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はじめに
OLAP for WinForms を使用すると、グリッド、チャート、およびアドホックなレポートを作成し、これらを時間をかけずに保存、
エクスポート、印刷することができます。１つのコントロール C1OlapPage を使用して完全な OLAP ユーザーインタフェースを
提供するか、C1OlapPanel コントロール、C1OlapGrid コントロール、C1OlapChart コントロール、および
C1OlapPrintDocument コントロールを使用してアプリケーションをカスタマイズします。

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.Win.Olap.2.dll

本体アセンブリ

C1.Win.Olap.2.resources.dll

C1.Win.Olap.2.dllの日本語リソース

C1.Win.Olap.4.dll

本体アセンブリ(※)

C1.Win.Olap.4.resources.dll

C1.Win.Olap.4.dllの日本語リソース(※)

C1.Win.Olap.4.Design.dll

デザイナアセンブリ(※)

C1.Win.Olap.4.Design.resources.dll

C1.Win.Olap.4.Design.dllの日本語リソース(※)

※ .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、C1Olap 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。
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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
OLAP for WinForms のランタイムファイルは、 C:\Program Files\ComponentOne\WinForms\bin\ フォルダにインストールさ
れる次のファイルです。
ファイル

内容

C1.Win.Olap.2.dll

本体アセンブリ

C1.Win.Olap.4.dll

本体アセンブリ（※）

本製品のユーザーインタフェースやエラーメッセージを日本語で表示するためには、本体アセンブリファイルと共にサテライト
アセンブリ ファイルを配布する必要があります。本体アセンブリファイルを配布したフォルダに「ja」という名前のフォルダを作成
して、サテライトアセンブリファイルをコピーしてください。
ファイル

内容

C1.Win.Olap.2.resources.dll

C1.Win.Olap.4.dllの日本語リソース

C1.Win.Olap.4.resources.dll

C1.Win.Olap.4.dllの日本語リソース(※)

※ .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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C1Olap とは
OLAP for WinForms（C1Olap）は、Microsoft Excel のピボットテーブルおよびピボットチャートと同じような分析処理機能を
提供する .NET コントロールのスイート製品です。非同期処理は、複数のプロセスを別々のスレッドで同時に実行することで、
コントロールのパフォーマンスを向上させます。
例：
例：同期処理の場合は、負荷が大きな更新を実行すると、更新が完了するまで、アプリケーション全体がユーザーアクションに
対する応答を停止します。非同期処理をサポートする C1Olap の場合は、負荷が大きな更新（C1OlapPage の行または列
ボックスに複数のフィールドを追加するなど）が進行中であっても、アプリケーションはすべてのユーザーアクションに応答しま
す。
C1Olap は、生データを任意の形式で取得し、また、使いやすいインタフェースを備えているので、ユーザーはさまざまな方法
でデータを表示するサマリーをすばやく直観的に作成できます。そのため、対話的に傾向を明らかにして貴重な見通しを得る
ことができます。ユーザーがデータの参照方法を変更すると、C1Olap はすぐに保存、エクスポート、印刷が可能なグリッド、
チャート、およびレポートを準備します。
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製品の概要
OLAP とは、"オンライン分析処理（online analytical processing）" を意味します。OLAP は、データの動的な視覚化および分
析を可能にする技術です。
一般的な OLAP ツールには、"OLAP キューブ" や、Microsoft Excel などに用意されているピボットテーブルがあります。これ
らのツールは、大規模なデータのセットを取得し、一連の基準に基づいてレコードをグループ化して、データを集計します。たと
えば、OLAP キューブは、売上データを集計し、製品、地域、および期間別にグループ化します。この場合、各グリッドセルに
は、特定の製品、特定の地域、および特定の期間の売上の合計が表示されます。通常、このセルは、元のデータソースのいく
つかのレコードからのデータを表します。
ユーザーは、OLAP ツールを使用して、このようなグループ化の基準を動的に（オンラインで）再定義することで、データに関し
てアドホックな分析を実行することや、隠れたパターンを発見することが容易になります。
たとえば、次の表を見てください。
Date

製品

Region

販売

Oct 2007

製品 A

North

12

Oct 2007

製品 B

North

15

Oct 2007

製品 C

South

4

Oct 2007

製品 A

South

3

Nov 2007

製品 A

South

6

Nov 2007

製品 C

North

8

Nov 2007

製品 A

North

10

Nov 2007

製品 B

North

3

ここで、このデータを分析して次のような質問の回答を得るように求められたと仮定します。
売上は上がっているか、下がっているか。
会社にとってどの製品が最も重要であるか。
各地域で最も人気があるのはどの製品か。
これらの単純な質問に答えるには、これらのデータを集計し、次のような表を取得する必要があります。

日付別および製品別の売上
Date

製品 A

製品 B

製品 C

合計

Oct 2007

15

15

4

34

Nov 2007

16

3

8

27

合計

31

18

12

61

製品別および地域別の売上
製品

North

South

合計

製品 A

22

9

31

製品 B

18

製品 C

8

6

18
4

12
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合計

48

13

61

サマリーテーブルの各セルは、元のデータソースのいくつかのレコードを表します。１つまたは複数の値フィールドが集計され
（ここでは、売上の合計）、他のフィールド（日付、製品、または地域）の値に基づいて分類されます。
これは、スプレッドシートでは簡単に行うことができますが、作業は単調で、繰り返しが多く、ミスが多くなります。データを集計
するためのカスタムアプリケーションを記述しても、新しいビューを追加するようにアプリケーションを管理するためには多くの
時間が必要であり、ユーザーの分析は実装されているビューに限定されます。
OLAP ツールでは、ユーザーは、アドホック形式で、対話的に必要なビューを定義できます。定義済みのビューを使用すること
も、新しいビューを作成して保存することもできます。基底のデータの変更はビューに自動的に反映されます。ユーザーはこれ
らのビューを表示するレポートを作成して共有できます。つまり OLAP とは、柔軟に、また効率的にデータを分析できるツール
です。
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主な特長
以下に、OLAP for WinForms の便利な機能をいくつか示します。
OLAP for WinForms は OLAP アプリケーション構築のための究極の柔軟性を備えている
１つの C1OlapPage コントロールをフォームにドロップし、データソースを設定するだけで、グリッドまたはチャートに
データを表示できます。とても簡単です。しかし、複数のチャートまたはグリッドを表示する場合はどうでしょうか。大丈
夫です。OLAP for WinForms は、C1OlapPanel コントロール、C1OlapChart コントロール、および C1OlapGrid コ
ントロールも備えており、必要な柔軟性を提供します。各コントロールの概要については、「C1Olap アーキテクチャ」ト
ピックを参照してください。
OLAP for Winforms はキューブサポートを提供する
Olap (C1Olap) for Winforms を使用すると、Microsoft SQL Server Analysis Services（（SSAS））から OLAP データ
ソースに接続して、キューブデータをスライスアンドダイスする多次元ピボットテーブルを構築できます。数行のコードを
記述するだけで、データベースに対して、OLAP を使用した完全なフロントエンドやダッシュボードを構築できます。
キューブサポートの詳細については、「OLAP キューブ」を参照してください。
５つのチャートタイプと 22 のパレットオプションの中から選択してチャートを引き立てる
C1OlapChart は、棒グラフ、横棒グラフ、面グラフ、折れ線グラフ、散布図など、情報を表示するための最も一般的な
チャートタイプを提供します。22 のパレットオプションの中から選択して、チャートおよび凡例項目の色を定義できま
す。すべてのチャートタイプおよびパレットについては、「［チャート］メニューの使用」を参照してください。
データを印刷、プレビュー、または PDF にエクスポートする
データ、グリッド、またはチャートを含むレポートを作成およびプレビューしてから、印刷したり、PDF にエクスポートする
ことができます。詳細については、「OLAP レポートの作成」と「OLAP for WinForms タスク別のヘルプ」を参照してくだ
さい。
グリッドまたはチャートビューからフィールドまたはフィールド内のデータを削除する
フィールドを簡単にフィルタ処理して、グリッドまたはチャートビューに表示されないようにすることができます。これに
は、フィールドを C1OlapPanel の［フィルタ］
［フィルタ］領域にドラッグするだけです。詳細については「データビューからフィール
ドを削除」を参照してください。フィールド内のデータをフィルタ処理する場合、たとえば、姓が "Sim" で始まるすべての
従業員を検索する場合は、［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアログボックスを使用できます。詳細な手順については、「フィール
ド内のデータをフィルタ処理」を参照してください。
グリッドまたはチャートビューで情報を表示する
OLAP for WinForms には、データを表示するために、C1OlapGrid コントロールと C1OlapChart コントロールが用
意されています。これらのコントロールは、C1OlapPage コントロールに組み込まれていますが、個別のコントロールと
して使用して OLAP アプリケーションをカスタマイズすることもできます。各コントロールの概要については、「C1Olap
アーキテクチャ」トピックを参照してください。
実行時に情報の表示方法を決定する
C1OlapPanel を使用して、データを表示するためにデータソースのどのフィールドをどのように使用するかを決定しま
す。C1OlapPanel の下の領域にフィールドをドラッグして、フィルタ、列ヘッダー、行ヘッダーを作成するか、列または
行の値の合計を取得します。詳細については、C1OlapPanel を参照してください。
非同期処理
複数のプロセスを、同時かつ互いに独立して実行できます。
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C1Olap アーキテクチャ
C1Olap には、以下のコントロールが含まれます。

C1OlapPage
C1OlapPage コントロールは、OLAP アプリケーションを迅速かつ簡単に開発する最も簡単な方法です。これにより、C1Olap
内の他のコントロールを使用して完全な OLAP ユーザーインタフェースを構築できます。C1OlapPage オブジェクトモデルは内
部コントロールを全面的に公開しているため、インタフェース要素を追加または削除することによって簡単にカスタマイズでき
ます。ソースコードが含まれているため、さらに広範にカスタマイズを行う場合にはそれを独自の実装の基盤として使用できま
す。
次の図は、C1OlapPage を構成する方法を示しています。

Visual Studio では、コントロールは次のようになります。

9
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C1OlapPanel
C1OlapPanel コントロールは、C1Olap 製品の中核となるものです。入力として生データを受け取る DataSource プロパティ
と、ユーザーが提供する基準に従ってデータを要約するカスタムビューを提供する OlapTable プロパティがありま
す。OlapTable は、すべての通常のコントロールに対してデータソースとして使用できる通常の DataTable オブジェクトです。
また、C1OlapPanel は、一般的な Excel 形式のドラッグアンドドロップインタフェースを備えています。このインタフェースを使用
して、データのカスタムビューを定義できます。コントロールには、データソース内のすべてのフィールドを含むリストが表示さ
れます。ユーザーはこれらのフィールドを、出力テーブルの行および列のディメンション、出力データセル内で要約された値、
データのフィルタ処理に使用されるフィールドを表すリストにドラッグアンドドロップできます。
C1OlapPanel コントロールの中心には、ユーザーが選択した条件に従って生データを要約する C1OlapEngine オブジェクトが
あります。これらの条件は、ソースデータ内の指定された列への接続、フィルタ条件、書式設定、および要約オプションを含む
C1OlapField オブジェクトによって表されます。ユーザーは、ソースの Fields リストから RowFields リスト、ColumnFields リ
スト、ValueFields リスト、および FilterFields リストの４つの補助リストに C1OlapField オブジェクトをドラッグすることにより、
カスタムビューを作成します。フィールドは、コンテキストメニューを使用してカスタマイズできます。
C1Olap アーキテクチャはオープンであることに注意してください。C1OlapPanel は、データテーブル、汎用リスト、LINQ 列挙
など、すべての通常のコレクションを DataSource として扱います。次に、データを要約して、通常の DataTable を出力として
生成します。C1Olap には、OLAP データである C1OlapGrid および C1OlapChart を表示するために最適化された２つのカ
スタムコントロールが含まれますが、それ以外のコントロールを使用することもできます。
C1OlapPanel は次のようになります。
10
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C1OlapPanel 領域

説明

フィルタ

フィルタ処理するフィールドを指定します。

行フィールド

指定されたフィールド内の項目は、グリッドの行ヘッダーになります。これらの項目は、チャート
の Y 軸に入ります。

列フィールド

指定されたフィールド内の項目は、グリッドの列ヘッダーになります。これらの項目は、チャート
で凡例の入力に使用されます。

値

指定されたフィールドの合計を示します。

更新を遅らせる

このチェックボックスをオンにすると、ビュー定義の修正中に発生する自動更新が一時停止さ
れます。

実行時に［フィルタ］
［フィルタ］、［列フィールド］
［列フィールド］、［行フィールド］
［行フィールド］、［値］
［値］領域内のフィールドを右クリックすると、コンテキストメニューが表
示され、フィールドを別の領域に移動できます。フィールドを削除することもできます。また、［フィールド設定］
［フィールド設定］をクリックして、
フィールドの書式設定やフィルタの適用を行うこともできます。詳細については、「フィールド内のデータをフィルタ処理」を参照
してください。

