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概要

ComponentOne には TreeView for WinForms が導入されています。このコントロールは、インデックス付きエントリ、ディス

ク上のディレクトリ、ドキュメントの見出しなど、階層的な項目リストの表示に役立ちます。TreeView コントロールは、選択や編

集が可能なノードを使用してデータを管理します。ノードを使用して、単純なテキスト、画像のほか、チェックボックスなどの要

素を表示できます。

TreeView コントロールの詳細については、次のリンクを参照してください。

主な機能

クイックスタート

設計時サポート

構造と要素

列

ノード

データ連結

スタイル設定と外観

XML のインポートとエクスポート

メモメモ：ComponentOne TreeViewコントロールは、.NET4.5.2と.NET5の両方と互換性があります。

リファレンス

C1.Win.TreeView .NET Framework アセンブリアセンブリ C1.Win.TreeView .NET アセンブリアセンブリ
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主な機能

TreeView for WinForms には、次の主な機能があります。

ノード表現ノード表現

ノード項目は、チェックボックス、アイコン、マルチアイコン、テキストなどとして実装できます。

ノードの編集ノードの編集

AllowEditing プロパティを true に設定したら、ノードの選択後に［F2］キーを押すだけで、簡単にノードを編集できま

す。［Esc］キーを押して編集をキャンセルすることもできます。

非連結モード非連結モード

設計時でも実行時でもノードのツリーを手動で作成することができ、これにより、任意のデータを階層形式で表すことが

できます。

連結モード連結モード

TreeView for WinForms を階層的な関係にある複数のテーブルに連結して、階層化データを表示できます。複数の関

連リストではなく、単一リストのような自己参照データにコントロールを連結することもできます。

テーマのサポートテーマのサポート

TreeView for WinForms は C1ThemeController を使用してテーマをサポートします。

ノードの選択とナビゲーションノードの選択とナビゲーション

TreeView は、キーボードとマウスによるノード間の移動をサポートしています。また、1 つまたは複数のノードの選択も

サポートしています。ノードは、設計時と実行時のどちらでも選択できます。複数のノードを連続して、または非連続に

選択することができます。

設計時サポート設計時サポート

TreeView では、スマートタグやコンテキストメニューを使用して、設計フォームからコレクションエディターに直接アクセ

スできます。コレクションエディターでは、コードを記述せずにノードや列の追加、削除を行うことができます。

ノードの展開ノードの展開

必要に応じて、ツリー内のノードを 1 つまたはすべて展開することができます。また、TreeView レベルで ExpandAll メ
ソッドを使用して、ツリーを 1 回の操作で完全に展開することもできます。Collapsing イベントをキャンセルすることで、

展開したツリーをエンドユーザーが折りたたむことができないようにすることもできます。
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構造と要素

TreeView は、ノードと呼ばれる 1 つまたは複数の要素で構成されるツリータイプの WinForms コントロールです。ノードは次

の 3 タイプに分類できます。

他のノードを含む親ノード

別のノードに含まれる子ノード

子ノードを含まないリーフノード
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クイックスタート

次のクイックスタートガイドでは、TreeViewコントロールの基本について説明します。
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このクイックスタートでは、TreeViewコントロールを使用して単純な.NETアプリケーションを作成する手順を説明します。 開
始するには、以下の手順に従ってください。

手順手順 1：アプリケーションへの：アプリケーションへの TreeView の追加の追加

TreeView コントロールをアプリケーションに追加するには、次の手順に従います。

1. 新しい Windows フォームアプリケーションを作成します。
2. デザインビューで、C1TreeView コントロールをツールボックスからフォームにドラッグアンドドロップします。

TreeView コントロールが表示され、デフォルトで Column1 が追加されます。
3. スマートタグをクリックし、［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］を選択します。

これで、アプリケーションに TreeView コントロールを追加できました。

手順手順 2：：TreeView のノードの作成のノードの作成

デザイナを使用するか、アプリケーションのコードを使用して、TreeView にノードを作成できます。

デザイナの使用デザイナの使用

デザイナを使用して TreeView にノードを作成するには、次の手順に従います。

1. スマートタグをクリックし、［列の編集...］を選択します。
C1TreeColumn コレクション エディターが表示されます。

2.  Name フィールドと HeaderText フィールドに該当する名前とヘッダーテキストをそれぞれ入力します。

                   
3.  C1TreeColumn コレクションコレクション エディターを閉じます。エディターを閉じます。
4. スマートタグをクリックし、［ノードの編集...］を選択します。

ツリーノード エディターが表示されます。
5.  ［追加］をクリックして、最上位のノードを作成します。

.NET Framework
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6.  Value プロパティでノードのカスタムラベルを指定します。
7.  ［子の追加］ をクリックして、選択したノードに子ノードを追加します。
8.  Value プロパティで子ノードのカスタムラベルを指定します。
9. 必要に応じて、アプリケーションで手順 7 ～ 10 を繰り返します。

10.  ［OK］をクリックして変更を保存します。

コードの使用コードの使用

プログラムによって TreeView にノードを作成するには、次の手順に従います。

1.  ノードの新しいインスタンスを作成します。
2.  TreeView ノードコレクションに親ノードを追加します。
3. 親ノードの値を設定します。

                                                          

C#

// ノードの新しいインスタンスを作成します。

C1.Win.TreeView.C1TreeNode node1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
C1.Win.TreeView.C1TreeNode node2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();

// 親ノードをTreeViewノードコレクションに追加します。

c1TreeView1.Nodes.Add(node1);

// 親ノードの値を設定します。

node1.SetValue("Reports");

VB

' ノードの新しいインスタンスを作成します。
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Dim node1 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()
Dim node2 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()

' 親ノードをTreeViewノードコレクションに追加します。

C1TreeView1.Nodes.Add(node1)

' 親ノードの値を設定します。

node1.SetValue("Reports")

4. 子ノードを親ノードに追加します。
5. 子ノードの値を設定します。

                      

                                                          

C#

// 親ノードに子ノードを追加します。

node1.Nodes.Add(node2);

//子ノードの値を設定します。

node2.SetValue("May Sales");

VB

' 親ノードに子ノードを追加します。

node1.Nodes.Add(node2)

'子ノードの値を設定します。

node2.SetValue("May Sales")

6. 手順 3 ～ 7 を繰り返して、親ノードと子ノードをさらに追加します。

手順手順 3：アプリケーションの実行：アプリケーションの実行

これで、TreeView にノードを作成できたので、後はアプリケーションを実行するだけです。

アプリケーションを実行すると、次の出力が表示されます。
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WinForms .NET 5エディションには、まだ豊富な設計時サポートが含まれていないことに注意してください。 将来のリリース
ではそれに応じてコードを拡張します。

TreeViewコントロールの.NET5で単純なWinFormsアプリケーションを作成するには、次の手順を実行します。

1. 新しいWindowsフォーム.NETCoreアプリケーションを作成します。

2.  コードエディタに切り替えて、C1TreeViewコントロールを初期化します。

C#

//C1TreeViewを初期化して構成します。

C1TreeView c1TreeView1 = new C1TreeView();
c1TreeView1.Dock = DockStyle.Fill;

3.  Headerテキストを追加してC1TreeViewを構成します。

C#

// TreeViewにヘッダーテキストを追加します。

c1TreeView1.Columns[0].HeaderText = "Record 2016";
this.Controls.Add(c1TreeView1);

4.  C1TreeNodeクラスを使用してルートノードを作成し、SetValueメソッドでルートノードの値を設定します。

C#

//ルートノードを作成し、それらの値を設定します。

C1.Win.TreeView.C1TreeNode rnode1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
rnode1.SetValue("Reports");            
C1.Win.TreeView.C1TreeNode rnode2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
rnode2.SetValue("Lists");
C1.Win.TreeView.C1TreeNode rnode3 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
rnode3.SetValue("Email Contacts");

5.  NodesプロパティとAddメソッドを使用して、TreeViewノードコレクションにルートノードを追加します。

C#

//ルートノードをTreeViewノードコレクションに追加します。

c1TreeView1.Nodes.Add(rnode1);
c1TreeView1.Nodes.Add(rnode2);
c1TreeView1.Nodes.Add(rnode3);

6. 子ノードを作成し、最初のルートノードに追加します。

C#

//最初のルートノードの子ノードを作成して追加します。

C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode1_1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode1_1.SetValue("May Sales");
c1TreeView1.Nodes[0].Nodes.Add(cnode1_1);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode1_2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode1_2.SetValue("June Sales");
c1TreeView1.Nodes[0].Nodes.Add(cnode1_2);

.NET
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C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode1_3 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode1_3.SetValue("1st Quarter Summary");
c1TreeView1.Nodes[0].Nodes.Add(cnode1_3);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode1_4 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode1_4.SetValue("2nd Quarter Summary");
c1TreeView1.Nodes[0].Nodes.Add(cnode1_4);

7. 子ノードを作成し、それらを2番目のルートノードに追加します。

C#

//2番目のルートノードの子ノードを作成して追加します。

C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode2_1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode2_1.SetValue("Opportunities");
c1TreeView1.Nodes[1].Nodes.Add(cnode2_1);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode2_2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode2_2.SetValue("Priorities");
c1TreeView1.Nodes[1].Nodes.Add(cnode2_2);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode2_3 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode2_3.SetValue("Issues");
c1TreeView1.Nodes[1].Nodes.Add(cnode2_3);

8. 子ノードを作成し、それらを3番目のルートノードに追加します。

C#

//3番目のルートノードの子ノードを作成して追加します。

C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode3_1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode3_1.SetValue("Sue Winchell");
c1TreeView1.Nodes[2].Nodes.Add(cnode3_1);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode3_2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode3_2.SetValue("Bob Tony");
c1TreeView1.Nodes[2].Nodes.Add(cnode3_2);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode3_3 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode3_3.SetValue("New Node");
c1TreeView1.Nodes[2].Nodes.Add(cnode3_3);
C1.Win.TreeView.C1TreeNode cnode3_4 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
cnode3_4.SetValue("Lui Sang");
c1TreeView1.Nodes[2].Nodes.Add(cnode3_4);

