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Gauges for WinForms
はじめに
Gauges for WinForms supports linear and radial gauges to provide an intuitive and attractive way to display
information graphically. Gauges for WinForms provides the flexibility to create simple, practical gauges that get the
job done while also supplying a multitude of advanced features to create the most eye-catching, professional-looking
gauges imaginable.

Release Notes

Blogs

See the versionwise updates for
all controls here.

Component One .NET 6 is ready

Documentation

Product Sample Location

Getting started
with Gauges

.NET Framework: Product samples are located at \Documents\ComponentOne
Samples\WinForms\v4.5.2\Gauge\CS\ on your system, if you have installed the samples while
installing WinForms Edition using ComponentOneControlPanel.exe.

Design-Time
Support
Working with
Gauges

Migrating a WinForms App in .NET Core 3.0

.NET: Product samples are located at \Documents\ComponentOne
Samples\WinForms\v6.0\Gauge\CS\ on your system, if you have installed the samples while
installing WinForms Edition using ComponentOneControlPanel.exe.

Videos

Demo Samples

ComponentOne
product videos

Download WinForms Product Demo

Note: ComponentOne Gauges is compatible with both .NET and .NET Framework assemblies.
C1.Win.Gauge .NET Assembly

C1.Win.C1Gauge
.NET Framework
Assembly

コンポーネントをプロジェクトに組み込む方法
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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.C1Gauge.4.5.2.dll

本体アセンブリ（※）

C1.C1Gauge.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、C1Gauge 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
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
ツールボックス アイテムの選択
アイテムの選択］ダイアログの「.NET Framework コンポーネント」タブを選択します。
3. 使用するコンポーネントのチェックボックスを ON にして〈OK〉ボタンをクリックしてください。ツールボックスに指定したコント
ロールのアイコンが表示されます。

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

コンポーネントのランタイムファイル
Gauges 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

5
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C1.C1Gauge.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：
注意：本製品に含まれているファイルのうち、上記以外のファイルは配布できません。
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主な特長
Gauges for WinForms は、以下の主要機能を備えています。
円形ゲージと直線型ゲージ
C1Gauge の設定時に、放射状または線形形状を選択します。円形ゲージは円、らせん、円弧曲線、クラムシェル、ま
たは半円をとり、直線型ゲージは水平、垂直、傾斜、または自由形状をとることができます。
ベクトルベースのグラフィックス
ピクセルベースのサイズを指定しない限り、C1Gauge のグラフィックスはすべてベクトルベースです。したがって、ゲー
ジはどのようなサイズでも完全にペイントされ、内部のすべての要素が比例してサイズ変更されます。
ゲージのデータバインド
標準 .NET データバインディング技術を使って、デザイン時に C1Gauge をデータソースにバインドします。個々のポイ
ンタを異なるデータソースにバインドできます（１つのゲージで最大５個のポインタまでになります）。
複数のポインタとスケール
１つのゲージが保持できるポインタとスケールの数は無制限です。複数の関連するスケールまたは関連のないスケー
ルを１つのゲージに追加したり、複数のゲージを重ね合わせて追加のレイアウトオプションを使用したりできます。ス
ケールは均一にする必要はありません。線形または対数を使用できます。動的なスケールを作成できます。スケール
の開始点と終了点をポインタにバインドすることもできます。
範囲のバインド
Gauges for WinForms を使用して、非線形または線形の形状をした範囲を作成できます。希望する外観に最も合う
ように、範囲の厳密な位置とサイズをカスタマイズします。色を値のしきい値にマップして、オプションで色が徐々に融
合する多色の範囲を表示します。範囲をポインタにバインドして、より動的な表示を行うこともできます。範囲（目盛やラ
ベルも同様）の一部の色をポインタにバインドして、現在の値をハイライト表示できます。たとえば、バインドされた色を
持つ１つの範囲オブジェクトを使用してプログレスバーを表示できます。
ラベルの書式設定
すべてのゲージラベルと値インジケータに標準またはカスタム .NET 数値書式を適用して、少数位、パーセント、通貨な
どを表示します。カスタム数値書式の一部として、ラベルに静的テキストを表示できます。ラベルの書式設定をプログラ
ムを使用して制御する特殊なイベントを使用することもできます。C1Gauge は、ユーザーが常に最も読みやすくなるよ
うに、円形ゲージのラベルを自動的に回転します。追加の回転、配置の変更、および放射状／直交オフセットを指定し
て、興味深い効果が得られます。
目盛
目盛とは、ゲージスケール上の特定の値に配置できる視覚的なキューです。これらのキューは、ゲージ値を他の定義
済みの値と比較する場合に便利です。目盛には、形状またはカスタム画像を使用できます。円形ゲージの場合は、ラ
ベルと同じように、目盛を回転させたり、回転させなかったりできます。ゲージ目盛の追加の回転、配置の変更、および
オフセットを適用できます。
インジケータ
バインドされたラベルや目盛を使用し、値のしきい値に基づく視覚的示度を表示できます。これらを範囲に加え、または
範囲の代わりに状態インジケータとして使用し、値を色または画像で表示します。たとえば、目盛または目盛の画像の
背景色をポインタ値に応じて変えることができます。あるいは、固定または移動可能なラベルをポインタにアタッチし
て、特定の位置に現在値を表示できます。
カスタムポインタ
定義済みのポインタ形状を選択し、形状をカスタマイズし、独自のカスタム画像をインポートして、ポインタとして使用し
ます。複数のポインタと共に使用する共通ポインタ形状を作成します。円形ゲージと直線型ゲージのポインタの原点の
7
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正確な位置を指定することもできます。これにより、ゲージの両側または下部にポインタを分散できます。
OFF 位置
ゲージポインタは、値が設定されていないことを示すことができます。現在値が Double.NaN の場合、ポインタは OFF
位置に移動します。目盛とラベルを OFF 位置に表示できます。インタラクティブ機能を使用する場合、この位置でクリッ
クしてゲージを “OFF” にしたり、値を Double.NaN にリセットしたりできます。
ポインタのアニメーション
値の変更に応じて、ゲージポインタのアニメーションがスムーズに描画されるように時間間隔を設定します。ソース値
が頻繁に変わりすぎて確認できない場合、ゲージコントロールの再描画の頻度を減少させることができます。
カスタムゲージの外観
使用可能なスタイル属性の充実したセットを使用して、ゲージのフェイスやカバーをカスタマイズし、希望する外観を作
成します。単純な形状を使用して、ガラス掛け効果をシミュレートすることさえできます。形状が物足りない場合は、画
像を追加できます。回転、反転、色相、彩度、明度、透明度の変更など、さまざまな効果を画像に適用できます。
共通の外観の設定
塗りつぶし、グラデーション、形状、画像などの共通のコレクションにより、複数のゲージ項目に同じ設定を適用できま
す。また、これらの共通の設定を変更すると、関連するすべての項目が一度に影響を受けます。たとえば、値のしきい
値への画像の同じマッピングを共有するバインドされたインジケータを作成できます。この結果、メモリが節約され、そ
の後の変更が容易になります。
UI のインタラクティブ操作
C1Gauge の任意の部分を HitTestable にできます。ゲージ項目がホットになったとき、押されたとき、または無効に
なったときに、ゲージ項目の視覚的外観が簡単に変更されます。特定の時間間隔中に前の状態を非表示にし、新しい
状態を表示する遷移効果を使用して、ゲージ項目の視覚的状態をスムーズに変更できます。ユーザーが各種要素を
クリックしたり、ゲージポインタをドラッグしたりすると、特殊なイベントが発生します。 スナップ間隔によって指定された
均一な値の離散集合に四捨五入するオプションを使用して、これらのイベントからポインタ値を更新できます。
複合ゲージ
C1Gauge を使用して、複数のゲージを１つのコンテナに配置します。ゲージを重ね合わせたり、並べて表示したりでき
ます。すべてのグラフがベクトルベースなので、任意の方法でコンテナコントロールをサイズ変更できます。設定を微調
整する機能により、コンテナコントロールのサイズ変更時に個々のゲージの縦横比と相対位置を維持することができま
す。
レイアウトおよび外観設定の保存とロード
Crゲージまたはコンテナコントロールの複数のビュー（または "スキン"）を作成します。ビューは、コンクリートのゲージ
または、C1Gauge に属性します。ビューを使用して、既存のスケール、データ、およびイベントバインディングを破棄せ
ずに、ゲージの外観全体を変更できます。同じビューを別のゲージに適用することはできません。
テンプレートの保存とロード
ゲージテンプレートの 保存と再利用により、開発時間が急激に減少します。個々のゲージまたはコンテナコントロール
全体のテンプレートを作成できます。C1Gauge は、すぐに始められるデザイン済みの複数のテンプレートも同梱してい
ます。
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クイックスタート
In this section you'll learn how to use the basic Gauges for WinForms functionality to create a simple application with
a custom gauge control. This section is not intended to be a comprehensive tutorial of all features of Gauges for
WinForms, but rather provide a quick introduction and highlight some general approaches to using the product.
In the following quick start guide, you'll create an application, add a gauge control to the application, and customize
the appearance of the control.
Let's say the user wants to create a radial gauge for a car dashboard just like given in the snapshot below. The Gauge
control provides various classes and properties to customize the control.

9
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.NET
To create a WinForms application in .NET for Gauge control, complete the following steps:

Creating the Application
1. Create a new Windows Forms application.
2. Switch to code view. Create a Gauge and add it to the form.
C#
//C1Gauageを作成します。
C1Gauge gauge = new C1Gauge();
gauge.Dock = DockStyle.Fill;
//フォームにコントロールを追加します。
Controls.Add(gauge);
3. Create a Radial Gauge and add it to the Gauge control using the Add method of GaugeCollection class.
C#
//放射状ゲージを作成します。
C1RadialGauge radialGauge = new C1RadialGauge();
//c1gaugeに放射状ゲージを追加します。
gauge.Gauges.Add(radialGauge);

Customizing the Gauge control
1. Add ellipse shape to create the background for Gauge. Set the border and fill color.
C#
//フェイスの形状を追加します。
//楕円を追加してゲージの背景を作成します。
C1GaugeEllipse ellipse = new C1GaugeEllipse();
//枠線を設定します。
ellipse.Border.Thickness = 5;
ellipse.Border.Color = Color.SkyBlue;
//塗りつぶしを設定します。
ellipse.Filling.Color = Color.AliceBlue;
2. Add a caption for the Gauge.
C#
//キャプションを追加します。
C1GaugeCaption caption = new C1GaugeCaption();
caption.Text = "C1Gauge Sample";
caption.Color = Color.Gray;
caption.CenterPointY = 0.85;
caption.FontSize = 10;
3. Add the ellipse and caption using the FaceShapes property.
C#
radialGauge.FaceShapes.Add(ellipse);
radialGauge.FaceShapes.Add(caption);
4. Add decorators, namely range, marks and labels, customize them and add them to the Radial Gauge using
the Decorators property.
C#

10
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//デコレータを追加します。
//範囲を作成してカスタマイズします。
C1GaugeRange range = new C1GaugeRange();
range.Width = 2;
range.Location = 95;
range.Alignment = C1GaugeAlignment.In;
range.Border.Color = Color.Gray;
range.Filling.Color = Color.Gray;
//マークを作成してカスタマイズします。
C1GaugeMarks marks = new C1GaugeMarks();
marks.Width = 4;
marks.Length = 9;
marks.Interval = 10;
marks.Location = 95;
marks.Alignment = C1GaugeAlignment.In;
marks.Border.Color = Color.Gray;
marks.Filling.Color = Color.Gray;
//ラベルを作成してカスタマイズします。
C1GaugeLabels labels = new C1GaugeLabels();
labels.Interval = 10;
labels.Location = 80;
labels.Color = Color.Gray;
radialGauge.Decorators.Add(labels);
radialGauge.Decorators.Add(marks);
radialGauge.Decorators.Add(range);
5. Fill color in Pointer and Cap.
C#
//キャップとポインタをカスタマイズします。
radialGauge.Pointer.Filling.Color = Color.LightGoldenrodYellow;
radialGauge.Cap.Filling.Color = Color.Gray;

Running the Application
1. Click Build | Build Solution to build the project.
2. Press F5 to run the project.

11
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.NET Framework

Creating the Application
In this step you'll create a simple application using the C1Gauge control. You'll then customize the appearance
of your application in Design view without adding any code to your project.
To begin, complete the following steps:
1. In Visual Studio, select File | New | Project.
2. In the New Project dialog box, select a language in the left pane, and in the templates list select
Windows Forms Application. Enter a Name for your project and click OK. The project will be created
and a form will appear.
3. Navigate to the Toolbox and double-click the C1Gauge item to add a C1Gauge control to the form. When
you double-click the C1Gauge item, the New Gauge Gallery dialog box will open.
4. On the Radial Gauges tab, select (empty).
5. Click OK to close the dialog box.
What You've Accomplished
In this step you created an application and added a C1Gauge control to the form. The gauge is currently
displayed with default settings; in the next step you'll further customize the appearance of the control.

Customizing the Gauge control
In the last step you created new application and added a C1Gauge control to the form. In this step you'll
customize the gauge by using the Gauges for WinForms designers.
To customize the C1Gauge control, complete the following steps:
1. Double-click the C1Gauge1 control on the form. The Item Editor appears.
2. Set the Maximum property to 120. The gauge scale will now run from 0 to 120.
Adding Tick Marks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Click the ellipsis button next to the Decorators property. The Decorators Collection Editor appears.
Click the drop-down list on the Add button and select C1GaugeMarks.
Expand the Filling node and set the Color property to DarkGray.
Set the Interval property to 10. This will create tick marks at every 10th interval. Next we will add minor
tick marks.
Click the drop-down list on the Add button again and select C1GaugeMarks.
Set the Interval property to 2.5.
Expand the Filling node and set the Color property to DarkGray.
Set the Length property to 5. Next we will add tick labels.

Adding Tick Labels
1.
2.
3.
4.
5.

Click the drop-down list on the Add button and select C1GaugeLabels.
Set the Color property to Black.
Set the Interval property to 10. This will create tick labels at every 10th interval.
Set the From property to 20. This will add the labels on value 20 and higher.
Click OK to close the Decorators Collection Editor.

