessorTaskID = 1639616200;
task4.Predecessors.Add(predecessor3);
predecessor4.PredecessorTaskID = 1784420689;
task5.Predecessors.Add(predecessor4);

5. Configure the GanttView Control. Add the following code to configure the grid.

C#

gv.Dock = DockStyle.Fill;
gv.BackColor = Color.LavenderBlush;
gv.FixedFont = new Font("Microsoft Sans serif", 9, FontStyle.Bold);
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This section walks you through step-by-step instructions for achieving data binding in GanttView for .NET
4.5.2 framework.

GanttView, when bound to a data source, fetches the required data from the underlying data source. Data
binding additionally lets multiple data consumers to be connected to a single data provider in a synchronized
manner. GanttView supports data binding to most of the commonly used data sources such as BindingSource,
ADO.NET objects such as DataSet, DataTable etc.

Binding at design time

Step1: Configure the Data Source

1. Click View | Other Windows | Data Sources.
2. In Data Sources window, click Add New Data Source link to open Data Source Configuration Wizard

window. Select Database as the Data Source Type and then click Next.
3. After clicking Next, select Dataset as the database model in Data Source Configuration Wizard

window and click Next.
4. Select Data Connection by browsing C1NWind.mdb database file in your system. Test the connection

and click Next. Save the connection string to add the database file to your project and click Next.
5. Choose Tables as Database Object Model in Data Source Configuration Wizard window.
6. Select Calendars, Properties, Resources and Tasks tables as object models from the drop-down list

appearing under Tables and click Finish.
7. Navigate to the Toolbox again and locate the BindingSource icon in Data. Double-click the

BindingSource icon to add it to the Design View.
8. Click the BindingSource once and set the DataSource property to c1NWindDataSet and DataMember as

Tasks using the drop-down arrow in the Properties window. Delete the BindingSource from the design
view after setting these properties.

.NET Framework
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9. Repeat Step 8 for Calendars, Resources and Properties tables to set their DataSource as
c1NWindDataSet and DataMember as Calendars, Resources and Properties, respectively.
This creates adapters for the added datasets in your project.

10. The above steps adds the required datasets to your project. Also, the Visual studio automatically
creates the following code to fill the dataset:

C#

// このコードは、データを「c1NWindDataSet1.Resources」テーブルにロードします。 必要に応
じて、移動または削除できます。
this.resourcesTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Resources);
// このコードは、データを「c1NWindDataSet1.Properties」テーブルにロードします。 必要に応
じて、移動または削除できます。
this.propertiesTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Properties);
// このコードは、データを「c1NWindDataSet1.Calendars」テーブルにロードします。 必要に応
じて、移動または削除できます。
this.calendarsTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Calendars);
// このコードは、データを「c1NWindDataSet1.Tasks」テーブルにロードします。 必要に応じて、
移動または削除できます。
this.tasksTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Tasks);

Step2: Bind GanttView to the Data Source

To bind the GanttView control to the data source at the design time, follow the given steps:

1. Select the GanttView control and navigate to the Properties window to make the following settings
under DataStorage component.

CalendarStorage:
DataMember - Calendars
DataSource - c1NWindDataSet

PropertyStorage:
DataMember - Properties
DataSource - c1NWindDataSet

ResourceStorage:
DataMember - Resources
DataSource - c1NWindDataSet

TaskStorage:
DataMember - Tasks
DataSource - c1NWindDataSet

2. In DefaultWorkingTimes component in Properties window, make the following settings.
Interval_1:

Empty - False
From - 9:00 AM.
To - 1:00 PM

Interval_2:
Empty - False
From - 2:00PM.
To - 6:00 AM

3. Click the ellipsis appearing in the CalendarStorage property to set the following mappings and click
OK.
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4. Click the ellipsis appearing in the PropertyStorage property to set the following mappings and click
OK.

5. Click the ellipsis appearing in the ResourceStorage property to set the following mappings and click
OK.
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6. Click the ellipsis appearing in the TasksStorage property to set the following mappings and click OK.

Refer to the following table to see all the mappings required for TasksStorage property.

Id Mapping Id

Initialized Initialized

Task ID TaskID

  GanttView for WinForms

32 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



Next task ID NextID

Outline parent ID OutlineParentID

Summary Summary

Name Name

Start Start

Finish Finish

Duration Duration

Mode Mode

Calendar ID CalendarID

Duration units DurationUnits

Percent complete PercentComplete

Deadline Deadline

Constraint type ConstraintType

Hide bar HideBar

Predecessors Predecessors

Resources Resources

Custom fields CustomFields

Notes Notes

7. In the Resources property, add four resources through Resource Collection Editor. Name these
resources as Resource 1, Resource 2 and so on.

8. Locate the TimeScale component in Properties window to make the following timescale settings.
MiddleTier:

Units - Weeks
Count - 1
Format - nnn d
Visible - True

BottomTier:
Units - Days
Count - 1
Format - w
Align - Center
Visible - True
UseFiscalYear - True
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GanttView の使用

This section discusses concepts that help you understand GanttView concepts in a better way.

Topics Descriptions

Columns Learn how to work with Columns in GanttView control.

Save and Load Learn how to Save and Load files as XML in the GanttView control.

Task Elements Learn about different Task Elements in the GanttView control.

Task Operations Learn about various operations that can be performed on the Tasks in the GanttView control.

TimeScale Learn about different Timescale formats available in the GanttView control.

列

A grid comprises of rows and columns to record information. A column generally contains information of the same
type, whereas a row can contain information of different data types.

In GanttView, the collection of columns is represented by the ColumnCollection class which is accessible through
the Columns property of the C1GanttView class.

This section walks you through different operations that can be performed on columns in the GanttView control.

グリッドへの列の追加

You can add a column to the ColumnCollection by using the Columns property of the C1GanttView class. To add
columns to the grid, please refer to the code snippet provided below.

C#

C1.Win.GanttView.TaskPropertyColumn taskPropertyColumn1 = new 
C1.Win.GanttView.TaskPropertyColumn();
taskPropertyColumn1.Caption = "Duration";
taskPropertyColumn1.ID = 1437604830;
taskPropertyColumn1.Property = C1.Win.GanttView.TaskProperty.Duration;
this.c1GanttView1.Columns.Add(taskPropertyColumn1);

You can also add columns at run time. To add columns using the ColumnCollection of the GanttView, follow the
steps below:

1. グリッド列 ボタン   をクリックして グリッド列 ダイアログボックスを開きます。
2. それぞれのチェックボックスを選択して、グリッドに新しい列を追加します。
3. OK をクリックします。

2つの列期間と開始がグリッドに追加されます。

グリッド内の列の移動

GanttView allows you to move columns to occupy new position in the grid.
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実行時にグリッド内の列を移動するには、以下の手順に従います。

1. 移動する列、たとえば、開始 列を選択します。
2. 列を移動先までドラッグしてマウスボタンを離します。

カスタム列

GanttView allows you to create custom columns as per your requirements. In GanttView, custom columns are
represented by the CustomFieldColumn class. Other than this, you can also set various attributes of a custom
column.

Below code snippet shows how you can create a custom column in the GanttView control.

C#

CustomFieldColumn cc = new CustomFieldColumn();
    cc.Caption = "My Numeric Column";
    cc.DataType = typeof(decimal);
    cc.Format = "$#0";
    cc.Name = "MyNumericColumn";
    cc.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
    cc.Width = 65;
    c1GanttView1.Columns.Add(cc);

Custom Multiple Rows and Columns

Rows and columns in GanttView control can easily be customized. GanttView enables you to select multiple rows or
columns and customize them according to your needs. You can indent and outdent the selected tasks, delete the
tasks, and change their field styles. You can also select several cells to change field styles for the selected
tasks/fields. Other than this, you can highlight a particular task by changing the font color and background style for
that task name.

To customize multiple rows and columns at the same time, follow the steps below:
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1. Select the rows/columns you want to customize.
2. To change the height of the rows, place the cursor at the bottom of the selected row and drag it to adjust

the height.
3. To highlight a field, select Field Styles on the GanttView toolbar.

Field Styles dialog box will appear.
4. Select the field you want to customize from the drop down.
5. Select the font style and background color that you want to apply.
6. Click OK.

The selected style and background color gets applied to the selected fields.

Show Duration Columns in Grid

Duration columns displays the total amount time taken to complete task. This is generally the length of time it
takes to complete a task from beginning to end. You can show the duration columns in the grid by using the
Duration and DurationUnits properties of the Task class.
To programmatically show/hide the values of the Duration and DurationUnits properties in the grid, add the code
given below:

C#

private void chkShowDuration_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    TaskPropertyColumn durationCol = c1GanttView1.Columns.Search(TaskProperty.Duration);
    TaskPropertyColumn unitsCol = c1GanttView1.Columns.Search(TaskProperty.DurationUnits);
    if (durationCol != null && unitsCol != null)
    {
        bool visible = chkShowDuration.Checked;
        durationCol.Visible = visible;
        unitsCol.Visible = visible;
    }
}

保存とロード

This topic discusses how you can save the content of the C1GanttView project as an XML file and how to load an
existing C1GanttView project from an xml file.

Save as XML File

GanttView allows you to save the grid in XML format. You can use SaveXml method of the C1GanttView class which
serializes the grid content into Xml document. This method serializes the content stored in the cells along with its
properties and styles. Other than that, you can also save your file as Xml document at run time.

To save the content of C1GanttView as xml file programmatically, add the below code.

C#

//ファイルをxmlドキュメントとして保存します。
using (SaveFileDialog dlg = new SaveFileDialog())
    {
        dlg.DefaultExt = ".xml";
        dlg.FileName = "gantt";
        dlg.Filter = "XML files|*.xml|All files|*.*";
        dlg.Title = "Save Gantt View As Xml File";
        if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
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        {
            c1GanttView1.SaveXml(dlg.FileName);
        }
    }

実行時に C1GanttView を XML ファイルに保存するには、以下の手順に従います。

1. C1GanttView ツールバーの XML ファイルに保存 ボタンをクリックします。
XML ファイルに保存 ダイアログボックスが表示されます。

2. .xml ファイルを保存する場所を参照します。
3. XML ファイルに保存 ダイアログボックスで 保存をクリックします。

Load from XML File

You can de-serialize the grid content from an existing XML file by using the LoadXml method of the C1GanttView
class which takes the path of the XML document as a parameter.

Use the code below to load contents for the GanttView control from an existing XML document.

C#

//既存のXMLドキュメントからコンテンツをロードします。
using (OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog())
    {
        dlg.DefaultExt = ".xml";
        dlg.Filter = "XML files|*.xml|All files|*.*";
        dlg.Title = "Load Gantt View From Xml File";
        if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            try
            {
                c1GanttView1.LoadXml(dlg.FileName);
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Bad C1GanttView XML.", dlg.Title);
            }
        }
    }

実行時に C1GanttView を XML ファイルとしてロードするには、以下の手順に従います。

1. Click the Load From XML File icon in the C1GanttView toolbar.
The Load From Xml File dialog box appears.

2. Browse to the location you wish to load the xml file.
3. Click Open in the Load From Xml File dialog box.

1. C1GanttView ツールバーの XML ファイルの読み込みアイコンをクリックします。
XML ファイルの読み込み ダイアログボックスが表示されます。

2. ロードする XML ファイルのある場所を参照します。
3. Click Save in the Save As Xml File dialog box.XML ファイルの読み込み ダイアログボックス内でファイル
をクリックして開きます。
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タスク要素

タスクは、プロジェクトを完了させるために必要な作業の一部分を表します。You can customize each task by
modifying the task elements accordingly. 各タスクには、以下の要素の一部またはすべてが含まれます。

This section walks you through the task elements and how you can customize them.