9.  コードを実行し、出力を表示します。
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Note: We cannot create every type of application in .NET Core using VB.NET for .NET Core 5,
especially WinForms App in Visual Studio. Also, Microsoft has not released the .NET core for Visual
Basic platform yet.
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設計時サポート

TreeView for WinForms  の設計時サポートにより、フォームからコレクションエディターに直接アクセスできます。

スマートタグスマートタグ

TreeView のスマートタグを使用すると、TreeView 要素の作成においてよく使用される［C1TreeViewタスクタスク］にすばやくアクセ

スできます。

ノードの編集ノードの編集：1 回のクリックで ツリーノード エディターにアクセスできます。ツリーノード エディターの詳細については、

「コレクションエディターコレクションエディター」を参照してください。

列の編集列の編集：1 回のクリックで C1TreeColumn コレクションコレクション エディターエディターにアクセスできます。C1TreeColumn コレクション

エディターの詳細については、「コレクションエディターコレクションエディター」を参照してください。

C1TreeView のバージョン情報のバージョン情報：バージョン番号を確認するためのダイアログボックスを表示します。

親コンテナーにドッキングする：TreeView を親コンテナにドッキングします。

親コンテナにドッキング親コンテナにドッキング：TreeViewを親コンテナにドッキングします。

コレクションエディターコレクションエディター

TreeView for WinForms には、2 つの主要なコレクションエディター、ツリーノードエディターと C1TreeColumn コレクションエ

ディターがあります。

ツリーノードツリーノード エディターエディター

ツリーノード エディターでは、C1TreeView および C1TreeNode の Nodes コレクションに親ノードと子ノードを簡単に追加およ

び削除できます。ツリーノード エディターを使用すると、ノードの動作を変更できるだけでなく、必要に応じてノードの順序を変

更することもできます。

ツリーノード エディターへのアクセス方法は次のとおりです。

スマートタグおよびコンテキストメニューの使用スマートタグおよびコンテキストメニューの使用

詳細については、「設計時サポート設計時サポート」を参照してください。

プロパティウィンドウの使用プロパティウィンドウの使用

プロパティウィンドウから ツリーノードエディターにアクセスするには、次の手順に従います。

1. TreeView コントロールを右クリックします。

    コンテキストメニューが表示されます。

2. ［プロパティプロパティ］を選択します。

3. プロパティプロパティウィンドウで［ノードノード］フィールドに移動します。

4. ［ノードノード］フィールドの横にある省略符ボタンをクリックします。

    ツリーノード エディターが表示されます。
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C1TreeColumn コレクションコレクション エディターエディター

C1TreeColumn コレクション エディターを使用すると、TreeView への列の追加および削除をシームレスに行うことができま

す。このエディターで、追加した列に対して、外観をカスタマイズしたり、動作やデータを変更することもできます。

エディターには、次の方法でアクセスできます。

スマートタグおよびコンテキストメニューの使用スマートタグおよびコンテキストメニューの使用

詳細については、「設計時サポート設計時サポート」を参照してください。

プロパティウィンドウの使用プロパティウィンドウの使用

プロパティウィンドウから C1TreeColumn コレクションエディターコレクションエディターにアクセスするには、次の手順に従います。

1. TreeView コントロールを右クリックします。

    コンテキストメニューが表示されます。

2. ［プロパティプロパティ］を選択します。

3. プロパティプロパティウィンドウで［列列］フィールドに移動します。

4. ［列列］フィールドの横にある省略符ボタンをクリックします。

    C1TreeColumn コレクションコレクション エディターエディターが表示されます。
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注意：WinForms .NET 5 エディションには、豊富な設計時サポートはまだ含まれていません。 今後のリリースで強化する

予定です。
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データ連結

データコンシューマーをデータソースと接続する処理をデータ連結と呼びます。TreeView for WinForms は、非連結モードと連

結モードという 2 つのモードでのデータ連結をサポートしています。

非連結モードでは、TreeView コントロールはどのデータソースにも連結されません。非連結モードでは、デザイナを使用する

か、プログラムで、列とノードを手動で作成する必要があります。設計時に非連結モードでノードを作成する場合は、ツリーノーツリーノー

ドエディタードエディターでノードを追加するだけです。ツリーノードエディターへのアクセス方法については、「コレクションエディターコレクションエディター」を参

照してください。非連結モードでプログラムによってノードを作成する場合は、Add メソッドと Insert メソッドを使用します。詳細

については、「ノードの追加と削除」を参照してください。

連結モードでは、TreeView コントロールは、データソースから取得されたデータを使用し、それを親ノードと子ノードの形式で

階層的に表示します。 TreeView は、BindingSource、List、DataView、DataTable、DataSet などのデータソースオブジェクト

や、IBindingList、IList などの所定のインタフェースを実装するオブジェクトをサポートします。

TreeView をデータソースオブジェクトに連結するには、C1TreeView の DataSource プロパティを使用する必要があります。

TreeBoundMode プロパティを TreeBoundMode 列挙に含まれる次の値のいずれかに設定することで、TreeView の連結

モードのタイプを指定できます。

OneWay：ツリービュー階層の変化後にデータソースを更新しません。

TwoWay：ツリービュー階層の変化後にデータソースを更新します。

データソースを設定したら、C1TreeColumn の DisplayFieldName プロパティを使用して、列に表示するフィールドのリストを

設定できます。詳細については、列を参照してください。

TreeView をさまざまなオブジェクトに連結する方法については、以下のセクションを参照してください。

BindingList
Self-Referencing
XML Binding 

リストの連結

TreeView can be bound with a relational binding list using the DataMemberPath property of BindingInfo class. The
DataMemberPath property gets a collection that identifies the name of a specific record set within the data source by
tree levels. In the example below, we have set data members for tree levels. Since the binding list comprises a
collection or list of objects, you do not have to set any key or parent key.
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In the following example, we set the data source and the data members for tree levels. Then, add the columns to be
displayed in the TreeView and set the list of fields to be displayed in the columns using the DisplayFieldName
property. Also, the DisplayMemberPath property is used to get a collection that identifies the fields that need to be
displayed in a column depending on the level of the node. Here, we used relational binding list named StoreCollection
as a data source. Note that since the binding list comprises a collection or list of objects, there is no need to set any
key or parent key.

To check the data in StoreCollection class, see TreeView product sample in the corresponding .NET version folder at
Documents\ComponentOne Samples\WinForms\vx.x\TreeView\CS\BoundModeWithBindingList\Products location on
your system. You can also refer BoundModeWithBindingList sample to view the complete code.

C#

//連結するリストをロードします

private void LoadBindingList()
{

    ClearTreeView();

    //ツリーレベルのデータメンバーを設定します

    c1TreeView1.BindingInfo.DataMemberPath[1] = "ProductsGroups";
    c1TreeView1.BindingInfo.DataMemberPath[2] = "Products";

    //列を追加します（DisplayFieldnameプロパティを設定して、列に表示されるフィールドを設定します）

    var column = new C1TreeColumn();
    column.HeaderText = "Name";
    column.DisplayFieldName = "Name";

    c1TreeView1.Columns.Add(column);

    column = new C1TreeColumn();
    column.DisplayMemberPath[0] = column.DisplayMemberPath[1] = "CountOfProducts";
    column.HeaderText = "Products in store";
    column.AutoWidth = false;
    column.Width = 100;
    c1TreeView1.Columns.Add(column);

    column = new C1TreeColumn();
    column.DisplayMemberPath[2] = "Price";
    column.HeaderText = "Price";
    column.Width = 200;
    c1TreeView1.Columns.Add(column);
    //データソースを設定します

    c1TreeView1.BindingInfo.DataSource = SamplesData.StoreCollection.GetData();
}

自己参照

TreeView can be bound with self-referencing data, that is, a single table or a list instead of multiple related tables or
lists. With self-referencing data, the Parent-Child relationship for the records is set by defining KeyField and
ParentKeyField properties where the Key field is used to identify the records and the ParentKey field is used to set
the parent-child relationship. Here, the KeyField property sets a value specifying the key field of the data source
bound to the TreeView control, while the ParentKeyField property sets a value representing the data source field
identifying the parent record in the data source.
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In the following example, we set the data source named EmployeesSelfRefDataSet and add columns to be displayed in
the TreeView. Then, we created the parent-child relation between the records of the data source by setting KeyField
and ParentKeyField properties to the ID and ChiefID fields respectively, in the data source as shown in the following
code.

To check the data in EmployeesSelfRefDataSet class, see TreeView product sample in the corresponding .NET version
folder at Documents\ComponentOne Samples\WinForms\vx.x\TreeView\CS\BoundModeWithDataSet\Employees
location on your system. You can also refer the BoundModeWithDataSet sample to view the code.

C#

//自己参照データセットをロードします

private void LoadDataSet()
{
    ClearTreeView();

    //列を追加します

    var column = new C1TreeColumn();
    column.DisplayFieldName = "Post";
    column.HeaderText = "Post";
    c1TreeView1.Columns.Add(column);
    column = new C1TreeColumn();
    column.DisplayFieldName = "FirstName";
    column.HeaderText = "First name";
    c1TreeView1.Columns.Add(column);
    column = new C1TreeColumn();
    column.DisplayFieldName = "LastName";
    column.HeaderText = "Last name";
    c1TreeView1.Columns.Add(column);

    //キーと親キーフィールドを設定します

    c1TreeView1.BindingInfo.KeyField = "ID";
    c1TreeView1.BindingInfo.ParentKeyField = "ChiefID";

  TreeView for WinForms
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    //データソースを設定します

    c1TreeView1.BindingInfo.DataMember = "Employees";
    c1TreeView1.BindingInfo.DataSource = 
SamplesData.EmployeesSelfRefDataSet.GetData();

}

XMLによる連結

With TreeView, you can easily load an XML document with relational data using the ReadXML method. The ReadXML
method has the following overloads depending on the user requirement allowing them to load the TreeView
from XML file, stream, text reader, XML document or XML reader:

Overloads Description

ReadXml(string fileName) Loads the TreeView from an Xml document, where the fileName parameter
is the name of the file to be loaded, including the path.

