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True DBGrid for WinForms
The True DBGrid control is a .NET Grid Control that comes with fast data-presentation and data-manipulation
features, including Grouping, Filtering, Printing, Exporting, customized Navigation and Excel-like Split Views. 

True DBGrid is a feature-rich control that can handle big volumes of data with much ease. Binding the True DBGrid
control to a dataset, creates and fills the rows and columns automatically in the grid. And, following the grid data
generation, users can add, edit, delete, format or rearrange the rows and columns. True DBGrid lets you create
complex bound and unbound grid applications with absolute ease.

Moreover, the True DBGrid control lets you view the information by using multiple data views and adding a variety of
in-cell objects. Not just this, you can also use the True DBGrid with minimal or no coding. This is because the control
provides advanced design-time features like Collection Editors, Context Menu, Tasks Menu, and True DBGrid
Designer. 

Further, True DBGrid provides support for a variety of drop-down objects for entering data, including the
multicolumn control TrueDBDropDown, combo box, multi-line text editor etc. 

Release Notes Blogs

See the version-
wise updates for
all controls here.

Displaying Image Column in Bound TrueDbgrid

MultiColumn Sorting in ComponentOne TrueDbGrid

Advanced Column Grouping in True DBGrid for WinForms

Grouping Display in C1TrueDBGrid

Saving and Loading the State of C1TrueDBGrid   

Documentation Product Sample Location

クイックスタート

設計時のサポート

.NET 6.0: Product samples are located at \Documents\ComponentOne
Samples\WinForms\v6.0\TrueDbGrid\CS\ on your system, if you have installed the samples
while installing WinForms Edition using ComponentOneControlPanel.exe.

.NET 4.5.2: Product samples are located at \Documents\ComponentOne
Samples\WinForms\v4.5.2\TrueDbGrid\CS\ on your system, if you have installed the samples
while installing WinForms Edition using ComponentOneControlPanel.exe.
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Videos Demo Samples

ComponentOne
product videos

Download WinForms Product Demo

Note: ComponentOne True DBGrid control is compatible with .NET 6, .NET 5 and .NET4.5.2 frameworks.

API References

C1.Win.C1TrueDBGrid.6 Assembly  .NET Framework Assembly

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in the future
releases.
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True DBGridととFlexGridの比較の比較

Compare all of the features offered by TrueDBGrid, FlexGrid, and MS DataGridView.

データ連結データ連結

機機

能能

TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

デー

タ

ソー

スの

連

結

〇 〇 〇

デー

タ

ソー

スと

階

層

化

デー

タリ

レー

ショ

ンの

連

結

〇 　　　　　　　　　　制限あり

非

連

結

デー

タス

ト

レー

ジと

操

作

〇 〇 〇

データプレゼンテーションデータプレゼンテーション

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

階層化さ

れたスタ

イル 

〇 　　　　　　　　　　制限あ

り

TreeView
のような

スタイル

〇

〇
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複数行

データ

ビュー

〇

グループ

化 
〇 〇

組み込み

のドラッ

グアンド

ドロップ

〇 〇

インタラク

ティブな

左右分割

と上下分

割

〇

マスター

グリッド

内での子

グリッド

のサポー

ト

〇 〇

ドロップ

ダウンオ

ブジェクト

のサポー

ト

〇 〇

ドロップ

ダウン複

数列オブ

ジェクト

のサポー

ト

〇 〇

ドロップ

ダウン複

数列連結

可能およ

びソート

可能オブ

ジェクト

のサポー

ト

〇

データ交換データ交換

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

データ

のエク

スポー

ト（区切

〇 〇
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りテキ

スト、

XLS、
XLSX）

他の形

式への

データ

のエク

スポー

ト

(PDF、
HTML、
RTF、
JPG な
ど)