Customize the Pointer, Cap, Ellipse and Caption
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12

In the Item Editor, expand the Filling node within the Pointer node, and set the Color property to Black.
Expand the Filling node within the Cap node, and set the Color property to DarkGray.
Click the ellipsis button next to FaceShapes. The FaceShapes Collection Editor opens.
Click the Add drop-down arrow and select C1GaugeCaption.
Enter C1Gauge next to the Text property.
Set the Color property to Red.
Enter .9 next to the CenterPointY property. This will move the text down the gauge.
Click OK to close the FaceShapes Collection Editor and click OK again to close the Item Editor.
Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.
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What You've Accomplished
You've customized the appearance of the C1Gauge control. Next you will run the application.

Running the Application
In the previous steps you've created a new application, added a C1Gauge control to the form, and customized
the control. All that's left is to run the application!
Select Debug | Start Debugging from the Visual Studio menu.
What You've Accomplished
Congratulations! You have successfully created a C1Gauge control. There are many templates you can apply to
your gauge. See Gauges for WinForms Appearance for more information.
Note: The latest version of WinForms .NET Edition does not include rich design-time support yet. We will
enhance it in the future releases.
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Gauges for WinFormsコンポーネント
Gauges for WinForms は、情報を円形や直線型のゲージ形式で表示します。ノブ、トラックバー、スクロールバーのような入
力コントロールとして機能するようにゲージを調整することもできます。
C1Gauge オブジェクトと使用法
以下のトピックでは、C1Gauge のクラスとコンポーネントの使用方法について説明します。
C1Gauge コントロール
C1Gauge コントロールは、ゲージと形状のコンテナコントロールです。C1Gauge コントロールは、直線型ゲージと円形ゲージ
をサポートします。ゲージはデータを表示し、ポインタとデコレータ（ラベル、目盛りマーク、範囲など）を使用してカスタマイズで
きます。円形ゲージは、円形、半円形、貝殻形、らせん形、または円弧形にすることができます。直線型ゲージは、横、縦、斜
め、または自由形状にすることができます。
C1Gauge コントロールは形状もサポートします。形状は、静的な形状、キャプション、または画像で構成されます。形状には、
楕円、長方形、円弧、扇形などの幾何学的形状があり、それぞれに多数のカスタマイズ可能な設定が含まれます。他の形状、
デコレータ、ポインタなどの他の要素のためのクリッピング領域を形状に指定することもできます。
ポインタは、現在値を示すビジュアル要素です。デコレータは、ポインタに結合できます。たとえば、１つのラベルをポインタに
結合して、ラベルに現在値を表示することができます。この強力なテクニックは、「デコレータ
デコレータ」セクションで詳細に説明します。
カスタムビットマップを除き、Gauges for WinForms 内のすべてのグラフィックはベクタベースです。C1Gauge コンテナコント
ロールとそのゲージは、サイズを任意に変更できます。個々のゲージの絶対位置または相対位置と、アスペクト比を指定でき
ます。
C1Gauge の構成
C1Gauge コントロール内にいくつかのゲージを配置した場合、このコントロールは複数の階層化要素で構成されます。たとえ
ば、１つの C1RadialGauge を配置した C1Gauge コントロールの全体構成は、次のようになります（最背面から最前面のレイ
ヤの順）。
最背面のレイヤにコントロールの BackColor または BackgroundImage
次のレイヤに C1Gauge.FaceShapes
C1RadialGauge.FaceShapes
C1RadialGauge.Decorators
C1RadialGauge.Pointers
C1RadialGauge.Cap
C1RadialGauge.CoverShapes
最前面に C1Gauge.CoverShapes
簡単な円形ゲージの構成を見てみます（詳細は、インタラクティブな GaugeDemo アプリケーションのサンプルを参照）。次の
画像に、ゲージ全体のいくつかの状態を示します。
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このゲージは、背面形状、デコレータ、ポインタ、ポインタキャップで構成されています。
背面形状は、ゲージの背景です。

３つの楕円（C1GaugeEllipse）と１つの角丸長方形（C1GaugeRectangle）の４つの形状があります。

デコレータは、スケール範囲、マーカー、およびラベルを表示します。

15
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このゲージには、範囲（C1GaugeRange）、大マーカーと小マーカー（C1GaugeMarks）、スケールラベル
（C1GaugeLabels）、外縁状態マーカー（C1GaugeSingleMark）、および現在値を示すラベル（C1GaugeSingleLabel）があ
ります。

このゲージの最上層は、ポインタ（C1GaugePointer）とポインタキャップ（C1GaugeCap）です。
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C1Gauge のプロパティ
C1Gauge コントロールには、コントロールの外観と動作をカスタマイズするためのプロパティが含まれます。C1Gauge コント
ロールの主なプロパティは、次のとおりです。
C1Gauge.Gauges - コンテナコントロールに表示されるゲージのコレクション。
C1Gauge.FaceShapes - コントロールの背景とゲージの間に表示される「背景」形状のコレクション。
C1Gauge.CoverShapes - 最前面に表示される「前景」形状。
C1Gauge.Font - すべてのゲージラベルのデフォルトフォント。
C1Gauge.ForeColor - ゲージと形状に含まれるすべての境界とラベルのデフォルト色を設定します。
C1Gauge.BackColor - デフォルトの塗りつぶし色を設定します。
C1Gauge.Shadow - ゲージのすべての影のデフォルト設定。
C1Gauge.CacheBackground および C1Gauge.CacheForeground - すべての静的背景/前景要素をオフスクリー
ン画像に描画するかどうかを指定します。このような画像は、現在値が変化すると即座に描画されます。このため、パ
フォーマンスは向上しますが、メモリの消費量は増えます。
C1Gauge.SupportsTransitionEffect - このプロパティを使用すると、duration パラメータを使用して
C1Gauge.EndUpdate() メソッドを呼び出したときに、コントロールの表示状態を滑らかに遷移させることができます。
C1Gauge.FramesPerSecond - ゲージコンテナを再描画する最大頻度を設定します。全体的にパフォーマンスを向上
させるには、このプロパティの値を小さくしてください。
C1Gauge.Selectable - True の場合、そのコントロールは選択可能で、入力フォーカスを受け取ることができます。
デザインサーフェスでいずれかのゲージを選択したら、そのコントロールの左上隅に表示されるグラブハンドルをクリックするこ
とで、選択をオーナーの C1Gauge コントロールに簡単に移動できます。または、Esc キーを押しても、選択をオーナーコント
ロールに移動できます。
C1Gauge コンポーネント
用意されているゲージには、C1RadialGauge コンポーネントと C1LinearGauge コンポーネント（どちらも C1GaugeBase ク
ラスから派生）があります。ゲージはコントロールではありません。ゲージは、C1Gauge.Gauges コレクションに追加できる簡
単なコンポーネントです。
デザインサーフェスでゲージを選択し、標準のプロパティグリッド、特別な項目エディタ
項目エディタ、または C1Gauge.Gauges コレクション
プロパティ用のコレクションエディタでプロパティ/イベントを編集できます。ゲージのデザイナは、切り取り、コピー、貼り付け、
削除、最前面へ移動、最背面へ移動などの標準的な操作をサポートします。また、個々のゲージを右クリックすると、コンテキ
ストメニューを表示できます。これを使用して、C1GaugeBase.FaceShapes/C1GaugeBase.CoverShapes コレクションや
C1GaugeBase.Decorators コレクションをすばやく編集できます。
ゲージは XML テンプレートとして保存し、XML ファイルからロードできます。個々のゲージのレイアウトや外観の設定を保存/
ロードすることもできます。
標準的な .NET データ連結テクニックを使用して、ゲージをデータソースに連結することができます。ゲージに複数のポインタ
がある場合は、これらのポインタをそれぞれ異なるデータソースに連結することができます（１つのゲージに最大５ポインタ）。
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C1GaugeBase 基本クラスの主なプロパティは、次のとおりです。
C1GaugeBase.Decorators - ラベルや目盛りマークなどの各種デコレータのコレクション。
C1GaugeBase.FaceShapes および C1GaugeBase.CoverShapes - ゲージの最背面（FaceShapes）および最前面
（CoverShapes）に表示される形状のコレクション。
C1GaugeBase.Pointer - これはゲージのメインポインタです。メインポインタは非表示にすることはできますが、削除
することはできません。
C1GaugeBase.MorePointers - その他のポインタのコレクション。
C1GaugeBase.Value - メインポインタの現在値。
C1GaugeBase.Minimum および C1GaugeBase.Maximum - すべてのポインタ値（スケール値など）の下限と上限
を指定します。
C1GaugeBase.Viewport - ゲージの作業領域の境界を指定します。
以下のトピックでは、円形ゲージと直線型ゲージの特定のプロパティについて説明します。
C1RadialGaugeコンポーネント
C1RadialGauge には、中心点、半径、開始角度、および移動角度があります。PointerOriginX プロパティと
PointerOriginY プロパティは、ゲージに関連付けられた極座標系の中心を指定します。作業領域の高さまたは幅の小さい方
が基本サイズになります。Radius プロパティは、論理座標で長さ 100 となる部分の基本サイズに対する割合を指定します。
StartAngle プロパティと SweepAngle プロパティは、角座標の値の範囲を指定します。標準的な極座標とは異なり、角度 0°
は中心上向きになります。

StartAngle プロパティは、C1GaugeBase.Minimum 値に対応する角度を定義します。StartAngle + SweepAngle の角度
は、C1GaugeBase.Maximum 値に対応します。IsReversed プロパティを True に設定して、角座標の方向を逆にすること
ができます。
C1LinearGaugeコンポーネント
横の直線型ゲージは、作業領域の高さを基本サイズとして使用します。縦のゲージは、領域の幅を基本サイズとして使用しま
す。C1LinearGauge には、横軸の開始位置（基本サイズに対する割合）を指定する BaseOrigin プロパティがありま
す。BaseFactor プロパティは、論理座標で長さ 100 となる部分の基本サイズに対する割合を設定します。
AxisStart プロパティと AxisLength プロパティは、縦（値）軸の開始点と長さを指定します。IsReversed プロパティを True に
設定すると、縦軸の方向は値が増加する方向と反対になります。次の図に、直線型ゲージの座標系に用意されているオプショ
ンを示します。
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デザイン時のサポート
Gauges for WinForms は、スケジュールアプリケーションの作成をより簡単に行える視覚的な編集機能を備えています。以
下の各セクションでは、Gauges for WinForms のデザイン時環境を使用して、Gauges for WinForms コントロールを設定
する方法について説明します。

新しいゲージギャラリー
デザインビューのフォームに C1Gauge コントロールを初めて追加すると、「新しいゲージギャラリー
新しいゲージギャラリー」ダイアログボックスが表
示されます。詳細については、新しいゲージギャラリー
新しいゲージギャラリートピックを参照してください。

スマートタグとタスクメニュー
コントロールの右上端のスマートタグ（）をクリックして、各コントロールのタスクメニューを呼び出すことができます。スマートタ
グは、各コントロールで最もよく使用されるプロパティを提供するショートカットのタスクメニューを表します。Gauges for
WinForms でタスクメニューを使用する方法の詳細については、 C1Gauge タスクメニュー
タスクメニューを参照してください。

コンテキストメニュー
デザインビューでコンポーネントまたはコントロールを右クリックして、各コントロールのコンテキストメニューを呼び出すことが
できます。コンテキストメニューには、コントロールを使用する際の一般的なアクションが含まれています。Gauges for
WinForms でコンテキストメニューを使用する方法の詳細については、C1Gauge コンテキストメニュー
コンテキストメニューまた
はC1LinearGauge および C1RadialGauge コンテキストメニュー
コンテキストメニューを参照してください。

デザイナ
関連付けられたコレクションエディタを使用して、デザイン時に Gauges for WinForms コンポーネントを簡単に設定できま
す。Gauges for WinForms デザイナの詳細については、 Gauges for WinForms のコレクションエディタ
のコレクションエディタトピックを参照して
ください

プロパティウィンドウ
Visual Studio のプロパティウィンドウを使用して、デザイン時に Gauges for WinForms を簡単に設定することもできます。コ
ントロールを右クリックして［プロパティ］
［プロパティ］を選択し、プロパティウィンドウにアクセスできます.
新しいゲージギャラリー
プロジェクトの C1Gauge コントロールを選択して、スマートタグをクリックします。［［C1Gauge タスク］
タスク］メニューから［新しいゲー
［新しいゲー
ジの追加］
ジの追加］を選択します。［新しいゲージギャラリー］
［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスが表示され、ここでテンプレートとテンプレートグループ
を選択できます。
C1Gauge コンテキストメニュー
コンテキストメニューーから［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］を選択して、［新しいゲージギャラリー］
、［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスにアク
セスすることもできます。次の図に示すように、［新しいゲージギャラリー］
、［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスが表示されます。
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このダイアログボックスでは、デフォルトまたは既存のカスタムテンプレートからゲージの初期外観を選択できます。［新しい
［新しい
ゲージギャラリー］
ゲージギャラリー］ダイアログボックスは次のように動作します。
「円形ゲージ」タブ
「円形ゲージ」
「円形ゲージ」タブを選択して、利用可能な円形ゲージから選択します。（空）
（空）オプションを選択して、書式設定されてい
ない C1RadialGauge 項目を追加することもできます。
直線型ゲージ
「直線型ゲージ」
「直線型ゲージ」タブを選択して、利用可能な水平および垂直直線型ゲージから選択します。（空）
。（空）オプションを選択し
て、書式設定されていない C1LinearGauge 項目を追加することもできます。
［グループ］ドロップダウンボックス
［グループ］
［グループ］ドロップダウンボックスを開き、組み込みテンプレートグループを選択します。選択肢には、Advanced、
OfficeBlack、OfficeBlue、OfficeSilver、および Windows 7 があります。詳細については、「C1Gauge の外観
の外観」 トピック
を参照してください。
〈テンプレートフォルダの変更〉ボタン
〈テンプレートフォルダの変更〉
〈テンプレートフォルダの変更〉ボタンをクリックして、カスタムテンプレートファイルが含まれるフォルダに移動します。
フォルダを選択すると、そのフォルダ内のテンプレートがダイアログボックスに表示されます。〈組み込みギャラリー〉
〈組み込みギャラリー〉ボ
タンをクリックして、組み込みテンプレートに戻ることができます。
〈組み込みギャラリー〉ボタン
〈組み込みギャラリー〉
〈組み込みギャラリー〉ボタンをクリックして、組み込みテンプレートオプションに戻ります。このボタンは、現在カスタムテ
ンプレートを表示しているときにのみ選択できます。
〈OK〉ボタン
〉ボタン
〈OK〉〉ボタンをクリックし、実行した変更または選択を保存して、［新しいゲージギャラリー］
［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスを閉じま
す。追加したゲージが C1Gauge コントロールに表示されます。
〈キャンセル〉ボタン
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〈キャンセル〉
〈キャンセル〉ボタンをクリックして実行した変更または選択をキャンセルし、［新しいゲージギャラリー］
［新しいゲージギャラリー］ダイアログボック
スを閉じます。
［C1Gauge タスク］メニュー
C1Gauge タスク］
タスク］メニューでは、ゲージをすばやくかつ簡単に追加し、編集し、ロードし、保存することができます。
［C1Gauge タスク］
タスク］メニューにアクセスするには、コントロールの右上端にあるスマートタグ（）をクリックします。これにより、次
に示すように［［C1Gauge タスク］
タスク］メニューが開きます。