ReadXml(System.IO.Stream stream) Loads the TreeView from an Xml document, where the stream parameter is
the System.IO.Stream object to be used for loading the TreeView.

ReadXml(System.IO.TextReader tr) Loads the TreeView from an Xml document, where tr parameter is
the System.IO.TextReader object to be used for loading the TreeView.

ReadXml(System.Xml.XmlDocument
doc)

Loads the TreeView from an Xml document, where the doc parameter is the
System.Xml.XmlDocument object to be used for loading the TreeView.

ReadXml(System.Xml.XmlReader xr) Loads the TreeView from an Xml document, where the xr parameter is the
System.Xml.XmlReader object to be used for loading the TreeView.

The following example shows how to use the ReadXML method to load TreeView from an XML document using
the XML DataSource.

C#

//TreeView互換のXMLファイルをロードします（C1TreeViewのWriteXMLを使用してエクスポートされたXml）
private void LoadXml()
{
    ClearTreeView();
    c1TreeView1.ReadXml("SimpleTree.xml");
}

You can further save the contents of the TreeView to an XML document using the WriteXml method.

Note that XML import/export works only with the files saved with C1TreeView.
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ノード

TreeView では、ノードは階層形式で配置されます。内部的には、C1TreeNode クラスが 1 つのノードを表し、ノードのデータ

へのアクセスを提供し、ノードに対して多くの操作を実行できるようにします。操作には、ノードの追加、削除、並べ替え、編

集、移動、選択などがあります。データをツリー構造で表す TreeView コントロールは、ノードをネストされたコレクションとして

格納します。ノードのコレクションへは、C1TreeView の Nodes プロパティからアクセスできます。コレクション内で、各ノード

は自身の子ノードを持つことができます。この子ノードへは、C1TreeNode の Nodes プロパティからアクセスできます。

以下のトピックでは、TreeView for WinForms でノードを使用するさまざまな方法を説明します。

ノードの追加と削除

ノードの並べ替え

ノードの選択

ノード間の移動

チェックボックスの使用チェックボックスの使用

ノードの編集

ノードの展開と折りたたみ

ノードのドラッグアンドドロップ

カスタムエディターの使用カスタムエディターの使用

カスタムエディターの使用カスタムエディターの使用

ノードの追加と削除

ノードの追加ノードの追加

C1TreeNodeCollection クラスでは、TreeView にノードを追加するために Add メソッドと Insert メソッドが提供されていま

す。親ノードを追加するには、C1TreeView クラスの Nodes コレクションで、この 2 つのメソッドのいずれかを使用します。 親
ノードに子ノード、または子ノードに子ノードを追加するには、C1TreeNode クラスの Nodes コレクションで、Add メソッドと

Insert メソッドのいずれかを使用します。

次のコードスニペットは、Add メソッドを使用して TreeView コントロールにノードを追加する方法を示しています。

               

' 親ノードを作成します
Dim parentNode1 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()
Dim parentNode2 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()

' TreeViewノードコレクションに親ノードを追加します。
C1TreeView1.Nodes.Add(parentNode1)
C1TreeView1.Nodes.Add(parentNode2)

' 新ノードの値を設定します。
parentNode1.SetValue("新コード1", 0)
parentNode2.SetValue("新コード2", 0)

' 子ノードを作成します。
Dim childNode1 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()
Dim childNode2 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()

' 子ノードを親ノードのNodesコレクションに追加します。
parentNode1.Nodes.Add(childNode1)
parentNode2.Nodes.Add(childNode2)

' 子ノードの値を設定します。
childNode1.SetValue("子ノード1", 0)
childNode2.SetValue("子ノード2", 0)

Visual Basic
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次の図に、ノード追加後のツリービューを示します。

次のコードスニペットは、Insert メソッドを使用して TreeView コントロールにノードを追加する方法を示しています。

               

// 新ノードを作成します。
C1.Win.TreeView.C1TreeNode parentNode1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
C1.Win.TreeView.C1TreeNode parentNode2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();

// TreeViewノードコレクションに親ノードを追加します。
c1TreeView1.Nodes.Add(parentNode1);
c1TreeView1.Nodes.Add(parentNode2);

// 新ノードの値を設定します。
parentNode1.SetValue("新コード1", 0);
parentNode2.SetValue("新コード2", 0);

// 子ノードを作成します。
C1.Win.TreeView.C1TreeNode childNode1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();
C1.Win.TreeView.C1TreeNode childNode2 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();

// 子ノードを親ノードのNodesコレクションに追加します。
parentNode1.Nodes.Add(childNode1);
parentNode2.Nodes.Add(childNode2);

// 子ノードの値を設定します。
childNode1.SetValue("子ノード1", 0);
childNode2.SetValue("子ノード2", 0);

C#

' 3番目の親ノードを作成します。
Dim parentNode3 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()

' TreeViewノードコレクションに3番目の親ノードを挿入します。
C1TreeView1.Nodes.Insert(2, parentNode3)

' 3番目の親ノードの値を設定します。
parentNode3.SetValue("新コード3", 0)

' 3番目の子ノードを作成します。
Dim childNode3 As New C1.Win.TreeView.C1TreeNode()

' 3番目の子ノードを3番目の親ノードのNodesコレクションに追加します。
parentNode3.Nodes.Insert(0, childNode3)

' 3番目子ノードの値を設定します。
childNode3.SetValue("子ノード3", 0)

Visual Basic

C#
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最終的なツリービューは、次のようになります。

ノードの削除ノードの削除

C1TreeNodeCollection クラスでは、TreeView からノードを削除するために Remove メソッドと RemoveAt メソッドが提供

されています。 この 2 つのメソッドのいずれかを C1TreeView の Nodes コレクションで使用して、TreeView から親ノードを削

除できます。親ノードから子ノード、または子ノードから子ノードを削除するには、2 つのメソッドのいずれかを C1TreeNode の
Nodes コレクションで使用します。

Remove メソッドと RemoveAt メソッドは、一度に 1 つのノードを削除します。ただし、TreeView、親ノード、または子ノードの

Nodes コレクションからすべてのノードを同時に削除することもできます。それには、C1TreeView または C1TreeNode の
Nodes コレクションで Clear メソッドを使用します。

次に、これらのメソッドを設定する方法を示すコードスニペットを示します。

               

// 3番目の親ノードを作成します。
C1.Win.TreeView.C1TreeNode parentNode3 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();

// TreeViewノードコレクションに3番目の親ノードを挿入します。
c1TreeView1.Nodes.Insert(2, parentNode3);

// 3番目の親ノードの値を設定します。
parentNode3.SetValue("新コード3", 0);
    
// 3番目の子ノードを作成します。
C1.Win.TreeView.C1TreeNode childNode3 = new C1.Win.TreeView.C1TreeNode();

// 3番目の子ノードを3番目の親ノードのNodesコレクションに追加します。
parentNode3.Nodes.Insert(0, childNode3);

// 3番目子ノードの値を設定します。
childNode3.SetValue("子ノード3", 0);

' TreeViewノードコレクションから2番目の親ノードを削除します。
C1TreeView1.Nodes.Remove(parentNode2)

' インデックス1のノードを削除します。
C1TreeView1.Nodes.RemoveAt(1)

Visual Basic

// TreeViewノードコレクションから2番目の親ノードを削除します。
c1TreeView1.Nodes.Remove(parentNode2);

// インデックス1のノードを削除します。

C#
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 ノード削除後のツリービューは、次のようになります。

c1TreeView1.Nodes.RemoveAt(1);

ノードのドラッグアンドドロップ

TreeView では、同じツリービュー内および複数のツリービュー間でのドラッグアンドドロップ操作がサポートされています。

ツリービュー内のノードに対してドラッグアンドドロップ操作を行うには、C1TreeView の EnableDragDrop プロパティを true
に設定する必要があります。また、ドロップ操作を行うツリービューに対しては、System.Windows.Forms.Control で提供さ

れる AllowDrop プロパティを true に設定する必要があります。複数のツリービューに対してドラッグアンドドロップ操作を有

効にするには、ツリービューごとに EnableDragDrop プロパティを true に設定する必要があることに注意してください。

C1TreeView クラスでは、ノードがドラッグされたときに発生する ItemDrag イベントが提供されています。このイベントを処理

し、C1TreeViewItemDragEventArgs クラスで提供される DraggedData プロパティを使用することで、ドラッグされている

データを取得できます。さらに、Node プロパティを使用して、ドラッグされているノードも取得できます。

次のコードスニペットを参照してください。

               

ドラッグ中ドラッグ中

'EnableDragDropプロパティを設定します。
C1TreeView1.EnableDragDrop = True

'AllowDropプロパティを設定します。
C1TreeView1.AllowDrop = True

Visual Basic

// EnableDragDropプロパティを設定します。
c1TreeView1.EnableDragDrop = true;

// AllowDropプロパティを設定します。
c1TreeView1.AllowDrop = true;

C#
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ドロップ後ドロップ後

ノードの並べ替え

TreeView では、C1TreeNodeCollection クラスの Move メソッドを使用して、プログラムからノードを並べ替えることができま

す。Move メソッドは、C1TreeView または C1TreeNode の Nodes コレクションで使用できます。これにより、ノードを元の位

置から新しい位置に移動することができます。Move メソッドは、2 つの整数型のパラメータ、oldIndex と newIndex を受け取

ります。ここで、oldIndex と newIndex は、ノードの元の位置と新しい位置をそれぞれ指定します。ただし、Move メソッドを使

用して子ノードを別の親ノードに移動することはできません。

次のコードスニペットは、Parent1 内で Child1 を index 0 から index 2 に移動します。

               