〇

Excel
ファイ

ルから

のデー

タの

ロード

〇 〇

グリッド

データ

の拡張

印刷お

よび印

刷プレ

ビュー

のサ

ポート

〇 〇

セルの操作セルの操作

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

セル内オブジェクト 〇 〇 〇

カスタムエディタを使用し

た拡張セル編集

〇 〇

セルや行の結合 〇 〇

セル結合のカスタマイズ 〇

列と行のドラッグアンドド

ロップ

〇 〇

自動セルサイズ変更 〇 〇 〇

スクロールしない固定列 〇 〇 〇

Excel スタイルのセル選

択

〇 〇

各セルレンダリングのカス 〇
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タマイズ

セルのズーム 〇 〇

実行時の CellTip 〇 〇

レイアウトとスタイル設定レイアウトとスタイル設定

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

ビジュアルスタイルのサポート 〇 （.NET
Framework
サポートの

み）

〇 〇

装飾テーマの動的サポート 〇 〇

Office 2007 および 2010 スタ

イルの設定

〇 （.NET
Framework
サポートの

み）

〇

1 行おきに行の色を変える 〇 〇 〇

カスタマイズ可能なセル境界線

スタイル

〇 〇

特殊な描画効果の追加 〇 〇

データ依存の表示 〇

入力とナビゲーション入力とナビゲーション

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

入力

マス

ク

〇 〇 〇

デー

タ入

力の

簡素

化

〇 〇

自動

デー

タ変

換

〇

スペ

ル

チェッ

クの

サ

ポー

ト

〇 〇
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カス

タマ

イズ

可能

な

キー

ボー

ドナ

ビ

ゲー

ション

と

キー

動作

〇 〇

右か

ら左

のナ

ビ

ゲー

ション

〇 〇 〇

タッチ

サ

ポー

ト

〇 〇 〇

クリッ

プ

ボー

ドサ

ポー

ト

〇 〇 〇

豊富

なス

ク

ロー

ル機

能

〇 〇

データ操作データ操作

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

ソート 〇 〇 〇

組み込みのデータフィル

タ処理

〇 〇

拡張フィルタ処理と条件

付きフィルタ処理

〇 〇

カスタマイズ可能なフィル

タフォーム

〇
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追加のフィルタバー行 〇

多言語フィルタ処理 〇 〇

範囲集計値 〇 〇

ローカライズローカライズ

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

右から左のサポート 〇 〇 〇

.NET ローカライズのサ

ポート

〇 〇 〇

地域設定のサポート 〇 〇 〇

その他の機能その他の機能

機能機能 TrueDBGrid FlexGrid MS DataGridView

連結

およ

び非

連結

モード

で大

量の

デー

タを

表示

する

場合

のパ

フォー

マン

スの

最適

化

〇 〇

ジャス

トイン

タイム

デー

タロー

ド

〇 〇 〇

設計

時の

拡張

サ

ポート

〇 〇

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in the future
releases.
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主な特長主な特長

Some of the key features of True DbGrid that you may find useful include the following:

Develop Apps with Minimum Code

True DBGrid provides rich design-time features, including smart tags, editors and context menu that lets users
with minimal coding skills to create intuitive grid applications. Explore the 設計時のサポート in TrueDBGrid to
learn application development using grid designers.

Present Multiple Data Views

There are multiple data presentation formats supported in TrueDBGrid, that is best for your users, such
as GroupBy View, Hierarchical Data Display, standard Microsoft Outlook-style grouping, Form View, Inverted
View etc. Learn more about such data views from the データの表示 topic.

Advanced Data Display

Enhance the data displayed in the grid by adding a variety of in-cell objects, including bitmaps, command
buttons, check boxes, and radio buttons.

Show Splits in Grid

Display Excel-like splits that lets you split the grid horizontally, vertically, or both using the TrueDBGrid control.
Using splits, users can split the grid into two scrollable, independent panes to analyze large data
portions. Learn more about the split feature in スプリットの使用方法.

Built-In Dropdown Controls

The grid control provides support for a variety of drop-down objects for data entry, including the multicolumn
control TrueDBDropDown, combo box, and multi-line text editor. True DBGrid also supports third-party drop-
down controls. To learn more about dropdown controls, explore the ドロップダウンコントロール topic.