11
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C1OlapGrid
C1OlapGrid コントロールを使用して、OLAP テーブルを表示します。これにより、C1FlexGrid コントロールが拡張さ
れ、C1OlapPanel オブジェクトに対する自動データ連結、行ヘッダーと列ヘッダーのグループ化、さらに列のサイズ変更に関
するカスタム動作、クリップボードへのデータのコピー、および指定されたセルに関する詳細の表示が可能になります。
C1OlapGrid コントロールは、C1FlexGrid コントロール、汎用グリッドコントロールを拡張します。これは、C1Olap ユーザーは
C1FlexGrid オブジェクトモデル全体も使用できることを意味しています。たとえば、グリッドコンテンツを Excel にエクスポート
することや、スタイルとオーナー描画セルを使用してグリッドの外観をカスタマイズすることができます。
C1OlapGri に入力するには、データソースに連結される C1OlapPanel に連結します。これを実行する方法については、
「C1OlapPanel への C1OlapGrid の連結」を参照してください。
C1FlexGrid コントロールの詳細については、FlexGrid for WinForms のマニュアルを参照してください。

C1OlapChart
C1OlapChart コントロールを使用して、OLAP グラフを表示します。これにより、C1Chart コントロールが拡張され、
C1OlapPanel オブジェクトへの自動データ連結、自動ツールチップ、グラフタイプ、およびパレットの選択が実現されます。
C1OlapChart コントロールは、C1Chart コントロール、汎用グラフ化コントロールを拡張します。これは、C1Olap ユーザーは
C1Chart オブジェクトモデル全体も使用できることを意味しています。たとえば、PNG や JPG など、別のファイル形式でグラフ
をエクスポートできます。また、グラフのスタイルと対話式操作をカスタマイズできます。
C1OlapChart に入力するには、データソースに連結される C1OlapPanel に連結します。これを実行する方法については、
「C1OlapPanel への C1OlapChart の連結」を参照してください。
C1Chart コントロールの詳細については、2D Chart for WinForms のマニュアルを参照してください。

C1OlapPrintDocument
12
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C1OlapPrintDocument コンポーネントを使用して、OLAP ビューに基づいてレポートを作成します。これによ
り、PrintDocument クラスが拡張され、コンテンツを指定するためのプロパティ、およびレポートの作成で使用する OLAP グ
リッド、チャート、および生データを表示する書式設定を指定するためのプロパティが提供されます。
詳細については、Reports for WinForms のマニュアルを参照してください。
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クイックスタート
このセクションでは、コードのウォークスルーを行います。単純な C1Olap アプリケーションから開始し、一般的に使用される機
能に進みます。

コードのない OLAP アプリケーション
最も単純な C1Olap アプリケーションを作成するには、新しい Windows Forms アプリケーションを作成して、C1OlapPage コ
ントロールをフォームにドラッグすることから開始します。C1OlapPage コントロールは、フォームを満たすように自動的にドッ
キングし、次のように表示されます。

ここで、アプリケーションのデータソースを選択します。C1OlapPage コントロールを選択し、コントロールの右上隅に表示され
るスマートタグ（ ）をクリックして、スマートデザイナをアクティブにします。
［データソースの選択］の横にあるコンボボックスを使用して、プロジェクトデータソースを作成し、コントロールに割り当てます。
このサンプルでは、Northwind データベースを見つけ、以下に示すように、［Invoices］ビューを選択します。
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データソースを選択するとすぐに、フォームの左側にある C1OlapPanel に、使用できるフィールドが表示されます。
これで、アプリケーションを使用する準備が整います。以下のセクションでは、コードを１行も記述することなく、デフォルトで提
供される機能について説明します。

OLAP ビューの作成
アプリケーションを実行すると、Microsoft Excel と同じようなインタフェースが表示されます。［Country］フィールドを［行フィー
ルド］リストにドラッグし、［ExtendedPrice］を［値フィールド］リストにドラッグすると、次の図に示すように、各国で課金される売
上の概要が表示されます。

15

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

OLAP for WinForms

［OLAP チャート］タブをクリックすると、同じデータがチャート形式で表示され、米国、ドイツ、およびオーストリアが主要な顧客
であることがわかります。
次に、［Salesperson］フィールドを［列フィールド］リストにドラッグすると、今度は国とカテゴリ別による売上の新しいサマリーが
表示されます。引き続き［チャート］タブを選択してあると、先ほどと同じようなチャートですが、今回は横棒が分割され、営業担
当者ごとの売上高が表示されます。
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チャートの上にマウスを移動し、チャート要素の上にマウスポインタを置くと、営業担当者の名前および売上高を示すツール
チップが表示されます。
次に、［Salesperson］フィールドと［Country］フィールドを向かい側のリストにドラッグして交換することにより、新しいビューを作
成します。これで、営業担当者ではなく、カテゴリを強調した新しいチャートが作成されます。

17
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チャートは、分析対象期間で、Margaret Peacock がトップの営業担当者であること、および Janet Leverling と Nancy
Davolio が僅差でそれに続くことを示します。

OLAP レポートの作成
これは、興味を引くチャートなので、社内の他の人に電子メールで送信するレポートを作成します。ページの上端にある［レ
ポート］ボタンをクリックし、最初のページにデータ、次のページにチャートが表示されることをプレビューで確認します。［印刷
プレビュー］ダイアログボックスで、［ページ設定］ボタンをクリックし、ページの向きを横方向に変更します。レポートは、次のよ
うになります。
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ここで、レポートを印刷することも、［PDF にエクスポート］ボタンをクリックして PDF ファイルを生成し、それを他の人に送信した
り Web にポストしたりできます。
プレビューウィンドウを閉じ、［保存］ボタンをクリックし、このビューを保存します。必要なだけのビューを作成して保存できま
す。

Excel へのデータのコピー
組み込みのレポートは便利ですが、回帰などの追加の分析を実行したり、データに注釈を付けてカスタマイズしたレポートを
作成したり、カスタムチャートを追加したりするために、一部またはすべてのデータを Excel にコピーしたい場合があります。
C1OlapGrid は、デフォルトでクリップボードをサポートするため、対象のデータを選択し、Ctrl+C キーを押すだけで、データを
Excel シートに直接貼り付けることができます。データには行ヘッダーと列ヘッダーが組み込まれます。

データの要約
次の例に移る前に、データをさまざまな方法でどのように簡単に集計できるかを示すために、新しいビューを作成します。
まず、［［Country］］フィールドの横にあるチェックボックスをオフにして、ビューから国を削除します。
今回は、［Salesperson］フィールドを［行フィールド］リストにドラッグし、［OrderDate］フィールドを［列フィールド］リストにドラッグ
します。結果として得られるビューには、注文日ごとに１つの列が含まれます。列が多すぎて傾向がはっきりと示されないた
め、これはあまり役立つ情報とはいえません。そこで、データを月別または年別に集計しようと思います。
１つめの方法としては、SQL で新しいクエリーを作成するか、LINQ を使用して、ソースデータを変更します。この２つのテクニッ
クについては、この後のセクションで説明します。もう１つの方法は、［OrderDate］フィールドのパラメータを変更するというもの
です。これには、［OrderDate］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定］
［フィールドの設定］をクリックします。次に、ダイアログボックスの［書
式］タブを選択し、［カスタム］書式を選択し、「yyyy」と入力し、［［OK］］をクリックします。
日付が書式設定され、年ごとに集計されて、OLAP チャートは次のようになります。
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月別または平日別に売上方法を確認する場合は、書式を "MMMM" または "dddd" に変更します。

データのドリルダウン
前に説明したように、OLAP グリッド内の各セルは、データソースのいくつかのレコードのサマリーを表します。OLAP グリッド内
の各セルの基底のレコードは、セルをマウスで右クリックすることで表示できます。
これを確認するには、［OLAP グリッド］タブをクリックし、グリッドの［［Total］］列で Andrew Fuller の売上を表すセルを右クリック
します。もう１つのグリッドに、OLAP グリッドに表示される合計の計算に使用された 40 のレコードが表示されます。
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C1OlapPage のカスタマイズ
前の例では、C1OlapPage コントロールを使用し、コードはまったく使用せずに、完全な OLAP アプリケーションを作成する方
法を示しました。これは簡便な方法ですが、ほとんどの場合は、アプリケーションおよびユーザーインタフェースを多少カスタマ
イズすることになります。

OLAP ビューの維持
最初に、デフォルトビューを以前のアプリケーションに追加します。これを行うには、Visual Studio プロジェクトのソリューション
エクスプローラーでプロジェクトノードを右クリックして［プロパティ］項目をクリックし、次に［設定］タブを選択し、"DefaultView"
と呼ばれる文字列型の新しい設定を作成します。
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この設定を使用すると、セッションをまたいでビューが維持されるため、ユーザーが行ったカスタマイズは、アプリケーションを
閉じるときに自動的に保存され、次回に実行するときに復元されます。
この動作を有効にするには、"Form1" フォームを開き、コードビューに切り替え、次のコードをアプリケーションに追加します。
コード
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// 自動生成されます。
// このコードの行は、データを 'nWINDDataSet.Invoices' テーブルにロードします。
this.invoicesTableAdapter.Fill(this.nWINDDataSet.Invoices);
// デフォルトビューを表示：これはアプリケーションを想定しています
// "DefaultView" と呼ぶ文字列型の設定
var view = Properties.Settings.Default.DefaultView;
if (!string.IsNullOrEmpty(view))
{
c1OlapPage1.ViewDefinition = view;
}
else
{
// デフォルトビューを作成します
var olap = c1OlapPage1.OlapEngine;
olap.BeginUpdate();
olap.RowFields.Add("ProductName");
olap.ColumnFields.Add("Country");
olap.ValueFields.Add("ExtendedPrice");
olap.EndUpdate();
}
}
// フォームを閉じ、次回のために現在のビューをデフォルトとして保存します
protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
{
// 現在のビューを新しいデフォルトとして保存します
Properties.Settings.Default.DefaultView = c1OlapPage1.ViewDefinition;
Properties.Settings.Default.Save();
// イベントを通常どおりに発生させます
base.OnClosing(e);
}
最初の行は、フォームを開いたときに既に存在している必要があります。これは、データをロードするために自動的に生成され
ました。
コードの次のブロックは、"DefaultView" 設定が既に使用できる状態かどうかをチェックします。使用できる場合は、それを
C1OlapPage.ViewDefinition プロパティに割り当てます。これは、すべてのチャートオプション、グリッドオプション、レポート
オプションに加え、それぞれのプロパティを含むすべてのフィールドなど、ビュー設定全体に適用されます。
"DefaultView" 設定が使用できない場合、コードは、RowFields コレクション、ColumnFields コレクション、および
ValueFields コレクションにフィールドを追加してビューを作成します。作成されるビューでは、売上（合計価格の合計）が製品
別および国別に表示されます。
コードの次のブロックは、フォームの OnClosing メソッドをオーバーライドし、C1OlapPage.ViewDefinition プロパティを読
み取って "DefaultView" 設定に割り当てて保存することにより、現在のビューを保存します。
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ここでプロジェクトを実行すると、コードで作成されたデフォルトビューでプロジェクトが開始されます。ビューに任意の変更を加
えてからアプリケーションを終了し、再起動して、変更が復元されていることを確認します。

定義済みビューの作成
現在のビューを XML 文字列として取得または設定する ViewDefinition プロパティに加え、C1OlapPage コントロールは、
ビューをファイルおよびストリームに維持できる ReadXml および WriteXml メソッドも公開しています。これらのメソッドは、組
み込みツールストリップの［ロード］および［保存］ボタンをクリックすると、C1OlapPage によって自動的に呼び出されます。
これらのメソッドを使用することで、事前定義されたビューをとても簡単に実装することができます。この場合は、最初にいくつ
かビューを作成し、［保存］ボタンを押してそれぞれのビューを保存します。この例では、以下の分類で売上を示す５つのビュー
を作成します。
1.
2.
3.
4.
5.