次の図に、上記のコードの結果を示します。

' ノードを元の位置から新しい位置に移動します。
parentNode1.Nodes.Move(0, 2)

Visual Basic

// ノードを元の位置から新しい位置に移動します。
parentNode1.Nodes.Move(0, 2);

C#
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ノードの編集

アプリケーションで TreeView のノードを編集できます。それには、C1TreeView クラスの AllowEditing プロパティを true に
設定します。このプロパティのデフォルト値は、false です。

ノードを選択し、［Enter］キーまたは［F2］キーを選択するか、ノード自体をダブルクリックするだけで、ノードの編集を開始する

ことができます。さらに、コードで BeginEdit メソッドを呼び出すことで、プログラムからノードを編集することもできます。これら

のモードのいずれかを使用してノードを編集するには、C1TreeViewEditMode 列挙から C1TreeView クラスの EditMode プ
ロパティを設定する必要があります。

メモメモ：特定のノードのコンテンツを変更できるかどうかを指定する場合は、C1TreeNode の IsReadOnly メソッドを使用す

ることができます。

次の図に、編集中のノードを示します。

次のコードスニペットは、ノードを編集できるように AllowEditing プロパティを設定し、編集のモードを指定します。

               

' AllowEditingプロパティを設定します。
C1TreeView1.AllowEditing = True

' EditModeプロパティを設定します。
C1TreeView1.EditMode = C1.Win.TreeView.C1TreeViewEditMode.EditOnEnter

Visual Basic

// AllowEditingプロパティを設定します。
c1TreeView1.AllowEditing = true;

// EditModeプロパティを設定します。
c1TreeView1.EditMode = C1.Win.TreeView.C1TreeViewEditMode.EditOnEnter;

C#
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ノードの選択

TreeView のノードをさまざまな方法で選択するには、C1TreeView の SelectionMode プロパティを設定する必要がありま

す。SelectionMode プロパティは、C1TreeViewSelectionMode 列挙に含まれる次の値を受け取ります。

Multi：TreeView 内の複数のノード（親または子）を選択できます。複数のノードを連続して、または非連続に選択する

ことができます。複数のノードを連続して選択するには、［Shift］キーを押しながらノードをクリックします。複数のノード

を非連続に選択するには、［Ctrl］キーを押しながらノードをクリックします。

MultiSibling：［Shift］キーまたは［Ctrl］キーを使用して、連続してまたは非連続に複数のノードを選択できます。ただ

し、選択できるノードは、1 つの親ノード内に限られます。

None：TreeView 内のどのノードも選択できません。

Single（デフォルト値）（デフォルト値）：TreeView 内のノード（親または子）を一度に 1 つだけ選択できます。

次に、SelectionMode プロパティを設定するサンプルのコードスニペットを示します。

               

連続して選択連続して選択

非連続に選択非連続に選択

' SelectionModeプロパティをMultiに設定します。
C1TreeView1.SelectionMode = C1.Win.TreeView.C1TreeViewSelectionMode.Multi

Visual Basic

// SelectionModeプロパティをMultiに設定します。
c1TreeView1.SelectionMode = C1.Win.TreeView.C1TreeViewSelectionMode.Multi;

C#
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C1TreeNode の Selected プロパティを true に設定して、ノードを 1 つ選択することもできます。

C1Treeview の SelectedMode プロパティが None に設定されている場合、C1TreeNode の Selected プロパティは

適用されません。

次のコードスニペットは、このプロパティの設定方法を示します。

               

このプロパティを設定したノードは、次のように選択されます。

 

Furthermore, you can also select a node at runtime by right-clicking it. This is the default behavior of TreeView.
However, you can change this behavior by setting RightClickSelect property of the C1TreeView class as false.

' 最初の親ノードのSelectedプロパティを有効にします。
C1TreeView1.Nodes(0).Selected = True

Visual Basic

// 最初の親ノードのSelectedプロパティを有効にします。
c1TreeView1.Nodes[0].Selected = true;

C#

ノードの検索
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TreeView enables you to search for the nodes matching the specified string. To search for a node in TreeView, you can
use Search or SearchAll method of C1TreeView class. The Search method takes string as a value, searches for the
nodes using depth-first search and returns the node containing the searched string. On the other hand, the SearchAll
method allows searches and shows all nodes containing the specified string.

The following image shows the searched node containing “Chai” as input string.

To search for the nodes containing the string you input, use the following code. In this example, we have taken a text
box where you can provide a string to be searched on a button click.

C#

private void Searchbutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
      c1TreeView1.Search(textBox1.Text);
}

ノードの展開と折りたたみ

ノードの展開ノードの展開

C1TreeNode クラスでは、1 つのノード（親または子）を展開する Expand メソッドが提供されています。Expand メソッドは、

特定のノード内の子ノードを展開するかどうかを決定する Boolean 値を受け取ります。このメソッドを true に設定すると、選択

したノードと一緒にすべての子ノードが展開されます。 false に設定した場合は、メソッドが呼び出されたノードだけが展開され

ます。次のコードスニペットは、Expand メソッドを使用して 1 つのノードを展開する方法を示します。 

               

' 子ノードを展開せずに最初の親ノードを展開します。
parentNode1.Expand(False)

Visual Basic

// 子ノードを展開せずに最初の親ノードを展開します。

C#
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 次に示すように、子ノードは展開されずに、親ノードだけが展開されます。

 

C1TreeNode クラスでは、ノードを一度に 1 つだけ展開する Expanded プロパティも提供されています。

C1TreeView クラスでは、ツリービューを完全に展開する ExpandAll メソッドも提供されています。完全に展開した状態では、

次の図に示すように、親ノードの下にあるすべての子ノードがツリービューに表示されます。 

次のコードスニペットは、ExpandAll メソッドを使用してツリービューを完全に展開する方法を示します。 

               

ツリービューが完全に展開されたら、それを折りたたまれないようにすることができます。それには、次のコードに示すよう

に、C1TreeView クラスの Collapsing イベントをキャンセルします。

               

parentNode1.Expand(false);

' ExpandAllメソッドを呼び出します。
C1TreeView1.ExpandAll()

Visual Basic

// ExpandAllメソッドを呼び出します。
c1TreeView1.ExpandAll();

C#
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ノードの折りたたみノードの折りたたみ

C1TreeView クラスでは、ツリービューを完全に折りたたむ CollapseAll メソッドが提供されています。1 つのノード（親または

子）を折りたたむために、C1TreeNode クラスでは Collapse メソッドが提供されています。このメソッドは、特定のノード内の

子ノードを折りたたむかどうかを決定する Boolean 値を受け取ります。このメソッドを true に設定すると、選択したノードと一

緒にすべての子ノードが折りたたまれます。 false に設定した場合は、メソッドが呼び出されたノードだけが折りたたまれます。

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' ExpandAllメソッドを呼び出します。
    C1TreeView1.ExpandAll()

    ' Collapsingイベントを処理します。
    AddHandler C1TreeView1.Collapsing, AddressOf C1TreeView1_Collapsing
End Sub

Private Sub C1TreeView1_Collapsing(sender As Object, e As C1TreeViewCancelEventArgs)

    ' イベントをキャンセルします。
    e.Cancel = True
End Sub

Visual Basic

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // ExpandAllメソッドを呼び出します。
    c1TreeView1.ExpandAll();

    // Collapsingイベントを処理します。
    c1TreeView1.Collapsing += C1TreeView1_Collapsing; ;
}

private void C1TreeView1_Collapsing(object sender, 
C1.Win.TreeView.C1TreeViewCancelEventArgs e)
{
    // イベントをキャンセルします。
    e.Cancel = true;
}

C#

ノード間の移動

TreeView では、マウスとキーボードによるノード間の移動がサポートされています。

マウスによる移動マウスによる移動

次の表に、TreeView でノード間を移動するためのアクションと、対応するマウスコマンドを示します。

アクションアクション マウスコマンドマウスコマンド

ノードの展開 ノード名の左側にあるプラス記号をクリックします。

ノードの折りたたみ ノード名の左側にあるマイナス記号をクリックします。

ノードの選択 ノード名をクリックします。

キーボードによる移動キーボードによる移動

次の表に、TreeView でノード間を移動する際に使用するアクションと、関連するキーを示します。
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アクションアクション キーボードコマンドキーボードコマンド

ノードを上に移動 ［↑］キー

ノードを下に移動 ［↓］キー

複数ノードの選択 マウス +［Ctrl］（非連続選択）/マウス +［Shift］（連続選択）
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オンデマンド読み込み

Users can use a technique called "delayed loading" where nodes are populated on demand when the user expands
them. This allows the application to load faster and use resources more efficiently. The Load-On demand is an
excellent alternative over fully populating each node when the application starts.

The implementation below uses the event hander Expanding event, so that users can populate the node they try to
expand it. In the code snippet below, we have saved the information we need to populate the node in the Tag
property. Also, we add a dummy child node so the user will be able to expand this node and trigger the Expanding
event that will populate the node.