Unbound Grids

TrueDBGrid not only lets you create data-bound grids, but unbound grids as well. Moreover, you can even add
unbound columns to a bound grid.

Freeze Columns

Create frozen columns anywhere in the grid. Freezing the columns prevents the column headers of the grid
from scrolling out of the user's view while analyzing extensive data. Learn more about freezing columns in
the 基本的な操作 topic.

Merge Cells

Merge adjacent like-valued cells within sorted column(s) for better grid readability. TrueDbGrid provides Free
Merge and Restricted Merge. To learn more about merging, check out the マージ topic.

Excel-Style Cell Selection

TrueDBGrid lets you select not only any row or column, but also any range of cells just like the cell selection
feature in Excel sheets. Learn more about selection in TrueDBGrid from the 選択範囲 topic.

Input Masking

Assign input templates to columns in order to simplify the run-time data entry process and reduce end-user
data entry errors. Learn more about the 入力マスク feature here.

AutoComplete Function

Reduce the number of keystrokes needed for drop-down selection with the AutoDropdown and
AutoCompletion properties and simplify the end-user data entry.

True DBGrid for WinForms  
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Easy Column and Row Resizing

Keep your data viewable by resizing columns and rows proportionately whenever the grid is resized
horizontally.     

Grouping, Filtering and Searching

True DBGrid supports a GroupBy DataView that enables standard Microsoft Outlook-style grouping. The
Grid also implements custom end-user operations like incremental search and recordset filtering using a filter
bar, which is a special data entry row below the column headers. Learn more about these features from the グ
ループ, フィルタ and インクリメンタル検索 topics.

データ変換データ変換

コードを記述しなくても、データベースにある値を自動的にテキストまたはグラフィックに変換できます。 To learn more
about data translation feature in TrueDBGrid, refer the 変換 topic.

Right-To-Left Support

TrueDBGrid fully supports Right-To-Left or RTL layout for languages that follow RTL writing system, such as
Arabic and Hebrew cultures. Learn more about RTL in the 右から左のサポート topic.

複数のエクスポートオプションと強力な印刷オプション複数のエクスポートオプションと強力な印刷オプション

グリッドを、文字区切り、エクセル（XLS および XLSX）、PDF、HTML、RTFなど多数の形式でエクスポートすることが可能

です。エクスポート および 印刷 を参照できます。ズーム、ウィンドウに合わせた幅の調整、ページングの設定、プレ

ビュー等の印刷機能を制御できます。

Note: True DBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which
provides three libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library
provides a set of previewing controls or components. The PrintDocument library provides the
PrintDocument and MultiDocument components, the PrintPreview library provides the
PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail, PrintPreviewControl and
PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for
C1Report libraries is replaced by individual library references in the C1.Win.Printing NuGet.

Styling

TrueDBGrid provides various properties to enhance the appearance in different ways based on the
requirements of the user. The control offers both Visual styles and Built-in Named styles for this purpose. Learn
to style your grid in the 外観とスタイル topic.

  True DBGrid for WinForms
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クイックスタートクイックスタート

このクイックスタートでは、C1TrueDBGrid アプリケーションの作成、データソースへのグリッドの連結、グリッドの外観と動作

のカスタマイズを手順ごとに説明します。C1TrueDBGrid を使用して、強力なデータベースアプリケーションを簡単に作成でき

ます。

このクイックスタートでは、Access データベースの TDBGDemo.mdb を使用しますが、これはデフォルトで C:\Program
Files\ComponentOne\WinForms\Data にインストールされます。

.NET

.NETでTrue DBGridコントロールで単純なWinFormsアプリケーション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フォームアプリケーションフォームアプリケーションを作成します。

2. C1.Win.TrueDBGridNuGetパッケージの参照を追加します。ツールボックスからTrue DBGridコントロールをフォーム

にドラッグアンドドロップします。 C1TrueDBGridタスクメニューから[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]オプションをクリックし