Task Mode
Task Summary and Group
Task Constraints
Task Deadline
Task Duration
Task Notes
Task Predecessor
Task Start and Finish Time
Task Percent Complete
Task Resources
Milestones
Progress Lines
Task Tracking

タスクのモード

Task Mode allows you to choose how much control you want to have over a project's task scheduling. You can
either schedule a task manually and can have it scheduled automatically.

In C1GanttView, task mode is represented by the Mode property of the Task class. The Mode property uses
TaskMode enumeration to change the task mode by setting one of the following values:

Automatic
Manual

手動タスク

手動タスクは、C1GanttView のデフォルトタスクタイプです。スケジュール内の任意の場所に配置でき、プロジ
ェクトがタスクを動かすことはできないので、ユーザー自身が非常に柔軟にスケジュールを計画・管理すること
ができます。手動タスクでは、制約、プロジェクトリソース、依存性によってタスクのスケジュールが変更され
ることはありません。手動タスクは、プロジェクトマネージャが各タスクの完全な情報を持っていない場合に便
利です。たとえば、プロジェクトの開始日はわかっていても、期間についてはチームメンバーの予測を聞くまで
は決められない場合などです。

自動タスク

自動タスクは、構造化されたプロジェクトスケジュール管理手法を提供します。ユーザーがタスクの期間、制約
日、およびリソース数を入力すると、C1GanttView が自動的に最適な最も早い日付と最も遅い日付を計算しま
す。期間、タスクの依存性、制約などスケジュールに変更がある場合、C1GanttView プロジェクトが自動的にプ
ロジェクトスケジュールを調整し、常に最適なスケジュールが得られます。

タスクスケジュールモードの変更

Each task can be changed back and forth from automatic to manual. You can use the Mode property of the Task
class to change task mode.

タスクのモードの変更は、プロジェクトに対して次のような影響を与えます。
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手動タスクを自動タスクに変更すると、期間と開始日／終了日が C1GanttView プロジェクトのデフォルト
設定に合わせて変更されます。
自動タスクを手動タスクに変更しても期間と開始日／終了日は維持されます。

Use the below code to change the mode of a task programmatically.

C#

//モードを自動に変更します。
Task1.Mode = TaskMode.Automatic;
//モードを手動に変更します。
Task1.Mode = TaskMode.Manual;

タスクサマリーとグループ化

One of the greatest features of GanttView is the ability to add a Summary Task. The task list can be broken down
into Summary Tasks to make it appear more ordered and understandable. Summary tasks are usually created by
indenting and outdenting the project's tasks to create an outline of the summary tasks and subtasks.

サマリータスクは、プロパティ値の一部がすべての子のプロパティに依存する抽象タスクです。子のプロパティ
値が変更されると、その親と祖先タスクも、次のように更新されます。

StartDate - サマリータスクの開始日は、そのすべての子タスクの中の最も早い開始日です。
FinishDate - サマリータスクの終了日は、そのすべての子タスクの中の最も遅い終了日です。
PercentComplete - サマリータスクの完了割合は、終了時間の合計をその子の合計期間で割った値です。

Create Task Summary

You can create task summary by using the ProjectSummary property of the C1GanttView class. Additionally you
can also add children to the summary task by setting its OutlineParent and OutlineParentID properties.

Below code snippet shows how you can add a summary task in the GanttView control.

C#
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//サマリータスクを追加します。
Task SummaryTask = new Task(); 
SummaryTask.Mode = TaskMode.Automatic; 
SummaryTask.Name = "Summary Task"; 
SummaryTask.SetFieldValue("Country", "SummaryTask"); 
this.c1GanttView1.ProjectSummary = SummaryTask; 
c1GanttView1.Tasks.Add(SummaryTask); 

サマリータスクの削除

To delete a summary task, you can use the RemoveAt method of the Collection class by specifying its index. サマリ
ータスクを削除すると、そのサマリータスクとそのすべての子がガントチャートから削除されます。削除された
タスクがサマリータスクの最後の子であった場合、そのサマリータスクは通常タスクになります。

Use the below code to delete the summary task.

C#

//サマリータスクを削除します。
TaskCollection tasks = c1GanttView1.Tasks;
 
     // サマリータスクを検索します。
     int index = tasks.IndexOf("SummaryTask");
     if (index >= 0)
     {
         // 新しいタスクを削除して破棄します。
         Task t = tasks[index];
         tasks.RemoveAt(index);
         t.Dispose();
     }

Add Children to Summary Task

You can add children to a summary task and can easily expand or collapse the summary task to hide or show the
children. To add a children to a summary task, you can use the OutlineParentID property of the Task class.

Below code snippet shows how you can add a children to a summary task.

C#

//子タスクを追加します。
Task ChildTask = new Task(); 
ChildTask.Name = "Child Task"; 
ChildTask.Mode = TaskMode.Automatic; 
ChildTask.PercentComplete = 0.50; 
ChildTask.Duration = 6; 
ChildTask.DurationUnits = DurationUnits.Days; 
ChildTask.SetFieldValue("Country", "China"); 
ChildTask.OutlineParentID = SummaryTask.ID; 
ChildTask.BarStyles.Add(automaticStyle); 
c1GanttView1.Tasks.Add(ChildTask); 
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タスクサマリーの上下移動

You can move a task summary up or down at run time by clicking the Move Task Up or Move Task Down button.
タスクを上または下に移動したとき、そのすべての子も一緒に移動します。移動前のすぐ上またはすぐ下のタス
クがサマリータスクであった場合、移動したタスクは、そのタスクの新しい子になります。そうでない場合、移
動したタスクは、移動前の隣のタスクの親の子になります。

サマリータスクのレベル下げ／レベル上げ

ツールストリップのレベル下げ／レベル上げボタンを使用して、アウトライン構造を変更できます。レベル下げ
／レベル上げされたタスクがサマリータスクの場合、そのタスクの子もすべてレベル下げ／レベル上げされま
す。

タスクのレベル下げ

レベル下げされたタスクは、同じアウトラインレベルのタスクのうち、それより上にある最も近いタスクの子に
なります。親になるタスクが通常タスクだった場合、選択したタスクをレベル下げすると、その親はサマリータ
スクになります。

タスクのレベル上げ

レベル上げされたタスクは、親の親の新しい子になります。選択したタスクが、レベル上げ前に親の最後の子だ
った場合、親は通常タスクになります。
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サマリータスクの表示/非表示

ツールストリップの［サマリーの表示］ボタンをクリックして、プロジェクトサマリータスクを表示または非表
示にすることができます。デフォルトでは、このタスクはガントチャートに表示されません。

Show Markers in Project Summary Task Bar

To represent multiple tasks on the Project Summary Task bar, set the ReflectOnSummary property of the Task
class to True for the tasks that you want to be shown on the Project Summary Task bar. The tasks are then
represented on the bar through markers or outlines that differentiate multiple tasks. Other than this, you can also
select the ReflectOnSummary bar option for the tasks at design time on the Task Information dialog box.

タスクグループ

Grouping enables you to put data into groups wherein the elements share some common attributes. In GanttView,
you can build an outline tree using the grouping feature where each group task is a summary task and all its
children may have the same property values.
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次のグループモデルが用意されています。

タスクモード：タスクを TaskMode プロパティでグループ化します。
期間：タスクを Duration プロパティでグループ化します。
マイルストーン：タスクを 2 つのグループ（マイルストーンまたは非マイルストーン）でグループ化しま
す。
リソース：タスクを ResourceNames 文字列でグループ化します。
ステータス：タスクを PercentComplete と ProgressLine でグループ化します。
制約タイプ：タスクを ConstraintType でグループ化します。
グループのクリア：グループビューをクリアし、ガントチャートを通常ビューにリセットします。
新規グループ化：詳細グループのグループフォームを呼び出します。
階層の維持：グループビューの階層構造を表示または非表示にします。

Create Groups

To implement the grouping feature, you can create a base group by using the BaseGroup class for the column
according to which data is to be grouped. You can also select the type of group model to be created.

Use the below code snippet to create a group.

C#

BaseGroup baseGroup = new C1.Win.C1GanttView.DurationGroup(true); 
c1GanttView1.Group(baseGroup); 
c1GanttView1.GroupDefinition.MaintainHierarchy = true; 

Create Advance Groups

You can even create a group view that contains two layers of group, known as advance group.

To create a Advance group, follow the steps below:

Open the Group form by selecting New Group from Group Menu.
Fill the Group Type, Field Name, and Order for each group task.
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You can add any number of group models, the blank group model will automatically be added below the
last group model in Group form each time you’re done with creating the new group model.

タスクの制約

GanttView allows you to define constraints which can be defined as restriction on the start or finish date of a task.
You can easily assign a constraint type and constraint date to a task which it must adhere to when scheduling in
automatic mode. You can add task constraints for each task using the ConstraintType and ConstraintDate
properties of the Task class. The ConstraintType uses ConstraintType enum to set the type of constraint to one of
the following values:

制約タイプ 説明

デフォルト 制約なし。

StartNoEarlierThan タスクの最も早い開始日を指定します。この制約を使用して、指定した日付より
前にタスクが開始しないようにすることができます。この制約は、タスクが後続
タスクの場合にデフォルトで選択されます。

StartNoLaterThan タスクの最も遅い開始日を指定します。この制約を使用して、指定した日付より
後にタスクが開始しないようにすることができます。この制約は、タスクが先行
タスクの場合にデフォルトで選択されます。

FinishNoEarlierThan タスクの最も早い終了日を指定します。この制約を使用して、タスクが特定の日
付より前に終了しないようにすることができます。

FinishNoLaterThan タスクの最も遅い終了日を指定します。この制約を使用して、タスクが特定の日
付より後に終了しないようにすることができます。

MustStartOn タスクを開始しなければいけない日付を指定します。

MustFinishOn タスクを終了しなければいけない日付を指定します

Use the below code to define constraint type and constraint date in the GanttView control.

C#

//ConstraintTypeとConstraintDateを設定します。
Task1.ConstraintDate = new DateTime(2021, 06, 7); 
Task1.ConstraintType = ConstraintType.MustStartOn; 
Task1.Duration = 4;

タスクの期限

GanttView allows you to define the deadline of a task, which indicates the time by which a task must be completed.
To specify the task deadline, you can use the Deadline property of the Task class.

終了日時が期限の日を超えると、次の図のようにタスク番号の横に赤いインジケータが表示されます。
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Below code snippet shows how you can set the deadline of a task in GanttView.

C#

//タスクの期限を設定します。
Task1.Deadline = new DateTime(2021, 06, 7);

タスクの期間

期間はタスクが完了するまでにどのくらい時間がかかるのかを指定します。 DurationUnitsプロパティを使用し
て単位を指定し、Durationプロパティを使用して単位の値を指定します。 The DurationUnit property of the Task
class takes DurationUnit enumeration as input to set the unit of duration to Minutes, Hours, Days, Weeks, or
Months.