Let's see how to implement the on-demand loading in TreeView, using the following code snippet:

               

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' 設計時に追加されたアイテムがある場合は削除します
    Me.C1TreeView1.Nodes.Clear()
    '最初の2レベルのノードを追加して、TreeViewの基本構造を作成します
    ' アセンブリ内のすべてのタイプをスキャンします
    For Each t As Type In Me.C1TreeView1.GetType().Assembly.GetTypes()
        If t.IsPublic AndAlso Not t.IsSpecialName AndAlso Not t.IsAbstract Then
            ' このタイプのノードを追加します
            Dim node As C1TreeNode = New C1TreeNode()
            node.SetValue(t.Name)

Visual Basic
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            ' ノードにデータを入力するために必要な情報を保存します
            node.Tag = t
            Me.C1TreeView1.Nodes.Add(node)
            ' プロパティ、イベント、およびメソッドのサブノードを追加します
            node.Nodes.Add(CreateMemberNode("Properties", t, MemberTypes.Property))
            node.Nodes.Add(CreateMemberNode("Events", t, MemberTypes.Event))
            node.Nodes.Add(CreateMemberNode("Methods", t, MemberTypes.Method))
        End If
    Next

    'Expandingイベントを処理して、オンデマンドでノードを追加します
    AddHandler Me.C1TreeView1.Expanding, AddressOf Me.C1TreeView1_Expanding
End Sub

'ノードを作成してTreeViewに追加します
Private Function CreateMemberNode(ByVal header As String, ByVal t As Type, ByVal 
memberTypes As MemberTypes) As C1TreeNode
    ' ノードを作成します
    Dim node As C1TreeNode = New C1TreeNode()
    node.SetValue(header)
    ' ノードにデータを入力するために必要な情報を保存します
    node.Tag = memberTypes
    ' このノードを拡張できるように、ダミーノードを追加します
    node.Nodes.Add(New C1TreeNode())
    node.Expanded = False
    ' 終了
    Return node
End Function

Private Sub C1TreeView1_Expanding(sender As Object, e As C1TreeViewCancelEventArgs) 
Handles C1TreeView1.Expanding
    ' イベントを発生させたノードを取得します 
    Dim node As C1TreeNode = TryCast(e.Node, C1TreeNode)

    If node.Level <> 0 Then
        ' ダミーノードを削除します
        node.Nodes.Clear()
        ' ノードにデータを入力します
        Dim type As Type = CType(node.ParentCollection.Parent.Tag, Type)
        Dim memberTypes As MemberTypes = node.Tag
        Dim bf As BindingFlags = BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance

        For Each mi As MemberInfo In type.GetMembers(bf)

            If mi.MemberType = memberTypes Then

                If Not mi.Name.StartsWith("get_") AndAlso Not 
mi.Name.StartsWith("set_") Then
                    Dim item As C1TreeNode = New C1TreeNode()
                    item.SetValue(mi.Name)
                    node.Nodes.Add(item)
                End If
            End If
        Next
    End If
End Sub

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{           
    // 設計時に追加されたアイテムがある場合は削除します
    c1TreeView1.Nodes.Clear();

C#
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    //最初の2レベルのノードを追加して、TreeViewの基本構造を作成します
    // アセンブリ内のすべてのタイプをスキャンします
    foreach (Type t in c1TreeView1.GetType().Assembly.GetTypes())
    {
        if (t.IsPublic && !t.IsSpecialName && !t.IsAbstract)
        {
            // このタイプのノードを追加します
            C1TreeNode node = new C1TreeNode();
            node.SetValue(t.Name);
            // ノードにデータを入力するために必要な情報を保存します
            node.Tag = t;
            c1TreeView1.Nodes.Add(node);
            // プロパティ、イベント、およびメソッドのサブノードを追加します
            node.Nodes.Add(CreateMemberNode("Properties", t, MemberTypes.Property));
            node.Nodes.Add(CreateMemberNode("Events", t, MemberTypes.Event));
            node.Nodes.Add(CreateMemberNode("Methods", t, MemberTypes.Method));
        }
    }
    //Expandingイベントを処理して、オンデマンドでノードを追加します
    c1TreeView1.Expanding += c1TreeView1_Expanding;
}

//ノードを作成してTreeViewに追加します
C1TreeNode CreateMemberNode(string header, Type t, MemberTypes memberTypes)
{
    // ノードを作成します
    C1TreeNode node = new C1TreeNode();
    node.SetValue(header);
    // ノードにデータを入力するために必要な情報を保存します
    node.Tag = memberTypes;
    // このノードを拡張できるように、ダミーノードを追加します
    node.Nodes.Add(new C1TreeNode());
    node.Expanded = false;
    // 終了
    return node;
}

private void c1TreeView1_Expanding(object sender, C1TreeViewCancelEventArgs e)
{
    // イベントを発生させたノードを取得します            
    C1TreeNode node = e.Node as C1TreeNode;
    if (node.Level != 0)
    {
        // ダミーノードを削除します
        node.Nodes.Clear();
        // ノードにデータを入力します
        Type type = (Type)node.ParentCollection.Parent.Tag;
        MemberTypes memberTypes = (MemberTypes)node.Tag;
        BindingFlags bf = BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance;
        foreach (MemberInfo mi in type.GetMembers(bf))
        {
            if (mi.MemberType == memberTypes)
            {
                if (!mi.Name.StartsWith("get_") && !mi.Name.StartsWith("set_"))
                {
                    C1TreeNode item = new C1TreeNode();
                    item.SetValue(mi.Name);
                    node.Nodes.Add(item);
                }
            }
        }
    }
}
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Note: TreeView for WinForms .NET 5 Edition has only runtime assemblies. Due to the new design-time model in
VS2019 Preview, which is not complete yet from the Microsoft side, we do not supply any special design-time
features as of yet. However, some of the controls might show up at design-time and allow editing few properties
in the property grid.
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カスタムノード

TreeView では、デフォルトのノードの代わりにカスタムノードを作成して表示することができます。カスタムプロパティを追加し

たり、さまざまなカスタマイズを表示することができます（画像の挿入/拡大縮小/配置、境界線の表示、フォントのスタイルと色

のカスタマイズ、サイズの変更など）。TreeView でカスタムノードを設定するには、C1TreeColumn の
CustomContentPresenter プロパティを設定します。

Note: The SetStyle method of the CustomContentPresenter class supports gradients while using custom nodes
in C1TreeView control with C1.Win.C1Themes.

次の図に、TreeView のカスタムノードを示します。

TreeView でカスタムノードを作成するには、デフォルトノードをオーバーライドしてカスタムノードに適用されるプロパティとメ

ソッドを定義したカスタムクラスを作成します。カスタムクラスを作成したら、そのインスタンスを初期化し、

CustomContentPresenter プロパティを使用してカスタムノードを設定します。

次のコードスニペットは、カスタムクラスを作成し、カスタムノードの主な要素を定義する方法を示します。

               

Public Class CategoryCustomNode
    Inherits CustomContentPresenter
    ' レベル 0
    Private _name As TextElement
    Private _description As TextElement
    Private _img As ImageElement
    Private _rw As RowPanel
    ' レベル 1

Visual Basic

  TreeView for WinForms

35 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



    Private _product As TextElement

    Public Sub New()
        ' レベル 0
        ' initテキスト要素
        ' name
        _name = New TextElement()
        _name.Style = New Style()
        ' 説明
        _description = New TextElement()
        _description.Style = New Style()
        _description.Width = 120
        ' イメージ要素をを初期化します
        _img = New ImageElement()
        _img.Style = New Style()
        _img.Size = New Size(70, 50)
        ' テキスト要素のグリッドを初期化します
        Dim cp = New ColumnPanel()
        cp.Children.Add(_name)
        cp.Children.Add(_description)
        ' イメージのためにパネルを初期化します
        _rw = New RowPanel()
        _rw.Children.Add(cp)
        _rw.Children.Add(_img)
        _rw.Style = New Style()
        _rw.Style.VerticalAlignment = Alignment.Center
        ' レベル 1
        _product = New TextElement()
        _product.Style = New Style()
    End Sub

    Public Overrides ReadOnly Property ToolTipText() As String
        Get
            Return _name.Text
        End Get
    End Property

    Public Overrides Sub SetStyle(styles As TreeNodeCellStyles)
        ' レベル 0
        ' name 
        _name.Style.Margins = New Thickness(1)
        _name.Style.Font = New Font("Calibri", 10, FontStyle.Bold)
        ' 説明
        _description.Style.Margins = New Thickness(1)
        _description.Style.Font = New Font("Calibri", 9, FontStyle.Italic)
        _description.Style.WordWrap = True
        ' img
        _img.Style.ImageScaling = ImageScaling.Scale
        _img.Style.ImageAlignment = ImageAlignment.CenterCenter
        ' レベル 1
        _product.Style.Font = New Font("Calibri", 10, FontStyle.Bold)
        _product.Style.Margins = New Thickness(2)
        _product.Style.HorizontalAlignment = Alignment.Center
        _product.Style.VerticalAlignment = Alignment.Center
    End Sub

    Public Overrides Sub SetValue(value As Object)
        If Node.level = 0 Then
            Dim row = DirectCast(Node.GetValue(), DataSet1.CategoriesRow)
            _name.Text = row.CategoryName
            _description.Text = row.Description
            Dim converter = New ImageConverter()
            If _img.Image IsNot Nothing Then
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                _img.Image.Dispose()
                _img.Image = Nothing
            End If
            _img.Image = DirectCast(converter.ConvertFrom(row.Picture), Image)
            ' ルートパネルを設定します
            Child = _rw
        Else
            _product.Text = value.ToString()
            ' ルート要素を設定します
            Child = _product
        End If
    End Sub
End Class

Public Class ProductCustomNode
    Inherits CustomContentPresenter
    ' レベル 0
    Private _count As TextElement
    ' レベル 1
    Private _quantityPerUnit As TextElement
    Private _unitPrice As TextElement
    Private _unitInStock As TextElement
    Private _unitsOnOrder As TextElement
    Private _reorderLevel As TextElement
    Private _gp As GridPanel
    Private _eStyle As Style