製品と国
営業担当者と国
営業担当者と年
営業担当者と月
営業担当者と平日

すべてのビューを作成して保存したら、"OlapViews" ノードを含む "OlapViews.xml" という名前の新しい XML ファイルを作成
し、すべてのデフォルトビューをコピーしてこのドキュメントに貼り付けます。次に、各ビューに "id" タグを追加し、それぞれに一
意の名前を割り当てます。この名前は、ユーザーインタフェースに表示されます（OLAP では必要ありません）。XML ファイル
は次のようになります。
<OlapViews>
<C1OlapPage id="Product vs Country">
<!-- view definition omitted... -->
<C1OlapPage id="SalesPerson vs Country">
<!-- view definition omitted... -->
<C1OlapPage id="SalesPerson vs Year">
<!-- view definition omitted... -->
<C1OlapPage id="SalesPerson vs Month">>
<!-- view definition omitted... -->
<C1OlapPage id="SalesPerson vs Weekday">
<!-- view definition omitted... -->
</OlapViews>
このファイルをプロジェクトにリソースとして追加します。それには、次の手順に従います。
1. ソリューションエクスプローラーでプロジェクトノードを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。
2. ［リソース］タブを選択し、［リソースの追加］の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
3. ［既存のファイルの追加］オプションを選択し、XML ファイルを選択して、［開く］をクリックします。
ビュー定義の準備ができたので、ユーザーが選択できるようにメニューに公開する必要があります。それには、次のコードをプ
ロジェクトにコピーします。
コード
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// 自動生成されます。
// このコードの行は、データを 'nWINDDataSet.Invoices' テーブルにロードします。
this.invoicesTableAdapter.Fill(this.nwindDataSet.Invoices);
// 事前定義されたビューでメニューを構築します
var doc = new System.Xml.XmlDocument();
doc.LoadXml(Properties.Resources.OlapViews);
var menuView = new ToolStripDropDownButton("&View");
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foreach (System.Xml.XmlNode nd in doc.SelectNodes("OlapViews/C1OlapPage"))
{
var tsi = menuView.DropDownItems.Add(nd.Attributes["id"].Value);
tsi.Tag = nd;
}
menuView.DropDownItemClicked += menuView_DropDownItemClicked;
c1OlapPage1.Updated += c1OlapPage1_Updated;
// C1OlapPage ツールストリップに新しいビューメニューを追加します
c1OlapPage1.ToolStrip.Items.Insert(3, menuView);
}
コードは、新しいツールストリップドロップダウンボタンを作成し、XML ドキュメントにレポート定義をロードし、検索したレポート
をドロップダウンボタンに追加します。各項目の Text プロパティにはビュー名、Tag プロパティには実際の XML ノードが含ま
れます。このノードは、後でユーザーが選択したビューを適用するために使用されます。
ドロップダウンの準備ができたら、このコードは、ToolStrip プロパティを使用して C1OlapPage にドロップダウンを追加しま
す。新しいボタンが、最初の２つのボタンと最初のセパレータに続く位置３に追加されます。
ここまでで不足しているコードは、ユーザーがボタンをクリックして選択する際に、C1OlapPage にビューを適用するコードで
す。これは、次のコードを使用して行います。
コード
// 事前定義されたビューを選択します
void menuView_DropDownItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
{
var nd = e.ClickedItem.Tag as System.Xml.XmlNode;
if (nd != null)
{
// XML からビュー定義をロードします
c1OlapPage1.ViewDefinition = nd.OuterXml;
// 現在のビュー名をステータスバーに表示します
c1OlapPage1.LabelStatus.Text = nd.Attributes["id"].Value;
}
}
void c1OlapPage1_Updated(object sender, EventArgs e)
{
// ユーザーが変更を行ったらレポート名をクリアします
c1OlapPage1.LabelStatus.Text = string.Empty;
}
このコードは、ノードの OuterXml プロパティを読み込むことで、XML 文字列としてレポート定義を取得し、それを
ViewDefinition プロパティに割り当てます。また、LabelStatus プロパティを使用して、C1OlapPage ステータスバーにビュー
の名前も表示します。
最後にコードは、Updated イベントを処理し、ユーザーがビューを変更するたびにステータスバーをクリアします。これは、
ビューが、アプリケーションリソースからロードされた定義済みビューに一致しなくなったことを示します。
C1OlapPage では、ほとんどのコンポーネントが公開されているため、カスタマイズが容易です。TabControl のツールスト
ツールスト
リップ
リップから、要素を追加、削除、または変更し、LabelStatus プロパティを使用してステータスメッセージを表示できます。ページ
には、C1OlapPage のほか、他の要素も追加できます。
さらにカスタマイズが必要な場合は、C1OlapPage をまったく使用せずに、下位レベルの C1OlapPanel、C1OlapGrid、およ
び C1OlapChart コントロールを使用してユーザーインタフェースを構築することもできます。C1OlapPage コントロールのソー
スコードがパッケージに含まれており、作業の開始点として使用できます。「カスタムユーザーインタフェースの作成」セクション
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の例は、この方法を示しています。

LINQ を OLAP データソースとして使用する
C1Olap は、コレクションをデータソースとして利用できます。これは、DataTable オブジェクトに限定されません。たとえば、
LINQ で使用できます。
LINQ は、データをクエリーするための使いやすく、効率が高く、柔軟性のあるモデルを提供します。これを使用すると、開発者
は、新しいストアドプロシージャを作成するなどの変更をデータベースに加えることなく、高度なクエリーをクライアントアプリ
ケーションに組み込むことができます。一方、これらのクエリーを C1Olap のデータソースとして使用すると、エンドユーザーが
データの独自のビューを作成することができるようになります。
これを示すために、新しいプロジェクトを作成し、C1OlapPage コントロールをフォームに追加します。DataSource プロパティ
をデザイナで設定して以前実行したようなストアドプロシージャを使用する代わりに、今回は LINQ クエリーを使用してデータを
ロードします。これを行うために、次のコードをフォームのコンストラクタに追加します。
コード
public Form1()
{
// デザイナ
InitializeComponent();
// すべての対象テーブルを DataSet にロードします
var ds = new DataSet();
foreach (string table in
"Products,Categories,Employees," +
"Customers,Orders,Order Details".Split(','))
{
string sql = string.Format("select * from [{0}]", table);
var da = new OleDbDataAdapter(sql, GetConnectionString());
da.Fill(ds, table);
}
// LINQ クエリーを作成し、それをデータソースとして、
// C1OlapPage コントロール用に使用します
// …
}
// 標準の nwind mdb 接続文字列を取得します
static string GetConnectionString()
{
string path =
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) +
@"\ComponentOne Samples\Common";
string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;" +
@"data source={0}\c1nwind.mdb;";
return string.Format(conn, path);
}
コードは、NorthWind データベースから複数のテーブルをロードします。コードは、C1Olap セットアップで配置される
"ComponentOne Samples" フォルダに NorthWind データベースがあることを前提としています。別の場所にデータベースが
ある場合は、それに合わせて GetConnectionString メソッドを調整する必要があります。
次に、実際の LINQ クエリーを追加します。これは長いクエリーですが、シンプルな文です。
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コード
// build LINQ クエリーを作成します
var q =
from detail in ds.Tables["Order Details"].AsEnumerable()
join product in ds.Tables["Products"].AsEnumerable()
on detail.Field<int>("ProductID")
equals product.Field<int>("ProductID")
join category in ds.Tables["Categories"].AsEnumerable()
on product.Field<int>("CategoryID")
equals category.Field<int>("CategoryID")
join order in ds.Tables["Orders"].AsEnumerable()
on detail.Field<int>("OrderID")
equals order.Field<int>("OrderID")
join customer in ds.Tables["Customers"].AsEnumerable()
on order.Field<string>("CustomerID")
equals customer.Field<string>("CustomerID")
join employee in ds.Tables["Employees"].AsEnumerable()
on order.Field<int>("EmployeeID")
equals employee.Field<int>("EmployeeID")
select new
{
Sales = (detail.Field<short>("Quantity") *
(double)detail.Field<decimal>("UnitPrice")) *
(1 - (double)detail.Field<float>("Discount")),
OrderDate = order.Field<DateTime>("OrderDate"),
Product = product.Field<string>("ProductName"),
Customer = customer.Field<string>("CompanyName"),
Country = customer.Field<string>("Country"),
Employee = employee.Field<string>("FirstName") + " " +
employee.Field<string>("LastName"),
Category = category.Field<string>("CategoryName")
};
// LINQ クエリーを C1OlapPage コントロールの DataSource として使用します
c1OlapPage1.DataSource = q.ToList();
LINQ クエリーは、２つの部分に分割されます。最初の部分は、複数の join 文を使用して、データベースからロードしたテーブ
ルを接続します。各テーブルは、既にクエリーで使用できるようになっているフィールドに主キーを結合することにより、クエ
リーに接続されます。［Order Details］テーブルから開始し、［ProductID］フィールドを使用して［Products］を結合し、次に
［CategoryID］フィールドを使用して［Categories］を結合するというように、次々に結合します。
すべてのテーブルを結合したら、select new 文を使用して、対象のフィールドを含む新しい匿名クラスを作成します。フィール
ドは、テーブル内のフィールドに直接マップするか、または計算することができます。例にある［Sales］フィールドは、数量、単
価、および値引きに基づいて計算されます。
LINQ クエリーが準備できたら、LINQ の ToList メソッドを使用して、これをリストに変換し、結果を DataSource プロパティに割
り当てます。クエリーを実行するためには、ToList メソッドが必要です。クエリーをコントロールの DataSource プロパティに割
り当てるだけで、構文エラーを取得できます。
プロジェクトを実行すると、以前にストアドプロシージャをデータソースとして使用したときと同様の外観と動作が得られます。
LINQ を使用する利点は、クエリーがアプリケーションに組み込まれる点です。LINQ は、データベース管理者の手を借りること
なく簡単に変更できます。
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大規模なデータソース
これまで説明したすべての例では、すべてのデータをメモリにロードしました。これは、簡単で便利に実行できる方法であり、多
くの場合に有効です。
しかし、データが多すぎて一度にメモリにロードできない場合があります。たとえば、行数が百万以上あるテーブルを考えてみ
ます。すべてのデータをメモリにロードできたとしても、このプロセスには長い時間がかかります。
これらのシナリオに対処するには、多くの方法があります。サーバー側でデータを集計およびキャッシュするクエリーを作成す
るか、特別な OLAP データプロバイダを作成します。どちらの場合も、C1Olap で使用可能なテーブルが作成されます。
よりシンプルな選択肢もあります。データベースには数千社の企業に関する情報が保持されており、ユーザーは一度に数社だ
けを確認したいとします。クライアント側で発生する C1Olap のフィルタ処理機能だけに依存するのではなく、作業の一部を
サーバーに任せ、ユーザーが確認する企業だけをロードします。これは実現が簡単で、サーバーに特別なソフトウェアや構成
は必要ありません。
たとえば、次の CachedDataTable クラス（このクラスは、C1Olap にインストールされた "SqlFilter" に使用されます）につい
て考えます。
コード
/// <summary>
/// <see cref="DataTable"/> クラスを拡張し、オンデマンドでデータを
/// ロードおよびキャッシュできるようにします。そのために、<see cref="Fill"/> メソッドは、
/// 一連のキーをパラメータとして受け取ります。
/// </summary>
class CachedDataTable : DataTable
{
public string ConnectionString { get; set; }
public string SqlTemplate { get; set; }
public string WhereClauseTemplate { get; set; }
Dictionary<object, bool> _values =
new Dictionary<object, bool>();
// constructor
public CachedDataTable(string sqlTemplate,
string whereClauseTemplate, string connString)
{
ConnectionString = connString;
SqlTemplate = sqlTemplate;
WhereClauseTemplate = whereClauseTemplate;
}
// まだ必要な値があれば、テーブルに追加します
public void Fill(IEnumerable filterValues, bool reset)
{
// 要求されている場合は、テーブルをリセットします
if (reset)
{
_values.Clear();
Rows.Clear();
}
// 新しい値のリストを取得します
List<object> newValues = GetNewValues(filterValues);
if (newValues.Count > 0)
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{
// SQL 文とデータアダプタを取得します
var sql = GetSqlStatement(newValues);
using (var da = new OleDbDataAdapter(sql, ConnectionString))
{
// テーブルに新しい値を追加します
int rows = da.Fill(this);
}
}
}
public void Fill(IEnumerable filterValues)
{
Fill(filterValues, false);
}
このクラスは、通常の DataTable クラスを拡張し、Fill メソッドを提供します。このメソッドは、提供された値のリストに基づい
て、テーブルを完全に再作成することも、レコードを追加することもできます。たとえば、最初はテーブルに（数千人の顧客のう
ち）２人の顧客を設定し、その後、ユーザーの要求があるときにだけ顧客を追加するという処理が考えられます。
コードは、OleDbDataAdapter を使用します。これを使用する理由は、サンプルが MDB ファイル（データソースとして）と
OleDb スタイルの接続文字列を使用するからです。このクラスを SQL Server のデータソースで使用するため
に、OleDbDataAdapter を SqlDataAdapter に置き換えます。
上記のコードには、以下に示す２つのシンプルなメソッドが実装されていませんでした。
コード
// まだ現在の値のコレクションにないフィルタ値のリストを取得し、
// それらのすべてを
// 現在の値のコレクションに追加します
List<object> GetNewValues(IEnumerable filterValues)
{
var list = new List<object>();
foreach (object value in filterValues)
{
if (!_values.ContainsKey(value))
{
list.Add(value);
_values[value] = true;
}
}
return list;
}
// テーブルに新しい値を追加する SQL 文を取得します
string GetSqlStatement(List<object> newValues)
{
return string.Format(SqlTemplate, GetWhereClause(newValues));
}
string GetWhereClause(List<object> newValues)
{
if (newValues.Count == 0 || string.IsNullOrEmpty(WhereClauseTemplate))
{
return string.Empty;
}
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// 値のリストを作成します
StringBuilder sb = new StringBuilder();
foreach (object value in newValues)
{
if (sb.Length > 0) sb.Append(", ");
if (value is string)
{
sb.AppendFormat("'{0}'", ((string)value).Replace("'", "''"));
}
else
{
sb.Append(value);
}
}
// Where 節を作成します
return string.Format(WhereClauseTemplate, sb);
}
}
GetNewValues メソッドは、ユーザーから要求済みで DataTable にはまだ存在していない値のリストを返します。これらは、
追加する必要がある値です。
GetSqlStatement メソッドは、ユーザーから要求済みでまだロードされていないレコードをロードするための WHERE 節を含
む、新しい SQL 文を作成します。このメソッドは、コンストラクタで呼び出し元が提供する文字列テンプレートを使用しているた
め、このクラスは汎用的です。
CachedDataTable の準備が整ったので、次の手順では、これを C1Olap に接続します。これによってユーザーは、データが
すべてメモリにロードされているように、データを透過的に分析することができます。
これには、メインフォームを開き、C1OlapPage コントロールを追加し、次のコードをフォームに追加します。
コード
public partial class Form1 : Form
{
List<string> _customerList;
List<string> _activeCustomerList;
const int MAX_CUSTOMERS = 12;
これらのフィールドには、データベース内のすべての顧客の完全なリスト、現在ユーザーによって選択されている顧客のリス
ト、および任意の一時点で選択可能な顧客の最大数が含まれます。ユーザーが大量のデータを一度にアプリケーションに
ロードできないように、顧客の最大数は比較的小さな値に設定します。
ユーザーが必要な顧客を選択できるように、データベース内のすべての顧客の完全なリストを取得する必要があります。この
リストは、件数は多いもののサイズは大きくありません。リストには顧客名のみが含まれ、注文や注文詳細などの関連付けら
れた詳細は含まれません。次に、顧客の完全なリストをロードするコードを示します。
コード
public Form1()
{
InitializeComponent();
// 顧客の完全なリストを取得します
_customerList = new List<string>();
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var sql = @"SELECT DISTINCT Customers.CompanyName" +
"AS [Customer] FROM Customers";
var da = new OleDbDataAdapter(sql, GetConnectionString());
var dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
foreach (DataRow dr in dt.Rows)
{
_customerList.Add((string)dr["Customer"]);
}
次に、ユーザーが検索する顧客のリストが必要です。このリストは、プロパティ設定として存続させるため、セッションをまたい
で維持されます。設定は、"Customers" と呼ばれ、"StringCollection" 型を持ちます。これを作成するには、ソリューションエク
スプローラーでプロジェクトノードを右クリックし、［プロパティ］を選択して、前回と同じように［設定］タブを選択します。