Use the below code to set the task duration in the GanttView.

C#

//タスクの期間の単位と期間を設定します。
Task1.DurationUnits= DurationUnits.Days;
Task1.Duration = 4;

タスクのメモ

GanttView allows you to add special instructions while adding a task to your project. Notes can be helpful in
providing further information for each task. You can add notes for each task using the Notes property of the Task
class.
タスクのメモが実行時にグリッド列に表示されるようにするには、ツールバーの グリッド列 ボタンをクリック
し、グリッド列 ダイアログボックスで メモ を選択します。
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Use the below code to add notes for your task programmatically.

C#

//タスクのメモを追加します。
Task1.Notes= "This is an important task";

先行タスク

GanttView allows you to define task dependencies such as task predecessors and task successors. 先行タスクの開
始日または終了日は、その後続タスクの開始日または終了日を決定付けます。C1GanttView で先行タスクを割り
当てると、プロジェクトは自動的に後続タスクを指す矢印を作成します。先行タスクタイプが指定されていない
場合、開始条件：終了 タイプの依存性がデフォルトで作成されます。

Additionally you can also specify the lag time if there is an expected delay for something that must happen
between two linked tasks by using the Lag property of Predecessor class. For example, this is useful when you
are expecting the delivery of materials. Here, you can specify the lag time in days, which is the default unit for lag
time.

You can use the Predecessors and Successors properties of the Task class to add a task predecessor and successor
respectively. You can also specify the type of predecessor to be added by using the PredecessorType property of
Predecessor class, which takes the PredecessorType enumeration as an input to set the predecessor type to one
of the following values:

タスクイメージ 依存タイプ 説明 例

終了-開始
(FS)

この依存性は、C1GanntView で 2 つのタスク
をリンクした場合にデフォルトで先成されま
す。タスクを選択した順番に応じて、先に選
択したタスクが先行タスク、後から選択した
タスクが後続タスクになります。タスク

2 つのタスク「穴を掘
る」と「木を植える」
がある場合、「木を植
える」タスクは「穴を
掘る」タスクが完了し
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（B）の作業はタスク（A）のすべての作業が
終了してからでないと開始できません。

てからでないと開始で
きません。

開始-開始
(SS)

依存側のタスクは、被依存側のタスクが開始
した後、いつでも開始できます。この依存性
は、2 つのタスクの時間が重複できる場合、
または並行して進められる場合に使用しま
す。複数のタスクを並行して進められれば、
総作業時間を減らすことができます。たとえ
ば、タスク A に 7 日間かかり、タスク B に
10 日間かかる場合、2 つのタスクの合計時間
はわずか 10 日になります。SS タイプでは、
両タスクが同時に開始する必要はありませ
ん。

2 つのタスク「計画段
階」と「執筆段階」が
ある場合、「執筆段
階」タスクは、「計画
段階」タスクが開始す
るまで開始できませ
ん。

終了-終了
(FF)

タスク（A）の終了日がタスク（B）の終了日
を決定付けます。この依存性は、2 つのタス
クの時間が重複できる場合、または並行して
進められる場合に使用します。複数のタスク
を並行して進められれば、総作業時間を減ら
すことができます。たとえば、タスク A に 7
日間かかり、タスク B に 10 日間かかる場
合、2 つのタスクの合計時間はわずか 10 日
になります。

2 つのタスク「内側テ
ントを立てる」と「ポ
ールを継ぐ」がある場
合、「ポールを継ぐ」
（タスク B）は「内側
テントを立てる」（タ
スク A）が完了するま
で完了できません。

開始-終了
(SF)

タスク（A）の開始日がタスク（B）の終了日
を決定付けます。

このタイプの依存性はあまり使われません。

建築プロジェクトのう
ち本棚を別の場所で組
み立てるとします。プ
ロジェクトの 2 つのタ
スクは「木材の配送」
と「本棚の組み立て」
です。「本棚の組み立
て」タスクは、「木材
の配送」タスクが開始
するまで完了できませ
ん。

Use the below code to add a task predecessor programmatically.

C#

//先行タスクを追加します。
Predecessor p = new Predecessor();
p.PredecessorTask = task1;
Task1.Predecessors.Add(p);

タスクの開始日時と終了日時

GanttView facilitates you to schedule your project from finish date or start date as per your convenience. To do so,
you can use the ScheduleFrom property of the Project class. After scheduling your project, you can specify the
start date and finish date of your task by using the Start and Finish properties of the Task class.
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To set the start/finish date at design time, follow the given steps:

1. Open the C1GanttView.Tasks Collection Editor.
2. Click the dropdown arrow next to the Start/Finish property. A dropdown calendar appears.
3. Select the date from the dropdown calendar and set the time format in the increment button.

To set start and finish date programmatically, refer to the code given below:

C#

//Task1の開始日を定義します。
Task1.Start = new DateTime(2015, 06, 5);

タスク達成率

Task Percent Complete shows the completion status of the task. To specify the completion status of a task in the
GanttView, you can use the PercentComplete property of the Task class.

A 100 percent complete task is represented differently in the GanttView control. The following image shows the
task indicator which appears next to the tasks which are 100% complete:

  GanttView for WinForms

48 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



In code, the value of PercentComplete property should be between 0 and 1. For example, if you want to set
PercentComplete property for a task to 30% then, write the following code:

C#

//GanttViewコントロールでタスクの達成率を設定します。
Task1.PercentComplete = 0.30;

タスクのリソース

You can assign resources to a specific task first by creating the resource and then assigning the resource to the
specific task. Resources can be created at design time, run time, or programmatically. In GanttView, the collection
of resources is represented by the ResourceRefCollection class. You can add a resource by using the
ResourceRefs property of the Task class. You can also set the name and cost of the resource using the Name and
Cost properties of the Resource class respectively. Other than this, you can also specify the type of resource to be
added by using the ResourceType property of the Resource class, which uses the ResourceType enumeration to
set the resource type to one of the following values:

時間単価型 ― 時間単価型は、人員や機械のようにプロジェクトを完了するために必要な人や物を表しま
す。通常、リソースはタスク割り当ての有無にかかわらずプロジェクトに関与する人員です。機器には、
特定のタスクの実行に必要な特別なソフトウェアを含む Web サーバーやコンピューターを含めることがで
きます。時間単価型は作業を完了するために時間（時間、日、週）を必要とします。
数量単価型 ― 数量単価型には、用紙、ペン、オイルのようにタスクによって消費される物が含まれます。
数量単価型はタスクの総作業量や期間に依存していません。
コストリソース ― コストリソースは、食費や航空運賃など総作業量や期間に依存しないもの一切を含みま
す。このタイプのリソースがプロジェクトで必要になるのは、コストを分析するためです。

Below code snippet shows how you can add a resource to your task in the GanttView control.

C#

// 新しいResourceオブジェクトを追加します。
Resource r1 = new Resource();
r1.Name = "Resource 1";
r1.Cost = 300m;
c1GanttView1.Resources.Add(r1);
// タスクへのリソース参照を追加します。
ResourceRef rRef = new ResourceRef();
rRef.Resource = r;
rRef.Amount = 0.5;
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Task1.ResourceRefs.Add(rRef);

マイルストーン

マイルストーンは、プロジェクトの重要な時点または目印です。マイルストーンは、期間がゼロのタスクとして
作成され、菱形で視覚化されます。マイルストーンの形状と色はカスタマイズ可能です。さらに、マイルストー
ンマーカーの上下左右いずれかにテキストを表示できます。To create a milestone, you can use the Duration
property of the Task class and set its value to zero.

デザイン時にマイルストーンを作成するには、以下の手順に従います。

1. C1GanttView コントロールを選択し、スマートタグをクリックして C1GanttView タスク メニューを開き
ます。

2. タスクの編集 を選択します。The C1GanttView.Tasks コレクションエディタが表示されます。
3. 追加 をクリックしてメンバーリストにタスクを追加します。
4. 名前 テキストボックスの横に、たとえば、プロジェクトの完了 のような名前を入力します。
5. 開始 テキストボックスにプロジェクトの開始日を入力します。
6. 終了 テキストボックスにプロジェクトの終了日を入力します。
7. 期間 を 0 に設定します。

イナズマ線

イナズマ線は、プロジェクトの進行状況を視覚的に表すために使用されるタイムスケール上の垂直線です。この
線は左や右に突き出ます。左の頂点は、作業がスケールよりも遅れていることを示し、右の頂点は作業がスケー
ルよりも進んでいることを示します。頂点は、その期間におけるタスクの達成率を表すタスクバー上の点に接続
します。言い換えると、タスクが 50% 達成の場合、イナズマ線からの頂点はタスクバーの中央に接続します。 In
C1GanttView progress line is represented by the ProgressLine class and is drawn at the value of StatusDate
property. イナズマ線はデフォルトで表示されますが、Visible プロパティを False に設定して無効にできます。イ
ナズマ線の色とスタイルは、LineColor と LineStyle プロパティから変更できます。タスクバー上の点の形状と色
は、PointColorと PointShape プロパティから変更できます。
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Below code snippet shows how you can modify the Progress Lines in your project.

C#

//イナズマ線の色を変更します。
c1GanttView1.ProgressLine.LineColor = Color.Blue;
//イナズマ線のスタイルを変更します。
c1GanttView.ProgressLine.LineStyle = ProgressLineStyle.Dot;

タスクの追跡

GanttView allows you to track changes in the tasks when you drag a task at runtime. It provides the
DragNotificationBase class which contains methods, such as UpdatesDates, UpdatePercent, StartDrag, and
EndDrag, which can be used to track the change in duration, start, finish and other parameters of a task being
dragged from one location to the other. In addition, the DragNotificationBase class provides the AllowLinkMode
property which can be used to enable or disable the link created during a task is being dragged.

GanttView also provides you a way to change the tooltip of a task while a user drags it, using the
DragNotificationControl property. This property can be used to reflect the task dragging information in the
tooltip view as shown in the GIF below.

 

C#

public partial class Form1 : Form
{
        public Form1()
        {
                InitializeComponent();
                c1GanttView1.DragNotificationControl = new 
DragNotificationCtrl(c1GanttView1);
        }
}
internal class DragNotificationCtrl : DragNotificationBase
{

GanttView for WinForms  

51 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



    C1GanttView _owner;
    BaseTask _task;
    public DragNotificationCtrl(C1GanttView owner) : base()
    {
        _owner = owner;
    }
}

タスク操作

This section discusses various task operations that can be performed in the GanttView control.

タスクの挿入

Learn how to insert task at a specific position.

タスクの移動

Learn how to move a task to occupy new position.

タスクの移動

Learn how to delete a task.

タスクのドラッグアンドドロップ

Learn how you can drag and drop tasks at run time.

タスクの分割

Learn how to split tasks in the GanttView control.

タスクの無効化

Learn how to inactivate tasks.

タスクの挿入

GanttView allows you to insert a task at a specific index. You can insert a task using code as well as at run time.

実行時にタスクを挿入する

To insert a task at run time, follow the steps given below:

1. グリッドの タスク名 フィールドで、タスクリストの末尾にタスク名を入力します。
2. ENTER キーを押すと、新しいタスクがグリッドに表示されます。

This adds a new task in the task grid.

コードでタスクを挿入する

You can insert a task at specific position using Insert method of the Collection class by passing the index as a
parameter.