    Public Sub New()
        ' レベル 0
        ' カテゴリでのカウント
        _count = New TextElement()
        _count.Style = New Style()
        _count.Style.Margins = New Thickness(2)
        ' レベル 1
        ' ラベルのスタイル
        Dim lStyle = New Style()
        lStyle.HorizontalAlignment = Alignment.Far
        lStyle.Margins = New Thickness(1)
        lStyle.Font = New Font("Calibri", 9, FontStyle.Regular)
        ' 要素スタイル
        _eStyle = New Style()
        _eStyle.Margins = New Thickness(1)
        _eStyle.Font = New Font("Calibri", 9, FontStyle.Regular)
        ' init要素
        _quantityPerUnit = New TextElement(_eStyle.Clone())
        _unitPrice = New TextElement(_eStyle.Clone())
        _unitInStock = New TextElement(_eStyle.Clone())
        _unitsOnOrder = New TextElement(_eStyle.Clone())
        _reorderLevel = New TextElement(_eStyle.Clone())
        ' テキスト要素のグリッドを初期化します
        _gp = New GridPanel()
        _gp.Columns.Add()
        ' ラベル
        _gp.Columns(0).Width = 100
        _gp.Columns.Add()
        ' テキスト
        _gp.Columns(1).Width = 120

        _gp.Rows.Add()
        ' ReorderLevel
        _gp(0, 0).Element = New TextElement(lStyle, "Reorder level:")
        _gp(0, 1).Element = _reorderLevel
        _gp.Rows.Add()
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        ' UnitPrice
        _gp(1, 0).Element = New TextElement(lStyle, "Unit price:")
        _gp(1, 1).Element = _unitPrice
        _gp.Rows.Add()
        ' QuantityPerUnit
        _gp(2, 0).Element = New TextElement(lStyle, "Quantity per unit:")
        _gp(2, 1).Element = _quantityPerUnit

        _gp.Columns.Add()
        ' ラベル
        _gp.Columns(2).Width = 100
        _gp.Columns.Add()
        ' テキスト
        ' UnitsInStock
        _gp(0, 2).Element = New TextElement(lStyle, "Units in stock:")
        _gp(0, 3).Element = _unitInStock
        ' UnitsOnOrder
        _gp(1, 2).Element = New TextElement(lStyle, "Units on order:")

        _gp(1, 3).Element = _unitsOnOrder
    End Sub

    Public Overrides ReadOnly Property ToolTipText() As String
        Get
            Return String.Empty
        End Get
    End Property

    Public Overrides Sub SetStyle(styles As TreeNodeCellStyles)
        ' レベル 0
        _count.Style.HorizontalAlignment = Alignment.Center
        _count.Style.VerticalAlignment = Alignment.Center
        _count.Style.Font = New Font("Calibri", 11, FontStyle.Bold)
        ' レベル 1
        _unitPrice.Style.Font = New Font(_eStyle.Font, FontStyle.Bold)
        If _unitInStock.Text = "0" Then
            _unitInStock.Style.ForeColor = Color.Red
            _unitInStock.Style.Font = New Font(_eStyle.Font, FontStyle.Bold)
        End If
        If _unitsOnOrder.Text = "0" Then
            _unitsOnOrder.Style.ForeColor = Color.Red
            _unitsOnOrder.Style.Font = New Font(_eStyle.Font, FontStyle.Bold)
        End If
    End Sub

    Public Overrides Sub SetValue(value As Object)
        If Node.level = 0 Then
            Dim count = If(Node.HasChildren, Node.Nodes.Count, 0)
            _count.Text = count.ToString()
            Child = _count
        Else
            Dim row = DirectCast(Node.GetValue(), DataSet1.ProductsRow)
            _quantityPerUnit.Text = row.QuantityPerUnit
            _unitPrice.Text = row.UnitPrice.ToString("C")
            _unitInStock.Text = row.UnitsInStock.ToString()
            _unitsOnOrder.Text = row.UnitsOnOrder.ToString()
            _reorderLevel.Text = row.ReorderLevel.ToString()
            Child = _gp
        End If
    End Sub
End Class
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public class CategoryCustomNode : CustomContentPresenter
{
    // レベル 0
    private TextElement _name;
    private TextElement _description;
    private ImageElement _img;
    private RowPanel _rw;
    // レベル 1
    private TextElement _product;

    public CategoryCustomNode()
    {
        // レベル 0
        // initテキスト要素
        // name
        _name = new TextElement();
        _name.Style = new Style();                    
        // 説明
        _description = new TextElement();
        _description.Style = new Style();
        _description.Width = 120;
        // イメージ要素をを初期化します。
        _img = new ImageElement();
        _img.Style = new Style();
        _img.Size = new Size(70, 50);            
        // テキスト要素のグリッドを初期化します。
        var cp = new ColumnPanel();
        cp.Children.Add(_name);
        cp.Children.Add(_description);
        // イメージのためにパネルを初期化します。
        _rw = new RowPanel();
        _rw.Children.Add(cp);
        _rw.Children.Add(_img);
        _rw.Style = new Style();
        _rw.Style.VerticalAlignment = Alignment.Center;
        // レベル 1
        _product = new TextElement();
        _product.Style = new Style();
    }

    public override string ToolTipText
    {
        get
        {
            return _name.Text;
        }
    }

    public override void SetStyle(TreeNodeCellStyles styles)
    {
        // レベル 0
        // name 
        _name.Style.Margins = new Thickness(1);
        _name.Style.Font = new Font("Calibri", 10, FontStyle.Bold);
        // 説明
        _description.Style.Margins = new Thickness(1);
        _description.Style.Font = new Font("Calibri", 9, FontStyle.Italic);
        _description.Style.WordWrap = true;
        // img
        _img.Style.ImageScaling = ImageScaling.Scale;
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        _img.Style.ImageAlignment = ImageAlignment.CenterCenter;    
        // レベル 1
        _product.Style.Font = new Font("Calibri", 10, FontStyle.Bold);
        _product.Style.Margins = new Thickness(2);
        _product.Style.HorizontalAlignment = Alignment.Center;
        _product.Style.VerticalAlignment = Alignment.Center;
    }

    public override void SetValue(object value)
    {
        if (Node.Level == 0)
        {
            var row = (DataSet1.CategoriesRow)Node.GetValue();
            _name.Text = row.CategoryName;
            _description.Text = row.Description;
            var converter = new ImageConverter();
            if (_img.Image != null)
            {
                _img.Image.Dispose();
                _img.Image = null;
            }
            _img.Image = (Image)converter.ConvertFrom(row.Picture);
            // ルートパネルを設定します。
            Child = _rw;
        }
        else
        {
            _product.Text = value.ToString();
            // ルート要素を設定します。
            Child = _product;
        }
    }
}

public class ProductCustomNode : CustomContentPresenter
{
    // レベル 0
    private TextElement _count;
    // レベル 1
    private TextElement _quantityPerUnit;
    private TextElement _unitPrice;
    private TextElement _unitInStock;
    private TextElement _unitsOnOrder;
    private TextElement _reorderLevel;
    private GridPanel _gp;
    private Style _eStyle;

    public ProductCustomNode()
    {
        // レベル0
        // カテゴリでのカウント
        _count = new TextElement();
        _count.Style = new Style();
        _count.Style.Margins = new Thickness(2);
        // レベル01
        // ラベルのスタイル
        var lStyle = new Style();
        lStyle.HorizontalAlignment = Alignment.Far;
        lStyle.Margins = new Thickness(1);
        lStyle.Font = new Font("Calibri", 9, FontStyle.Regular);
        // 要素スタイル
        _eStyle = new Style();
        _eStyle.Margins = new Thickness(1);
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        _eStyle.Font = new Font("Calibri", 9, FontStyle.Regular);
        // init要素
        _quantityPerUnit = new TextElement(_eStyle.Clone());
        _unitPrice = new TextElement(_eStyle.Clone());
        _unitInStock = new TextElement(_eStyle.Clone());
        _unitsOnOrder = new TextElement(_eStyle.Clone());
        _reorderLevel = new TextElement(_eStyle.Clone());
        // テキスト要素のグリッドを初期化します。
        _gp = new GridPanel();
        _gp.Columns.Add(); 
        // ラベル
        _gp.Columns[0].Width = 100;
        _gp.Columns.Add(); 
        // テキスト
        _gp.Columns[1].Width = 120;

        _gp.Rows.Add(); // ReorderLevel
        _gp[0, 0].Element = new TextElement(lStyle, "Reorder level:");
        _gp[0, 1].Element = _reorderLevel;
        _gp.Rows.Add(); // UnitPrice
        _gp[1, 0].Element = new TextElement(lStyle, "Unit price:");
        _gp[1, 1].Element = _unitPrice;
        _gp.Rows.Add(); // QuantityPerUnit
        _gp[2, 0].Element = new TextElement(lStyle, "Quantity per unit:");
        _gp[2, 1].Element = _quantityPerUnit;                        

        _gp.Columns.Add(); 
        // ラベル
        _gp.Columns[2].Width = 100;
        _gp.Columns.Add(); 
        // テキスト
        // UnitsInStock
        _gp[0, 2].Element = new TextElement(lStyle, "Units in stock:");
        _gp[0, 3].Element = _unitInStock;
        // UnitsOnOrder
        _gp[1, 2].Element = new TextElement(lStyle, "Units on order:");
        _gp[1, 3].Element = _unitsOnOrder;

    }

    public override string ToolTipText
    {
        get
        {
            return string.Empty; ;
        }
    }

    public override void SetStyle(TreeNodeCellStyles styles)
    {
        // レベル 0
        _count.Style.HorizontalAlignment = Alignment.Center;
        _count.Style.VerticalAlignment = Alignment.Center;
        _count.Style.Font = new Font("Calibri", 11, FontStyle.Bold);
        // レベル 1
        _unitPrice.Style.Font = new Font(_eStyle.Font, FontStyle.Bold);
        if (_unitInStock.Text == "0")
        {
            _unitInStock.Style.ForeColor = Color.Red;
            _unitInStock.Style.Font = new Font(_eStyle.Font, FontStyle.Bold);
        }
        if (_unitsOnOrder.Text == "0")
        {
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次のコードスニペットは、CustomContentPresenter プロパティを使用してカスタムノードを設定する方法を示します。