［C1Gauge タスク］
タスク］メニューは次のように動作します.
［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］オプションを選択すると、［新しいゲージギャラリー］
、［新しいゲージギャラリー］が開き、新しいゲージを選択し、C1Gauge
コンテナコントロールに追加できます。テンプレートを選択し、新しいゲージのいくつかのオプションを設定することもで
きます。詳細については、新しいゲージギャラリー
新しいゲージギャラリー トピックを参照してください。
［面の編集］
［面の編集］
［面の編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.FaceShapes コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、FaceShapes コレクション
に項目の追加や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細について
は、FaceShapes コレクションエディタ トピックを参照してください。
［カバーの編集］
カバーの編集］
カバーの編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.CoverShapes コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、CoverShapes コレク
ションに項目の追加や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細につい
ては、「CoverShapes コレクションエディタ
コレクションエディタ」トピックを参照してください。
［ゲージの編集］
［ゲージの編集］
［ゲージの編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.Gauges コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、Gauges コレクションにメ
ンバの追加や削除を行ったり、コレクション内の各ゲージのプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細については、
「Gauges コレクションエディタ
コレクションエディタ」Gauges コレクションエディタ」トピックを参照してください。
［テンプレートの読み込み］
［テンプレートの読み込み］
［テンプレートの読み込み］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeのテンプレートを読み込む］
のテンプレートを読み込む］が開き、新しい組み込みま
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たはカスタムテンプレートを選択して、ゲージの外観をカスタマイズできます。詳細については、C1Gauge をテンプレー
トから読み込む。
［XML ファイルに保存］
［XML ファイルに保存］
ファイルに保存］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge を XML ファイルへ保存］
ファイルへ保存］ダイアログボックスが開き、ゲー
ジテンプレートを保存する場所を選択できます。詳細については、 C1Gauge を XML ファイルへ保存
ファイルへ保存トピックを参照し
てください。
［外観の読み込み］
［外観の読み込み］
［外観の読み込み］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeの外観を
の外観をXMLファイルから読み込む］
ファイルから読み込む］ダイアログボックスが開
き、ロード元の XML ファイルを選択できます。詳細については、C1Gauge の外観を XML ファイルから読み込む
ファイルから読み込む。
［外観の保存］
［外観の保存］
［外観の保存］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeの外観を
の外観をXMLファイルへ保存］
ファイルへ保存］ダイアログボックスが開き、現在の
ゲージの外観を XML として保存できます。詳細については、C1Gauge の外観を XML ファイルへ保存
ファイルへ保存。
［ゲージのリセット］
［ゲージのリセット］
［ゲージのリセット］をクリックすると、C1Gauge コントロールがクリアされ、そのプロパティがデフォルト値にリセットされ
ます。
［C1Gaugeのバージョン情報］
のバージョン情報］
［C1Gaugeのバージョン情報］
のバージョン情報］を選択すると、コントロールのビルド番号の確認に便利な［［C1Gauge のバージョン情報
の保存］
の保存］ダイアログボックスが表示されます。
C1Gauge コンテキストメニュー
C1Gauge コンテキストメニューでは、ゲージをすばやくかつ簡単に追加、編集、ロード、および保存ができます。
C1Gauge コンテキストメニューにアクセスするには、C1Gauge コントロールを右クリックします。 C1Gauge コンテキストメ
ニューは次のように動作します。
［アイテムエディタの起動］
［アイテムエディタの起動］
［アイテムエディタの起動］をクリックすると、選択した項目のプロパティのダイアログボックスが開き、コントロール、デコ
レータ、ポインタなどのプロパティを指定できます。
［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］オプションを選択すると、［新しいゲージギャラリー］
、［新しいゲージギャラリー］が開き、新しいゲージを選択し、C1Gauge
コンテナコントロールに追加できます。テンプレートを選択し、新しいゲージのいくつかのオプションを設定することもで
きます。詳細については、新しいゲージギャラリー
新しいゲージギャラリー」トピックを参照してください。
［面の編集］
［面の編集］
［面の編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.FaceShapes コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、FaceShapes コレクション
に項目の追加や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細について
はFaceShapes コレクションエディタ トピックを参照してください。
［カバーの編集］
［カバーの編集］
［カバーの編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.CoverShapes コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、CoverShapes コレ
クションに項目の追加や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細につ
いては、CoverShapes コレクションエディタ トピックを参照してください。
［ゲージの編集］
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［ゲージの編集］
［ゲージの編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.Gauges コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、Gauges コレクションにメ
ンバの追加や削除を行ったり、コレクション内の各ゲージのプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細について
は、Gauges コレクションエディタ トピックを参照してください
［テンプレートの読み込み］
［テンプレートの読み込み］
［テンプレートの読み込み］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeのテンプレートを読み込む］
のテンプレートを読み込む］が開き、新しい組み込みま
たはカスタムテンプレート
テンプレートを選択して、ゲージの外観をカスタマイズできます。
［XML ファイルに保存］
［XML ファイルに保存］
ファイルに保存］オプションを選択すると、［
、［XML ファイルへの
ファイルへのC1Gaugeの保存］
の保存］ダイアログボックスが開き、
ゲージテンプレートを保存する場所を選択できます。
［外観の読み込み］
［外観の読み込み］
［外観の読み込み］オプションを選択すると、［
、［XML ファイルからの
ファイルからのC1Gauge ビューのロード］
ビューのロード］ダイアログボックスが開
き、ロード元の XML ファイルを選択できます。
［外観の保存］
［外観の保存］
［外観の保存］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeの外観を
の外観をXMLファイルへ保存］
ファイルへ保存］ダイアログボックスが開き、現在の
ゲージの外観を XML として保存できます。
［ゲージのリセット］
［ゲージのリセット］
［ゲージのリセット］をクリックすると、C1Gauge コントロールのコンテンツがリセットされます。
C1LinearGauge および C1RadialGauge コンテキストメニュー
C1LinearGauge および C1RadialGauge コンテキストメニューでは、ゲージをすばやくかつ簡単に編集し、ロードし、保存す
ることができます。
C1LinearGauge および C1RadialGauge コンテキストメニューにアクセスするには、C1LinearGauge または
C1RadialGauge コンポーネントを右クリックします。C1LinearGauge および C1RadialGaugeC1Gauge コンテキストメ
ニューは次のように動作します。
［アイテムエディタの起動］
［アイテムエディタの起動］
［アイテムエディタの起動］をクリックすると、選択した項目のプロパティのダイアログボックスが開き、コントロール、デコ
レータ、ポインタなどのプロパティを指定できます。
［面の編集］
［面の編集］
［面の編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.FaceShapes コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、FaceShapes コレクション
に項目の追加や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細について
は、FaceShapes コレクションエディタ トピックを参照してください。
［カバーの編集］
［カバーの編集］
［カバーの編集］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge.CoverShapes コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、CoverShapes コレ
クションに項目の追加や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細につ
いては、CoverShapes コレクションエディタ トピックを参照してください。
［デコレータの編集］
［デコレータの編集］
［デコレータの編集］オプションを選択すると、［
、［C1RadialGauge.Decorators コレクションエディタ］
コレクションエディタ］また
は［［C1LinearGauge.Decorators コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、Decorators コレクションへラベル、範囲、記号の追加
や削除を行ったり、コレクション内の各項目のプロパティをカスタマイズしたりできます。詳細については、Decorators
コレクションエディタ トピックを参照してください。
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［ポインタの編集］
［ポインタの編集］
［ポインタの編集］オプションを選択すると、［
、［MorePointers コレクションエディタ］
コレクションエディタ］が開き、MorePointers コレクションに
ポインタを追加、削除、および編集ができます。詳細については、 MorePointers コレクションエディタ トピックを参照し
てください。
［テンプレートの読み込み］
［テンプレートの読み込み］
［テンプレートの読み込み］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeのテンプレートを読み込む］
のテンプレートを読み込む］が開き、新しい組み込みま
たはカスタムテンプレートを選択して、ゲージの外観をカスタマイズできます。
［XML ファイルに保存］
［XML ファイルに保存］
ファイルに保存］オプションを選択すると、［
、［C1Gauge をXMLファイルへ保存］
ファイルへ保存］ダイアログボックスが開き、ゲー
ジテンプレートを保存する場所を選択できます。
［外観の読み込み］
［外観の読み込み］
［外観の読み込み］オプションを選択すると、［
、［C1Gaugeの外観を
の外観を XML ファイルから読み込む］
ファイルから読み込む］ダイアログボックスが
開き、ロード元の XML ファイルを選択できます。
［外観の保存］
［外観の保存］
［外観の保存］オプションを選択すると、［［C1Gaugeの外観を
の外観をXMLファイルへ保存］
ファイルへ保存］ダイアログボックスが開き、現在の
ゲージの外観を XML として保存できます。
Gauges for WinForms のコレクションエディタ
Gauges for WinForms には、ゲージをより簡単にカスタマイズできる複数のコレクションエディタが含まれています。以下の
各トピックでは、これらのエディタにアクセスし、使用する方法について詳しく説明します。
Gauges コレクションエディタ
C1Gauge.Gauges コレクションエディタ
コレクションエディタでは、C1Gauge.Gauges コレクションへゲージを追加したり、削除したり、編集したりで
きます。C1Gauge タスク］メニュー
タスク］メニューまたは C1Gauge コンテキストメニューから［ゲージの編集］オプションを選択する
か、C1Gauge のプロパティウィンドウの Gauges 項目の横にある〈...〉ボタンをクリックして、Gauges コレクションエディタ
コレクションエディタにアク
セスできます。
C1Gauge.Gauges コレクションエディタ
コレクションエディタを開くと、次の図のように表示されます。
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エディタの左側には、C1Gauge コントロール内にホストされている C1RadialGauge および C1LinearGauge 項目がリストさ
れます。〈追加〉ボタンをクリックして新しいゲージを追加し、このゲージで［新しいゲージギャラリー］
［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスを開くこ
とができます。ゲージを削除するには、削除するゲージを選択し、〈削除〉
、〈削除〉ボタンをクリックします。
ゲージのプロパティを編集するには、メンバ
メンバのリストで項目を選択し、プロパティグリッドでそのプロパティを編集します。変更を
保存するには、〈
、〈OK〉〉ボタンをクリックします。変更を保存せずにダイアログボックスを閉じるには、〈キャンセル〉
、〈キャンセル〉ボタンをクリッ
クします。フォーム上で C1Gauge 項目をダブルクリックしてアイテムエディタ
アイテムエディタを開き、プロパティを編集することもできます。
FaceShapes コレクションエディタ
C1Gauge.FaceShapes コレクションエディタ、
コレクションエディタ、C1LinearGauge.FaceShapes コレクションエディタ、
コレクションエディタ、および
C1RadialGauge.FaceShapes コレクションエディタ
コレクションエディタでは、C1Gauge.FaceShapes コレクションへ項目を追加したり、削除した
り、編集したりできます。［［C1Gauge タスク］メニュー
タスク］メニューまたはC1Gauge コンテキストメニュー
コンテキストメニュー、または;C1LinearGauge および
C1RadialGauge コンテキストメニュー
コンテキストメニューから［面の編集］オプションを選択するか、C1Gauge, C1LinearGauge、または
C1RadialGauge のプロパティウィンドウの FaceShapes 項目の横にある〈...〉ボタンをクリックして、FaceShapes コレクションエ
ディタ
ディタにアクセスできます。
FaceShapes コレクションエディタ
コレクションエディタを開くと、次の図のように表示されます。
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エディタの左側には、コレクションに含まれる形状がリストされます。〈追加〉
。〈追加〉ボタンをクリックして、新しいキャプション、楕円、画
像、矩形、扇形、または弓形を追加できます。

項目を削除するには、削除する項目を選択し、〈削除〉
、〈削除〉ボタンをクリックします。 矢印ボタンを使って、表示する形状の順序を変
更することもできます。
形状のプロパティを編集するには、メンバ
メンバのリストで項目を選択し、プロパティグリッドでそのプロパティを編集します。変更を保
存するには、〈
、〈OK〉〉ボタンをクリックします。変更を保存せずにダイアログボックスを閉じるには、〈キャンセル〉
、〈キャンセル〉ボタンをクリック
します。フォーム上で C1Gauge.FaceShapes 項目をダブルクリックしてアイテムエディタ
イテムエディタを開き、プロパティを編集することもで
きます.
Decorators コレクションエディタ
C1LinearGauge.Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタおよび C1RadialGauge.Decoratorsコレクションエディタ
コレクションエディタでは、
C1GaugeBase.Decorators コレクションへ項目を追加したり、削除したり、編集したりできます。C1LinearGauge および
C1RadialGauge コンテキストメニュ
コンテキストメニューから［デコレータの編集］
［デコレータの編集］オプションを選択するか、C1LinearGauge または
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C1RadialGauge のプロパティウィンドウの Decorators 項目の横にある〈...〉ボタンをクリックして、Decorators コレクションエ
ディタ
ディタにアクセスできます。
Decoratorsコレクションエディタ
コレクションエディタを開くと、次の図のように表示されます。

エディタの左側には、コレクションに含まれるデコレータがリストされます。〈追加〉
。〈追加〉ボタンをクリックして、新しい記号、ラベル、単
一記号、単一ラベル、または範囲を追加できます。