次に、新しい設定から "アクティブな" 顧客リストをロードするコードを示します。
コード
// アクティブな顧客リストを取得します
_activeCustomerList = new List<string>();
foreach (string customer in Settings.Default.Customers)
{
_activeCustomerList.Add(customer);
}
これで、CachedDataTable を作成して DataSource プロパティに割り当てる準備が整いました。
コード

30

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

OLAP for WinForms
// データを CachedDataTable に取得します
var dtSales = new CachedDataTable(
Resources.SqlTemplate,
Resources.WhereTemplate,
GetConnectionString());
dtSales.Fill(_activeCustomerList);
// データを C1OlapPage コントロールに割り当てます
_c1OlapPage.DataSource = dtSales;
// デフォルトビューを表示します
var olap = _c1OlapPage.OlapEngine;
olap.BeginUpdate();
olap.RowFields.Add("Customer");
olap.ColumnFields.Add("Category");
olap.ValueFields.Add("Sales");
olap.EndUpdate();
CachedDataTable コンストラクタは、３つのパラメータを使用します。
SqlTemplate
これは、"WHERE" 節がプレースホルダによって置き換えられる標準の SQL SELECT 文です。文はかなり長く、アプリ
ケーションリソースとして定義されます。実際の内容を確認するには、"SqlFilter" サンプルを参照してください。
WhereTemplate
これは、標準の SQL WHERE 文で、クエリーに取り込む値のリストに置き換えられるテンプレートを含みます。これは、
文字列 "WHERE Customers.CompanyName in ({0})" を含むアプリケーションリソースとしても定義されます。
ConnectionString
このパラメータは、データベースへの接続に使用する接続文字列を含みます。サンプルは、紹介済みの同じ
GetConnectionString メソッドを使用し、C1Olap にインストールされた NorthWind データベースへの参照を返しま
す。
これでデータソースの準備ができたので、これを C1Olap に接続して以下を確認する必要があります。
1. ユーザーが C1Olap フィルタ内のすべての顧客を表示できる（現在ロードされている顧客だけでなく）。
2. ユーザーがフィルタを変更すると、新しいデータがロードされ、要求された新しい顧客が表示される。
１番を実現するためには、顧客の完全なリストを C1OlapField.Values プロパティに割り当てる必要があります。このプロパティ
には、フィルタで表示される値のリストが含まれます。デフォルトでは、C1Olap により、このリストには生データから検出された
値が挿入されます。この場合、生データに含まれているのはリストの一部分だけなので、代わりに完全なバージョンを提供す
る必要があります。
２番を実現するためには、PropertyChanged イベントを監視する必要があります。このイベントは、ユーザーがフィルタを含む
任意のフィールドプロパティを変更すると発生します。このイベントが発生したら、ユーザーによって選択された顧客のリストを
取得し、そのリストをデータソースに渡します。
以下は、これを実現するコードです。
コード
// カスタムフィルタ：リスト内の顧客、現在アクティブな顧客
var field = olap.Fields["Customer"];
var filter = field.Filter;
filter.Values = _customerList;
filter.ShowValues = _activeCustomerList.ToArray();
filter.PropertyChanged += filter_PropertyChanged;
次は、フィルタが変更されたときにデータソースを更新するイベントハンドラです。
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コード
// 選択された顧客のリストが変更されたら、データベースを再クエリーします
void filter_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
{
// 親フィルタへの参照を取得します
var filter = sender as C1.Olap.C1OlapFilter;
// フィルタが受け入れた値のリストを取得します
_activeCustomerList.Clear();
foreach (string customer in _customerList)
{
if (filter.Apply(customer))
{
_activeCustomerList.Add(customer);
}
}
// 値が選択されなかった場合はスキップします
if (_activeCustomerList.Count == 0)
{
MessageBox.Show(
"No customers selected, change will not be applied.",
"No Customers");
return;
}
// 必要に応じてリストを削除します
if (_activeCustomerList.Count > MAX_CUSTOMERS)
{
MessageBox.Show(
"Too many customers selected, list will be trimmed.",
"Too Many Customers");
_activeCustomerList.RemoveRange(MAX_CUSTOMERS,
_activeCustomerList.Count - MAX_CUSTOMERS);
}
// 新しいデータを取得します
var dt = _c1OlapPage.DataSource as CachedDataTable;
dt.Fill(_activeCustomerList);
}
コードでは、まず、フィールドの Filter を取得してから、フィルタの Apply メソッドを呼び出し、ユーザーが選択した顧客のリス
トを作成します。範囲チェックの後、不足しているデータを取得する CachedDataTable にリストが渡されます。新しいデータが
ロードされると、C1OlapPage は通知を受け、自動的にビューを更新します。
アプリケーションを実行する前に、考慮する最後の項目が１つ存在します。フィールドの Filter プロパティは、このフィールドが
ビューで "アクティブ" である場合に、C1OlapEngine によって考慮されます。"アクティブ" とは、フィールドが
RowFields、ColumnFields、ValueFields、または FilterFields コレクションのメンバであることを意味します。この場合、
［Customers］フィールドは特殊なフィルタが設定され、常にアクティブである必要があります。このためには、エンジンの
Updating イベントを処理して、［Customers］フィールドを常にアクティブにします。
次は、［Customers］フィールドを常にアクティブにするコードです。
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コード
public Form1()
{
InitializeComponent();
// ** ここは変更しません **
// ［Customer］フィールドが常にビュー内にあるかどうかを確認します
// (このフィールドは、少なくともフィルタとしては必ず使用されるため、この確認が必要です)
_c1OlapPage.Updating += _c1OlapPage_Updating;
}
// ［Customer］フィールドが常にビュー内にあるかどうかを確認します
// (このフィールドは、少なくともフィルタとしては必ず使用されるため、この確認が必要です)
void _c1OlapPage_Updating(object sender, EventArgs e)
{
var olap = _c1OlapPage.OlapEngine;
var field = olap.Fields["Customer"];
if (!field.IsActive)
{
olap.FilterFields.Add(field);
}
}
ここでアプリケーションを実行すると、"Customers" 設定に含まれる顧客のみがビューに含まれていることがわかります。

これは、前に表示された画面に似ています。違いとして、今回はサーバー上でフィルタ処理を実行しています。ほとんどの顧客
のデータは、アプリケーションにロードされたことさえありません。
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他の顧客を参照するには、［Customer］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定］を選択します。次に、以下に示すように、
特定の顧客を選択するか、条件を定義してフィルタを編集します。

［OK］］をクリックすると、アプリケーションによって変更が検出され、CachingDataTable オブジェクトから追加データが要求さ
れます。新しいデータがロードされると、C1Olap によって変更が検出され、OLAP テーブルが自動的に更新されます。
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カスタムユーザーインタフェースの作成
前のセクションのすべての例で使用した C1OlapPage コントロールは、すべての必要な UI を含み、コードをほとんどまたは
まったく必要としません。このセクションで作成する OLAP アプリケーションでは、C1OlapPage を使用しません。代わり
に、C1OlapGrid、C1OlapChart、およびいくつかの標準 .NET コントロールを使用して、完全なカスタム UI を作成します。
このアプリケーションの完全なソースコードは、C1Olap でインストールされる "CustomUI" のサンプルに含まれています。
次の図は、アプリケーションをデザインビュー内に示しています。

パネルがフォームの上端にドッキングされており、アプリケーションのタイトルを示しています。垂直方向のツールストリップコン
トロールがフォームの右側にドッキングされており、３つのボタンのグループを備えています。上端のグループでは、定義済み
の３つのビュー、営業担当者別、製品別、国別の売上高から１つを選択できます。次のグループでは、データに対して製品価
格に基づいてフィルタ（高価、中程度、安価）を適用できます。最後のボタンは、レポート作成機能を備えています。
フォームの残りの領域のうち、左側には C1OlapGrid、右側には C1OlapChart を示す分割コンテナが存在します。これらは、
現在選択されているビューを表示するコントロールです。
フォームは、レポートの生成に使用する C1OlapPrintDocument コンポーネントも含みます。このコンポーネントは、フォーム
の下のトレイ領域だけに表示され、上の図には表示されません。C1OlapPrintDocument は、設計時に設定されたその
OlapGrid プロパティと OlapChart プロパティにより、ページ上の OLAP コントロールに接続されます。
さらに、フォームには C1OlapPanel コントロールがあります。これは、Visible プロパティが false に設定されているため、ユー
ザーはコントロールを見ることができません。この不可視のコントロールは、グリッドとチャートのデータソースとして使用され、
また、データのフィルタ処理と要約を処理します。グリッドとグラフの両方で、その DataSource プロパティが C1OlapPanel に
設定されています。
すべてのコントロールが揃ったら、それらをすべて結合するコードを追加して、アプリケーションを動作させます。
最初に、データを取得し、C1OlapPanel に割り当てます。
コード
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private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// データを読み込みます
var da = new OleDbDataAdapter("select * from Invoices",
GetConnectionString());
var dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
// アプリケーションを動作させる C1OlapPanel にデータを割り当てます
this.c1OlapPanel1.DataSource = dt;
// どの製品も SalesPerson ビューで開始します
_btnSalesperson.PerformClick();
_btnAllPrices.PerformClick();
}
コードは、DataAdapter を使用して NorthWind データベースからデータを取得し、結果の DataTable を
C1OlapPanel.DataSource プロパティに割り当てます。次にコードは、PerformClick メソッドを使用して、２つのボタンのクリッ
クをシミュレーションし、現在のビューとフィルタを初期化します。
現在のビューを選択するボタンのイベントハンドラは、次のようになります。
コード
void _btnSalesperson_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
BuildView("Salesperson");
}
void _btnProduct_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
BuildView("ProductName");
}
void _btnCountry_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
BuildView("Country");
}
すべてのハンドラは、下記に示す BuildView ヘルパーメソッドを使用します。
コード
// ボタンがクリックされた後にビューをリビルドします
void BuildView(string fieldName)
{
// olap エンジンを取得します
var olap = c1OlapPanel1.OlapEngine;
// 完了するまで更新を停止します
olap.BeginUpdate();
// 注文日付の書式を設定して、年別にグループ化します