ます。

3. サンプルデータソースクラスを作成します。

4. C1.Win.TrueDBGrid.BaseGrid.Frame クラスの DataSource プロパティを使用して、True DBGridをこのデータソー

スに連結します。 これにより、True DBGridコントロールにデータが入力されます。

C#

//データソースに連結します

var data = C1.DemoData.DataSource.GetRows("Select * from Data");
c1TruedbGrid1.DataSource = data;

5. Caption、AllowAddNew、AlternatingRows、EvenRowStyleプロパティを使用してグリッドをカスタマイズすることも

できます。

C#

//True DbGridをカスタマイズします

copyCode

copyCode

True DBGrid for WinForms  
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c1TruedbGrid1.Caption = "Data";
c1TruedbGrid1.AllowAddNew = true;

c1TruedbGrid1.AlternatingRows = true;
c1TruedbGrid1.EvenRowStyle.BackColor = Color.LightBlue;

コードを実行し、出力を確認します。

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

.NET Framework
This section demonstrates how to create a TrueDBGrid application in .NET Framework by binding it to an external
datasource using the TrueDBGrid Tasks menu. We will also learn how to customize the grid application using the
Tasks menu.

手順手順 1：：C1TrueDBGrid アプリケーションの作成アプリケーションの作成

この手順では、フォームに C1TrueDBGrid コントロールを追加し、単純なグリッドアプリケーションを作成します。次の手順を

実行します。

1. 新しい .NET プロジェクトを作成します。

2. ツールボックスを開き、C1TrueDBGrid アイコン をダブルクリックします。グリッドがフォームに追加さ

れ、C1TrueDBGrid タスクタスクメニューが表示されます。

3. C1TrueDBGrid タスクタスクメニューから、親コンテナにドッキング親コンテナにドッキングをクリックします。C1TrueDBGrid タスクタスクメニューにアクセ

スする方法については、「C1TrueDBGrid Tasks メニュー」を参照してください。

  True DBGrid for WinForms
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これで、単純なグリッドアプリケーションが作成されました。次の手順では、C1TrueDBGrid コントロールをデータソースに連結

する方法について説明します。

手順手順 2：：DataSet へのへの C1TrueDBGrid の連結の連結

この手順では、、C1TrueDBGrid コントロールを DataSet に連結する方法について説明します。また、True DBGrid の基本的

なプロパティについて説明し、グリッドの実行時の機能を確認します。次の手順を実行します。

1. C1TrueDBGrid のスマートタグをクリックしてC1TrueDBGrid タスクタスクメニューを開きます。データソースの選択データソースの選択ドロップ

ダウン矢印を選択し、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。

2. データソース構成ウィザードが表示され、データベースデータベースが選択されています。次へ次へをクリックします。

3. データベースを検索して接続するために、新しい接続新しい接続 ボタンをクリックします。

4. 参照参照 ボタンをクリックし、C:\Program Files\ComponentOne\WinForms\Data ディレクトリにある

TDBGDemo.mdb を見つけます。これを選択し、開く開くをクリックします。

5. 接続のテスト接続のテストボタンをクリックし、データベースまたはサーバーに正しく接続されていることを確認して、OKをクリックし

ます。データ接続ドロップダウンリストに新しい文字列が表示されます。

6. 次へ次へボタンをクリックして続行します。データファイルをプロジェクトに追加して接続文字列を修正するかどうかを確認す

るダイアログボックスが表示されます。いいえいいえをクリックします。

7. 次のウィンドウでは、デフォルトで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がオンになっており、テキストボックスに

自動的に名前が入力されています。次へ次へをクリックして続行します。

8. データベースオブジェクトの選択データベースオブジェクトの選択ウィンドウで、データセットに必要なテーブルとフィールドを選択します。Composer
テーブルテーブルを選択します。

データセット名データセット名テキストボックスに、データセットのデフォルト名が表示されます。

9. 完了完了をクリックしてウィザードを終了します。これで、フォームに DataSet、、BindingSource、および TableAdapter が
表示されます。