項目を削除するには、削除する項目を選択し、〈削除〉
、〈削除〉ボタンをクリックします。 矢印ボタンを使って、表示するデコレータの順
序を変更することもできます。
デコレータのプロパティを編集するには、メンバ
、メンバのリストで項目を選択し、プロパティグリッドでそのプロパティを編集します。変
更を保存するには、〈
、〈OK〉〉ボタンをクリックします。変更を保存せずにダイアログボックスを閉じるには、〈キャンセル〉
、〈キャンセル〉ボタンをク
リックします。フォーム上で C1GaugeBase.Decorators 項目をダブルクリックしてアイテムエディタ
アイテムエディタを開き、プロパティを編集す
ることもできます。
CoverShapes コレクションエディタ
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C1Gauge.CoverShapes コレクションエディタ
コレクションエディタ、C1LinearGauge.CoverShapes コレクションエディタ
コレクションエディタ、および
C1RadialGauge.CoverShapes コレクションエディタ
コレクションエディタでは、C1Gauge.CoverShapes コレクションへ項目を追加したり、削除した
り、編集したりできます。［［C1Gauge タスク］メニュー
タスク］メニューまたは;C1Gauge コンテキストメニュー
コンテキストメニュー、またはC1LinearGauge および
C1RadialGauge コンテキストメニュー
コンテキストメニューから［カバーの編集］
［カバーの編集］オプションを選択するか、C1Gauge、
、C1LinearGauge、または
C1RadialGauge のプロパティウィンドウの CoverShapes 項目の横にある〈...〉ボタンをクリックして、CoverShapes コレクショ
ンエディタ
ンエディタにアクセスできます。
CoverShapes コレクションエディタ
コレクションエディタを開くと、次の図のように表示されます。

エディタの左側には、コレクションに含まれる形状がリストされます。〈追加〉
。〈追加〉ボタンをクリックして、新しいキャプション、楕円、画
像、矩形、扇形、または弓形を追加できます。

項目を削除するには、削除する項目を選択し、〈削除〉
、〈削除〉ボタンをクリックします。 矢印ボタンを使って、表示する形状の順序を変
更することもできます。
形状のプロパティを編集するには、メンバ
メンバのリストで項目を選択し、プロパティグリッドでそのプロパティを編集します。変更を保
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存するには、〈
、〈OK〉〉ボタンをクリックします。変更を保存せずにダイアログボックスを閉じるには、〈キャンセル〉ボタン
キャンセル〉ボタンをクリック
します。フォーム上で C1Gauge.CoverShapes 項目をダブルクリックしてアイテムエディタ
アイテムエディタを開き、プロパティを編集することもで
きます。
MorePointers コレクションエディタ
C1LinearGauge.MorePointers コレクションエディタおよび C1RadialGauge.MorePointers コレクションエディタ
コレクションエディタでは、
C1GaugeBase.MorePointers コレクションへ項目を追加したり、削除したり、編集したりできます。C1LinearGauge および
C1RadialGauge コンテキストメニュー
コンテキストメニューから［ポインタの編集］
［ポインタの編集］オプションを選択するか、C1LinearGauge または
C1RadialGauge のプロパティウィンドウの MorePointers 項目の横にある〈...〉ボタンをクリックして、MorePointers コレク
ションエディタ
ションエディタにアクセスできます。
MorePointers コレクションエディタ
コレクションエディタを開くと、次の図のように表示されます。

エディタの左側には、コレクションに含まれるポインタがリストされます。〈追加〉
〈追加〉ボタンをクリックして、新しいポインタを追加でき
ます。ポインタを削除するには、削除する項目を選択し、〈削除〉
〈削除〉ボタンをクリックします。矢印ボタンを使って、表示するポイン
タの順序を変更することもできます。
ポインタのプロパティを編集するには、メンバ
メンバのリストで項目を選択し、プロパティグリッドでそのプロパティを編集します。変更
を保存するには、〈
、〈OK〉〉ボタンをクリックします。変更を保存せずにダイアログボックスを閉じるには、〈キャンセル〉
、〈キャンセル〉ボタンをク
リックします。フォーム上で C1GaugeBase.MorePointers 項目をダブルクリックしてアイテムエディタ
アイテムエディタを開き、プロパティを編集
することもできます。
項目プロパティへのアクセス
デザイン時に、フォーム上の項目をダブルクリックしてアイテムエディタを開き、HitTestable な Gauges for WinForms 項目
のプロパティに簡単にアクセスできます。項目を右クリックし、コンテキストメニューから［アイテムエディタの起動］
［アイテムエディタの起動］を選択し
て、アイテムエディタ
アイテムエディタを開くこともできます。
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たとえば、C1RadialGauge 上でC1GaugeCap をダブルクリックします。