36

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

OLAP for WinForms
var f = olap.Fields["OrderDate"];
f.Format = "yyyy";
// すべてのフィールドをクリアします
olap.RowFields.Clear();
olap.ColumnFields.Clear();
olap.ValueFields.Clear();
// ビューを構築します
olap.ColumnFields.Add("OrderDate");
olap.RowFields.Add(fieldName);
olap.ValueFields.Add("ExtendedPrice");
// 更新を復元します
olap.EndUpdate();
}
BuildView メソッドは、C1OlapPanel によって提供される C1OlapEngine オブジェクトへの参照を取得し、直ちに
BeginUpdate メソッドを呼び出して、新しいビューが完全に定義されるまで更新を停止します。これは、パフォーマンスの向上
のために実行されます。
次に、コードで［OrderDate］フィールドの書式を "yyyy" に設定して売上高を年ごとにグループ化し、エンジンの
RowFields、ColumnFields、および ValueFields コレクションをクリアし、さらに表示するフィールドを追加することによって
ビューを再構築します。呼び出し元によって渡される "fieldName" パラメータには、この例のビューの間で変化するフィールド
の名前のみが含まれます。
これがすべて完了すると、コードが EndUpdate を呼び出して、C1OlapPanel が出力テーブルを更新します。
アプリケーションを実行する前に、フィルタ処理を実装するコードを見ておきましょう。イベントハンドラは次のようになります。
コード
void _btnExpensive_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
SetPriceFilter("Expensive Products (price > $50)", 50, double.MaxValue);
}
void _btnModerate_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
SetPriceFilter("Moderately Priced Products ($20 < price < $50)", 20, 50);
}
void _btnInexpensive_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
SetPriceFilter("Inexpensive Products (price < $20)", 0, 20);
}
void _btnAllProducts_Click(object sender, EventArgs e)
{
CheckButton(sender);
SetPriceFilter("All Products", 0, double.MaxValue);
}
すべてのハンドラは、下記に示す SetPriceFilter ヘルパーメソッドを使用します。
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コード
// フィルタを製品価格に適用します
void SetPriceFilter(string footerText, double min, double max)
{
// olap エンジンを取得します
var olap = c1OlapPanel1.OlapEngine;
// 完了するまで更新を停止します
olap.BeginUpdate();
// ビュー内の単価フィールドがアクティブであることを確認します
var field = olap.Fields["UnitPrice"];
olap.FilterFields.Add(field);
// 条件が適用されるフィルタをカスタマイズします
var filter = field.Filter;
filter.Clear();
filter.Condition1.Operator =
C1.Olap.ConditionOperator.GreaterThanOrEqualTo;
filter.Condition1.Parameter = min;
filter.Condition2.Operator =
C1.Olap.ConditionOperator.LessThanOrEqualTo;
filter.Condition2.Parameter = max;
// 更新を復元します
olap.EndUpdate();
// レポートのフッターを設定します
c1OlapPrintDocument1.FooterText = footerText;
}
前のように、コードが C1OlapEngine に対する参照を取得して、直ちに BeginUpdate を呼び出します。
次に、データのフィルタ処理に使用される［UnitPrice］フィールドに対する参照を取得します。［UnitPrice］フィールドがエンジン
の FilterFields コレクションに追加され、フィルタが現在のビューに適用されます。
この細部の処理は重要です。フィールドがどのビューコレクション（RowFields、ValueFields、FilterFields）にも含まれない場
合、そのフィールドがビューに含まれることはなくなり、また、その Filter プロパティによる一切の影響を受けなくなります。
コードは、ビューに含まれる必要のある値の範囲を指定する２つの条件を設定することにより、［UnitPrice］フィールドの Filter
プロパティの設定に進みます。範囲は、"min" パラメータと "max" パラメータによって定義されます。条件を使用する代わり
に、包める値のリストを提供することもできます。通常、数値を扱う場合には条件の方が便利であり、文字列値や列挙ではリス
トの方が便利です。
最後にコードは、EndUpdate を呼び出し、C1OlapPrintDocument の FooterText プロパティを設定します。これにより、フッ
ターが任意のレポートで自動的に表示されるようになります。
上記のメソッドは、以下に示す CheckButton と呼ぶ別のヘルパーを使用します。
コード
// どのボタンが押されたかを示します
void CheckButton(object pressedButton)
{
var btn = pressedButton as ToolStripButton;
btn.Checked = true;
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var items = btn.Owner.Items;
var index = items.IndexOf(btn);
for (int i = index + 1; i < items.Count; i++)
{
if (!(items[i] is ToolStripButton)) break;
((ToolStripButton)items[i]).Checked = false;
}
for (int i = index - 1; i > 0 && !(items[i] is ToolStripSeparator); i--)
{
if (!(items[i] is ToolStripButton)) break;
((ToolStripButton)items[i]).Checked = false;
}
}
このメソッドにより、ツールストリップのボタンがラジオボタンのように動作します。ボタンの１つをオンにすると、同じグループの
他のすべてのボタンがオフになります。
これで、アプリケーションを使用する準備がほぼ整いました。ここで次のように実行して、アプリケーションのさまざまなビュー
やフィルタ処理機能をテストできます。

このビューでは、すべての製品の売上高が年別および国別にグループ化して表示されます。300,000 ドル弱の値がチャートに
どのように表示されているか注目してください。
［$$$ 高額］ボタンをクリックすると、フィルタが適用されて、直ちにビューが変化します。今度は、80,000 ドル弱の値がチャート
にどのように表示されているか注目してください。高額の値が売上高の３分の１を占めています。
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アプリケーションを構成するコードのうち最後に残っているのは、レポート作成です。ユーザーは、あらかじめ OlapGrid から
データをコピーしておき、それを Excel に貼り付け、結果を印刷または保存することができます。これをもっと簡単に行うため
に、アプリケーション内から直接 PDF ファイルを印刷または作成できるようにします。
これを行うには、クリックを処理するためのコードを［レポート］ボタンに追加します。このコードは非常にシンプルです。
void _btnReport_Click(object sender, EventArgs e)
{
using (var dlg = new C1.Win.Olap.C1OlapPrintPreviewDialog())
{
dlg.Document = c1OlapPrintDocument1;
dlg.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
dlg.Bounds = this.Bounds;
dlg.ShowDialog(this);
}
}
.NET で印刷を実行したことがある場合、これは見慣れたコードです。これは、最初に C1OlapPrintPreviewDialog のインス
タンス化を行います。標準の PrintPreviewDialog に似たクラスですが、PDF へのエクスポート機能などの拡張機能をいくつ
か備えています。
コードでは、ダイアログボックスの Document プロパティを設定し、その位置を初期化し、ダイアログボックスを表示します。ア
プリケーションを実行し、［レポート］ボタンをクリックすると、次のような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から、ユーザーは、ページレイアウトを変更したり、ドキュメントを PDF に印刷またはエクスポートしたり
できます。

コードによるフィールドの設定
OLAP アプリケーションの主な長所の１つは、対話式操作です。ユーザーは、ビューを簡単に作成および変更して、直ちにその
結果を確認できる必要があります。C1Olap は、Excel 形式のユーザーインタフェースと、ユーザーフレンドリで簡潔なダイアロ
グによってこれを可能にしています。
ただし、場合によっては、コードを使用してビューを構成したいことがあります。C1Olap は、その簡潔でありながら強力なオブ
ジェクトモデル、特に Field クラスと Filter クラスによってこれを可能にしています。
次の例では、C1Olap を使用してビューをどのように作成および構成できるかを示します。
まず、新しい WinForms アプリケーションを作成し、C1OlapPage コントロールをフォームに追加します。
コードビューに切り替え、データをロードする次のコードを追加し、それを C1OlapPage コントロールに割り当てます。
コード
public Form1()
{
InitializeComponent();
// データを取得します
var da = new OleDbDataAdapter("select * from invoices",
GetConnectionString());
var dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
// OLAP ページに連結します
this.c1OlapPage1.DataSource = dt;
// 初期ビューを構築します
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var olap = this.c1OlapPage1.OlapEngine;
olap.ValueFields.Add("ExtendedPrice");
olap.RowFields.Add("ProductName", "OrderDate");
}
static string GetConnectionString()
{
string path = Environment.GetFolderPath(
Environment.SpecialFolder.Personal) +
@"\ComponentOne Samples\Common";
string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source={0}\c1nwind.mdb;";
return string.Format(conn, path);
}
このコードは、NorthWind データベース（C1Olap でインストール済み）から "Invoices" ビューをロードし、データを
C1OlapPage コントロールに連結し、初期ビューを作成して、"ExtendedPrice" 値の合計を製品別および注文日別に表示しま
す。これは、上の例と似ています。
サンプルを実行すると、すべての製品や日付などを含む OLAP ビューが表示されます。
次に、C1Olap オブジェクトモデルを使用して、注文日付と合計価格の表示に使用する書式を変更します。
コード
public Form1()
{
InitializeComponent();
// データを取得します
// 変更しません…
// OLAP ページに連結します
// 変更しません…
// 初期ビューを構築します
// 変更しません…
// 注文日付の書式を設定します
var field = olap.Fields["OrderDate"];
field.Format = "yyyy";
// 合計価格の書式を設定し、小計の型を変更します
// （合計ではなく）平均合計価格を表示します
field = olap.Fields["ExtendedPrice"];
field.Format = "c";
field.Subtotal = C1.Olap.Subtotal.Average;
}
このコードは、データソースで指定されたすべてのフィールドを含む Fields コレクションから個々のフィールドを取得します。次
に、目的の値を Format プロパティと Subtotal プロパティに割り当てます。Format は通常の .NET 書式文字列であ
り、Subtotal は OLAP ビューで表示するために値を集計する方法を決定します。デフォルトでは値が追加されますが、平均、
最大、最小、標準偏差、分散など、その他のさまざまな集計値を使用できます。
ここで、データのサブセット、たとえばいくつかの製品と１年という期間だけに注目すると想定します。それらのフィールドを右ク
リックして、フィルタを適用します。次に示すように、まったく同じことをコードで実行できます。
コード
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public Form1()
{
InitializeComponent();
// データを取得します
// 変更しません…
// OLAP ページに連結します
// 変更しません…
// ビューを構築します
// 変更しません…
// 注文日付と合計価格の書式を設定します
// 変更しません…
// 値フィルタを適用して、少数の製品だけを表示します
C1.Olap.C1OlapFilter filter = olap.Fields["ProductName"].Filter;
filter.Clear();
filter.ShowValues = "Chai,Chang,Geitost,Ikura".Split(',');
// 条件フィルタを適用して、いくつかの日付だけを表示します
filter = olap.Fields["OrderDate"].Filter;
filter.Clear();
filter.Condition1.Operator =
C1.Olap.ConditionOperator.GreaterThanOrEqualTo;
filter.Condition1.Parameter = new DateTime(1996, 1, 1);
filter.Condition2.Operator =
C1.Olap.ConditionOperator.LessThanOrEqualTo;
filter.Condition2.Parameter = new DateTime(1996, 12, 31);
filter.AndConditions = true;
}
コードでは、最初に、［ProductName］フィールドに関連付けられた C1OlapFilter オブジェクトを取得します。次に、フィルタを
クリアして、その ShowValues プロパティを設定します。このプロパティは、フィルタで表示される値の配列を取りま
す。C1Olap では、これを "値フィルタ" と呼びます。
次に、コードは、［OrderDate］フィールドに関連付けられたフィルタを取得します。ここでは、特定の年度の値を表示します。た
だし、対象年度のすべての日を列挙するわけではありません。代わりに、２つの条件によって定義される「条件フィルタ」を使
用します。
最初の条件は、［OrderDate］が 1996 年１月１日以降でなければならないことを指定します。２番目の条件は、［OrderDate］
が 1996 年 12 月 31 日以前でなければならないことを指定します。AndConditions プロパティは、最初の条件と２番目の条
件を適用する方法（AND 演算または OR 演算）を指定します。この場合、両方の条件が true になることが求められているの
で、AndConditions に True を設定します。
もう一度プロジェクトを実行すると、次のように表示されます。
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設計時サポート
以下のセクションでは、OLAP for WinForms 設計時環境を使用して、コントロールを設定する方法について説明します。