               

            _unitsOnOrder.Style.ForeColor = Color.Red;
            _unitsOnOrder.Style.Font = new Font(_eStyle.Font, FontStyle.Bold);
        }
    }

    public override void SetValue(object value)
    {
        if (Node.Level == 0)
        {
            var count = Node.HasChildren ? Node.Nodes.Count : 0;
            _count.Text = count.ToString();
            Child = _count;
        }
        else
        {
            var row = (DataSet1.ProductsRow)Node.GetValue();
            _quantityPerUnit.Text = row.QuantityPerUnit;
            _unitPrice.Text = row.UnitPrice.ToString("C");                
            _unitInStock.Text = row.UnitsInStock.ToString();
            _unitsOnOrder.Text = row.UnitsOnOrder.ToString();
            _reorderLevel.Text = row.ReorderLevel.ToString();
            Child = _gp;
        }
    }
}

' カスタムノードを設定します 
C1TreeView1.Columns(0).CustomContentPresenter = New CategoryCustomNode()
C1TreeView1.Columns(1).CustomContentPresenter = New ProductCustomNode()

Visual Basic

// カスタムノードを設定します。 
c1TreeView1.Columns[0].CustomContentPresenter = new CategoryCustomNode();
c1TreeView1.Columns[1].CustomContentPresenter = new ProductCustomNode();

C#
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列

TreeView コントロールには、連結と非連結の 2 種類の列があります。非連結モードの列は、データソースのフィールドには連

結されず、ノードの文字列表現を表示します。連結モードの列は、TreeView のデータソースから列データを取得し、基底の

データを表示します。

デフォルトでは、TreeView には 1 つの列が含まれます。しかし、さまざまな状況で TreeView の Columns コレクションに複数

の列を追加してコントロールを使用することができます。たとえば、複数の列を使用して、いくつかの地域の 2 年間の売上デー

タを表示することができます。

このコントロールでは、C1TreeColumn コレクションエディターを使用して設計時に簡単に列を追加できます。詳細について

は、「コレクションエディターコレクションエディター」を参照してください。

コードで列を作成する場合は、C1TreeColumn のインスタンスを作成し、それを C1TreeView の Columns コレクションに追加

します。TreeView の Columns コレクションからすべての列を削除するには、C1TreeColumnCollection の Clear メソッドを使

用します。また、パラメータとして C1TreeColumn 型のインスタンスを受け取る Remove メソッドを使用すると、最初に見つ

かった指定した列をコレクションから削除できます。パラメータとして整数型の列インデックス値を受け取る RemoveAt メソッド

を使用して、指定したインデックスにある列を削除することもできます。

次のコードスニペットは列を作成し、そのヘッダーと名前を指定し、その列を TreeView の Columns コレクションに追加しま

す。

               

' Columnsコレクションをクリアします。
C1TreeView1.Columns.Clear()

' 列を作成します。
Dim Column1 As New C1.Win.TreeView.C1TreeColumn()

' 列ヘッダーに名前を付けます。
Column1.HeaderText = "Column1"

' 列に名前を付けます。
Column1.Name = "Column1"

' TreeViewの列コレクションに列を追加します。
C1TreeView1.Columns.Add(Column1)

Visual Basic

// Columnsコレクションをクリアします。
c1TreeView1.Columns.Clear();

// 列を作成します。
C1.Win.TreeView.C1TreeColumn Column1 = new C1.Win.TreeView.C1TreeColumn();

// 列ヘッダーに名前を付けます。
Column1.HeaderText = "Column1";

// 列に名前を付けます。
Column1.Name = "Column1";

// TreeViewの列コレクションに列を追加します。
c1TreeView1.Columns.Add(Column1);

C#
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XML のインポートとエクスポート

TreeView は、XML ドキュメントとの間でのデータのエクスポートおよびインポートをサポートしています。

C1TreeView クラスが提供する ReadXml メソッドを使用すると、XML ドキュメントのデータを使用してツリービューをロードで

きます。このメソッドは、XML ファイルのパスをパラメータとして受け取り、データのロード元となるファイルを決定します。

さらに、C1TreeView クラスが提供する WriteXml メソッドを使用すると、ツリービューの内容を XML ドキュメントに保存するこ

とができます。ReadXml メソッドと同様に、このメソッドも、ファイルパスをパラメータとして受け取り、ツリービューの内容の保

存先となるファイルを決定します。

次のコードスニペットでは、まず XML ドキュメント（Doc.XML）から TreeView コントロールにデータをインポートし、次に

TreeView コントロールから別の XML ドキュメント（TreeView.XML）にデータをエクスポートしています。

               

メモメモ: 最新のWinForms.NET版には、まだ豊富な設計時サポートが含まれていません。 将来のリリースで強化する予定で

す。

' ReadXmlメソッドを呼び出します。
C1TreeView1.ReadXml("C:/Users/GPCTAdmin/Desktop/Doc.XML")

' WriteXmlメソッドを呼び出します。
C1TreeView1.WriteXml("C:/Users/GPCTAdmin/Desktop/TreeView.XML")

Visual Basic

// ReadXmlメソッドを呼び出します。
c1TreeView1.ReadXml("C:/Users/GPCTAdmin/Desktop/Doc.XML");

// WriteXmlメソッドを呼び出します。
c1TreeView1.WriteXml("C:/Users/GPCTAdmin/Desktop/TreeView.XML");

C#
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右から左のサポート

TreeView は、右から左への筆記法に従う言語のサポートを提供しています。このコントロールで

は、System.Windows.Forms.Control の RightToLeft プロパティを使用することで、ツリービューのすべてのコンテンツを

右から左の方向で表すことができます。このプロパティは、Systems.Windows.Forms の RightToLeft 列挙に含まれる次の

値のいずれかに設定できます。

No：左から右の方向を設定します。これがデフォルトの方向です。

Yes：右から左の方向を設定します。

Inherit：親コントロールの方向を継承します。

次のコードスニペットは、コードでこれらのプロパティを設定する方法を示します。

               

' RightToLeftプロパティを設定します。
C1TreeView1.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes

Visual Basic

// RightToLeftプロパティを設定します。
c1TreeView1.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;

C#

  TreeView for WinForms

45 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



スタイル設定と外観

This section provides you with information about customizing the appearance of the TreeView control and its
elements. You can customize the control in a number of ways, as explained in the following sections:

Themes

You can apply a number of built-in or custom themes to present TreeView with a consistent and customized look by
using Themes for WinForms. For more information, refer to the Themes for WinForms documentation.

Tree Lines

Tree lines, as the name suggests, are the lines connecting the nodes of a TreeView displaying the relationship between
parent and child nodes clearly.

TreeView allows you to display or hide the tree lines by setting the ShowLines property provided by
the TreeViewStyles class to true or false. In addition, the control enables you to perform customizations, as follows:

Color: Change the color of the connected lines between the nodes by setting the LinesColor property of
theTreeViewStyles class.
Width: Set the width of the tree lines by setting the LinesWidth property of TreeViewStylesto integer values.
Style: Specify the style of the tree lines by setting theLinesStyle property of TreeViewStylesfrom the DashStyle
enumeration.

The following image shows TreeView with the tree lines customized with respect to their color, width, and style.

The following code snippet enables the visibility of the tree lines and customizes them in terms of their width, color,
and style.

'ShowLinesプロパティを設定します。
C1TreeView1.Styles.ShowLines = True

'LinesWidthプロパティを設定します。
C1TreeView1.Styles.LinesWidth = 2

'LinesColorプロパティを設定します。

Visual Basic
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Styling a Single Node or Node Cell

TreeView allows you to change the style of a single node or node cell by using the ApplyNodeStyles and the
ApplyNodeCellStyles event of C1TreeView. The ApplyNodeStyles event occurs when you apply styles to a node,
while the ApplyNodeCellStyles event occurs when you apply styles to a cell of a node.

To customize a node or a node cell, you first need to specify the node level by using the Level property of the
C1TreeNode class. And then you can use the NodeStyles or the NodeCellStyles property provided by the
C1TreeViewNodeStylesEventArgs and the C1TreeViewNodeCellStylesEventArgs class respectively, to access
properties of NodeCellStyle and TreeNodeCellStyles classes. Using various properties provided by these classes,
such as BackColor, ForeColor, Default, and others, you can customize a specific node or node cell.

The following code snippet shows the implementation.

C1TreeView1.Styles.LinesColor = System.Drawing.Color.Orange

'LinesStyleプロパティを設定します。
C1TreeView1.Styles.LinesStyle = Drawing2D.DashStyle.Solid

// ShowLinesプロパティを設定します。
c1TreeView1.Styles.ShowLines = true;

// LinesWidthプロパティを設定します。
c1TreeView1.Styles.LinesWidth = 2;

// LinesColorプロパティを設定します。
c1TreeView1.Styles.LinesColor = System.Drawing.Color.Orange;
 
// LinesStyleプロパティを設定します。
c1TreeView1.Styles.LinesStyle = System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Solid;

C#

Private Sub C1TreeView1_ApplyNodeStyles(sender As Object, e As 
C1TreeViewNodeStylesEventArgs)

    If (e.Node.Level = 1) OrElse (e.Node.Level = 2) Then
        e.NodeStyles.[Default].BackColor = Color.Aqua
    End If
End Sub
Private Sub C1TreeView1_ApplyNodeCellStyles(sender As Object, e As 
C1.Win.TreeView.C1TreeViewNodeCellStylesEventArgs)

    If e.Node.Level = 0 AndAlso e.ColumnIndex = 0 Then
        e.NodeCellStyles.[Default].BackColor = Color.LightGray
    End If
End Sub

Visual Basic

private void C1TreeView1_ApplyNodeStyles(object sender, 
C1.Win.TreeView.C1TreeViewNodeStylesEventArgs e)
{
    if ((e.Node.Level == 1)||(e.Node.Level == 2))
        e.NodeStyles.Default.BackColor = Color.Aqua;
}

private void C1TreeView1_ApplyNodeCellStyles(object sender, 
C1.Win.TreeView.C1TreeViewNodeCellStylesEventArgs e)

C#
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Note: TreeView for WinForms .NET 5 Edition has only runtime assemblies. Due to the new design-time model in
VS2019 Preview, which is not complete yet from the Microsoft side, we do not supply any special design-time
features as of yet. However, some of the controls might show up at design-time and allow editing few properties
in the property grid.