C1RadialGauge1.Cap アイテムエディタ
アイテムエディタが開きます。ここで、キャップのプロパティを設定したり、コレクションエディタにアクセ
スしたりできます。
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C1Gauge の動作
Gauges for WinForms は、情報をグラフィカルに表示する直感的かつ魅力的な方法を提供する線形および円形ゲージをサ
ポートします。以下のトピックでは、Gauges for WinForms の主な特徴について説明します。
ゲージの配置と整理
座標系の原点は C1Gaugeコントロールの左上端になります。同じコンテナコントロール内に複数のゲージを配置できます。
ゲージを重ね合わせたり、並べて配置したりできます。設定を微調整する機能により、コンテナコントロールのサイズ変更時に
個々のゲージの縦横比と相対位置を維持することができます。
C1GaugeViewport クラスはこれらの機能の中核をなします.
以下の要素には Viewport プロパティが含まれています。C1Gauge、C1GaugeBase,および C1GaugeBaseShape。これら
の要素は親、子、孫の関係にあります。したがって、コンテナコントロールのクライアント領域が C1Gauge ビューポートの基礎
になります。個々のゲージのビューポートは、オーナー C1Gauge ビューポートに基づいています。ゲージ形状のビューポート
は、オーナーゲージのビューポートからカウントされます.
ここで、ビューポート設定を含む特定の要素の作業領域とオーナー要素の作業領域を取得する方法について検討しましょう。
以下に、C1GaugeViewport オブジェクトのプロパティのリストを適用時と同じ順序で示します。
TranslateX および TranslateY - 最初の段階で、ビューポートを指定された相対量だけ X および Y 軸に沿って移動し
ます。量 1.0 はオーナー領域の幅全体または高さ全体に相当します。
ScaleX および ScaleY - ビューポートの幅と高さを指定された相対量だけ縮小します。
MarginX および MarginY - 水平マージンと垂直マージンをピクセル単位で指定します。これらのマージンが負の値
の場合、作業領域が元の範囲より広くなります。
X および Y - ビューポートのオフセットをピクセル単位で設定します。負のオフセットは、オーナー領域の右端または下
端からカウントされます。
Width および Height - ビューポートの幅と高さをピクセル単位で設定します。デフォルトでは、これらのプロパティは
０と同等です。 このプロパティは、オーナー領域の反対の端までビューポートを拡張します。たとえば、X プロパティ値
が負の場合、ビューポートは左端まで拡張されます。負の幅と高さは、ビューポートを逆方向に拡張します。たとえば、
作業領域を右上端に移動するには、X=-100、Width=-100、Y=0、Height=0 に設定します。
AspectRatio - ビューポートの幅と高さの固定比率を設定します。縦横比を維持すると作業領域が移動する場合があ
ります。
AspectPinX および AspectPinY - 最後の段階では、縦横比を維持するために作業領域が移動する場合、固定され
たままになる相対位置を設定します。円形ゲージの場合、これらのプロパティはデフォルトで
C1RadialGauge.PointerOriginX および C1RadialGauge.PointerOriginY と同じです。
次の図は、０と同等の幅（その他のプロパティはデフォルト値）を除く、ピクセルベースのすべてのプリパティが正の値に設定さ
れたビューポートを示します。
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次のサンプルは、 MarginX、X、および Y プロパティが負、高さ
高さが０と同等のビューポートを示します。
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ゲージポインタ
ゲージは１つまたは複数のポインタを持ちます。ポインタは、位置がすべて現在値によって決まる図として表示されます。各
ゲージオブジェクトには、メインポインタ（（C1GaugeBase.Pointer））とその他のポインタ（（C1GaugeBase.MorePointers））のコレ
クションが含まれています。
各ポインタには Valueプロパティが含まれています。ポインタ値の下限と上限は、オーナーゲージの Minimum および
Maximum プロパティ
プロパティによって指定されます。ポインタ値が特定の間隔に属していない場合、
、C1GaugePointer.ValueOffset
および C1GaugePointer.ValueFactor プロパティを使用してソース値を強制的に変換できます。たとえば、計測単位を変更
できます。
デフォルトでは、Value プロパティが変更されると、ポインタはただちに新しい位置に再描画されます。SweepTime プロパティ
を使用して、ポインタをスムーズに移動できます。このプロパティでは、MinimumからMaximumへポインタを移動するのに
かかる時間が設定されます
ポインタの外観に影響を与えるいくつかのプロパティがあります。定義済みのポインタの形状を選択したり、カスタム形状を作
成したり、ポインタのカスタム画像を表示したりできます。C1GaugeBase.Offset、
、C1GaugeBase.Length、および
C1GaugeBase.Width プロパティは、論理座標内のポインタのオフセット、長さ、および幅をスケールの最小位置で指定しま
す。ポインタのオフセットおよび／または長さを最小値から最大値まで直線的に変更できます。このために、オフセットと長さを
スケールの最小値で指定する C1GaugeBase.Offset2 および C1GaugeBase.Length3 プロパティもあります。
ポインタ値はデータソースにバインドできます。C1GaugeBase.DataSource および C1GaugeBase.DataMember プロパティ
を使用して、簡単にメインポインタにバインドできます。特別な C1GaugeBase.BoundValue プロパティもあります。このプロ
パティは C1GaugeBase.Value（つまり、メインポインタの値）と同じですが、オブジェクト型であり、ポインタが "オフに設定され
ている" 場合、Double.NaN ではなく DBNull.Value を返します。その次のプロパティの
C1GaugeBase.MorePointersValue_0、
、C1GaugeBase.MorePointersValue_1、
、C1GaugeBase.MorePointersValue_2、
、
C1GaugeBase.MorePointersValue_3 を使用すれば、C1GaugeBase.MorePointers コレクションの最初の４つの要素に
バインドできます。
C1RadialGauge ポインタキャップ
C1RadialGauge には、特別な Cap プロパティ(C1GaugeCap) が含まれています。このプロパティは、ゲージポインタの上に
１つまたは複数の塗りつぶされた円を描画します。BehindPointers プロパティが True に設定されている場合、ポインタの背
後に表示されます。
主要な円は、C1GaugeCap.MoreCircles コレクションに追加されるその他の円の背後に表示されます。主要な円には枠があ
りますが、その他の円は塗りつぶしのみです。ポインタキャップに円の代わりにカスタム画像を表示するかどうかを指定するこ
ともできます。
ゲージデコレータ
デコレータは、可能な値の範囲を徐々に変化させます。デコレータは、C1GaugeDecorator クラスから派生したものです。以
下に、利用可能なデコレータのリストを示します。
C1GaugeLabels - ゲージ上に一連のラベルを描画します。ラベルには、数値書式を指定する Format プロパティが含
まれています。任意のテキストを含む値を前や後ろに追加するには、カスタム数値書式を使用します。このラベルでは
十分ではない場合、FormatLabel イベントは値書式用に無制限のオプションを提供します。 Name プロパティを使用
して、イベントハンドラ内のラベルデコレータを識別します。C1GaugeLabels.FontSize プロパティは、ゲージの寸法が
変更された場合にフォントサイズをスケール調整するために、非デフォルト値に設定する必要があります。
C1GaugeSingleLabel - このプロパティは C1GaugeLabels とほとんど同じオプションを含む単一ラベルです。このプロ
パティには、PointerIndex プロパティを使用してポインタにバインドできる C1GaugeSingleLabel.Value プロパティが
含まれています。また、Text プロパティを使用して、固定テキストを単一ラベルに割り当てることもできます。 Angle お
よびPosition プロパティは、任意の位置にラベルを表示する機能を提供します。
C1GaugeMarks - ゲージ上に一連の目盛記号を表示します。Shape プロパティを使って選択できる記号には、定義
済みの形状がいくつか用意されています。また、CustomShape プロパティを使用してカスタム形状を指定した
り、CustomImage プロパティを使っているときに各記号の画像を表示したりすることもできます。
C1GaugeSingleMark - 単一記号を特定の位置に表示します。
C1GaugeRange - ゲージの範囲を表示します。範囲は、一定または可変の位置と幅をとることができます。単純なグ
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ラデーションまたは値によって変動するグラデーションで塗りつぶすことができます。
デコレータのスケール
実際には、ゲージ全体に１つのスケールが存在します。スケールには、固定された最小値と最大値が設定されます（「
Minimumおよび Maximum プロパティ」を参照してください）。この範囲外に値を表示するデコレータはありません。ラベルに
は、対応するテキストへのラベル値の変換に影響を与え、それによりスケールの変更をシミュレートする ValueOffset および
ValueFactor プロパティが含まれています.
Interval プロパティは、各目盛記号またはラベルを描画する値間隔を設定します。 IntervalWidth プロパティは、論理座標
内の目盛記号またはラベルの間隔を指定します。これらのプロパティのいずれかを割り当てて、スケールを徐々に変化させま
す。ゲージのサイズを変更すると、Interval と IntervalWidth の違いがわかります。最初のプロパティは、近くの目盛記号間の
一定値の差を維持する一方で、ピクセルまたは論理座標での実際の間隔は変動します。２番目のプロパティは、値の差に関
係なく一定の間隔を維持します。このプロパティは、値が重要ではない装飾用アイテムとして、個々の目盛記号が機能する積
み重ねプログレスバーなどの要素に便利です。Interval および IntervalWidth プロパティは、最大値から開始するグラデー
ションを反対にすることができます。
Fromおよび Toプロパティは、デコレータを表示できる値間隔を設定します。C1GaugeRange にもこれらのプロパティが用意
されています。これにより、スケール全体ではなく、指定されたサブ区間に範囲を表示したりできます。FromPointerIndex お
よび ToPointerIndexを使用して、C1GaugeMultivalueDecorator.From および C1GaugeMultivalueDecorator.To プロ
パティをポインタにバインドできます。これにより、範囲の上限値を現在のポインタの値に応じて変更したりできます。同じ技術
がラベルや目盛記号にも機能します。C1GaugeMultivalueDecorator.FromPointerIndex および
C1GaugeMultivalueDecorator.ToPointerIndex プロパティは、MorePointers コレクション内のインデックスを指定しま
す。メインポインタにバインドする場合は、これらのプロパティに大きな値（10000 など）を割り当てます。負の値を設定するとバ
インドはキャンセルされます。
ScaleFrom および ScaleTo プロパティは、デコレータのスケールの開始および終了位置を指定しま
す。C1GaugeMultivalueDecorator.From および C1GaugeMultivalueDecorator.To がポインタにバインドされている一
方で、グラデーションがしばしば固定されている場合、これらの値が変動するため、これらのプロパティが必要になります。ま
た、デコレータの位置と幅は ScaleFrom 値から ScaleTo 値に直線的に変化できます。デフォルトでは、これらのプロパティは
From および To プロパティと同じ値をとります。これは From 値と To 値がスケールの記号と一致しない場合に発生しま
す。ShowIrregularFrom および ShowIrregularTo プロパティを使用して、これらの値を表示できます。
いくつかのラベルまたは目盛記号のデコレータをシーケンスにグループ化できます。このシーケンスの最初のデコレータは、そ
のすべての値を表示します。２番目のデコレータは、最初のデコレータに表示される値を除くすべての値を表示します。次のデ
コレータは、それぞれ前のデコレータのどれにも表示されないすべての値を表示します。 SequenceNoプロパティはシーケン
ス番号を指定します。C1GaugeLabels および C1GaugeMarks は単独のシーケンスを持ちます。 SequenceNo プロパティを
-１ に設定すると、デコレータを任意のシーケンスから除外できます。
デコレータの ValueColors
すべてのデコレータには、C1GaugeDecorator.ValueColors コレクションのプロパティが用意されています。このプロパティを
使用して、色を表示する値のしきい値、たとえば多色の範囲や一連のラベルなどにマップすることができます。色が徐々に融
合するいくつかのタイプは、ValueColorFalloff プロパティによってサポートされます。
C1GaugeDecorator.ValueColors コレクションには、C1GaugeValueColor 型のオブジェクトが含まれています。これらの各
オブジェクトは、値（C1GaugeValueColor.Value によって指定された）をいくつかの色（Color および Opacityプロパティによっ
て指定された）に関連付けます。固定値の代わりに、このオブジェクトに関連付けられた値を指定するポインタのインデックス
を提供できます。この結果、C1GaugeValueColor.PointerIndex プロパティを使用してポインタに色をバインドできるようにな
ります.
範囲や目盛記号などの塗りつぶしデコレータでは、BrushType プロパティが 'SolidColor' と同等の場合、ValueColors プロ
パティが使用されます。
複数のデコレータが同じカラーマッピングを使用する場合は、C1GaugeBase.ColorMaps コレクション内に共通マッピング項
目を作成できます。 共通項目には、CommonColorMap.ValueColors および CommonColorMap.ValueColorFalloff プ
ロパティが含まれています。CommonItem.Name プロパティは、C1GaugeDecorator.ColorMapName プロパティに割り
当てることができる名前を定義します。この結果、C1GaugeDecorator.ValueColors の代わりに共通マッピングカラーが使
用されます.
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記号の ValueImages
C1GaugeMarks および C1GaugeSingleMark には、カスタム画像を目盛記号に関連付ける CustomImage プロパティが
含まれています。また、複数の画像を目盛記号に関連付けることもできます。C1GaugeMarks および C1GaugeSingleMark
の ValueImages プロパティは、値と関連付けられた画像のコレクションを指定します。目盛記号の値が
C1GaugeValueImage.Value 以上の場合、C1GaugeValueImage.CustomImage からの画像が目盛記号に表示されま
す。C1GaugeValueImage.PointerIndex を使用して、ゲージポインタに画像をバインドできます。
同じ画像のセットを持ついくつかの目盛記号がある場合、C1GaugeBase.ImageMaps プロパティを使用して、ValueImages
コレクションに対して共通のテンプレート（（CommonImageMap）を使用できます。その後、C1GaugeMarks または
C1GaugeSingleMark の ImageMapName プロパティにテンプレート名を割り当てることができます。この結果、デコレータ
の ValueImages プロパティの代わりに共通テンプレートが使用されます。
デコレータのレイアウト
デコレータに使用可能な数多くのレイアウトオプションがあります。 Locationプロパティは、デコレータと中心点（円形ゲージの
場合）または横断軸の開始点（直線型ゲージの場合）間の距離を設定します。 Location2 プロパティは、最大値で同じ間隔を
指定し、値軸に沿って直線的に間隔を変更します。
Alignment および OrthogonalAlignment プロパティは、デコレータを両方向にどのように配置するかを指定しま
す。IsRotated プロパティが True と同等の場合、ラベルと目盛記号は円形ゲージ上の値に応じて回転できます。ラベルがあ
る値に対して反転表示される場合、AllowFlip プロパティの値を True に設定すれば、ラベルを反転できます。TextAngle（ラ
ベルに使用）および ShapeAngle（目盛記号に使用）プロパティは、直線型ゲージと円形ゲージの両方で項目を回転するのに
使用されます。
デフォルトでは、ラベルはスケール調整されません。つまり、フォントの em サイズは C1GaugeSingleLabel または
C1GaugeLabels の Font プロパティによって定義されます。他のゲージ要素と同様にラベルをスケール調整する場合は、
FontSize プロパティに数値を割り当てます。また、C1GaugeLabels では、C1GaugeLabels.FontSize から
C1GaugeLabels.FontSize2 プロパティを使用して、フォントサイズを値軸に沿って直線的に変化させることができます。
複数のラベルで同じ色、サイズ、およびその他の設定を使用する場合、C1Gauge または C1GaugeBase の CommonFonts
コレクションに共通フォントオブジェクトを作成できます。これにより、CommonFontName プロパティを使用し
て、C1GaugeSingleLabel または C1GaugeLabels から共通フォントを参照できます。
ゲージの枠線と塗りつぶし
テキストラベルと画像以外のすべてのゲージ要素には、Appearance カテゴリに以下のプロパティが含まれていま
す。Border(C1GaugeBorder), Filling(C1GaugeFilling), Gradient (C1GaugeGradient)。
枠線は、要素の枠線を描画するペンの色、太さ、およびスタイルを指定します。デフォルトの枠線の色は、オーナー C1Gauge
コントロールの ForeColor と同じです。枠線を非表示にするには、その C1GaugeBorder.LineStyle プロパティを None に設
定します。半透明の枠線を表示するには、C1GaugeBorder.Color プロパティの設定時にアルファ値（"128, 0, 0, 0" など）を
指定します。
Filling プロパティは、内部を描画する方法を指定します。BrushType は、C1GaugeFilling クラスのメインプロパティです。塗
りつぶしの色は、Color および Opacity プロパティのペアによって定義されます。一部のブラシは、同様に２番目の色のプロ
パティ Color2 および Opacity2 のペアを使用します。SwapColors プロパティを使用して、これらのペアを切り替えることが
できます。BrushType プロパティの可能な値を以下に示します。
None - 要素の塗りつぶしなし。
SolidColor - 要素は Color プロパティによって指定された単一の色で塗りつぶされます。 このプロパティが空の場
合、代わりにオーナー C1Gauge コントロールの BackColor プロパティが使用されます。
Hatch - 前景色（Color）と背景色（Color2）を使用して、定義済みのハッチスタイル（HatchStyle により選択）の１つに
よって要素を塗りつぶします。
Texture - C1GaugeFilling.TextureImage プロパティで指定された画像を使用して要素の内部を塗りつぶします。テ
クスチャブラシの折り返しモードは、C1GaugeFilling.WrapMode プロパティによって指定されます。
Gradient - Gradient プロパティ（下記を参照）によって定義されるグラデーションによって内部が塗りつぶされます。
Gradient プロパティは、グラデーションを描画するためのいくつかの設定を提供します。C1GaugeGradient.Direction プロ
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パティは、垂直、ラジアルなど、グラデーションの向きのラインの方向を設定します。RadialInner 値は、オーナー要素に刻ま
れるグラデーションを描画します。RadialOuter 値は、周囲を囲むグラデーションを描画します。C1GaugeGradient.Falloff
プロパティでは、ベル形または三角形のグラデーション効果を使用できます。C1GaugeGradient.TranslateX および
C1GaugeGradient.TranslateY プロパティを使用して、グラデーションで塗りつぶされた領域を指定した相対量だけ移動し、
必要に応じて C1GaugeGradient.ScaleX および C1GaugeGradient.ScaleY プロパティを使用して、この領域をスケール調
整できます。
複数の要素に類似した枠線、塗りつぶし、またはグラデーションが使用されている場合、複数のオブジェクト間で共有できる共
通テンプレートを作成できます。C1Gauge クラスと C1GaugeBase クラスの両方に、CommonBorders、CommonFillings、
および CommonGradients という共通項目の 特殊なコレクションが含まれています。 CommonBorder および
CommonFilling などの各共通項目には Name プロパティが用意されています。このプロパティが空でない場合、各種ゲー
ジ要素の Border、
、Filling、および Gradient プロパティで開かれるドロップダウンリストから指定した名前を選択できます。
コードから共通項目を参照するには、以下のプロパティに項目名を割り当てる必要がありま
す。C1GaugeBorder.CommonBorderName、
、C1GaugeFilling.CommonFillingName、
、
C1GaugeGradient.CommonGradientName。
カスタムポインタと記号の形状
ポインタと目盛記号は、数多くのレイアウトオプションを持つ幾何学的な図形として描画する特殊なクラス
(C1GaugeCustomShape)を使用します。また、定義済みの形状も用意されています。C1GaugePointer.Shape プロパティ
経由で利用可能な定義済みの形状を以下に示します。

カスタム形状のプロパティは C1GaugePointer.CustomShape で指定されます。次の画像は利用可能なすべてのオプション
を示しています。すべての角度と半径が正または負のいずれかをとることができます。ここでは、
、Length プロパティは、
C1GaugeCustomShape ではなく C1GaugePointer に属しています。C1GaugePointer に
は、C1GaugeCustomShape.StartWidth および C1GaugeCustomShape.EndWidth の最大値を設定する Width プロパ
ティもあります。C1GaugePointer.FlipShape プロパティを使用して、ポインタを反転させることもできます。つまり、開始角や
開始半径が終了角や終了半径になり、その逆も同様です。
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C1GaugeSingleMark および C1GaugeMarks デコレータには、Shape および CustomShape ポインタも用意されていま
す。目盛記号で利用可能な定義済みの形状は、「矩形」、「角丸」、および「三角形」だけです。
C1GaugeMarks および C1GaugePointer などの複数のゲージ要素が同じカスタム形状（C1GaugeCustomShape）を使用
する場合があります。この場合、オーナー C1Gauge またはオーナー C1GaugeBase の CommonShapes コレクション内に
共通形状を作成できます。これにより、CustomShape プロパティのドロップダウンリストから共通形状の名前を選択したり、こ
の名前をコードから C1GaugeCustomShape.CommonShapeName プロパティに割り当てたりできます。
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カスタムポインタ、記号、およびキャップの画像
定義済みの形状やカスタム形状のいずれもニーズに合わない場合は、ポインタ、ポインタキャップ、または目盛記号として使
用する画像を指定できる CustomImage プロパティを使用します。
Image は、C1GaugeCustomImage オブジェクトのメインプロパティです。画像は、ポインタやデコレータとして表示されるビッ
トマップまたはメタファイルに割り当てることができます。Width および Height プロパティを使用して、ソース画像のサイズを
変更できます。RotateFlipType プロパティは、ソース画像を回転および反転する機能を提供しま
す。Hue、Lightness、Saturation、および Opacity プロパティは、ソース画像の HLS とアルファ設定を変更します。 実際に
は、これらの操作が Image プロパティに割り当てられたソース画像に影響を与えることはありません。これらはソース画像の
コピーとして動作します。
KeepAspectRatio および KeepSize プロパティは、ポインタや記号のデコレータなどのターゲット要素内でカスタム画像をサ
イズ変更する方法に制限を課します。KeepSize プロパティが True の場合、たとえばポインタの Length と Width は画像の
サイズに影響を与えません。KeepSize プロパティが False で KeepAspectRatio プロパティが True の場合、画像の高さは
ターゲット要素の Length プロパティに応じて変動します。画像の幅はそれに応じて変動し、カスタム画像の縦横比を維持しま
す。
すべての画像を C1Gauge.CommonImages および C1GaugeBase.CommonImages プロパティに取り込むとよいでしょ
う。項目の名前を C1GaugeCustomImage.CommonImageName プロパティに割り当てるか、プロパティグリッド内の
CustomImage プロパティエディタのドロップダウンリストから共通画像名を選択して、CommonImages コレクションから項目
を参照できます。
ゲージのフェイスとカバーの形状
時計や温度計と同様、ゲージコントロールには Face と Cover が含まれています。Face は背景の上、ポインタとデコレータの
背後に表示され、Cover は温度計を覆うガラスのように、他のすべての要素の上に表示されます。形状は、C1Gauge および
C1GaugeBase の FaceShapes および CoverShapes コレクションに追加できます。各形状には、作業領域内の位置を定義
する CenterPointX および CenterPointY プロパティが用意されています。これらのプロパティのデフォルト値は 0.5 です（形
状の中心は、そのビューポートの中央に表示されます）。形状に影を付けることはできません。
楕円
C1GaugeEllipse は最も単純な形状です。楕円を放射状グラデーションで塗りつぶすときは、グラデーションの Direction プロ
パティを RadialInner に設定します。Width（Height）プロパティが正の場合、ゲージのポインタやデコレータと同じ論理座標
を使用します。Width（Height）プロパティが負の場合、値はオーナー要素の幅（または高さ）の構成部分を指定します。つま
り、-1 はオーナー要素の幅（高さ）全体、-2 はオーナー要素の２倍の幅（高さ）を示します。