The below code snippet shows how you can insert a task at a specific index programmatically:

C#
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TaskCollection tasks = c1GanttView1.Tasks;
        int index = tasks.IndexOf("Task 2");
        if (index >= 0)
        {
            // 新しいタスクを作成します。
            Task t = new Task();
            tasks.Insert(index, t);
            t.Mode = TaskMode.Automatic;
            t.Name = "New Task";
            t.Duration = 3;
        }

タスクの移動

GanttView makes it easier for you to rearrange your tasks to occupy new positions in the project's schedule. You
can move a task at run time using the up or down arrows located on the GanttView Toolbar.

実行時にタスクを移動する

実行時にタスクを移動するには、以下の手順に従います

1. グリッドで移動するタスクを選択します。
2. タスクの位置を上に移動するには タスクを上に移動 ボタンを、下に移動するには タスクを下に移動 ボタ
ンをクリックします。
This moves your task to a newer position in the project's schedule.

プログラム的にタスクを移動する

To move a task using code, you can use RemoveAt and Insert methods of the Collection class.
The below code snippet shows how you can move a task programmatically in the GanttView.

C#

int taskindex = tasks.IndexOf("Task 1");
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C1.Win.C1GanttView.Task task1 = tasks[taskindex];
tasks.RemoveAt(0);
tasks.Insert(1, task1);

タスクの削除

To delete a task, you can use the RemoveAt method of the Collection class by specifying the index of the task that
you want to remove. Other than this, you can also delete a task at run time by clicking on the Delete button from
the C1GanttView toolbar.

The below code snippet shows how you can delete a task programmatically.

C#

TaskCollection tasks = c1GanttView1.Tasks;
 
    // 新しいタスクを検索します。
    int index = tasks.IndexOf("New Task");
    if (index >= 0)
    {
        // 新しいタスクを削除して破棄します。
        Task t = tasks[index];
        tasks.RemoveAt(index);
        t.Dispose();
    }

タスクのドラッグアンドドロップ

タスクをドラッグアンドドロップして、タスクグリッド内での行の位置を変更できるようになりました。複数の
行を選択してドラッグすることもできます。

タスクをドラッグアンドドロップするには、次の手順を実行します。

1. 行位置を変更するタスクを選択します。
2. 選択したタスクを目的の位置までドラッグし、そこでドロップします。
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3. 選択したタスクを別のタスクの上または下でドロップして、タスクの行位置を並べ替えます。
これにより、タスク行が新しい位置に移動します。

タスクの分割

GanttView for WinForms では、タスクを複数のパーツに分割して、作業時間や一時停止時間を決定することがで
きます。分割されたタスクの各パーツを移動したり、チャートビュー上でマウスを使用して作業/一時停止の期間
を増減できます。タスクを途中で保留状態にする必要がある場合は、簡単にタスクを分割して、タスクのパーツ
を後で開始できるようにすることができます。タスクは、必要に応じて何度でも分割できます。

タスクの分割機能は、既にタスクを実行しているリソースが一時休止する場合や、優先度の高い別のタスクが割
り当てられた場合に使用できます。後者の場合、リソースは、現在割り当てられているタスクを保留状態にし
て、新しく割り当てられたタスクを開始しなければならないことがあります。その場合は、新しく割り当てられ
た優先度の高いタスクを開始できるように、現在進行中のタスクを 2 つのパーツに分割できます。リソースは、
優先度の高いタスクが完了したらすぐに、中断したタスクを再開できます。

実行時にタスクを移動する

1. 分割を行う日付で、タスクのガントバーを右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。

2. コンテキストメニューから［タスクの分割］を選択します。
選択した日付でタスクが分割されます。

3. 次の図に示すように、バーの 2 番目のパーツをそのタスクを再開する日付までドラッグします。

プログラム的にタスクを移動する

You can use SplitTask method of the Task class to split a task programmatically. The Task class provides two
overloads for the SplitTask method.
Below code snippet shows how you can split a task programmatically.

C#

c1GanttView1.Tasks[6].SplitTask(c1GanttView1.Tasks[6].Start.Value.AddDays(15), 3);

タスクの無効化

GanttView では、タスクを無効にしてキャンセルすることが可能です。無効にすることでタスクはキャンセルされ
ますが、その情報がプロジェクトに保持されます。無効状態にあるタスクはプロジェクトに存在しますが、他の
タスクの予定、プロジェクトの予定やリソースには影響がありません。

無効化機能は、不要になったタスクを永久に削除しなくてキャンセルすることで、プロジェクト予算をたてるに
は役に立ちます。タスクの情報を保持でき、プロジェクト期間内でいつでも有効にできますので、タスクを削除
するより無効化するには利点があります。

実行時でタスクの無効化

実行時でタスクを無効化するには、次の手順を実行します。

1. グリッドから無効にするタスクを選択します。
2. GanttView のツールバーにある「無効化」アイコンをクリックしてタスクを無効にします。
選択したタスクが無効になります。
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プログラム的にタスクの無効化

You can inactivate a task programmatically by setting the Inactive property of the Task class to True.

Below code snippet shows how you can inactivate a task programmatically.

C#

//タスクを無効にします。
c1GanttView1.Tasks[4].Inactive = true;

タイムスケール

In GanttView, you can easily set timescale for your tasks in various formats. A timescale can be defined as the
date(s) on which you must complete a task. It could simply be the amount of time you take to complete the task. In
GanttView, the timescale is represented by the Timescale class, using which you can set the timescale for the Top
Tier, Bottom Tier, and Middle Tier.

This section discusses how you can set timescale for your project and the different timescale formats available to
you.

タイムスケールの書式
タイムスケールの階層の設定
タイムスケールの最上位区分の削除

タイムスケールの書式

次の表は、タイムスケールラベルに使用可能な書式指定子の詳細です。

書式指定子 説明

標準日付／時刻書式

s s は標準日付／時刻書式指定子です。例：s(x)。
ここで 'x' は d、D、f、g、m、t、y のいずれか
のプレースホルダです。

sd 短い日付パターン（4/10/2008）。

sD 長い日付パターン（Thursday, April 10, 2008）。

sf 完全な日付／時刻パターン（Thursday, April 10,
2008 6:30 AM）。

sg 一般日付／時刻パターン（4/10/2008 6:30
AM）。

sm 月と日のパターン（April 10）。

st 短い時刻パターン（6:30 AM）。

sy 年と月のパターン（April, 2008）。

年の書式

yy 年を 2 桁の数値として表します。

yyy 年を最小 3 桁の数値として表します。
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yyyy 年を 4 桁の数値として表します。

半年の書式

h 半年を 1 か 2 の数値として表示します。

h{N1,N2} カスタム半期名。

四半期の書式

q 四半期を 1〜4 の数値として表します。

q{N1,N2,N3,N4} カスタム四半期名。

月の書式

m 月を 1〜12 の数値として表します。

mm 月を 01〜12 の数値として表します。

n 1 文字の月名。

nnn DateTimeFormatInfo.GetAbbreviatedMonthName
を使用します。

nnnn DateTimeFormatInfo.GetMonthName を使用しま
す。

n{N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11,N12} カスタム月名。

e{N1,N2,N3} カスタム月名。

1 年の週の数値形式

k 1 年の各週を 1〜53 の数値で表します。

kk 1 年の各週を 01〜53 の数値で表します。

1 年の日の数値形式

d 1 か月の各日を 1〜31 の数値として表します。

dd 1 か月の各日を 01〜31 の数値として表します。

1 年の日の数値形式

b 1 年の各日を 1〜366 の数値として表します。

bbb 1 年の各日を 001〜366 の数値として表します。

1 文字の曜日書式

w 1 文字の曜日(S, M, T, W,...)

ww DateTimeFormatInfo.GetShortestDayName を使
用します。

www DateTimeFormatInfo.GetAbbreviatedDayName を
使用します。

wwww DateTimeFormatInfo.GetDayNameを使用しま
す。

w{N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7} カスタム曜日名。

時刻書式

a 時を 1〜12 の数値として表します。
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aa 時を 01〜12 の数値として表します。

u 時を 0〜23 の数値として表します。

uu 時を 00〜23 の数値として表します。

i 分を 0〜59 の数値として表します。

ii 分を 00〜59 の数値として表します。

t AM/PM 指定子の最初の文字を表します。

tt AM/PM 指定子 を表します。

t{N1,N2} カスタム AM/PM 指定子。

その他の指定子

: 時刻の要素を分割します
（DateTimeFormatInfo.TimeSeparator を使
用）。

/ 日付の要素を分割します
（DateTimeFormatInfo.DateSeparator を使
用）。

“ 二重引用符（" "）で囲まれた文字列を開始／終
了します。

‘ 引用符（' '）で囲まれた文字列を表します。

\c 文字 'c' をリテラルとして表示します。

その他の文字 結果の文字列をそのままコピーします。

タイムスケールの階層の設定

In GanttView, timescale is represented by the Timescale class which is accessible through the Timescale property
of the Task class. You can use the Timescale property to set tier for timescale to Top Tier, Bottom Tier or Middle
Tier.  In addition to, you can also set the format and units for the timescale using the Format and Units property of
the ScaleTier class. The Units property takes the TimescaleUnits enumeration to set the unit of timescale.

Below code snippet shows how you can set tier for timescale in the GanttView.

C#

ScaleTier st1 = c1GanttView1.Timescale.TopTier;
    st1.Units = TimescaleUnits.ThirdsOfMonths;
    st1.Format = "sd";
    st1.Visible = true;

タイムスケールの最上位区分の削除

You can remove the Top Tier from Timescale by setting the Visible property of the ScaleTier class. This section
discusses how you can remove the Top Tier from Timescale programmatically.

Below code snippet shows how you can remove the Top Tier from timescale programmatically.

C#

//タイムスケールからTopTierを削除します。
c1GanttView1.Timescale.TopTier.Visible = False;
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実行時の操作

This section discusses about the GanttView features related to end-user interaction.

Topic Descriptions

Dialog Boxes Learn how to use Dialog Boxes in GanttView.

Toolbar Learn how to use Toolbar in GanttView.

ダイアログボックス

C1GanttView には以下のダイアログボックスがあり、プロジェクトスケジュールを実行時に変更できます。

Topic Description

Advanced Filter
Dialog Box

Learn how to create and apply custom filters using Advanced Filter Dialog Box.

Bar Styles Dialog
Box

Learn how to create unique styles for the different types of task bars using Bar Styles Dialog
Box.

Change Working
Time Dialog Box

Learn how to change the working time for the specified calendar using Change Working Time
Dialog Box. 

Grid Columns
Dialog Box

Learn how to specify the attribute names in the columns using Grid Columns Dialog Box.

Print Preview
Dialog Box

Learn how to customize and display the layout of each page using Print Preview Dialog Box.

Page Setup
Dialog Box

Learn how to select the paper size and paper source using Page Setup Dialog Box.

Progress Line
Dialog Box

Learn how to display lines on the timescale using Progress Line Dialog Box.

Print Dialog Box Learn how to manage printing tasks using Print Dialog Box.

Project
Information
Dialog Box

Learn how to create and schedule a new project using Project Information Dialog Box.

Project Resources
Dialog Box

Learn how to add or remove resources using the Project Resources Dialog Box.