10. フォームをダブルクリックします。Visual Studio が Form_Load イベントに次のコードを追加していることがわかりま

す。

C#

this.composerTableAdapter.Fill(this.c1NWindDataSet.Composer);

Run the program and observe the following:
Notice that the data from the Composers table is reflected in the grid:
 

C1TrueDBGrid は、、DataSet からデータベーススキーマ情報を取得し、自動的に自分自身を設定して、データベーステーブ

ルに含まれるすべてのフィールドを表示します。デフォルトの列ヘッダーとして、フィールド名が使用されることに注意してくださ

い。

これで、C1TrueDBGrid コントロールが DataSet に正しく連結されました。次のセクションでは、C1TrueDBGrid コントロール

の外観と動作の設定をカスタマイズします。

手順手順 3：：C1TrueDBGrid 設定のカスタマイズ設定のカスタマイズ

前の手順では、、C1TrueDBGrid をプロジェクトに追加し、グリッドを設定し、そのグリッドをデータソースに連結しました。この手

順では、グリッドの外観と動作の設定をカスタマイズします。次の手順を実行します。

前の手順では、、C1TrueDBGrid をプロジェクトに追加し、グリッドを設定し、そのグリッドをデータソースに連結しました。この手

順では、グリッドの外観と動作の設定をカスタマイズします。次の手順を実行します。

1. デザインビューデザインビューに切り替えて、C1TrueDBGrid1 のスマートタグをクリックし、C1TrueDBGrid タスクタスクメニューを開きま
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す。

2. C1TrueDBGrid タスクタスクメニューで、次のプロパティを設定します。

Caption プロパティをComposersに設定して、グリッドにキャプションを追加します。

追加を有効にする追加を有効にするチェックボックスと編集を有効にする編集を有効にするチェックボックスを選択して AllowAddNew プロパティ

と AllowUpdate プロパティを True に設定し、グリッドを編集できるようにします。

行の色を互い違いにする行の色を互い違いにするチェックボックスを選択して、 AlternatingRows プロパティを True に設定します。

VisualStyle プロパティを Office2007Blue に設定して、グリッドの外観を設定します。

3. プロパティウィンドウで、EvenRowStyle.BackColor プロパティを LightSteelBlue に設定します。

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

これで、C1TrueDBGrid のカスタマイズが完了しました。グリッドの外観が変更され、グリッド内のデータを追加および編集で

きるようになりました。

これで C1TrueDBGrid のクイックスタートは終了です。コードを1行も記述することなく、True DBGrid for WinForms アプリ

ケーションを作成し、グリッドをデータソースに連結し、グリッドの外観と動作の設定を変更できました。

  True DBGrid for WinForms
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オブジェクトとコレクションの使用オブジェクトとコレクションの使用

True DBGrid for WinForms は、最新の .NET 技術を使って開発されています。True DBGrid for WinForms コントロールとそのプログラム

可能なコンポーネントは、すべて Microsoft の仕様に従って設計された .NET オブジェクトです。すでに Microsoft .NET のオブジェクトおよびコ

レクションのモデルに慣れている場合は、C1TrueDBGrid も問題なく使用できます。

はじめて .NET を使用する場合は、オブジェクトとコレクションを使用する, コードでTrue DBGrid for WinFormsオブジェクトを操作する方法を

示す次のセクションをお読みください。この項では、C1TrueDBGrid オブジェクトをコード内で操作する方法について説明しています。各オブジェ

クトは、それぞれ異なるタスクを実行するために設計されていますが、それらを操作する方法はすべて同じです。これらに共通するプログラムの

構成を理解していれば、簡単に使用したり、理解することができます。

フォーム上に C1TrueDBGrid コントロールを置くと、C1TrueDBGrid オブジェクトが作成されます。TrueDBGrid オブジェクトには、さまざまなオ