［この形状の設定：Width = -1、Height = -0.6、RotateAngle = 20］
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矩形
C1GaugeRectangle 形状は矩形を描画します。オプションで角に丸みを付けることができます。デフォルトの角の丸みは
CornerRadius プロパティで指定します。その他の設定は C1GaugeEllipse の場合と同じです。矩形を放射状グラデーション
で塗りつぶすときは、C1GaugeGradient.Direction プロパティを RadialOuter に設定します。

［この形状の設定：Width = -1、Height = -0.7、CornerRadius = 20、LeftTop = 40、RightBottom = 40］

［この形状の設定：SlantAngle = 20、SlantAngle2 = 45］
扇形
C1GaugeSegment は、以下の図に示すように円の一部を表します。StartAngle および SweepAngle プロパティは度単位
です。CornerRadius は考慮しません（CornerRadius が０のように動作します）。InnerRadius プロパティは正の値、負の
値、または０（デフォルト）をとることができます。

［上記の形状の設定：StartAngle = -80、SweepAngle = 160、OuterRadius = 100］
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［上記の形状の設定：StartAngle = -115、SweepAngle = 230、OuterRadius = 100、InnerRadius = 110］

［上記の形状の設定：StartAngle = -115、SweepAngle = 230、CornerRadius = 20、OuterRadius = 100、InnerRadius =
160］

［上記の形状の設定：StartAngle = -80、SweepAngle = 160、CornerRadius = 20、OuterRadius = 100、InnerRadius = 200］
弓形
C1GaugeSector は最も複雑な形状です。以下の図で利用可能なすべてのオプションを確認できます。
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［上記の形状の設定：StartAngle = 30、SweepAngle = 60、CenterRadius = 0、CornerRadius = 10、InnerRadius = 0、
OuterRadius = 100］

［上記の形状の設定：StartAngle = 30、SweepAngle = 60、CenterRadius = 0、CornerRadius = 10、InnerRadius = 45、
OuterRadius = 100］

［上記の形状の設定：StartAngle = 30、SweepAngle = 60、CenterRadius = 0、CornerRadius = 0、InnerOffset = -60、
InnerRadius = 100、OuterRadius = 100］
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［上記の形状の設定：StartAngle = -70、SweepAngle = 140、CenterRadius = 20、CornerRadius = 10、InnerRadius = 35、OuterRadius = 100］
キャプション
C1GaugeCaptionは、固定テキストを描画する要素です。Width および Height プロパティは、キャプションの範囲を制限で
きます。オーナー要素のサイズを変更するときは、FontSize プロパティをデフォルト値以外の値に設定してフォントサイズをス
ケール調整します。

［このキャプションの設定：Width = -0.5、Height = -0.4、FontSize = 10、Alignment = Far、RotateAngle = -20］
画像
C1GaugeImageはゲージ上に画像を描画します。画像のサイズは、Width および Height プロパティを使用して変更できま
す（KeepSize プロパティが False の場合）。KeepAspectRatio プロパティを True と同等に設定すると縦横比が維持されま
す。画像はRotateAngle プロパティで回転できます。Opacity、
、Hue、Saturation、および Lightness プロパティを使用して、
画像の不透明度とその HSL 設定を変更できます。FlipType プロパティは、画像の反転に使用する軸を設定します。たとえ
ば、次のようになります。
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［この画像の設定：RotateAngle = 20］
クリッピング
塗りつぶし形状はクリッピングにも使用できます。Clippings コレクションプロパティは以下の要素にも利用可能で
す。C1GaugeBaseShape、C1GaugePointer、C1GaugeDecorator、および C1GaugeCap。ある要素のクリッピング領域を
指定するには、以下の手順に従います。
クリッピングに使用する形状（複数可）の C1GaugeBaseShape.Name プロパティに文字列を割り当てます。
クリッピングされる要素の Clippings プロパティのコレクションエディタを開きます。
１つまたは複数の項目を Clippings コレクションに追加し、最初の手順で名前に合わせて
C1GaugeClipping.ShapeName プロパティを設定します。また、C1GaugeClipping.Operation プロパティを何らか
の非デフォルト値（Intersect など）に割り当てます。
C1GaugeClipping.ScaleFactor プロパティにより、クリッピング領域のスケール調整を行えます。塗りつぶし形状の場合
は、C1GaugeClipping.ShapeName プロパティを空のままにできます。塗りつぶし形状は自動的にクリップされます。つま
り、たとえば C1GaugeClipping.ScaleFactor を 0.9 に設定すると、塗りつぶし形状の代わりに太い枠線が描画されます。
クリッピング形状は、このゲージの C1GaugeBase.FaceShapes および C1GaugeBase.CoverShapes コレクションで検索で
きます。現在のゲージで見つからない場合は、オーナー C1Gauge コントロールで検索できます。
ユーザー操作
ポインタ、デコレータ、キャップ、形状などのすべての視覚ゲージ要素で、HitTestable プロパティが使えるようになりました。こ
のプロパティは、C1Gauge のデザイン時動作と実行時動作の両方に影響を与えます。
デザイン時の操作
C1Gauge は、特殊なブラシを使用してマウスポインタの下にある最前面の HitTestable 要素をペイントしま
す。C1Gauge.HotBrush プロパティを使用して、このブラシの色、不透明度、およびハッチスタイルを指定できます。特殊な
ツールチップが C1Gauge コントロールの下に表示されます。このツールチップには、タイプ、名前、および “ホット” 要素への
“パス” が表示されます。
ハイライト表示された要素をクリックすると、そのオーナーゲージ（C1RadialGauge、
、C1LinearGauge、またはコンテナコント
ロール - C1Gauge）がデザイナ面に選択されます。“ホット” ゲージ要素をダブルクリックして、特定の要素のプロパティを持つ
ポップアップウィンドウを表示できます。 代わりに、“ホット” 要素を右クリックして、コンテキストメニューから［アイテムエディタに
起動］を選択します。 繰り返しますが、この場合も HitTestable プロパティを True に設定したゲージ項目でのみ動作します。
その他の要素は “透過的” に動作します。
HitTestable 要素がないポイントでクリックして、ゲージコンポーネント（C1RadialGauge または C1LinearGauge）、またはコ
ンテナコントロール（（C1Gauge））を選択します。C1Gauge または C1GaugeBase 内をダブルクリックすると、ポップアップウィン
ドウでそのエディタが開きます。
実行時の操作
実行時のさまざまなユーザー操作の結果として、C1Gauge および C1GaugeBase コンポーネントに対して数多くのイベントが

44

Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.

Gauges for WinForms
発生します。これらのイベントのソースは、イベントハンドラに ItemEventArgs オブジェクトの Item プロパティから取得できる
HitTestable 要素です。
ItemStateChanged - Hit-Testable 項目が有効になり、ホットになり、押されたとき、またはそれらの逆の操作が行わ
れたときに発生します。
ItemClick - ゲージ要素をクリックしたときに発生します。
ItemDoubleClick - ゲージ要素をダブルクリックしたときに発生します。
ItemMouseEnter - マウスポインタがゲージ要素に入ったときに発生します。
ItemMouseLeave - マウスポインタがゲージ要素から離れたときに発生します。
ItemMouseMove - マウスポインタがゲージ要素上を移動したときに発生します。
ItemMouseDown - マウスポインタがゲージ要素上にあり、マウスボタンを押したときに発生します。
ItemMouseUp - マウスポインタがゲージ要素上にあり、マウスボタンを離したときに発生します。
ItemStateChanged イベントは、ゲージ項目がホットになるか、押されたときにゲージ項目の外観を更新するために使用でき
ます。C1Gauge.SupportsTransitionEffect を True に設定した場合、ゲージ項目の状態を変更する際に特殊な遷移効果を
適用できます。たとえば、次のようになります。
Visual Basic コードの書き方
Visual Basic
Private Sub c1LinearGauge1_ItemStateChanged(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As ItemEventArgs) Handles c1LinearGauge1.ItemStateChanged
If TypeOf e.Item Is C1GaugePointer Then
Dim p As C1GaugePointer = CType(e.Item, C1GaugePointer)
c1Gauge1.BeginUpdate()
If e.ItemPressed Then
p.Filling.CommonFillingName = "pressedFilling"
ElseIf e.ItemHot Then
p.Filling.CommonFillingName = "hotFilling"
Else
p.Filling.CommonFillingName = "normalFilling"
End If
c1Gauge1.EndUpdate(200)
End If
End Sub
C# コードの書き方
C#
private void c1LinearGauge1_ItemStateChanged(object sender, ItemEventArgs e)
{
if (e.Item is C1GaugePointer)
{
C1GaugePointer p = e.Item as C1GaugePointer;
c1Gauge1.BeginUpdate();
if (e.ItemPressed)
p.Filling.CommonFillingName = "pressedFilling";
else if (e.ItemHot)
p.Filling.CommonFillingName = "hotFilling";
else
p.Filling.CommonFillingName = "normalFilling";
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c1Gauge1.EndUpdate(200);
}
}
ItemMouseDown および ItemMouseMove イベントは、ポインタ値を更新するために使用できます。たとえば、次のように
なります。
Visual Basic コードの書き方
Visual Basic
Private Sub c1RadialGauge1_ItemMouseDown(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As ItemMouseEventArgs) Handles C1RadialGauge1.ItemMouseMove,
C1RadialGauge1.ItemMouseDown
If (e.Button And MouseButtons.Left) = MouseButtons.Left Then
Dim p As C1GaugePointer = e.Gauge.Pointer
p.Value = p.GetValueAt(e.X, e.Y)
End If
End Sub
C# コードの書き方
C#
private void c1RadialGauge1_ItemMouseDown(object sender, ItemMouseEventArgs e)
{
if ((e.Button & MouseButtons.Left) == MouseButtons.Left)
{
C1GaugePointer p = e.Gauge.Pointer;
p.Value = p.GetValueAt(e.X, e.Y);
}
}
上記のサンプルでは、C1GaugePoiner.GetValueAt() 関数を使用してマウスの位置を値に変換します。ユーザーがこのメ
ソッドを使用して厳密な値を特定することが困難な場合があります。これを容易にするために、C1GaugePointer.Value プロ
パティに値を直接設定するのではなく、C1GaugePointer.UpdateValue() メソッドを使用して、特定の手順（snapInterval）の
最も近い倍数に値を四捨五入することができます。このためには、次の行
p.Value = p.GetValueAt(e.X, e.Y)
を、たとえば以下の行に置き換える必要があります。
p.UpdateValue(p.GetValueAt(e.X, e.Y), 1.0)
これにより、割り当てられた値が自動的に整数値に四捨五入されます。
C1GaugeBase コンポーネントには、いくつかの追加イベントがあります。これらのイベントを使用して、ゲージポインタを 操作
できます。
C1GaugeBase.PointerDragBegin - ユーザーがゲージポインタのドラッグを開始したときに発生します。
C1GaugeBase.PointerDragEnd - ユーザーがゲージポインタのドラッグを終了したときに発生します。
C1GaugeBase.PointerDragMove - マウスでゲージ要素をドラッグしたときに発生します
C1GaugeBase.PointerDragCancel - ポインタ値を元の状態にリセットできます。
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C1GaugeBase.PointerDragMove イベントを使用して、ポインタ値の単純な更新が可能です。たとえば、次のようになりま
す。
Visual Basic コードの書き方
Visual Basic
Private Sub c1RadialGauge1_PointerDragMove(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As PointerDragEventArgs) Handles c1RadialGauge1.PointerDragMove
e.Pointer.UpdateValue(e.NewValue, 0.25)
End Sub
C# コードの書き方
C#
private void c1RadialGauge1_PointerDragMove(object sender, PointerDragEventArgs e)
{
e.Pointer.UpdateValue(e.NewValue, 0.25);
}
C1GaugeBase.PointerDragCancel イベントに同じハンドラをアタッチできます。このイベントを使用するに
は、C1Gauge.Selectable プロパティが True と同等になっている必要があります。ユーザーがポインタをドラッグしたときに、
この変更をキャンセルして前の値に戻る場合は、［Esc］キーを押します。これにより、PointerDragCancel イベントが発生
し、PointerDragEventArgs.NewValue プロパティが前の値に設定されます。
C1Gauge.Selectable プロパティ True に設定した後で、C1Gauge コントロールによ
り、Control.KeyDown、Control.KeyPress、その他のキーボードイベントを使用できるようになりま
す。C1Gauge.DrawFocus イベントにハンドラをアタッチすることもできます。これは、フォーカス矩形の範囲を変更したり、独
自のフォーカス選択を描画したりする機能を提供します。
陰影
以下の要素は陰影を設定できます。C1GaugePointer、C1GaugeDecorator、および C1GaugeCap。これらの要素に
は、C1GaugeShadow.Visible プロパティ以外のオーナー C1Gauge コントロールの Shadow オブジェクトからデフォルトで
設定が継承される C1GaugeShadow タイプの Shadow プロパティが用意されています。デフォルトでは、すべての個別要素
に対して False です。陰影の C1GaugeShadow.Color および C1GaugeShadow.Opacity を指定できま
す。C1GaugeShadow.OffsetX および C1GaugeShadow.OffsetY プロパティは、そのオーナー要素に相対的に陰影の論
理オフセットを設定します。
各 C1GaugeShadow オブジェクトのさまざまなプロパティを設定する代わりに、C1Gauge または C1GaugeBase の
CommonShapes コレクション内に共通形状を作成できます。この共通形状は、複数のゲージ要素から参照できま
す。Shadow プロパティのドロップダウンリストから名前を選択するか、コードから
C1GaugeShadow.CommonShadowName プロパティに名前を割り当てます。
すべての要素の陰影のオフセットプロパティは、コンテナコントロールスコープ内の論理座標に設定されます。オフセットは
個々のゲージの論理座標には依存しません。デフォルトで、すべての陰影は同じサイズを持ちます。
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C1Gauge の外観
プロジェクトの C1Gauge コントロールを選択して、スマートタグをクリックします。 ［C1Gaugeタスク］
タスク］メニューから［新しいゲー
［新しいゲー
ジの追加］
ジの追加］を選択します。［新しいゲージギャラリー］
。［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスが表示され、ここでテンプレートとテンプレートグループ
を選択できます。