OLAP for WinForms スマートタグ
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］
［タスク］メニュー（ ）を表しま
す。C1OlapPage コントロール、C1OlapChart コントロール、および C1OlapGrid コントロールは、設計時にスマートタグと［タ
［タ
スク］
スク］メニューを利用できるため、簡単にプロパティにアクセスできます。

C1OlapPanel スマートタグ
C1OlapPanel コントロールは、Visual Studio でスマートタグ（ ）を使用できます。スマートタグは、C1OlapPanel 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タスクメニューです。C1OlapPanel スマートタグと ［タスク］
［タスク］メニューが表示され
るのは、コントロールがデータソースに連結されている場合だけです。
［C1OlapPanel のタスク］
のタスク］メニューにアクセスするには、C1OlapPanel コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリックしま
す。

［C1OlapPanel のタスク］
のタスク］メニューの機能は次のとおりです。
合計行を表示する
［合計行を表示する］
［合計行を表示する］チェックボックスをオンにすると、列のすべてのデータを合計した行がグリッドの下端に追加されま
す。
合計列を表示する
［合計列を表示する］
［合計列を表示する］チェックボックスをオンにすると、行のすべてのデータを合計した列がグリッドの右端の列の右側
に追加されます。
ゼロを表示する
［ゼロを表示する］
［ゼロを表示する］チェックボックスをオンにすると、グリッドにゼロを含むすべてのセルが表示されます。
データソースの選択
［データソースの選択］
［データソースの選択］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、使用可能なデータソースのリストが開き、新しい
データソースを追加できます。新しいデータソースをプロジェクトに追加するには、［プロジェクト
［プロジェクト データ ソースの追
加］
加］をクリックして、データソース設定ウィザード
データソース設定ウィザードを開きます。
C1OlapPanel のバージョン情報
［C1OlapPanel のバージョン情報］
のバージョン情報］をクリックすると、［［OLAP for WinForms のバージョン情報］
のバージョン情報］ダイアログボックスに
製品と他のリソースのバージョン番号が表示されます。

C1OlapPage スマートタグ
C1OlapPage コントロールは、Visual Studio でスマートタグ（ ）を使用できます。スマートタグは、C1OlapPage 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タスクメニューです。
［C1OlapPage のタスク］
のタスク］メニューにアクセスするには、C1OlapPage コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリックしま
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す。

［C1OlapPage のタスク］メニューの機能は次のとおりです。
合計行を表示する
［合計行を表示する］
［合計行を表示する］チェックボックスをオンにすると、列のすべてのデータを合計した行がグリッドの下端に追加されま
す。
合計列を表示する
［合計列を表示する］
［合計列を表示する］チェックボックスをオンにすると、行のすべてのデータを合計した列がグリッドの右端の列の右側
に追加されます。
ゼロを表示する
［ゼロを表示する］
［ゼロを表示する］チェックボックスをオンにすると、グリッドにゼロを含むすべてのセルが表示されます。
右クリックで詳細を表示する
［右クリックで詳細を表示する］チェックボックスをオンにすると、ユーザーがグリッドのセルを右クリックしたときに詳細
ビューが表示されます。
選択範囲の状態を表示する
［選択範囲の状態を表示する］
［選択範囲の状態を表示する］チェックボックスをオンにすると、コントロールの下端にあるステータスバーに、グリッドで
選択された値の合計が表示されます。これは、ShowSelectionStatus プロパティを True に設定することに対応します。
チャートタイプ
［チャートタイプ］
［チャートタイプ］の横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、チャートタイプを選択できます。オプションは、横棒グ
ラフ、縦棒グラフ、面グラフ、折れ線グラフ、および散布図です。
パレット
［パレット］
［パレット］の横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、チャートおよび凡例項目の色を定義した 22 個のパレットオ
プションからオプションを選択でき、さらに、カスタムパレットを作成することや、現在のパレットをカスタムパレットにコ
ピーすることもできます。
凡例を表示する
［凡例を表示する］
［凡例を表示する］の横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、凡例を常に表示するか、まったく表示しないか、自
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動的に表示するかを選択できます。
タイトルを表示する
［タイトルを表示する］
［タイトルを表示する］チェックボックスをオンにすると、チャートの上にタイトルが配置されます。
枠線を表示する
［枠線を表示する］
［枠線を表示する］チェックボックスをオンにすると、チャートに枠線が設定されます。
積み上げ
［積み上げ］
［積み上げ］チェックボックスをオンにすると、データを積み重ねたチャートビューが作成されます。
生データの表示
［生データの表示］
［生データの表示］チェックボックスをオンにすると、データソースの生データを含む生データテーブルがビューに追加さ
れます。
データソースの選択
［データソースの選択］
［データソースの選択］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、使用可能なデータソースのリストが開き、新しい
データソースを追加できます。新しいデータソースをプロジェクトに追加するには、［プロジェクト
［プロジェクト データ ソースの追
加］
加］をクリックして、データソース設定ウィザード
データソース設定ウィザードを開きます。
C1OlapPage のバージョン情報
［C1OlapPage のバージョン情報］
のバージョン情報］をクリックすると、［OLAP for WinForms のバージョン情報］ダイアログボックスに製
品と他のリソースのバージョン番号が表示されます。
親コンテナでドッキングを解除する
［親コンテナでドッキングを解除する］
［親コンテナでドッキングを解除する］をクリックすると、Dock プロパティが None に設定され、コントロールのすべての
境界線はコンテナから連結が解除されます。メニューオプションが［親コンテナにドッキングする］
［親コンテナにドッキングする］に変わります。これを
クリックすると、Dock プロパティが Fill に設定され、コントロールがコンテナに連結されます。

C1OlapChart スマートタグ
C1OlapChart コントロールは、Visual Studio でスマートタグ（ ）を使用できます。スマートタグは、C1OlapChart 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タスクメニューです。
［C1OlapChart のタスク］
のタスク］メニューにアクセスするには、C1OlapChart コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリックしま
す。
［C1OlapChart のタスク］
のタスク］メニューの機能は次のとおりです。
データソースの選択
［データソースの選択］
［データソースの選択］の横にあるドロップダウンリストをクリックすると、C1OlapPanel を選択してチャートを連結でき
ます。
C1OlapChart のバージョン情報
［C1OlapChart のバージョン情報］
のバージョン情報］をクリックすると、［［C1Chart のバージョン情報］
のバージョン情報］ダイアログボックスが表示されま
す。ここに、C1Chart のバージョン番号やオンラインリソースが表示されます。
親コンテナにドッキングする
［親コンテナにドッキングする］
［親コンテナにドッキングする］をクリックすると、Dock プロパティが Fill に設定され、コントロールがコンテナに連結さ
れます。メニューオプションが［親コンテナでドッキングを解除する］
［親コンテナでドッキングを解除する］に変わります。これをクリックすると、Dock プロパ
ティが None に設定され、コントロールのすべての境界線はコンテナから連結が解除されます。
［C1OlapChart のタスク］
のタスク］メニュー項目の詳細については、2D Chart for WinForms のマニュアルを参照してください。

C1OlapGrid スマートタグ
C1OlapGrid コントロールは、Visual Studio でスマートタグ（ ）を使用できます。スマートタグは、C1OlapGrid 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タスクメニューです。
［C1OlapGrid のタスク］
のタスク］メニューにアクセスするには、C1OlapGrid コントロールの右上隅にあるスマートタグをクリックしま
す。
［C1OlapGrid のタスク］
のタスク］メニューの機能は次のとおりです。
データソースの選択
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［データソースの選択］
［データソースの選択］の横にあるドロップダウンリストをクリックすると、C1OlapPanel を選択してグリッドを連結できま
す。
C1OlapGrid のバージョン情報
［C1OlapGrid のバージョン情報］
のバージョン情報］をクリックすると、［［OLAP for WinForms のバージョン情報］
のバージョン情報］ダイアログボックスに製
品のバージョン番号が表示されます。
親コンテナにドッキングする
［親コンテナにドッキングする］
［親コンテナにドッキングする］をクリックすると、C1OlapGrid の Dock プロパティが Fill に設定されま
す。C1OlapGrid が親コンテナにドッキングされている場合は、親コンテナから C1OlapGrid をドッキング解除するオプ
ションを使用できるようになります。［親コンテナでドッキングを解除する］
［親コンテナでドッキングを解除する］をクリックすると、C1OlapGrid の Dock プロ
パティが None に設定されます。
［C1OlapGrid のタスク］
のタスク］メニュー項目の詳細については、FlexGrid for WinForms のマニュアルを参照してください。
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C1OlapPage ツールストリップの使い方
C1OlapPage コントロールには、.xml ファイルとしての C1OlapPage のロードまたは保存、グリッドまたはチャートでのデータ
の保存、または、レポートの設定および印刷に使用できるツールストリップがあります。次のテーブルでは、ツールストリップ内
のボタンについて説明します。
ボタン

説明

ロード

以前に保存した C1Olap ビュー定義ファイル（*.olapx）を C1OlapPage にロードできます。

保存

C1Olap ビュー定義ファイル（*.olapx）を保存できます。

エクス
ポート

C1OlapGrid をさまざまな形式（.xlsx、.xls、.csv、.txt など）にエクスポートできます。

元に戻
す

［元に戻す］
［元に戻す］ボタンをクリックすると、C1OlapPage で最後に実行されたアクションが取り消されま
す。

やり直し

［やり直し］
［やり直し］ボタンをクリックすると、［元に戻す］
［元に戻す］ボタンを使用して取り消された最後のアクション
が実行されます。

グリッド

C1OlapGrid に表示する列および行を選択できます。

グラフ

データの表示に使用するチャートをカスタマイズできます。チャートタイプ、パレットまたはテー
マ、タイトルを表示するかどうか、チャートを積み重ねるかどうか、およびグリッド線を表示するか
どうかを決定できます。

レポート

レポートの各ページのヘッダーまたはフッターの指定、レポート、OLAP グリッド、チャート、また
は生データグリッドに何を含めるかの決定、ページレイアウト（方向、用紙サイズ、マージンなど）
の指定、印刷前のレポートのプレビュー、レポートの印刷を行うことができます。

［グリッド］メニューの使用
［グリッド］
［グリッド］メニューには、３つのオプションがあります。
合計行

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

合計列

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

ゼロを表示
する

オンにすると、グリッド内のゼロを含むセルが表示さ
れます。

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

［チャート］メニューの使用
［チャート］
［チャート］メニューからは、チャートタイプ、パレット、チャートの上にチャートタイトルを表示するかどうか、積層グラフを表示するかどうか、チャートのグリッド線を表示するかどうか、および
合計だけを表示するかどうかを決定できます。
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チャートタイプ

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

パレット

［パレット］
［パレット］をクリックし、22 のパレットオプションの中から選択して、チャートおよび凡例項目の色を定義します。以下の「パレット
パレット」トピックのオプション
を参照してください。

タイトルを表示する

選択すると、チャートの上にタイトルが表示されます。

積み上げ

選択すると、データが積み重ねられたチャートビューが作成されます。

枠線を表示する

選択すると、チャートにグリッド線が表示されます。

合計のみ

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

チャートタイプ
OLAP for WinForms には、最も一般的な５つのチャートタイプが用意されています。次の表は、タイプごとの例を示します。
横棒グラフ

縦棒グラフ

面グラフ
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折れ線グラフ

散布図

パレット
C1OlapChart パレットは、チャートおよび凡例項目の色を定義する 22 のオプションで構成されます。次の表に、各パレットオプションの色を示します。
Standard（標準）
（標準）

Office（（Office））

GrayScale

Apex（ひらめき）
（ひらめき）

Aspect（シック）
（シック）

Civic（クール）
（クール）
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Concourse（ビジネス）
（ビジネス）

Equity（ジャパネスク）
（ジャパネスク）

Flow（リゾート）
（リゾート）

Foundry（エコロジー）
（エコロジー）

Median（デザート）
（デザート）

Metro

Module（モジュール）
（モジュール）

Opulent（キュート）
（キュート）

Oriel（スパイス）
（スパイス）

Origin（アース）
（アース）

Paper（ペーパー）
（ペーパー）

Solstice（フレッシュ）
（フレッシュ）
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Technic（テクノロジー）
（テクノロジー）

Trek（トラベル）
（トラベル）

Urban（アーバン）
（アーバン）

Verve（ネオン）
（ネオン）

［印刷］メニューの使用
［印刷］
［印刷］メニューからは、レポートのプレビューまたは印刷、レポートのページの設定、ヘッダーまたはフッター（あるいはその両
方）の追加、レポートに表示する項目の指定を行うことができます。