Style Settings
Dialog Box

Learn how to customize the header, footer, and legend appearance in each page using Project
Resources Dialog Box.

Task Information
Dialog Box

Learn how to add the details of a fresh task in GanttView using the Task Information Dialog
Box.

Link Information
Dialog Box

Learn how to edit or delete the predecessors information using the Link Information Dialog
Box.

Timescale Dialog
Box

Learn how to set the minimum date/time and maximum date/time, specify visible tiers,
customizing the appearance of the current day etc. using the Timescale Dialog Box.

Zoom Dialog Box Learn how to change the scale view of tiers on the chart view.

［詳細］フィルタダイアログボックス
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［詳細］フィルタダイアログは、GanttView にカスタムフィルタを作成して適用できるように設計されています。

［詳細］ダイアログボックスにアクセスするには

このダイアログは、ツールバーの［フィルタ］ボタンから［詳細フィルタ］オプションを選択すると表示されま
す。
次の図に、［詳細］フィルタダイアログを示します。

［詳細］フィルタダイアログには、次のようなオプションが含まれます。

オプショ
ン 目的

AND/OR ［AND］または［OR］条件演算子をドロップダウンリストから選択します。

FieldName フィルタ処理するフィールドをドロップダウンリストから選択します。

テスト テスト条件をドロップダウンリストから選択します。

値 ［フィールド名］オプションで選択されたフィールドに対応する値を表示します。たとえば、［フ
ィールド名］が［モード］に設定されている場合、［値］ドロップダウンメニューには、［自動］
オプションと［手動］オプションが表示されます。

クリア フィルタをクリアするには、このボタンをクリックします。

適用 フィルタを適用するには、このボタンをクリックします。

保存 フィルタを保存するには、このボタンをクリックします。

キャンセ
ル

ダイアログを閉じるには、このボタンをクリックします。

削除 フィルタ行を削除するには、ボタンをクリックします。

［バーの設定］ダイアログボックス

バーの設定 ダイアログボックスは、自動スケジュール、手動スケジュール、達成率、マイルストーン、期限、期
限のみなど、さまざまなタイプのタスクのユニークなスタイルを作成するために使用します。バーの設定を指定
した後、その形状、パターン、色、およびテキストを変更できます。
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バーの設定ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー で〈バーの設定〉ボタン   をクリックします。

［稼働時間の変更］ダイアログボックス

稼働時間の変更 ダイアログボックスは、指定したカレンダーの稼働時間を変更するときに使用します。カレンダ
ーを指定：ドロップダウンリストボックスで変更するカレンダーを選択するか、新しいカレンダーを追加をクリ
ックして新しいカレンダーを作成するか、あるいは別のカレンダーに基づくカレンダーのコピーを作成します。
これはデフォルトのカレンダーを変更するのではなく、新しいカレンダーを作成したい場合に便利です。

［稼働時間の変更］ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー の 稼働時間の変更 ボタン  をクリックします。

The Change Working Time dialog box appears as the following:
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To change the working time, follow the given steps:

1. From the For calendar dropdown, select the calendar you wish to change. You can select the Add New
Calendar button to create a new calendar or a copy of a calendar based on another calendar.

2. Click on the Manage Custom Calendars if you wish to add or remove the custom calendars.
3. Set the working time for the selected or added calendar.
4. Once you are finished with changing the working time in your schedule click OK to apply your changes to

your calendar and close the Change Working Time dialog box.
This changes the working time for the selected calendar.

カレンダー タブ

カレンダー タブでは、デフォルトカレンダーの日付をクリックして、デフォルトカレンダーの稼働日に基づくそ
の日の稼働時間を表示したり、デフォルトカレンダー例外を適用するかどうかを確認したりできます。

The following image displays the Calendar Tab in the Change Working Time dialog box.
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「稼働日」タブ

稼働日 タブでは、プロジェクトカレンダー、リソースカレンダー、または新規作成したカレンダーのデフォルト
稼働日を変更できます。週末に個人指導を行う週など、特定の日付範囲にデフォルト稼働日とは異なる追加のス
ケジュールを選択また作成することができます。
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To change the work week, follow the steps given below:

1. Click Add button to add a work week, and type a descriptive name for the work week in the Name textbox.
This creates a new work week in the Work Week list.

2. Enter the start date in the Start date dropdown listbox and finish date in the Finish date dropdown listbox
3. Select the day(s) for which you want to change the schedule and choose one of the following:

Use Default working times for these days: Choose the days that should use the default working times.
Set days to nonworking time: Choose the days on which no work can be scheduled.
Set days to these specific working times: To set the working times for the selected days throughout
the schedule, type the times that you want work to start in the From boxes and the times you want
work to end in the To boxes.

「例外」タブ

Exceptions Tab lets you define a calendar exception without you having to worry about the scheduled tasks as any
task scheduled around the calendar exception will automatically be rescheduled. This is useful in declaring
company holidays and so on.
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To add an exception, follow the steps given below:

1. In the Exceptions tab, click the Add button to add a calendar exception.
2. Type a descriptive name for the exception, such as Company Holiday, in the Name textbox.
3. Enter the start and finish dates of exception in the Start date dropdown listbox and the End by dropdown

listbox respectively.
4. Click the Recurrence Pattern… button if the exception will be repeated throughout the section of the

schedule.
The Recurrence Pattern dialog box appears.

5. In the Recurrence Pattern dialog box, specify the first, second, third, fourth, or last item in the Recur every
dropdown listbox.

6. Then, select the days that the recurrence will occur.
7. Specify the day, month, year, and the number of times it will occur.

This adds a recurring exception to your calendar.

［列の設定］ダイアログボックス

グリッド列 ダイアログボックスは、C1GanttView コントロールの列に表示する属性名を指定するときに使用しま
す。 The default visible columns are Task Mode and Task Name, but you can change this default behavior by
selecting the required columns from the Check Visible Columns list box.

列の設定 ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー で〈グリッド列〉ボタン をクリックします。

［列の設定］ダイアログボックスが次の図のように表示されます。
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［ページ設定］ダイアログボックス

［ページ設定］ダイアログは、使用する用紙サイズや給紙方法、印刷方向、マージンを選択するために使用しま
す。

［ページ設定］ダイアログにアクセスするには

Click the Print button from GanttVew toolbar and then click the Page Setup button in the Print Dialog
box.Ganttview ツールバーの［印刷］ボタンをクリックし、次に、［印刷］ダイアログボックスで［ページ設定］
ボタンをクリックします。

［ページ設定］ダイアログボックスが次の図のように表示されます。

The Page Setup dialog box consists of the following options:

サイズ
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使用する用紙のサイズ。ドロップダウン矢印をクリックして、希望の用紙サイズを選択します。

給紙方法
給紙方法とは、プリンタへの給紙に使用する用紙トレイを指します。デフォルトでは、［自動選択］が選択され
ています。これは、8.5 x 11 インチの用紙サイズです。

方向
用紙を［縦］方向（垂直方向）と［横］方向（水平方向）のどちらで表示するかを決定します。デフォルト設定
は［縦］です。

マージン
各印刷ページの周囲の余白です。デフォルト設定は、［左］、［右］、［上］、［下］ の各マージンとも 1 イン
チです。ページに印刷する情報を増やす必要がある場合はマージンを小さくし、ページに印刷する情報が少なく
て済む場合はマージンを大きくします。

［印刷プレビュー］ダイアログボックス

［印刷プレビュー］ダイアログボックスは、ドキュメントを印刷する前に各ページのレイアウトをカスタマイズ
して表示するために使用されます。

［印刷プレビュー］ダイアログボックスをアクセスするには

GanttView ツールバーの［印刷］ボタンをクリックし、次に［Print dialog］ダイアログボックスで［プレビュ
ー］ボタンをクリックします。

 ［印刷プレビュー］ダイアログボックスが次の図のように表示されます。

The Following table describes different groups of commands present in the print preview ribbon:
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Component Description

  The Report group has following buttons:

Open - Open a report (.c1d or .c1dx) document to preview
Export - Export the current report document to a file
Print - Print the current report document

 

 

The Page group has following buttons:

Page Setup - Change the page settings of the current
document
Potrait - Potrait orientation of the preview
Landscape - Landscape orientation of the preview
Reflow - Regenerate or Refresh the document

  The Navigation group has following buttons:

Next Page - Go to the next page
Last Page - Go to the last page of the document
Previous Page -  Go to the previous page
First Page - Go to the first page of the document
Page Number Text Box - Displays the current page. You can
type the page number to navigate.

  The Zoom group has following buttons:

Zoom - Customize zoom level settings
Fit Width - Zoom pages to fill the window width
Fit Window - Zoom pages to fit within the window
100% Zoom - Zoom the document to 100% of the normal
size

  The Tools group has following buttons:

Pages - View thumbnails panel of the pages
Outline - View outline panel of the pages
Search - Text search panel to search text in the document
Hand Tool - Scroll in window using the mouse
Text Select Tool - Select text to copy
Copy Text - Copy the selected text

  GanttView for WinForms

68 Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.         



Component Description
The Quick Access Toolbar's dropdown menu has following options:

Text Select Tool - Select text text to copy
Zoom In Tool - Zoom into a mouse-selected area
Zoom Out Tool - Zoom out of a mouse-selected area
Show Above the Ribbon - To show the toolbar above
ribbon
Minimize the Ribbon - To minimize the ribbon components

You can also customize the Print Preview dialog in GanttView applications. The PrintInfo class provides the
PreviewHelper property for this purpose. For instance, if you do not want to show the Open button in the Print
Preview Dialog of GanttView application, you can simply set the visibility of that button to false.

This is depicted in the code snippet below:

C#

private void ganttView_BeforePrintPreview(object sender, CancelEventArgs e)
        {
            if (ganttView.PrintInfo.PreviewHelper.C1PrintPreviewDialog is 
C1.Win.RibbonPreview.C1RibbonPreviewDialog)
                (ganttView.PrintInfo.PreviewHelper.C1PrintPreviewDialog as 
C1.Win.RibbonPreview.C1RibbonPreviewDialog).RibbonElements.FileOpen.Visible = false;
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        }

We have set the visibility of the button for File open action to false using the PreviewHelper property.

The visibility can be changed at design time via the Properties window as well. 