以下のトピックでは、組み込みテンプレートグループ、テンプレート、および外観など、Gauges for WinForms の表示の要素
を設定する方法について説明します。
C1RadialGauge テンプレートおよびテンプレートグループ
Gauges for WinForms には、各種の組み込みゲージテンプレートと６種類のテンプレートグループ、または選択したグルー
プで使用可能なテンプレートを提供する項目グループが用意されています。
C1RadialGauge テンプレートおよびテンプレートグループにアクセスするには、フォームで C1Gauge コントロールを選択し、
スマートタグをクリックします。
［C1Gauge タスク］
タスク］メニューから［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］を選択します。［新しいゲージギャラリー］
。［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスが表示さ
れます。
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「円形ゲージ」
「円形ゲージ」タブをクリックします。組み込みテンプレートの１つを選択するか、（空）
、（空）を選択して独自のテンプレートを作成でき
ます。
テンプレートグループを選択するには、［項目グループ］
、［項目グループ］の横にあるドロップダウンリストをクリックします。そのグループで利用
可能なテンプレートが「円形ゲージ」
「円形ゲージ」の下のリストに表示されることに注意してください。

テンプレートグループ
下表は、６種類の各項目グループで利用可能なテンプレートを示します。

項目グループ： （デフォルト）
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オートクラムシェル

圧力計
力計

BI クラムシェル

BI ラジアル

ブルートラッカー

時計
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ダークダイヤル

燃料計

ダイヤルゲージ

半円

ノブ

マルチレンジ

ニードルゲージ

ラジアルインジケータ

ラジアルニューメリック

レンジダイヤル

シンプルレンジ

スライディングスケール

ソフトメーター

スピードメーター

タコメーター

テクニカル
50
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項目グループ： Advanced

コンセプトカー

対数

らせん

項目グループ： OfficeBlack、
、OfficeBlue、
、OfficeSilver
テンプレートの色は、選択した Office テンプレートグループによって異なることに注意してください。

クラムシェル１

クラムシェル２

半円

ラジアル

項目グループ
項目グループ: Office2016
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項目グループ： Windows 7

クラムシェル１

クラムシェル２

クラムシェル３

クラムシェル４

半円１

半円２

ラジアル１

ラジアル２

C1LinearGauge テンプレートおよびテンプレートグループ
C1LinearGauge テンプレートにアクセスするには、C1Gauge コントロールを選択し、スマートタグをクリックしま
す。［［C1Gauge タスク］
タスク］メニューから［新しいゲージの追加］
［新しいゲージの追加］を選択します。
［新しいゲージギャラリー］
［新しいゲージギャラリー］ダイアログボックスが表示され、ここでテンプレートとテンプレートグループを選択できます。

52

Copyright © GrapeCity Inc. All rights reserved.

Gauges for WinForms

「直線型ゲージ」
「直線型ゲージ」タブをクリックします。組み込みテンプレートの１つを選択するか、（空）
、（空）を選択して独自のテンプレートを作成で
きます。
テンプレートグループを選択するには、［項目グループ］
、［項目グループ］の横にあるドロップダウンリストをクリックします。そのグループで利用
可能なテンプレートが「直線型ゲージ」
「直線型ゲージ」の下のリストに表示されることに注意してください。

テンプレートグループ
下表は、６種類の各項目グループで利用可能なテンプレートを示します。

項目グループ：（デフォルト）

BI リニア
シンプルブルー

バウンドチェッキング
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フラット温度計

垂直

ルーラー

項目グループ： Advanced

リチュウス

頻度

温度計

項目グループ： OfficeBlack、
、OfficeBlue、
、OfficeSilver
テンプレートの色は、選択した Office テンプレートグループによって異なることに注意してください。

水平
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垂直

温度計

項目グループ
項目グループ: Office2016

水平

プログレスバー

温度計

垂直

項目グループ： Window7

水平

プログレスバー
温度計

垂直１

垂直２

C1Gauge をテンプレートから読み込む
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Gauges for WinForms では、テンプレートから６種類の異なる C1Gauge コントロールをロードできます。テンプレートには次
のものがあります。

ラジアルダッシュボード

コンポジット

パフォーマンスモニター

ダスクブルー
ダスクブルー（Advanced 項目グループ
を選択したときにのみ利用可能）
試験管３

試験管５

テンプレートから既存の C1Gauge コントロールをロードするには、以下の手順を実行します。
1. フォーム上の C1Gauge コントロールを選択し、スマートタグをクリックして、［
、［C1Gauge タスク］
タスク］メニューを開きます。
2. ［テンプレートからのロード］
［テンプレートからのロード］をクリックします。［テンプレートからの
［テンプレートからのC1Gauge のロード］
のロード］ダイアログボックスが開きます。
3. ６種類のテンプレートの１つを選択し、〈
、〈OK〉〉をクリックします。 独自のカスタマイズされたテンプレートを含むフォルダが
ある場合は、〈テンプレートフォルダへのパスの変更〉
〈テンプレートフォルダへのパスの変更〉ボタンをクリックし、フォルダを選択してアクセスできます。
C1Gauge を XML ファイルへ保存
以下の手順を使って、書式設定された C1Gauge コントロールを XML ファイルに簡単に保存できます。書式のみを保存する
必要があり、実際のコントロールを保存する必要がない場合は、C1Gauge の外観を XML ファイルへ保存
ファイルへ保存を参照してくださ
い。
1. フォーム上の C1Gauge コントロールを選択し、スマートタグをクリックして、［
、［C1Gauge タスク］
タスク］メニューを開きます。
2. ［XML ファイルへの保存］
ファイルへの保存］をクリックします。［［XML ファイルへの C1Gauge の保存］
の保存］ダイアログボックスが表示されま
す。
3. .xml のファイル名を入力し、〈保存〉
、〈保存〉をクリックします。後で、テンプレートからゲージをロードできます。詳細について
は、C1Gauge をテンプレートから読み込むを参照してください。
C1Gauge の外観を XML ファイルから読み込む
C1Gauge コントロールの定義済み書式を XML ファイルからロードできます。これを行うには、以下の手順を実行します。
1. フォーム上の C1Gauge コントロールを選択し、スマートタグをクリックして、［［C1Gauge タスク］
タスク］メニューを開きます。
2. ［外観のロード］
［外観のロード］をクリックします。［［XML ファイルからの C1Gauge ビューのロード］
ビューのロード］ダイアログボックスが表示されま
す。
3. 書式が含まれる .xml ファイルを選択し、［開く］
［開く］をクリックします。書式が C1Gauge コントロールに適用されます。
C1Gauge の外観を XML ファイルへ保存
ゲージの外観を編集し、それを XML ファイルに保存できます。後で、この XML ファイルをロードして C1Gauge コントロールを
書式設定できます。ゲージの外観を希望どおり設定したら、以下の手順を実行します。
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1. フォーム上の C1Gauge コントロールを選択し、スマートタグをクリックして、［
、［C1Gauge タスク］
タスク］メニューを開きます。
2. ［外観の保存］
［外観の保存］をクリックします。［［C1Gauge の外観を
の外観をXMLファイルへ保存］
ファイルへ保存］ダイアログボックスが開きます。
3. ファイル名を入力し、〈保存〉
、〈保存〉をクリックします。ファイル名を入力しない場合、次のような名前を持つデフォルトファイル
が使用されます:c1RadialGauge1.View.xml
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タスク別ヘルプ
タスク別ヘルプは、Visual Studio でのプログラミングに精通し、コントロールの一般的な使用方法を理解していることが前提と
なります。 Gauges for WinForms 製品の初心者の方は、まず「クイックスタート
クイックスタート」を参照してください。
各トピックでは、Gauges for WinForms 製品を使用した特定のタスクのソリューションを示します。ヘルプに記述された手順
に従うことによって、さまざまな Gauges for WinForms 機能を実演するプロジェクトを作成できます。
タスク別ヘルプの各トピックでは、読者が新しい .NET プロジェクトを作成した経験を持っていることも前提となります。
デザイン時のゲージの編集
C1Gaugeコントロールは、複数のゲージのコンテナです。デフォルトでは、コンテナ内の１つの円形ゲージまたは直線型ゲー
ジから始めます。
C1Gauge 内でゲージを編集するには、以下の手順を実行します。
フォーム上の C1Gauge コンテナ内にあるゲージをクリックし、選択します。選択したゲージがプロパティウィンドウに反
映されます。

［C1Gauge タスク］
タスク］メニューから［ゲージの編集］を選択します。プロパティコレクションウィンドウが開きます。ここで、各
内部ゲージコンポーネントを簡単に選択し、そのプロパティを変更できます。

ゲージ上 の 項目（キャップなど）を ダブルクリックして アイテムエディタ を 開き、項目のプロパティ を 設定します。
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スケールの設定
C1Gauge 内の各ゲージには、それぞれ独自のスケールと記号およびラベルのセットが設定されています。ここで編集する空
のゲージには何も設定されていないので、まず最小値と最大値を宣言します。
1. Gauges プロパティウィンドウで、プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. Minimum プロパティを 0、
、Maximum プロパティを 120 に設定します。ゲージスケールが 0 ～ 120 の範囲に設定さ
れます。
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目盛記号やラベルを追加するまで何も表示されません。これらを追加するには、Decorators コレクションエディタを開きます。
目盛記号の追加
この例では、作成するゲージに目盛記号を追加します。
1. Gaugesプロパティウィンドウで、プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。［
。［C1Gauge.Gauges コレクションエディ
タ］
タ］ダイアログボックスが開きます。
2. Decorators の横の〈...〉ボタンをクリックします。Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタから、〈追加〉
〈追加〉ボタンのドロップダウンリストにある C1GaugeMarksを選択します。これらが、
10 番目の間隔ごとに表示される主目盛記号です。
4. Intervalロパティを 10 に設定します。目盛記号が表示されていることに注意してください。
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5. デフォルトでは、記号の形状は円形です。Shape プロパティを Rectangle に変更して、これらを矩形にします。
6. Appearance の下にある Filling ノードを展開し、Color プロパティを DarkGray に設定します。次に、Border を展開
し、LineStyle プロパティを None に設定して枠線を削除します。
7. 補助目盛記号を追加するには、別の C1GaugeMarks項目を Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタに追加します。ここで
は、Interval を 2.5 に設定して、主目盛記号の間に３つの補助目盛記号を表示します。
8. これらの記号は円形のままにしますが、Length プロパティを 5 に設定して短くします（Width プロパティも 5 であり、これに
合わせます）。
9. Filling を展開し、Color プロパティを DarkGray に設定します。次に、Border を展開し、LineStyle プロパティを None に設
定して枠線を削除します。

目盛ラベルの追加
この例では、作成するゲージの目盛記号に目盛ラベルを追加します。
1. プロパティウィンドウで、Gaugesプロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。［
。［C1Gauge.Gauges コレクションエディ
タ］
タ］ダイアログボックスが開きます。
2. Decorators の横の〈...〉ボタンをクリックします。
。Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタから、〈追加〉
〈追加〉ボタンのドロップダウンリストにある C1GaugeLabelsを選択します。これらは、
各目盛記号に表示される数値ラベルです
4. Colorプロパティを DarkGray に設定します。
5. Interval プロパティを 10 に設定します。これにより、最小値から最大値（ゲージレベルで指定された最小値および最大値プ
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ロパティのセット）まで 10 番目の間隔ごとにラベルが表示されます。

6. Fromおよび To プロパティを設定し、Labels レベルで最小値と最大値をオーバーライドして、ラベルの開始点をカスタマイズ
できます。たとえば、ラベルに 20 以上の値のみ表示します。 From プロパティを 20 に設定します。最初の２つのラベルが
消去されていることを確認してください。
7. ラベルを回転するには、 IsRotatedプロパティを True に設定します。これらのラベルの回転をさらにカスタマイズするに
は、TextAngleプロパティを設定します。
8. FontSizeプロパティを 10 に設定します。
9. 〈OK〉〉をクリックして、Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタを閉じます。

開始／掃引角度の調整
C1RadialGaugeは、らせん、クラムシェル、半円などの各種円形ゲージをサポートします。次のセクションでは、これらの形状
を作成しますが、その前にフェイスの形状に合うようにゲージスケールの開始／掃引角度を変更します。
StartAngle プロパティは Minimum値の角度を定義します。StartAngleプロパティ を SweepAngleプロパティ を 加えた値
は Maximum 値に対応します。
ここで、StartAngle を -130、SweepAngle を 260 に設定して、スケールの円弧を小さくしてみましょう。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。［
。［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. StartAngle プロパティを -130 に設定します。
3. SweepAngle プロパティを 260 に設定します。
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デコレータの順序とレイアウトの調整
デフォルトでは、目盛ラベルは目盛記号の内側に配置されます。これらの要素のレイアウトと配置を変更するために、いくつか
の主なプロパティを使用できます。目盛記号や目盛ラベルなどの各デコレータ項目で、これらのプロパティを設定します。
Alignment

３つの単純な配置オプションである In、
、Out、および Center から選択します。

Location

ポインタに対するデコレータの位置をさらに変更するには、Location プロパティの値を増加または減少
させます。値を 100 に設定すると、デコレータは最も遠い端部に配置され、より小さい値に設定する
と、より原点の近くに配置されます。

項目がリストされる順序は、上から下へゲージ上に配置される順序です。項目の順序を変更するには、Decorators コレクショ
ンエディタ
ンエディタで上矢印と下矢印を使用し、〈
、〈OK〉〉をクリックします。
フェイスプレートの作成
ゲージの外観を視覚的に強化するには、スケール、目盛記号、およびポインタの背後に背景となる層を追加する必要があります。
これを行うには、形状を FaceShapes コレクションに追加します.
FaceShapes コレクションエディタを使用して、楕円、矩形、扇形、弓形、または独自のビットマップ画像を含むさまざまな形状を追加
できます。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエディ
タ］
タ］ダイアログボックスが開きます。
2. FaceShapes プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。C1RadialGauge.FaceShapes コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. 〈追加〉
〈追加〉ドロップダウンボタンからC1GaugeEllipse を選択します。グラデーション背景とより太い枠線を適用して、この楕円
のスタイルを設定します。
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4. Filling を展開して、Color プロパティを White に設定し、Color2 プロパティを LightGray に設定します。
5. Filling を展開した状態にして、BrushType プロパティ を Gradient に設定します。
6. グラデーションの向きを変更するには、Direction プロパティを RadialOuter に設定します。Gradient ノードで、さらに多く
のグラデーション関連のプロパティを設定することもできます。
7. Border を展開して、Color プロパティを Dimgray に設定しThickness プロパティを 2 に設定します。