印刷プレビュー
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印刷

［印刷］
［印刷］をクリックして、C1OlapGrid、C1OlapChart、またはその両方を印刷します。

オプション

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

ドキュメントオプション
［ページ］タブ
［ページ］
［ページ］タブで、印刷の向き、用紙サイズ、および余白を指定できます。

［ヘッダー
［ヘッダー/フッター］タブ
フッター］タブ
［ヘッダー
［ヘッダー/フッター］
フッター］タブでは、レポートの各ページにヘッダーまたはフッター（あるいはその両方）を追加できます。
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ツールバーのボタンの１つをクリックして、フィールドをヘッダーまたはフッターに挿入します。
ボタン

フィールド

プリセット

ヘッダーまたはフッターに挿入するフィールドのグループが含まれている３つの定義済
みオプションから選択します。

ページ番号

&[Page]

現在の日付

&[Date]

現在の時刻

&[Time]

ドキュメント名

$[DocName]

ビューの説明

&[ViewTitle]

作成者名

&[UserName]

［区切り］
［区切り］ボックスをオンにすると、ヘッダーの下またはフッターの上に分割線が表示されます。フォント、スタイル、サイズ、また
はエフェクトを変更するには、［フォント］
［フォント］ボタンをクリックします。

［印刷内容］タブ
［印刷内容］
［印刷内容］タブでは、レポートに OLAP グリッド、OLAP グラフ、または生データグリッドを含めるかどうかを決定します。項目
を必要に応じて増減することも、グリッドの最後の列を拡張することもできます。
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OLAP キューブ
キューブは、論理的に編成された多次元データセットです。OLAP キューブは、多次元のデータ解析を迅速に実行できるデー
タ構造です。
Olap for Winforms のキューブサポートを利用すると、関連する重要な情報だけが分析の対象になるように、キューブをスラ
イスアンドダイスして情報を抽出できます。Microsoft SQL Server Analysis Services（（SSAS））などの OLAP データソースまた
はオンラインキューブに接続するか、実行時にローカルキューブに接続することができます。C1Olap は、Analysis Services
と SQL Server 2008、2012、および 2014 と共に機能します。

Microsoft SQL Server Analysis Services（（SSAS）の設定
）の設定
このヘルプガイドでは、キューブの分析に Adventure Works データベース
データベースを使用します。キューブデータを分析するには、
SSAS を設定する必要があります。データベースを設定する手順は、次のとおりです。
1. フルバージョンの SQL Server をインストールします。
2. インストールされている SQL Server のバージョンと互換性がある Adventure Works データベースをダウンロードしま
す。データベースは http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases から選択できます。
3. SQL Server に Adventure Works データベースをインストールします。

キューブへの接続
ConnectCube メソッドを使用して、データベース内のキューブに接続します。このメソッドは、２つのパラメータとして、キューブ
の名前とインストールされている SSAS への接続文字列を受け取ります。接続文字列では、Data Source（サーバー名）と
Initial Catalog（データベース名）を指定する必要があります。OLAP に対して複数の Microsoft OLE DB プロバイダがイン
ストールされている場合は、Provider のバージョンも指定する必要があります。たとえば、Provider が MSOLAP に設定され
ている場合は、システムにインストールされている最新バージョンの OLE DB for OLAP が使用されます。
次のコードで、キューブへの接続例を具体的に説明します。

VisualBasic
コードを実行する前、接続文字列内にデータソースおよび初期カタログを変更してください。
'ビューの作成を準備します
Dim connectionString As String = "Data Source=ServerAddress; Provider=msolap;
Initial Catalog=DatabaseName"
Dim cubeName As String = "Adventure Works"
Try
c1OlapPage1.OlapPanel.ConnectCube(Adventure Works, connectionString)
' チE�Eタを表示しまぁE/p>
Dim olap = c1OlapPage1.OlapEngine
olap.BeginUpdate()
olap.ColumnFields.Add("Color")
olap.RowFields.Add("Category")
olap.ValueFields.Add("Order Count")
olap.EndUpdate()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
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C#
コードを実行する前、接続文字列内にデータソースおよび初期カタログを変更してください。
// ビューの作成を準備します
string connectionString = @"Data Source=ServerAddress; Provider=msolap; Initial
Catalog=DatabaseName";
string cubeName = "Adventure Works";
try
{
c1OlapPage1.OlapPanel.ConnectCube(Adventure Works, connectionString);
// チE�Eタを表示しまぁE/p>
var olap = c1OlapPage1.OlapEngine;
olap.BeginUpdate();
olap.ColumnFields.Add("Color");
olap.RowFields.Add("Category");
olap.ValueFields.Add("Order Count");
olap.EndUpdate();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
C1Olap では、ローカルキューブファイル（.cub）にも接続できます。リモートキューブに接続する場合と同じ方法で、ローカル
キューブファイルをロードすることができます。
次のコードは、Data フォルダにあるローカルキューブファイル LocalCube をロードする例を示します。

VisualBasic
Dim connectionString As String = "Data Source=" +
System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\Data\LocalCube.cub;Provider=msolap"
Dim cubeName As String = "LocalCube"
C1OlapPage1.OlapPanel.ConnectCube(cubeName, connectionString)

C#
string connectionString = @"Data Source="+
System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +
@"\Data\LocalCube.cub;Provider=msolap";
string cubeName = "LocalCube";
c1OlapPage1.OlapPanel.ConnectCube(cubeName, connectionString);

キューブデータの使用
キューブデータは、メジャー
メジャー、ディメンション
ディメンション、および KPI（Key Performance Indicator：業績評価指標）で構成されています。
ディメンション
ディメンションはキューブを分類し、メジャー
メジャーはディメンションの値です。次の図に示すキューブ Adventure Works は、ディメン
ション Geography およびメジャー Internet Sales で構成されています。
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ユーザーは、実行時に、通常のデータセットとほぼ同様に、キューブデータからレポートを構築できます。主な違いとして、
キューブデータセットは、C1OlapPanel コントロールではツリーによって表されます。各ノードは、次元エンティティまたはメ
ジャーのオブジェクトを表します。さらに、ディメンションは、階層
階層、レベル
レベル、および属性
属性で構成されています。
階層
階層：キューブのディメンションが構造化されるレベルを体系化します。
レベル
レベル：階層内の位置を記述します。
属性
属性：対応するデータに関する追加情報を提供します。
KPI はキューブ内のメジャーを評価して、パフォーマンスや達成度に関するさまざまな視点を提供します。上のキューブデータ
には、Customer Perspective と Financial Perspective の２つの KPI があります。
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タスク別ヘルプ
タスク別のヘルプは、ユーザーの皆様が Visual Studio .NET のプログラミングに精通しており、連結および非連結コントロー
ルを使用する一般的な方法を理解していることを前提としています。各トピックは、OLAP for WinForms 製品を使用して特定
のタスクを実行するためのソリューションを提供します。ヘルプに示される手順に従って作業を進めるだけで、さまざまな
OLAP for WinForms の機能を具体的に示すプロジェクトを作成できます。
また、タスク別のヘルプトピックは、新しい .NET プロジェクトが既に作成されていることを前提としています。このトピックの詳
細については、「.NET プロジェクトの作成
プロジェクトの作成」を参照してください。

データソースへの C1OlapPage または C1OlapPanel の連結
［C1OlapPage のタスク］
のタスク］メニューまたは［［C1OlapPanel のタスク］
のタスク］メニューを使用すると、C1OlapPage または C1OlapPanel
をデータソースに簡単に連結できます。また、Visual Studio の［プロパティ］ウィンドウで、C1OlapPage.DataSource プロパ
ティまたは C1OlapPanel.DataSource プロパティを使用することもできます。

［タスク］メニューの使用
［タスク］
［タスク］メニューを使用してコントロールを連結するには、次の手順に従います。
1. フォームで、C1OlapPage コントロールまたは C1OlapPanel コントロールを選択します。
2. C1OlapPage スマートタグまたは C1OlapPanel スマートタグをクリックして、［［C1OlapPage のタスク］ メニューまたは
［C1OlapPanel のタスク］
のタスク］メニューを開きます。
3. ［データソースの選択］
［データソースの選択］の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、［プロジェクトデータソースの追加］
［プロジェクトデータソースの追加］をクリックしま
す。［データソース構成ウィザード］
［データソース構成ウィザード］ダイアログボックスが開きます。
4. ［データベース］
［データベース］を選択し、［次へ］
［次へ］をクリックします。
5. ［新しい接続］
［新しい接続］をクリックし、データベースを参照して見つけ、［［OK］］をクリックします。
6. ［データ接続の選択］
［データ接続の選択］ウィンドウで、［次へ］
［次へ］をクリックします。
7. ［次の名前で接続を保存する］
［次の名前で接続を保存する］チェックボックスをオンのままにし、［次へ］
［次へ］をクリックします。
8. データセットに含めるテーブルとビューを選択し、［完了］
［完了］をクリックします。

プロパティウィンドウの使用
Visual Studio プロパティウィンドウを使用してコントロールを連結するには、次の手順に従います。
1. Visual Studio の［表示］
［表示］メニューで、［プロパティウィンドウ］
［プロパティウィンドウ］を選択します。
2. ［プロパティ］ウィンドウで、DataSource プロパティの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、［プロジェクトデータソー
［プロジェクトデータソー
スの追加］
スの追加］をクリックします。［データソース構成ウィザード］
［データソース構成ウィザード］ダイアログボックスが開きます。
3. ［データベース］
［データベース］を選択し、［次へ］
［次へ］をクリックします。
4. ［新しい接続］
［新しい接続］をクリックし、データベースを参照して見つけ、［［OK］］をクリックします。
5. ［データ接続の選択］
［データ接続の選択］ウィンドウで、［次へ］
［次へ］をクリックします。
6. ［次の名前で接続を保存する］
［次の名前で接続を保存する］チェックボックスをオンのままにし、［次へ］
［次へ］をクリックします。
7. データセットに含めるテーブルとビューを選択し、［完了］
［完了］をクリックします。
8. ［プロパティ］ウィンドウの DataSource プロパティのドロップダウンリストで、連結するケーブルを選択します。

C1OlapPanel への C1OlapChart の連結
データソースに連結された C1OlapPanel に連結することにより、C1OlapChart コントロールを挿入できます。このトピックで
は、フォームに C1OlapPanel コントロールが連結されていることを想定しています。
C1OlapChart の DataSource プロパティに、OLAP データを提供する C1OlapPanel を設定します。

C1OlapPanel への C1OlapGrid の連結
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データソースに連結された C1OlapPanel に連結することにより、C1OlapGrid コントロールを挿入できます。このトピックで
は、フォームに C1OlapPanel コントロールが連結されていることを想定しています。
C1OlapGrid の DataSource プロパティに、OLAP データを提供する C1OlapPanel を設定します。

データビューからフィールドを削除
C1OlapPanel コントロールまたは C1OlapPage コントロールの C1OlapPanel 領域では、フィールドが C1OlapGrid または
C1OlapChart データビューに表示されないように、フィールド全体をフィルタ処理することができます。これは、実行時に行え
ます。
1. パネルの［次のボックス間でフィールドをドラッグしてください］
［次のボックス間でフィールドをドラッグしてください］セクションで、ビューから除外するフィールドを選択しま
す。
2. パネルの［フィルタ］
［フィルタ］領域にそのフィールドをドラッグします。このフィールド内のデータが C1OlapGrid または
C1OlapChart データビューから削除されます。

フィールド内のデータをフィルタ処理
C1OlapPanel コントロール、または C1OlapPage コントロールの C1OlapPanel 領域では、実行時にパネルの［次のボックス
［次のボックス
間でフィールドをドラッグしてください］
間でフィールドをドラッグしてください］セクションで、フィールドのデータをフィルタ処理できます。各フィールドには２つのフィル
タがあります。リスト内の特定の値をチェックできる値フィルタと、１つまたは２つの基準を指定できる範囲フィルタです。この２
つのフィルタは独立しており、値が OLAP テーブルに表示されるためには、この２つのフィルタを通過する必要があります。
値フィルタの使用
1. 1. ［フィルタ］
［フィルタ］、［列フィールド］
［列フィールド］、［行フィールド］
［行フィールド］、または［値］
［値］領域で、１つのフィールドを右クリックします。
2. 2. コンテキストメニューの［フィールドの設定］
［フィールドの設定］をクリックします。［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアログボックスが開きます。
3. 3. ［フィルタ］
［フィルタ］タブをクリックします。これは値フィルタです。OLAP テーブルに表示しないフィールドについては、選択をク
リアできます。