{

    if (e.Node.Level == 0 && e.ColumnIndex == 0)
        e.NodeCellStyles.Default.BackColor = Color.LightGray;
}
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チェックリスト

CheckList control displays a collection of items via list box embedded with multiple check boxes (small square shaped
selection boxes). It enables multiple selection of items using different states of the check boxes. Additionally, the
CheckList control is represented by the C1CheckList class which allows you to perform various operations on the
control.

Add and Remove CheckList Items

You can access the item collection of CheckList using Items property of the C1CheckList class and add or remove the
objects from the list at runtime. To add an item to the CheckList, you can use the Add method.

The following sample code add items from the CheckList control.

Add CheckList Items

// すべてのアイテムをCheckListコントロールに追加します

lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem1);
lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem2);
lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem3);
lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem4);
lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem5);
lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem6);
lCheckList.Items.Add(c1CheckListItem7);
// 各チェックリスト項目に名前を割り当てます

c1CheckListItem1.Value = "Violet";
c1CheckListItem2.Value = "Indigo";
c1CheckListItem3.Value = "Blue";
c1CheckListItem4.Value = "Green";
c1CheckListItem5.Value = "Yellow";
c1CheckListItem6.Value = "Orange";
c1CheckListItem7.Value = "Red";

To remove specific items from the list, you can use Remove method. The following sample code remove items from
the CheckList control.

Remove CheckList Items

lCheckList.Items.Remove(c1CheckListItem5);
lCheckList.Items.Remove(c1CheckListItem7);

Data Binding
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Binding a control with a data source gives you ability to communicate and even update the underlying data through
the control. You can bind CheckList using any of the following ways:

Bind with database
Bind with Object Collection

Bind with Database

You can bind the CheckList to a data source by following these steps:

1. Create a connection string and fetch data from a database to a data set.
C#

static string GetConnectionString()
        {
            string conn = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=C:\Users\...\Common\C1NWind.mdb";
            return string.Format(conn);
        }
        DataTable GetDataSource(string connectionString)
        {
            // 接続文字列を設定します

            string conn = GetConnectionString();
            // SQL文を設定します

            string rs = connectionString;
            // DataSetにデータを取得します

            OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(rs, conn);
            DataSet ds = new DataSet();
            da.Fill(ds);
            // データテーブルを返します

            return ds.Tables[0];
        }

2. Set the DataSource and DisplayMemberPath properties of the CheckList control.
C#

lCheckList.BindingInfo.DataSource = GetDataSource("Select * from Employees ");
lCheckList.BindingInfo.DisplayMemberPath = "FirstName";

After completing the above mentioned steps, you will get the following result.

Bind with Object Collection
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To bind the CheckList control to a list of data objects, follow these steps:

1. Create a class named Customer using the following code.
C#

public class Customer
{
    string name;
    string customerID;
    string mobile;
    string email;
    public Customer(string _name, string _custId, string _mobile, string _email)
    {
        this.name = _name;
        this.customerID = _custId;
        this.mobile = _mobile;
        this.email = _email;
    }
    public string Name
    {
        get
        {
            return name;
        }
    }
    public string CustomerID
    {
        get
        {
            return customerID;
        }
    }
    public string Mobile
    {
        get
        {
            return mobile;
        }
    }
    public string Email
    {
        get
        {
            return email;
        }
    }
}

2. Add objects of Customer class to a BindingList and set C1CheckList’s DataSource and DisplayMemberPath
properties at Form_Load event.
C#

BindingList<Customer> customers = new BindingList<Customer>();
customers.Add(new Customer("John", "C001", "8888832141", "john@gmail.com"));
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customers.Add(new Customer("Alex", "C002", "8888832142", "@gmail.com"));
customers.Add(new Customer("Shawn", "C003", "8888832143", "shawn@gmail.com"));
customers.Add(new Customer("Sam", "C004", "8888832144", "sam@gmail.com"));
customers.Add(new Customer("Neo", "C005", "8888832145", "neo@gmail.com"));
customers.Add(new Customer("Paul", "C006", "8888832146", "paul@gmail.com"));

lCheckList.BindingInfo.DataSource = customers;
lCheckList.BindingInfo.DisplayMemberPath = "Name";

After completing the above mentioned steps, you get the following result.

Selection

You can select/deselect all items in the list with single selection. To enable this option, you need to set the
ShowSelectAll property to true. On setting this property to true, the Select All check box appears on top of the list of
items. When you deselect the Select All check box, all items in the list are deselected.

The following sample code shows how to select/deselect all items in the list.

C#

// [すべて選択]チェックボックスを表示します

lCheckList.ShowSelectAll = true;

In order to display CheckList control with the selected item at initial stage, you can use the following sample code.
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C#

// 上から3番目の項目を、チェックリストコントロールで選択した状態で表示します

lCheckList.SelectedItem = c1CheckListItem3;

You can use the SelectionMode property to determine whether a user can select one or more than one item from the
header. This property lets you choose between the following selection modes through SelectionMode enumeration:

Single: Allows you to select only one item at a time.
Multiple: Allows you to select multiple items without holding down a modifier key.
Radio: Allows you to select only one item at a time and deselect the item while holding down the ctrl modifier
key.
Extended: Allows you to select multiple consecutive items while holding down the corresponding modifier key.

The following sample code shows the method to set the SelectionMode property.

C#

// 複数のアイテムを同時に選択します

lCheckList.SelectionMode = C1.Win.TreeView.SelectionMode.Multiple;

Show or Hide CheckBoxes

You can set the visibility of check boxes in the CheckList control by using ShowCheckBoxes property of the
C1CheckList class. The following image displays CheckList items without the check boxes.
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The following sample code sets the visibility of checkbox in the CheckList control.

C#

// 各チェックリスト項目のチェックボックスを非表示にします

lCheckList.ShowCheckBoxes = false;

Customize Captions

You can customize the CheckList control as per your requirements. You can change the captions of Select All option
using SelectAllCaption property and the caption of Unselect All option using UnselectAllCaption property of the
C1CheckList class.

The following sample code sets the SelectAllCaption and UnselectAllCaption property of CheckList.

C#

lCheckList.ShowCheckBoxes = true;
lCheckList.SelectAllCaption = "Colors Check All";
lCheckList.UnselectAllCaption = "Colors UnCheck All";

Appearance and Style

CheckList allows you to change the appearance and style of all items in the control. You can use the BorderColor and
BorderStyle property to style the border of the CheckList. In addition, you can also set the style of default, selected
and hot state of CheckList  control. The following GIF shows the style applied to the CheckList's items.
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C#

// チェックボックスの色を設定します

lCheckList.Styles.CheckBoxColor = Color.Brown;
// 境界線のスタイルを設定します

lCheckList.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
lCheckList.BorderColor = Color.Black;
// チェックリストのデフォルト状態のスタイルを取得します

lCheckList.Styles.Default.BackColor = Color.OldLace;
lCheckList.Styles.Default.ForeColor = Color.Maroon;
// チェックリストの選択された状態のスタイルを取得します

lCheckList.Styles.Selected.BackColor = Color.LightYellow;
lCheckList.Styles.Selected.ForeColor = Color.DeepPink;
// チェックリストのホット状態のスタイルを取得します

lCheckList.Styles.Hot.BackColor = Color.Orange;
lCheckList.Styles.Hot.ForeColor = Color.LightGray;
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チュートリアル

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

Topic Snapshot Content

Integration with
Expression Editor

Learn how to perform column calculation over the data in TreeView.

ExpressionEditorとの統合

TreeView supports integration with the Expression Editor control. When integrated with Expression Editor, expressions
can be used to perform operations such as column calculation over the data in TreeView. These expressions can be
used on all the node levels available in the TreeView control.

To integrate Expression Editor with the TreeView, you need to use ExpressionInfo property of C1TreeColumn class,
which contains information about expressions. These expressions can be set for columns using Expressions property
of ExpressionInfo class.

The following image shows the TreeView control integrated with Expression Editor.

The ExpressionInfo class provides various other properties listed below that can be used to manipulate expressions in
TreeView control. These properties can be used to add, edit, or delete expressions on any of the node levels available
in TreeView.

Property Description

AllowAddNew Indicates the ability to add node level expression

AllowDelete Indicates the ability to remove node level expression

AllowEdit Indicates whether the expressions of this column can be edited by clicking the Expression
Editor icon in the column header

ExpandLastExpression Indicates whether the last expression expand to all subsequent levels of the TreeView even if
the expression is not defined for them

The following code demonstrates integration of TreeView with Expression Editor. In this code, expression is used on
the fifth column of the TreeView control which contains two levels. Here, we have added an expression for the second
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level only.For this, we set our expression to the second item of the Expressions array, and set the first item as empty.

C#

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{            
     this.categoriesTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Categories);
     this.productsTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Products);
     c1TreeView1.BindingInfo.DataSource = c1NWindDataSetBindingSource;

     c1TreeView1.Columns[4].ExpressionInfo.Expressions = new
                string[] { "", "[UnitPrice]*([UnitsInStock]+[UnitsOnOrder])" };

     c1TreeView1.Columns[4].ExpressionInfo.AllowEdit = new bool[] { true, true };
     c1TreeView1.Columns[4].ExpressionInfo.AllowAddNew = true;
     c1TreeView1.Columns[4].ExpressionInfo.AllowDelete = true;
 }
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