より複雑なフェイスの作成
すべての FaceShapesC1GaugeFilledShape.Borderプロパティがすてきで単純です。互いの上にいくつかの形状を追加し、照
明効果用のグラデーションを使用して、作成するゲージによりプロフェッショナルに見える傾斜の付いた端部を作成できます。
この例では、FaceShapes コレクションに合計３個の楕円
円を設定します。
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1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. FaceShapes プロパティの横の〈...〉ボタンをクリックします。 C1RadialGauge.FaceShapes コレクションエディタ
コレクションエディタが開き
ます。
3. 〈追加〉
〈追加〉をクリックし、C1GaugeEllipseを選択します。１つ目の楕円が最下部に配置されます。lick Add and select
C1GaugeEllipse.
4. Filling を展開し、Color プロパティを White、 Color2プロパティを Black、BrushTypeを Gradient に設定します。 他
の楕円が上に配置されたときに最下部の楕円が見えるように、最下部の楕円を少し大きくする必要があります。これを
行うには、Widthおよび Height プロパティを -1.08 に設定します。 値 -1 は領域の 100% を意味することに注意して
ください。 -1 より小さい値は、サイズが比例して拡大します。正の値はサイズ（ピクセル）を明示的に示します。
5. Border を展開し、 LineStyleプロパティを None に設定します。
6. 〈追加〉
〈追加〉をクリックし、C1GaugeEllipse を選択します。２つ目の楕円は最下部の楕円よりも若干小さくします。
7. Width および Height 値を -1.02 に設定します。
8. Filling を展開し、Color プロパティを Black、Color2 プロパティを White、C1GaugeFilling.BrushType を Gradient に
設定します。
9. Border を展開し、LineStyle プロパティを None に設定します。
10. 〈追加〉
〈追加〉をクリックし、C1GaugeEllipse を選択します。３つ目の楕円は、スケールとポインタのすぐ下のフェイスプレートと
して機能します。Width と Height を -1 のままにします（デフォルトの 100%）。
11. Color プロパティを DarkGray、Color2 プロパティを Dimgray、C1GaugeFilling.BrushType を Gradient に設定しま
す。
12. Gradient を展開し Directionを RadialInner に設定します。
13. Border を展開し、LineStyle プロパティを None に設定します。
ポインタとキャップのカスタマイズ
ポインタオブジェクトとキャップオブジェクトは、数多くのスタイルのプロパティで構成されます。これらのプロパティを変更するに
は、選択した C1Gauge 上の C1Gauge.Gauges コレクションエディタ
コレクションエディタで Capまたは Pointer プロパティを展開します。ポインタ
については、C1Gaugeのすべての形状要素の場合と同様に、塗りつぶし、枠線、およびグラデーションプロパティをカスタマイ
ズできます。ポインタの定義済みの形状を選択し、CustomShape プロパティでさらに形状をカスタマイズすることもできます。
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ポインタのスタイルの設定
ポインタのスタイルを設定するには、以下の手順を実行します。
1. lプロパティウィンドウで、Gaugesプロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. Pointer ノードを展開し、以下のプロパティを設定します。
1. Border を展開し、LineStyleプロパティを None に設定します。
2. Filling を展開し、BrushTypeを Gradient、Color を Orange、Color2 を LightGoldenrodYellow に設定し
ます。
3. Shadowを展開し、Visible を True に設定します。
4. Shapeを Thumb に設定します。
Shape プロパティの下にあるすべての定義済みの形状に注意してください。CustomShape プロパティでこれらの形状をカス
タマイズすることもできます。
キャップのスタイルの設定
キャップのスタイルを設定するには、以下の手順を実行します。
1. プロパティウィンドウで、Gaugesプロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. ノードを展開し、以下のプロパティを設定します。
1. Radiusを 15 に設定します。
2. Filling を展開し、Color プロパティを に設定します。
3. Filling を展開し、 Color2 プロパティを Black に設定します。
4. Filling を展開し、C1GaugeFilling.BrushTypeを Gradient に設定します。
5. C1GaugeCap.Shadow を展開し、Visible を True に設定します。
C1Gauge には、キャップオブジェクトの MoreCircles コレクションも含まれています。これにより、それぞれが同じスタイルの
プロパティを持つより多くの円形をキャップのデザインに追加できます。
キャップの上へのポインタの表示
デフォルトでは、ポインタはキャップの下に配置されます。これを切り替えるには、C1GaugeCap.BehindPointers プロパティを
True に設定します。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. Cap ノードを展開し、C1GaugeCap.BehindPointers プロパティを True に設定します。
範囲の追加
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範囲とは、ゲージスケールに沿った特定のしきい値を示す色のバンドです。Decorators コレクションを介して、目盛記号とラ
ベルに沿って C1Gauge に範囲を追加できます。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. Decorators の横の〈...〉ボタンをクリックします。Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. 〈追加〉
〈追加〉ボタンの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、 C1GaugeRangeを選択します。Marks よび Labels と同様
に、C1GaugeDecorator. Alignment および／または C1GaugeDecorator.Locationプロパティを設定して、範囲を位
置決めできます。
4. C1GaugeDecorator.Location プロパティを 85 に設定して目盛記号に揃えます。

C1GaugeMultivalueDecorator.From および C1GaugeMultivalueDecorator.To を設定して、この範囲の限度を指定
します。この範囲を設定した最小値から最大値に至る範囲としたいので、限度はデフォルト（NaN）のままにします。さ
まざまな色に基づくしきい値をマーキングするために、それぞれに異なる C1GaugeFilledShape. Fillingの色が適用さ
れた複数の範囲を追加できます。ただし、C1Gauge には、ValueColors コレクションを使用して値に色をマップする便
利な方法が用意されています。
5. すべての Decorator 項目（目盛記号を含む）に ValueColors コレクションが含まれていることに気づかれたと思いま
す。上記の手順で追加した範囲を選択し、ValueColors の横にある〈...〉ボタンをクリックして、デコレータの値の色ウィ
ンドウを開きます。
6. 〈追加〉
〈追加〉を３回クリックして、灰色、黄色、および赤色を追加します。それぞれの色に対して、色のプロパティと対応する
値を指定します。値のセットは範囲の最小値（つまり、灰色が 0、黄色が 40、赤色が 100）です。それぞれの色に対し
て、値を指定するポインタも選択します。
1. 最初のメンバ 0 を選択し、［色］
、［色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、灰色
、灰色を選択します。
C1GaugeValueColor.PointerIndex および C1GaugeValueColor.Value プロパティを 0 に設定します。
2. 次のメンバ 1 を選択し、［色］
、［色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、黄色
黄色を選択します。
C1GaugeValueColor.PointerIndex および C1GaugeValueColor.Value プロパティを 40 に設定します。
3. 最後のメンバ 2 を選択し、［色］
、［色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、赤色
赤色を選択します。
C1GaugeValueColor.PointerIndex および C1GaugeValueColor.Value プロパティを 100 に設定します。
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7. 〈OK〉〉をクリックして、デコレータの値の色
デコレータの値の色ウィンドウを閉じます。

色が範囲全体にわたって融合されていることに注意してください。ただし、Decorators コレクションエディタで、
C1GaugeDecorator. ValueColorFalloff プロパティを None に設定して、色の融合効果を削除できます。
範囲を目盛記号の下に移動するには、上／下矢印を使用して範囲を０番のメンバに移動します。この例では、見映え
をよくするために範囲の枠線も削除しました。〈
。〈OK〉〉をクリックして、Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタを閉じます。
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範囲の改善
範囲をさらに改善するために使用できるいくつかのプロパティが用意されています。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. Decorators の横の〈...〉ボタンをクリックします。 Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. 希望する範囲を選択し、以下に記述された任意のプロパティを設定します。
非線形範囲を作成するには、Width2 プロパティを Width と異なる値に設定します。
枠線のない範囲のグラフィックレンダリングを改善するには、AntiAliasing をより高品質に設定します。
ポインタ値にバインドされた移動可能な範囲を作成するには、 ToPointerIndex プロパティをポインタのインデックスに設定し
ます（100 のような高い値に設定すると、常時メインポインタにバインドされます）。 FromPointerIndex プロパティを使用し
て、範囲の下端をポインタにバインドすることもできます。
範囲をゲージ値インジケータ（温度計ゲージなど）として使用するには、ToPointerIndex プロパティをポインタのインデックスに
設定し、ポインタの Visible プロパティを False に設定します。
キャプションの追加
ゲージ上に計測単位やラベルなどのテキストを表示するのは一般的です。 FaceShapes または CoverShapes コレクションを使用し
て、いくらでもキャプションを追加できます。
1. プロパティウィンドウで、 Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエディ
タ］
タ］ダイアログボックスが開きます。
2. FaceShapes の横にある〈...〉ボタンをクリックします。 FaceShapes コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. 〈追加〉
〈追加〉ドロップダウンボタンから C1GaugeCaption を選択します。
4. キャプションの Text プロパティを "C1Gauge" に設定します。キャプションがキャップ
キャップの背後に表示されることに注意してくだ
さい。キャプションを CoverShapes コレクションに追加した場合、上に表示されます。
5. Color プロパティを White に設定し、FontSize を 10 に設定します。
6. ゲージの中央にキャプションを表示したくない場合は、CenterPointY プロパティを 設定してキャプションを下に移動します。
デフォルトでは、0.5 に設定され、キャプションはゲージの最上部から 50% 下方に表示されます。 CenterPointY を 0.8 に設
定してキャプションを下方に移動します。

ゲージのサイズがどのようにスケール調整されている場合でも、このキャプションは常に予期された位置に表示されます。また、ここ
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では FontSize を 10、FontColor を White に設定しました。

状態または数値インジケータの作成
Gauges for WinForms の最初のバージョンでは、状態インジケータに対する特別なサポートは何も提供されませんが、バイ
ンドされたラベルや記号を使用して類似の効果を実現できます。
状態インジケータ
状態インジケータを作成するには、以下の手順を実行します。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。［
。［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
2. Decorators の横の〈...〉ボタンをクリックします。 Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. 〈追加〉
〈追加〉ボタンのドロップダウン矢印をクリックし、C1GaugeSingleMark を選択します。

4. SingleMark を表示するには、PointerIndex プロパティを 1 に設定します。スケールの最小値に表示されることに注
意してください。
5. SingleMark を配置するには、Angle プロパティを 270 に設定します。次に Location プロパティを 40 に設定します。
ポインタ（値 20 の周辺）の左側に表示されることに注意してください。
6. また、Width 値を 15、Shape を Round に設定します。
7. Border ノードを展開し、Color プロパティを DarkGray に設定します。
8. ValueColorFalloffトピックで設定した範囲で特定したとおりにゲージの値と同じ色を表示するには、このインジケータが
必要です。これを行うには、ValueColors コレクションの SingleMark の値のしきい値に同じ色を追加する必要があり
ます。ValueColors の横の〈...〉ボタンをクリックします。 デコレータの値の色ウィンドウで、３つのメンバの灰色、黄色、
および赤色とそれぞれに対応する値 0、
、40、
、および 100 を追加します。これは範囲に設定したものと同じです。
1. 最初のメンバ 0 を選択し、［色］
、［色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、灰色
灰色を選択します。 PointerIndex
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および Value プロパティを 0 に設定します。
2. 次のメンバ 1 を選択し、［色］
、［色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、黄色
黄色を選択します。 PointerIndex お
よび Value プロパティを 40 に設定します。
3. 最後のメンバ 2 を選択し、［色］
、［色］の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、赤色
赤色を選択します。 PointerIndex
および Value プロパティを 100 に設定し、〈
、〈OK〉〉をクリックしてウィンドウを閉じます。

9. 最後に、ValueColorFalloff プロパティを None に設定し、範囲の色に一致させます（グラデーションによる色の融合な
し）。

値の色と SingleMark を切り離すように宣言したので、作成するゲージにこれ以上の範囲は必要ないことに注意してください.

数値インジケータの作成
数値インジケータを追加するには、以下の手順を実行します。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエ
ディタ］
ディタ］ダイアログボックスが開きます。
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2.
3.
4.
5.

Decorators の横の〈...〉ボタンをクリックします。 Decorators コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
〈追加〉
〈追加〉ボタンのドロップダウン矢印をクリックし、C1GaugeSingleLabel を選択します。
C1GaugeSingleLabelをポインタ値にバインドするには、単に PointerIndex を 1 に設定します。
C1GaugeSingleLabel を配置するには、 Angleプロパティを 180 に設定し、Location を 80 に設定します。これによ
り、ラベルはキャプションの下側中央に配置されます。 FontSize を 12 に増やすことができます。

この SingleLabel に値の色を適用することもできます。つまり、ラベルを上の指定された値の黄色に設定できます。 状態イン
ジケータで適用した値の色と同じ値の色セットを適用します。
ガラス効果の追加
FaceShapes コレクションに加えて、C1Gauge 内の各ゲージには CoverShapes コレクションが含まれています。唯一の違い
は、CoverShapes 項目がすべてのゲージ要素の上に描画されることです。
ガラス掛け効果を作成するには、半透明の弓形を追加します。
1. プロパティウィンドウで、Gauges プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックします。 ［C1Gauge.Gauges コレクションエディ
タ］
タ］ダイアログボックスが開きます。
2. CoverShapes の横にある〈...〉ボタンをクリックします。 CoverShapes コレクションエディタ
コレクションエディタが開きます。
3. 〈追加〉
〈追加〉ボタンのドロップダウン矢印をクリックし、C1GaugeSegment を選択します。

4. Border を展開し、LineStyle を None に設定して、弓形の枠線を削除します。
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5. Filling を展開し、BrushType プロパティを Gradient に設定します。 Color を Transparent、Color2 を White に設定しま
す。
6. Gradient を展開し、Direction を Vertical に設定します。これにより、ゲージの上部が半透明に塗りつぶされます。

7. 最後に、円弧を作成してゲージを実際のガラスのように見えるゲージをシミュレートするには、いくつかの角度プロパティを設
定する必要があります。 StartAngle を -110、SweepAngle を 180 、InnerRadius プロパティを 150 に設定します。これに
より、ガラス掛け効果が得られます。

非線形形状でガラス掛け効果を実現するには、Clippings コレクションを利用します。
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