［イナズマ線］ダイアログボックス

イナズマ線 ダイアログボックスは、タイムスケール上に線を表示するために使用されます。イナズマ線は、スケ
ジュールよりも進んでいるタスクや遅れているタスクに注意を喚起します。

イナズマ線 ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー の イナズマ線 ボタンをクリックします。
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イナズマ線 タブは、次の各項目で構成されます。

状況報告日: ドロップダウン矢印をクリックし、線の最初の開始点として表示する日付を選択します。たと
えば、以下は、線が2013 年2月 24 日（日）に始まることを示します。

イナズマ線の表示: イナズマ線を表示する場合、このチェックボックスを ON にします。
線の種類: 描画するイナズマ線の線の種類を示します。
線の色: イナズマ線の色を指定します。
進捗点の形状: イナズマ線上に使用される進捗点の形状の種類を指定します。
進捗点の色: イナズマ線上に使用される進捗点の色を指定します。

［印刷］ダイアログボックス

［印刷］ダイアログボックスは、印刷スタイルの選択、ヘッダー、フッター、凡例などのコンテンツとフォントの設
定、ページ設定の指定、印刷範囲の指定など、印刷の管理に使用します。

［印刷］ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバーで［印刷］ボタン   をクリックします。

［印刷］ ダイアログボックスが次の図のように表示されます。
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［印刷］ダイアログボックスは、［印刷スタイル］グループボックス、［印刷範囲］グループボックス、［印刷］ボタ
ン、［プレビュー］ボタン、［キャンセル］ボタンで構成されています。各構成要素は、次のように機能します。

［印刷スタイル］グループボックス

［印刷スタイル］グループボックスでは、印刷スタイルの種類を選択してページレイアウトを指定できます。「一
般」、「全ページに凡例」、「最後のページに凡例」、「カスタムスタイルをロード」の 4 種類の印刷スタイルから選
択できます。

［一般］レイアウトは、ガントチャートだけが含まれるレイアウトです。これがデフォルトのスタイルです。
［一般］レイアウトは次のように表示されます。
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［全ページに凡例］レイアウトでは、すべてのページにガントチャートと凡例が含まれます。［全ページに凡
例］レイアウトは次のように表示されます。

［最後のページに凡例］レイアウトでは、すべてのページにガントチャートが含まれ、凡例は最後のページに含
まれます。［最後のページに凡例］レイアウトは次のように表示されます。
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［カスタムスタイルをロード］は［ファイルを開く］ダイアログボックスを表示します。このダイアログボック
スで、.c1d または .c1dx ファイルからカスタムスタイルをロードできます。
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次の図に、カスタム印刷スタイルの例を示します。
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［プロジェクト情報］ダイアログボックス

プロジェクト情報 ダイアログボックスは、新しいプロジェクトの作成とスケジュールに使用されます。プロジェ
クト情報 ダイアログボックスは、スケジュール タブと カレンダーオプション タブで構成されます。スケジュー
ルタブには、プロジェクトの日付 グループボックスと 既定稼働時間 グループボックスから構成されています。

［プロジェクト情報］ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー の〈プロジェクト情報〉ボタン（ ）をクリックします。

［プロジェ［プロジェクト情報］ダイアログボックスクト情報］ダイアログボックスが次の図のように表示され
ます。
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スケジュール タブ

「プロジェクトの日付」グループボックスは、以下で構成されます。

スケジュールの基点：ドロップダウンリストボックス ? プロジェクトを開始日からスケジュールする場合
は プロジェクトの開始日、またはプロジェクトを終了日からスケジュールする場合は プロジェクトの終了
日 を選択します。デフォルトのスケジュールはプロジェクト開始日で始まります。

注意：プロジェクトの最も遅い開始日を見つける必要がある場合、スケジュールの基点 を プロジェク
トの終了日に設定してプロジェクトを開始した後、それを［プロジェクトの開始日］に戻します。

開始日: ドロップダウンリストボックス スケジュールの基点 が プロジェクトの開始日 に指定された場合に
開始日を指定します。
終了日:ドロップダウンリストボックス  終了日 が プロジェクトの終了日 に指定された場合に終了日を指定
します。

既定の非稼働日 グループボックス

既定の非稼働日 グループボックスでは、プロジェクトの休日を選択し、既定稼働時間 グループボックスで稼働時
間を指定します。

カレンダーオプション タブ

プロジェクト情報 ダイアログボックスで カレンダーオプション タブが選択された場合、以下の項目は次のように
動作します。

カレンダーオプション タブは、次の各項目で構成されます。

週の開始日: スケジュールされたタスクが始まる曜日を示します。デフォルトでは、各週は日曜日に始まり
ます。
1 日の稼働時間: スケジュールされたタスクの 1 日あたりの時間数を示します。デフォルトでは、
C1GanttView は期間単位を 1 日 8 時間として計算します。
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グリッドの日付書式: C1GanttView コントロールのグリッドの書式表示を指定します。
1 カ月の稼働日数: 自動的にスケジュールされたタスクの通常のカレンダー月の稼働日数を示します。デフ
ォルトでは、1 カ月は 20 日間の稼働日数になります。
1 週間の稼働時間: 自動的にスケジュールされたタスクの 1 週間あたりの稼働時間を示します。デフォルト
では、1 週間の稼働時間は 40 時間です。
グラフの日付書式: 標準またはカスタム日付書式指定子に基づいてグラフの書式表u31034 示を指定しま
す。
年の開始月: 会計年度が始まる月を指定します。デフォルトの月は 1 月です。
会計年度で数える開始年を使用 ? 会計年度で数える開始年を使用する場合は、このチェックボックスを選
択します。デフォルトでは、会計年度の数字には次の年が使用されます。たとえば、現在の会計年度が
2013 年 4 月に始まる場合、会計年度の数字は 2014 に設定できます。

［リソース情報］ダイアログボックス

リソース情報 ダイアログボックスは、作業、資材、コストなどのリソースをプロジェクトスケジュールに追加し
たり削除したりするときに使用します。
You can perform the following operations using the Project Resources Dialog Box:

［リソース情報］ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー の リソース情報 ボタン（ ）をクリックします。

［リソース情報］ダイアログボックスが次の図のように表示されます。

リソースの追加

リソースを追加するには、追加 ボタンをクリックします。リソースが追加されると、デフォルト名の Resource1
が［リソース名］テキストボックスに表示されます。

リソースの削除
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リソースを削除するには、メンバリストボックスでリソースを選択し、削除 ボタンをクリックします。

リソース名

リソースを追加した後にその名前が表示される場所です。この名前は、プロジェクトでリソースを参照するとき
に使用するため、わかりやすく、リソースごとに一意の名前を付けることをお勧めします。

種類

種類ドロップダウンリストボックスでは、プロジェクトスケジュールのリソースのタイプを 時間単価型、数量単
価型、コスト型 の 3 つから指定できます。

数量単価型の単位

種類の数量単価型の単位は、数量単価型の単位テキストボックスで指定します。時間単価型は常に時間で計量さ
れるため、通常、時間単価型の数量単価型の単位は時間で表現されます。数量単価型の数量単価型の単位は、立
方ヤード、トン、メートルなどです。

メモ

メモ テキストボックスに種類の言語と概念の詳細を指定できます。これによりユーザーは、数量単価型の単位に
基づいてリソースを計算する方法がよく理解できるようになります。

コスト

数値ボックスを使用して種類のコストを指定できます。

［スタイル設定］ダイアログボックス

［スタイル設定］ダイアログボックスは、各ページのヘッダー、フッター、凡例の外観をカスタマイズするため
に使用します。

［スタイル設定］ダイアログボックスへのアクセス

［印刷］ダイアログボックスの［設定］ボタンをクリックします。

［スタイル設定］ダイアログボックスが次の図のように表示されます。
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［スタイル設定］ダイアログボックスは、以下のタブで構成されます。

ヘッダー／フッタ ー - このタブは、ヘッダーとフッターの編集に使用します。ヘッダーまたはフッターの
テキストのフォント／色を選択できます。テキストボックスが 3 つあり、左／中央／右部分のテキストコ
ンテンツをそれぞれ入力できます。各部分のコンテンツを編集する際は、組み込まれている 4 つのボタン
をクリックして、ページ番号、ページ数、日付、時刻フィールドをそれぞれ挿入することができます。
凡例 - このタブを使用して、凡例のテキスト領域を編集します。この領域も、左／中央／右の 3 つの部分
に分かれており、ヘッダー／フッターと同様の方法でカスタマイズできます。テキスト領域の幅は、数値
アップダウンボックスの値をインチ単位で変更することで調整できます。ラベル領域については、［凡例
ラベル］ボタンをクリックしてテキストのフォント／色だけを変更できます。
ビュー - このタブでは、印刷する GridView の列の数と、その中で繰り返し表示する列の数を指定できま
す。デフォルトでは、表示されているすべての列が印刷されます。

タスク情報ダイアログボックス

タスク情報ダイアログボックスは、タスクの期間、タスクの開始日、タスクの終了日、タスクのスケジュールモ
ード（手動または自動）、タスクの達成率、先行タスク、リソースタスク、高度なタスク、タスクのメモなど、
新しいタスクの詳細を指定するときに使用します。スタイル ボタンをクリックして各タスクのスタイルを変更す
ることもできます。

タスク情報 ダイアログボックスにアクセスするには

C1GanttView ツールバー の〈タスク情報〉ボタンをクリックします。
The Task Information dialog box appears as the following:
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The Task Information dialog box consists of the following tabs:

「先行タスク」タブ

先行タスク タブでは、先行タスクの追加と削除、先行タスク名の選択、先行タスクタイプの選択、および日単位
の遅延時間の指定を行えます。

先行タスクの概念的情報については、先行タスク  を参照してください。
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「リソース」タブ

「リソース」タブでは、追加 ボタンを使用して、選択したタスクにリソースを追加したり、削除 ボタンを使用し
て、選択したタスクからリソースを削除したりすることができます。

「詳細」タブ
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詳細 タブでは、タスクカレンダー、選択したタスクバーを非表示にするかどうか、および選択したタスクの期限
を指定できます。タスクが自動スケジュールの場合、選択したタスクの制約タイプと指定日を選択できます。

制約の詳細については、タスクの制約 を参照してください。

「メモ」タブ

メモ テキストボックスにタスクの追加コメントを入力できます。
For more information about notes, see Task Notes.
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［リンク情報］ダイアログボックス

The Link Information Dialog Box displays the information about predecessors.
In the Link Information dialog box, you can edit or delete the predecessor information such as the From and To
tasks, Type of predecessor, and Lag time in days. The Link Information dialog box can be assessed by double-
clicking the predecessors line.

［タイムスケール］ダイアログボックス

タイムスケール ダイアログボックスは、実行時に、最小日数／時間および最大日数／時間の設定、可視階層の指
定、および現在の日付、非稼働時間、プロジェクトの開始／終了日の表示方法のカスタマイズを行うときに使用
します。

［タイムスケール］ダイアログボックスにアクセスするには
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C1GanttView ツールバー の タイムスケール ボタンをクリックします。

デフォルトでは、［中区分］と［小区分］の 2 階層が表示されます。階層（大区分、中区分、小区分）が有効の
場合、それぞれに対してタブが表示されます。

大区分、中区分、小区分 の各グループボックスは、以下の項目から構成されます。

単位：ドロップダウンリストボックス ― 使用する時間単位を指定します。
期間の間隔：数値ボックス ― タイムスケール階層に単位ラベルを表示する頻度を表す数を指定します。
最小セル幅：数値ボックス ― 各階層の最小セル幅をピクセル単位で指定します。
会計年度の使用 チェックボックス- タイムスケールの区分ラベルがカレンダー年度または会計年度に基づ
くかどうかを指定します。チェックボックスを ON にすると、タイムスケールの区分ラベルはカレンダー
年度でなく、会計年度の設定に基づきます。
形式：ドロップダウンリストボックス ― 時間単位の表示に使用する書式を指定します。デフォルトの書式
は、nnnn d です。
時点： ドロップダウンリストボックス ― 時点を配置する場所を指定します。先頭、末尾、中央、範囲、重
複範囲 から選択します。
例：ドロップダウンリストボックス ― 上の［形式：］テキストボックスに入力した日付書式の結果が表示
されます。
ラベルの配置：ドロップダウンリストボックス ― 指定した階層の配置を［左揃え］、［中央揃え］、［右
揃え］、［両端揃え］から選択します。