テーブルに表示するフィールドを選択したら、ウィンドウの下部にある［テキストフィルタ］
［テキストフィルタ］または［数値フィルタ］
［数値フィルタ］ボタンを
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クリックして、範囲フィルタを指定できます。
メモ
メモ：フィルタ処理するフィールドに数値データが含まれている場合は、［テキストフィルタ］
［テキストフィルタ］の代わりに［数値フィル
［数値フィル
タ］
タ］が表示されます。
範囲フィルタの使用
1. ［フィルタ］
［フィルタ］、［列フィールド］
［列フィールド］、［行フィールド］
［行フィールド］、または［値］
［値］領域で、１つのフィールドを右クリックします。
2. コンテキストメニューの［フィールドの設定］
［フィールドの設定］をクリックします。［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアログボックスが開きます。
3. ［フィルタ］
［フィルタ］タブをクリックし、必要に応じて値フィルタを指定します。OLAP テーブルに表示しないフィールドについては、
選択をクリアできます。
4. ［テキストフィルタ］
［テキストフィルタ］または［数値フィルタ］
［数値フィルタ］ボタンをクリックして、範囲フィルタを設定します。
5. 次の項目のうちの１つを選択します。
フィルタのクリア

すべてのフィルタ設定をクリアします。

Equals

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、指定された値と等しい項目が
表示されるフィルタを作成できます。

次の値に等しくない

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、指定された値と等しくない項目
が表示されるフィルタを作成できます。

次の値で始まる

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、指定された値で開始される項
目が表示されるフィルタを作成できます。

次の値で終わる

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、指定された値で終了される項
目が表示されるフィルタを作成できます。

Contains

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、指定された値が含まれる項目
が表示されるフィルタを作成できます。

次の値を含まない

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、指定された値が含まれない項
目が表示されるフィルタを作成できます。

カスタムフィルタ

［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを開きます。ここでは、独自の条件を使用したフィルタ
を作成できます。

6. 最初の空白のテキストボックスに、フィルタ処理する項目を追加します。

7. ［および］
［および］または［または］
［または］を選択します。
8. 必要に応じて、２つめのフィルタ条件を追加します。［なし］
［なし］以外のオプションを選択すると、２つめのテキストボックスが
アクティブになり、項目を入力できます。
9. ［OK］］をクリックして［カスタムフィルタ］
［カスタムフィルタ］ダイアログボックスを閉じ、もう一度［［OK］］をクリックして［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイ
アログボックスを閉じます。

小計機能の指定
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データのカスタムビューを作成する際、列または行で "Sum" 以外の集計関数を実行したい場合があります。たとえば、データ
の平均値または最大値を検索する場合です。これは、［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアログボックスを使用するか、コードで簡単に実
行できます。
データに対して実行する関数を実行時に指定するには：
1.
2.
3.
4.

C1OlapPanel の［値］
［値］フィールドを右クリックします。
コンテキストメニューの［フィールドの設定］
［フィールドの設定］をクリックします。［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアログボックスが開きます。
［小計］
［小計］タブをクリックします。
次のオプションのうちの１つを選択します。 
Sum

グループの合計を取得します。

Count

グループ内の値の数を取得します。

Average

グループの平均を取得します。

Maximum

グループ内の最大値を取得します。

Minimum

グループ内の最小値を取得します。

First

グループ内の最初の値を取得します。

Last

グループ内の最後の値を取得します。

Variance

グループの標本分散を取得します。

Standard
Deviation

グループの標本標準偏差を取得しま
す。

Variance
Population

グループの母分散を取得します。

Standard
Deviation
Population

グループの母標準偏差を取得します。

5. ［OK］］をクリックして、［フィールド設定］
［フィールド設定］ダイアログボックスを閉じます。サマリーテーブルの値が変化していることを確認
してください。
データに対して実行する関数をコードで指定するには：
フィールドの Subtotal プロパティを使用して、関数を指定します。このサンプルコードでは、最初にビューが作成され、次に製
品別に平均単価が計算されます。
C#
// ビューを構築します
var olap = this.c1OlapPage1.OlapEngine;
olap.ValueFields.Add("UnitPrice");
olap.RowFields.Add("OrderDate", "ProductName");
// 単価を書式設定し、平均を計算します
var field = olap.Fields["UnitPrice"];
field.Subtotal = Subtotal.Average;
field.Format = "c";

数値データの書式設定
数値データに対しては、通貨やパーセンテージとして書式設定したり、独自のカスタム書式を作成することができます。
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実行時に数値データを書式設定するには：
1.
2.
3.
4.

C1OlapPanel の［値］
［値］フィールドを右クリックします。
コンテキストメニューの［フィールドの設定］
［フィールドの設定］をクリックします。［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアログボックスが開きます。
［書式］
［書式］タブをクリックします。
次のオプションのうちの１つを選択します。
数字

データを 1,235 のような数値として書式設定します。小数点以下の桁数を指定し、桁区切り（,）を使
用するかどうかを指定できます。

Currency

データを通貨として書式設定します。小数点以下の桁数を指定できます。

パーセンテー
ジ

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

Scientific

データを指数表記として書式設定します。小数点以下の桁数を指定できます。

カスタム

データに対して独自のカスタム書式を入力します。

5. ［OK］］をクリックして、［フィールド設定］
［フィールド設定］ダイアログボックスを閉じます。サマリーテーブルの値が変化していることを確認
してください。
コードで数値データを書式設定するには：
フィールドの Format プロパティと Microsoft 標準の数値書式文字列を使用して、書式を指定します。
適用される書式文字列：
"N" または "n"

数字

データを 1,235 のような数値として書式設定します。小数点以下の桁数を指
定し、桁区切り（,）を使用するかどうかを指定できます。

"C" または "c"

Currency

データを通貨として書式設定します。小数点以下の桁数を指定できます。

"P" または "p"

パーセンテージ

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

"E" または "e"

Scientific

データを指数表記として書式設定します。小数点以下の桁数を指定できま
す。

任意の非標準の数値書
式文字列

カスタム

データに対して独自のカスタム書式を入力します。

このサンプルコードでは、最初にビューが作成され、次に通貨書式で平均単価が計算されます。
C#
// ビューを構築します
var olap = this.c1OlapPage1.OlapEngine;
olap.ValueFields.Add("UnitPrice");
olap.RowFields.Add("OrderDate", "ProductName");
// 単価を書式設定し、平均を計算します
var field = olap.Fields["UnitPrice"];
field.Subtotal = Subtotal.Average;
field.Format = "c";

加重平均と合計
データの加重平均や合計の計算が必要な場合があります。加重平均や合計では、いくつかのデータポイントが他のデータポ
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イントよりも大きく影響します。
製品の連結リストがあり、各製品の購入数量を考慮して製品グループの平均価格を計算するとします。購入された単位数に
よって価格の平均を重み付けします。これは、実行時にユーザーが行うかコードで行います。
実行時に計算の重み付けを行う場合
実行時に計算の重み付けを行う場合:
1. C1OlapPanel の［値］
［値］領域でフィールドを右クリックして、［フィールド設定］
［フィールド設定］を選択します。
2. ［小計］
［小計］タブをクリックして、計算する小計のタイプを選択します。
3. ［重み］
［重み］ドロップダウンリストで、重みとして使用されるデータテーブルからフィールドを選択します。

4. ［OK］］をクリックして、［フィールド設定］
［フィールド設定］ダイアログボックスを閉じます。
コードで計算の重み付けを行う場合
コードで計算の重み付けを行う場合:
WeightField プロパティを使用して、重みとして使用するフィールドを指定します。この例では、重みは［Quantity］フィールドで
す。
Visual Basicの使い方
の使い方
VisualBasic
Dim olap = Me.C1OlapPage1.OlapEngine Dim field = olap.Fields("Quantity")
field.WeightField = olap.Fields(“Quantity”)
C#の使い方
の使い方
C#
var olap = this.c1OlapPage1.OlapEngine;
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var field = olap.Fields["Quantity"];
field.WeightField = olap.Fields["Quantity"];

グリッドのエクスポート
OLAP for WinForms では、C1OlapGrid を .xlsx、.xls、.csv、および .txt 形式にエクスポートすることができます。［ツールスト
［ツールスト
リップ］
リップ］の［エクスポート］
［エクスポート］ボタンをクリックすると、エクスポートが開始されます。
1. フォームの C1OlapPage で、［ツールストリップ］の［エクスポート］
［エクスポート］ボタン
をクリックします。
2. ［名前を付けて保存］
［名前を付けて保存］ダイアログボックスで、［ファイル名］
［ファイル名］を入力し、ファイル形式の１つを選択したら、［［OK］］をクリックし
ます。

データのグループ化
フィールドの書式設定を使用して、データをグループ化することができます。製品の連結リストがあり、１年以内に注文された
すべての項目をまとめてグループ化するとします。実行時に［フィールドの設定］ダイアログボックスを使用するか、コードを使
用できます。この例では、製品と共にインストールされる C1Nwind.mdb に連結された C1OlapPage コントロールを使用しま
す。
実行時にデータを年別にグループ化するには：
1. C1OlapPage の C1OlapPanel 領域で、［OrderDate］、［ProductName］、および［UnitPrice］フィールドを選択し、それ
らをグリッドビューに追加します。必要に応じて、［［OLAP グリッド］
グリッド］タブをクリックしてグリッドを表示します。
2. ［行フィールド］
［行フィールド］内の［注文日］
［注文日］フィールドを右クリックし、［フィールドの設定］
［フィールドの設定］を選択します。［フィールドの設定］
［フィールドの設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。
3. ［フィルタ］
［フィルタ］タブで、［すべて選択］
［すべて選択］が選択されていることを確認します。
4. ［書式］
［書式］タブをクリックし、［カスタム］
［カスタム］を選択します。
5. ［カスタム書式］
［カスタム書式］テキストボックスに「yyyy」と入力し、［［OK］］をクリックします。
次の画像に、グループ化前とグループ化後のグリッドを示します。グループ化前画像では、［注文日］
［注文日］はグループ化されていま
せん。グループ化後画像では、製品が購入された年別にまとめてグループ化されています。
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グループ化前

グループ化後
コードでデータをグループ化するには：
コードでデータをグループ化することもできます。上の例の場合は、次のコードが使用されます。
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C#
using C1.Olap;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
// データを取得します
var da = new OleDbDataAdapter("select * from invoices",
GetConnectionString());
var dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
// OLAP ページに連結します
this.c1OlapPage1.DataSource = dt;
// ビューを構築します
var olap = this.c1OlapPage1.OlapEngine;
olap.ValueFields.Add("UnitPrice");
olap.RowFields.Add("OrderDate", "ProductName");
// 注文日付の書式を設定して、データをグループ化します
var field = olap.Fields["OrderDate"];
field.Format = "yyyy";
}
static string GetConnectionString()
{
string path =
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal) + @"\ComponentOne
Samples\Common";
string conn = @"provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=
{0}\c1nwind.mdb;";
return string.Format(conn, path);
}
}
}

OLAP データのソート
デフォルトでは、OLAP 出力テーブルの結果は、キー（"Argentina"、"Brazil" など）でソートされます。これは、必ずしもデータの
表示に最適な方法であるとは限りません。ユーザーは、売上値などでソートされた結果を必要とする場合があります。このた
めには、C1OlapGrid の AllowSorting プロパティを True（デフォルト）に設定します。これにより、ユーザーは、通常のグリッ
ドと同様に、列ヘッダーをクリックするだけでデータをソートできるようになります。ヘッダーをクリックするたびに、ソート順は
"昇順"、"降順"、"ソートなし" の順に変更されます。

68

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

OLAP for WinForms

レポートの作成
C1OlapPage コントロールで、実行時に［レポート］
［レポート］メニューを使用してレポートの設定と印刷を行うことができます。
レポートを作成するには、次の手順に従います。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C1OlapPage ツールストリップ上の［レポート］
［レポート］の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
［オプション］
［オプション］を選択します。［ドキュメントオプション］
［ドキュメントオプション］ダイアログボックスが表示されます。
［ページ］
［ページ］タブで、必要に応じて、ページの［向き］
［向き］、［用紙サイズ］
［用紙サイズ］を選択し、［マージン］
［マージン］を設定します。
［ヘッダー
［ヘッダー/フッター］
フッター］タブをクリックします。
ヘッダーまたはフッターのテキストボックスで、テキストまたは定義済みのヘッダー/フッター項目を追加する場所にカー
ソルを置きます。
ツールバーのボタンの１つをクリックして、目的のフィールドに入力します。
［レポートコンテンツ］
［レポートコンテンツ］タブをクリックします。
レポートに含める項目の横にあるチェックボックスをオンにします。また、ラジオボタンを選択して、グリッドまたはチャー
トのスケーリングを選択することもできます。
［OK］］をクリックして、［ドキュメントオプション］
［ドキュメントオプション］ダイアログボックスを閉じます。

レポートの印刷
実行時に C1OlapPage コントロールを使用してレポートを印刷するには、次の手順に従います。
1. C1OlapPage ツールストリップ上の［レポート］
［レポート］の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
2. ［印刷］
［印刷］を選択します。［印刷］
［印刷］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［名前］
［名前］ドロップダウンリストからプリンタを選択し、［［OK］］をクリックします。
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