［ズーム］ダイアログボックス

［ズーム］ダイアログボックスは、チャートビューでスケールの区分を変更するために使用します。

時刻のズームダイアログボックスにアクセスする

C1GanttView ツールバーの［ズーム］ボタン  をクリックします。
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次のいずれかのオプションを選択してズームする時間範囲を指定するか、カスタムオプションで独自の時間範囲
を指定することができます。

1 週間
2 週間
1 か月
3 か月
選択したタスク
プロジェクト全体
カスタム

ズーム操作はチャートビューのタイムスケールと開始日を調整して、可視領域に時間範囲全体を表示します。

定義済みの時間範囲のほかに、特定の時間範囲にズームすることもできます。それには、［ズーム］ダイアログ
ボックスの［カスタム］オプションを選択し、［数値］に「36」のように任意の時間範囲を入力し、［単位］
（［日］、［週］、［旬］、［月］、［四半期］、［半年］、［年］）を選択します。［数値］入力テキストボ
ックスの最大値は 9999 です。

［ズーム］ダイアログボックスがロードされると、このテキストボックスには、チャートビューに表示されてい
る現在の期間に基づいた初期値が入ります。
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［リセット］ボタンは、カスタムテキストボックスの値を初期値にリセットします。
このテキストボックスの数値は、次の条件を満たす必要があります。
正の値であること。
ズーム期間は 1 日～ 65 年であること。

たとえば、［数値］テキストボックスに、次のような有効な範囲以外の整数を指定したとします。

次のエラーメッセージが表示されます。

 

次の表に、単位ごとのデフォルトの最大値を示します。

 

単位 最大値

分 50

時 24

日 7

週 3

旬 3

月 3

四半期 2
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半年 1

年 50

ツールバー

C1GanttView ツールバーは、ShowToolbar プロパティを True に設定した場合に、C1GanttView コントロールの
上部に表示されます。

C1GanttView ツールバーは以下のコマンドボタンから構成されています。

コマ
ンド
ボタ
ン

コマンド
ボタン名 説明

XML フ
ァイルの
読み込み

XML ファイルの読み込み ボタンをクリックすると、XML ファイルの読み込
み ダイアログボックスが開き、ロードする xml ファイルの場所を指定できま
す。

XML フ
ァイルに
保存

XML ファイルに保存 ボタンをクリックすると、XML ファイルに保存 ダイア
ログボックスが開き、保存する xml ファイルの場所を指定できます。

元に戻す 直前の編集操作を取り消します。

やり直し 直前の編集操作を復元します。

グリッド
列

［列の設定］ダイアログボックス を開きます。

タスクを
上に移動

選択したタスクグリッド内の位置を 1 つ上に上げます。

タスクを
下に移動

選択したタスクの位置を 1 つ下に下げます。

タスク情
報

［タスク情報］ダイアログボックス を開きます。

フィール
ドスタイ
ル

「フィールドスタイル」ダイアログボックスを開きます。

タスクを
追加

［タスク情報］ダイアログボックス を開きます。タスク名：テキストボック
スに新しいタスクを入力できます。

サマリー
タスクを
追加

GanttView に新しいサマリータスクを追加します。

無効 グリッドで選択されたタスクを無効にします。

空の行を
追加

タスクグリッドに空の行を追加します。
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タスクを
削除

選択したタスクをグリッドから削除します。

タスクの
インデン
ト解除

タスクのアウトラインレベルを増加します。

タスクの
インデン
ト

タスクのアウトラインレベルを減少します。

プロジェ
クトのサ
マリーを
表示

プロジェクトサマリータスクを表示または非表示します。

グループ
化

タスクモード、タスクの完了と未完了、期間、マイルストーン、リソースと
制約のタイプというオプションを持つコンテキストメニューを開きます。ま
た、グループのクリア、新しいグループ化と階層の維持というオプションも
あります。

フィルタ
ー

 フィルタードロップダウンを開きます。

並べ替え 名前順、開始日順、終了日順、期間順、並べ替えの削除と並べ替えのような
複数のソート機能を提供するドロップダウンを開きます。

プロジェ
クト情報

［プロジェクト情報］ダイアログボックス を開きます。

稼働時間
の変更

［稼働時間の変更］ダイアログボックス を開きます。

  プログレ
ス線

イナズマ線 ダイアログボックスを開きます。

リソース
情報

［リソース情報］ダイアログボックス を開きます。

タイムス
ケール

［タイムスケール］ダイアログボックス を開きます。

バーの設
定

［バーの設定］ダイアログボックス を開きます。

タスクま
でスクロ
ール

グリッド内のタスクまでスクロールします。

ズーム ドロップダウン矢印をクリックして、ズームアウト、ズームイン、または ズ
ーム…のいずれかのコマンドを選択できます。ズーム… をクリックすると、
ズーム ダイアログボックスが開きます。

プロジェ
クト全体
をズーム

プロジェクトの開始日と終了日で時間範囲を判定します。ZoomToRange 関
数を使用してこの範囲をズームすることができます。

選択した
タスクを
ズーム

選択したタスク（複数可）の最も早い開始日と最も遅い終了日で時間範囲を
判定します。時間範囲が判定された後、特定の時間範囲にズームインするた
めに ZoomToRange 関数が呼び出されます。
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印刷 印刷スタイル、印刷設定とページ設定を行ってGanttViewが印刷できる印刷ダ
イアログを開きます。
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印刷

GanttView lets you print the chart and perform basic as well as advanced print settings using built-in methods.

印刷機能を使用するには、以下の手順を行う必要があります。

C1.Win.C1RibbonPreview.4.5.2 および C1.Win.C1Ribbon.4.5.2 アセンブリの参照を追加して、印刷プレ
ビュー機能を使用できるようにします。印刷機能は、C1.Win.C1RibbonPreview.4.5.2 での
C1RibbonPreviewDialog を使用して、新しい［print preview dialog］ダイアログボックスの呼び出しを行い
ます。
C1GanttView.EnablePrinting プロパティを True に設定します。このプロパティを有効にすると、［印刷］
ボタン がC1GanttView ツールバー に自動的に有効な状態で表示され、実行時に使用できるようになりま
す。

Note: ComponentOne now provides the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three libraries:
C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of
previewing controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and
MultiDocument components, the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane,
PreviewTextSearchPanel, Thumbnail, PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and
RibbonPreview provides the RibbonPreview and RibbonPreviewDialog components.

C1GanttView プロジェクトには、スケジュールの印刷に関連する情報を制御するための PrintInfo クラスが含まれ
ています。PrintInfo クラスのプロパティは、設計時、実行時、およびプログラムで使用できます。実行時には、
これらのプロパティが［印刷］ダイアログボックスに表示され、このダイアログボックスで以下を選択できま
す。

印刷スタイル

ヘッダー、フッター、および凡例の設定

ページ設定

印刷範囲

印刷

印刷プレビュー

印刷を行う際は、通常、次の順に手順を実行します。

1. ［印刷］ボタンをクリックすると、[印刷] ダイアログボックスが開きます。
2. ［印刷］ダイアログボックスで、印刷スタイルから印刷レイアウトの種類を選択します。
3. ［印刷］ダイアログボックスで［設定］ボタンをクリックして ［スタイル設定］ ダイアログボックスを開
きます。ここで、ページごとにヘッダー、フッター、凡例の外観をカスタマイズできます。

4. ［ページ設定］ボタンをクリックすると、ページのサイズ、給紙方法、方向、マージンを指定できます。
5. 印刷範囲を指定します。印刷する日付範囲を選択するには、［特定の日付を印刷］ラジオボタンをクリッ
クし、2 つのコンボボックスで開始日と終了日を選択します。

6. ［印刷 ］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックして、デフォルトのプリンタで印刷を開始しま
す。または、［プレビュー］ボタンをクリックして印刷の体裁を確認します。印刷処理が開始されると、
［ドキュメントを処理しています］フォームが表示されます。

［ドキュメントを処理しています］では、進捗状況と完了率が示されます。操作を取り消すための［キャンセ
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ル］ボタンも用意されています。印刷操作は、システムのデフォルトプリンタを使用して印刷を行います。

プレビュー処理が開始されると、［ドキュメントを処理しています］フォームが表示され、初期化の進捗状況が
示されます。この間にプレビュードキュメントが生成され、その後、［印刷プレビュー］ダイアログボックスが
表示されます。［印刷プレビュー］ダイアログボックスでは、ページ設定の変更、ズーム、保存、印刷などを行
うことができます。

印刷レイアウト

Print layout is the way your page will look like when it is printed. C1GanttView プロジェクトの印刷レイアウトは次
の要素によって決定されます。

ヘッダー／フッター - GanttView を 3 つの部分に分けます。各部分は 1 つの列になります。各部分に、コ
ンテンツを追加したり書式設定することができます。
ガントチャート - GridView と ChartView が含まれます。すべてのタスク情報とグラフィック表現が表示さ
れます。
凡例 - プロジェクトで使用されているさまざまなバースタイルのパターンと、ChartView で参照するための
注釈領域が表示されます。

次のガントチャートに、印刷レイアウトで使用される印刷要素の例を示します。
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MSProject へのエクスポートとインポート

The GanttView control supports exporting GanttView schedules to MS Project, and importing MS Project XML to
GanttView by using ExportToMsProjectXml and ImportFromMsProjectXml respectively.

The ExportToMsProjectXml (string fileName) method is useful in exporting to Microsoft Project's xml file. It takes
the parameter fileName, which is the file name to export. The ImportFromMsProjectXml (string fileName, [bool
roundToDurationUnit = True]) helps in importing Microsoft Project's xml file. It takes the parameter fileName,
which is the File name to import, and roundToDurationUnit, which Indicates whether the Start and Finish will be
rounded according to the C1.Win.C1GanttView.DurationUnits enumeration.
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カスタマイズ

GanttView lets you customize almost every aspect of the grid. This section discusses how you can customize your
chart as per your requirements.

Topics Description

Customize Bar Learn how to customize bar in GanttView.

Set Back Color of Day Learn how to set the back color of day in GanttView.

Add Vacation Day for Resource Learn how to add the vacation day for resource in GanttView.

Change Month When Fiscal Year Begins Learn how to change month when fiscal year begins in GanttView.

バーのカスタマイズ

You can change the color, shape, or pattern of a bar to separate it from other bars of a particular type. You can
customize the appearance of all the bar styles or you can customize the appearance of an individual GanttBar if you
want to highlight a specific task in your plan. The BarStyleCollection class represents the collection of different bar
styles in the GanttView control. You can customize the bar style at design time using the designer, or
programmatically using the code.

Change the bar style at design time

To change the bar style at design time, follow the steps given below:

1. Right-click on the C1GanttView control and select Edit Bar Styles.
The C1GanttView.BarStyles Collection Editor appears.

2. Click Add to add a bar style to the collection.
3. Set the BarType to AutoTask.
4. Set the BarShape to ThickBar.
5. Click Add to add a bar style to the collection.
6. Set the BarType to ManualTask.
7. Set the BarShape to ThickBar.
8. Set the BarColor to PaleGreen.
9. Click OK to save and close the C1GanttView.BarStyles Collection Editor.

You can also change the bar style of a specific task at design time. To do so, open the Tasks Collection Editor and
modify the BarStyles property for that specific task.

Change the bar style programmatically

You can use the BarStyles property of the C1GanttView class to add a customized bar style to the
BarStyleCollection class.
Below code snippet shows how you can change bar style in the C1GanttView.

C#

// 方法1：バーのスタイルを変更します。
BarStyle bs = c1GanttView1.GetPredefinedBarStyle(BarType.ManualTask);
bs.BarColor = Color.LightCoral;
c1GanttView1.BarStyles.Add(bs);

// 方法2：特定のタスクのバースタイルを変更します。
Task task3 = ganttView.Tasks.Search("Task 3");
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    if (task3 != null)
    {
        BarStyle bs = ganttView.GetPredefinedBarStyle(BarType.ManualTask);
        bs.BarColor = Color.Green;
        bs.BarShape = BarShape.MiddleBar;
        bs.StartShape = 19;
        bs.EndShape = 19;
        task3.BarStyles.Add(bs);
    }

曜日の背景色の設定

GanttView では、背景色を設定することで特定の曜日を強調表示できます。たとえば、週末を平日と区別するた
めに別の色で強調表示できます。それには、コードで PaintDay イベントをサブスクライブし、BackColor プロパ
ティを設定して特定の日の色を設定します。

You can subscribe to the PaintDay event of the C1GanttView class and set the BackColor property to customize
the back color.
Below code snippet shows how you can set the BackColor of the day in the GanttView control.

C#

private void C1GanttView1_PaintDay(object sender, C1.Win.C1GanttView.PaintDayEventArgs e)
{
     if (e.Date.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday || e.Date.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)
       {
            e.BackColor = Color.MistyRose;
       }
}

リソースの休暇の追加

This topic illustrates how to add a calendar exception in Design view.
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1. C1GanttView のスマートタグをクリックして C1GanttView タスク を開き、カレンダーの編集 をクリック
します。C1GanttView.CustomCalendars コレクションエディタが表示されます。

2. 追加 をクリックして、エディタに新しいカレンダーメンバを追加します。
3. CalendarExceptions の横の〈…〉ボタンをクリックして、CustomCalendar.CalendarExceptions コレクシ
ョンエディタを開きます。

4. 追加 をクリックして、コレクションエディタに新しいカレンダー例外を追加します。
5. プロパティペインで、Name プロパティの横に My Holidays と入力します。
6. RecurrencePattern ノードを展開し、WeekDays の横のドロップダウンをクリックします。
7. 月曜日 チェックボックスを ON にします。
8. WeekOfMonth を第 4 に設定します。
9. StartDate を 2012/06/04 に設定します。

10. OK をクリックして保存し、CustomCalendar.CalendarExceptions コレクションエディタを閉じます。
11. OK をクリックして保存し、C1GanttView.CustomCalendars コレクションエディタを閉じます。

会計年度の開始月の変更

By default, the fiscal year starts on January, but you can easily modify this at run time.

実行時に会計年度の開始月を変更するには、以下を実行します。

1. C1GanttView ツールバーボタンから プロジェクト情報 ボタンをクリックします。プロジェクト情報 ダイ
アログボックスが表示されます。

2. カレンダーオプション タブを選択します。
3. 会計年度の開始月： のドロップダウンリストボックスから、4 月 を選択します。
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スタイルと外観

GanttView lets you customize almost every element of the grid. You can apply styling to various elements without
writing any code. The following topics provide information on the customizable elements within the GanttView.

Topics Description

Border Color Learn about using border colors in enhancing the appearance of GanttView.

Back Color Learn about using backcolor in enhancing the appearance of GanttView.

Fore Color Learn about using forecolor in enhancing the appearance of GanttView.

Nonworking Time Color Learn about using nonworking time color in enhancing the appearance of GanttView.

Splitter Color Learn about using splitter color in enhancing the appearance of GanttView.

Start Finish-Line Color Learn about using start finish-line color in enhancing the appearance of GanttView.

Today-Line Color Learn about using today line color in enhancing the appearance of GanttView.

Optional Elements Learn about using optional elements in enhancing the appearance of GanttView.

Visual Styles Learn about using visual styles in enhancing the appearance of GanttView.

Bar Styles Learn about using bar styles in enhancing the appearance of GanttView.

境界線の色

GanttView lets you customize the border of the entire grid as well as individual cells by changing border style,
color, and so on.

Customize Grid Border

You can use the BorderStyle property which takes BorderStyle enumeration as an input to set the border style of
the grid.
Below code snippet shows how you can customize the border style of the entire grid.

C#
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//グリッドの境界線スタイルを設定します。
c1GanttView1.BorderStyle= BorderStyle.FixedSingle;

Customize Cell Border

To customize the border color of all the cells in the grid, you can use the CellBorderColor property of the
C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can customize the border color of the cells in the GanttView control.

C#

//セルの境界線の色を設定します。
c1GanttView1.CellBorderColor= Color.Blue;

Customize Fixed Cell Border Color

Fixed cells refer to those cells which appear in the top row and the left-most column of the grid. You can customize
the border color of these fixed cells by using the FixedCellBorderColor property of the C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can customize the border color of the fixed cells in the GanttView control.

C#

//固定セルの境界線の色を設定します。
c1GanttView1.FixedCellBorderColor= Color.Green;

背景色

GanttView lets you customize the back color of highlighted cells, fixed cells, and toolbar. This section discusses how
you can set the back color of various elements in the Ganttview.

Set Back Color of Fixed Cells
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Fixed cells appear in the top row and the left-most column of the grid. To set the back color of these fixed cells, you
can use the FixedBackColor property of the C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can set the back color of the fixed cells in the GanttView control.

C#

//固定セルの背景色を設定します。
c1GanttView1.FixedBackColor= Color.LavenderBlush;

Set Back Color of Toolbar

C1GanttView Toolbar appears at the top of the GanttView control when the ShowToolbar property of the
C1GanttView class is set to True. You can customize the back color of the toolbar by using the ToolbarBackColor
property of the C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can set the back color of the toolbar in the GanttView control.

C#

//ツールバーの背景色を設定します。
c1Ganttview1.ToolbarBackColor = Color.LightGray;

Set Back Color of Highlighted cell

GanttView enables you to change the back color of the highlighted cells. You can use the HighlightBackColor
property of the Ganttview class to customize the back color of the highlighted cell.

Below code snippet shows how you can customize the back color of the highlighted cell in the GanttView.

C#

//強調表示されたセルの色を戻します。
c1Ganttview1.HighlightBackColor = Color.Red;

前景色

You can easily change the fore color of the grid, highlighted cell, and even the fixed cells. This section discusses
how you can customize the fore color of various elements in the GanttView.
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Set Fore Color of Grid

You can set the fore color of the entire grid by using the GridForeColor property of the C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can set the fore color of the entire grid in the GanttView.

C#

//グリッドの前景色を設定します。
c1GanttView1.GridForeColor = Color.DarkGreen;

Set fore Color of Fixed cells

To set the fore color of the fixed cells, use the FixedForeColor property of the C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can set the fore color of the fixed cells.

C#

// 固定セルの前景色を設定します。
c1GanttView1.FixedForeColor = Color.DarkBlue;

Set Fore Color of Highlighted cell

To set the fore color of the highlighted cell in the grid, use the HighlightForeColor property of the C1GanttView
class.

Use the below code snippet to set the fore color of the highlighted cell.

C#

//強調表示されたセルの前景色を設定します。
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c1GanttView1.HighlightForeColor = Color.Red;

非稼働時間の色

The nonworking time denotes the time duration during which no work is being carried out, like company holidays,
weekends, and so on.

 

You can change the color of nonworking time line by using the NonworkingTimeColor property of the
C1GanttView class.

Use the below code snippet to change the nonworking time color in the GanttView.

C#

//非稼働時間を設定します。
c1GanttView1.NonworkingTimeColor = Color.Blue;

スプリッタの色

The GanttView control consists of two grids separated by a resize-able splitter.
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You can change the color of the splitter by using the SplitterColor property of the C1GanttView class.
Use the below code snippet to modify the color of the splitter in the GanttView.

C#

//スプリッタの色を設定します。
c1GanttView1.SplitterColor = Color.Red;

開始日／終了日の線の色

Start and Finish lines indicates the starting and ending points of the project tasks.

 

You can easily change the color of the Start and Finish lines by using the StartFinishLineColor property of the
C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can change the color of the Start and Finish lines in the GanttView.
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C#

//開始線と終了線の色を設定します。
c1GanttView1.StartFinishLineColor = Color.Blue;

「今日」の線の色

Today-Line indicates the current day in the grid. You can easily customize the color of the Today-Line by using the
TodayLineColor property of the C1GanttView class.

Below code snippet shows how you can change the today-line color in the GanttView.

C#

//今日の線の色を設定します。
c1GanttView1.TodayLineColor = Color.Red;

オプションの要素

GanttView enables you to control the visibility of certain elements. You can determine whether or not to show the
nonworking time, highlight start and finish dates, highlight today’s date, and show the C1GanttView toolbar.

Show Nonworking-Time

You can set the ShowNonworkingTime property of the C1GanttView class to true to show the Nonworking-Time.
Use the below code snippet to show the nonworking-time in the GanttView.

C#

//非稼働時間を表示します。
c1GanttView1.ShowNonworkingTime = true;

Show Start and Finish Date

To show the Start and Finish date, you can set the ShowStartFinish property of the C1GanttView class to true.
Below code snippet shows how you can show start and finish date in your project.

C#

//開始日と終了日を表示します。
c1GanttView1.ShowStartFinish = true;

Show Today's Date

To hide today's date, set the ShowToday property of the C1GanttView class to false.
Use the below code snippet to hide the today's date in your project.

C#

//プロジェクトで今日の日付を表示します。
c1GanttView1.ShowToday = true;

Show Toolbar
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With GanttView, you can control the visibility of the C1GanttView toolbar by using the ShowStartFinish property
of the C1GanttView class.Below code snippet shows how you can hide toolbar in your project.

C#

//ツールバーを非表示にします。
c1GanttView1.ShowToolbar = false;

視覚スタイル

C1GanttView には、コントロールのスタイルとして 7 つの組み込みスタイルと追加のカスタムスタイルが用意さ
れています。Custom、Office2007Black、Office2007Blue、Office2007Silver、Office2010Black、
Office2010Blue、Office2010Silver、および Windows7 です。これらのスタイルは、VisualStyle プロパティを設
定することで簡単にコントロールに適用できます。

次の表で、7 つの組み込み視覚スタイルについてそれぞれ説明します。

視覚スタイル 外観

Office2007Black

Office2007Blue

Office2007Silver
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Office2010Black

Office2010Blue

Office2010Silver

Windows7

バーの設定

GanttView control provides a wide set of options for modifying the appearance of a task bar. By default, a
rectangular shaped bar represents each task, but you can easily modify this behavior by adding a customized bar
style to the BarStyleCollection class using the BarStyles property of the C1GanttView class. You can specify the
bar type using the BarType property of the BarType class which takes BarType enumeration to set the bar type to
one of the following:

Auto Scheduled
Manually Scheduled
Progress Bar
Summary Progress Bar
Group Task
Summary
Project Summary
Project Summary
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Milestone
Deadline
Duration Only
Duration Only (Milestone)
Start Only
Finish Only
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Inactive Duration Only

The following GIF displays different built-in bar type Styles in GanttView:
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