ブジェクトを管理する８つの異なるコレクションが含まれます。また、これらのコレクションにそれぞれ対応し、そのコレクションオブジェクトを返す

プロパティが C1TrueDBGrid オブジェクト内にあります。そのため、コード内でグリッドを使用する場合に、完全なコレクション名を覚えておく必

要がありません。次に、これらのコレクションとプロパティの対応を示します。

コレクションコレクション 関連プロパティ関連プロパティ

C1DataColumnCollection Columns プロパティ

C1DisplayColumnCollection DisplayColumns プロパティ

GridStyleCollection Styles プロパティ

SelectedColumnCollection SelectedCols プロパティ

SelectedRowCollection SelectedRows プロパティ

SplitCollection Splits プロパティ

ValueItemCollection Values プロパティ

デフォルトでは、SplitCollection オブジェクトには１つのSplit オブジェクトが含まれます。GridStyleCollection オブジェクトに

は、Caption、Editor、EvenRow、FilterBar、Footer、Group、Heading、HighlightRow、Inactive、Normal、OddRow、RecordSelector、
および Selected という13個のデフォルトのStyle オブジェクトが含まれます。

コレクション内のオブジェクトを参照するには、０から始まるインデックスを使用します。次のように、Split オブジェクトのプロパティを設定または

読み取ることができます。

C#

// Splitオブジェクトプロパティを読み取ります

variable = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].Property;
 
// Splitオブジェクトプロパティを設定します

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].Property = variable;

コレクションの Item メソッドを使用して、コレクション内のオブジェクトの参照を作成できます。次のコードは、グリッドのデフォルトの Split オブ

ジェクトへの参照を作成しています。

C#

// Split0をSplitオブジェクトとして宣言します

C1.Win.C1TrueDBGrid.Split Split0;
 
// コレクション内の最初のSplitを参照するようにSplit0を設定します

Split0 = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0];

上の例で、名前空間修飾子を使用していることに注意してください。他のコントロールとの潜在的な名前の競合を解決するために、名前空間修

飾子を使用することをお勧めします。たとえば、同じプロジェクトで別のコントロールを使用しており、そのコントロールでも Split という名前のオ

ブジェクトを定義している場合は、C1TrueDBGrid 名前空間修飾子が必要になります。その別のコントロールにも名前空間修飾子を付けます。

コレクションの Item メソッドは暗黙的に使用できるため、省略できます。

C#

// Split0をSplitオブジェクトとして宣言します

C1.Win.C1TrueDBGrid.Split Split0;
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// コレクション内の最初のSplitを参照するようにSplit0を設定します

Split0 = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0];

ここで、Split0 を使用して、Split オブジェクトのプロパティを取得または設定したり、メソッドを実行することができます。

C#

// Splitオブジェクトプロパティを読み取ります

variable = Split0.Property;
 
// Splitオブジェクトプロパティを設定します

Split0.Property = variable;
 
// Splitオブジェクトメソッドを実行します

Split0.Method (arg1, arg2, ...);

１つ以上のオブジェクトプロパティを取得および設定することもよくあります。

C#

// Splitオブジェクトのプロパティを読み取ります

variable1 = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,0].Property1;
variable2 = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,0].Property2;
 
// Splitオブジェクトプロパティを設定します

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,0].Property1 = variable1;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,0].Property2 = variable2;

このコードは、C1TrueDBGrid1.Splits(0,0) に何度もアクセスしているため、あまり効率よくありません。事前にこのオブジェクトへの参照を１つ作

成しておき、それを繰り返し使用する方が効率的です。

C#

// Split0をSplitオブジェクトとして宣言します

C1TrueDBGrid.Split Split0;
 
// コレクション内の最初のSplitを参照するようにSplit0を設定します

Split0 = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,0];
 
// Splitオブジェクトのプロパティを読み取ります

variable1 = Split0.Property1;
variable2 = Split0.Property2;
 
// Splitオブジェクトプロパティを設定します

Split0.Property1 = variable1;
Split0.Property2 = variable2;

これで、たいへん効率よくなり、コードも読みやすくなります。.NET アプリケーションで頻繁にコレクションオブジェクトにアクセスする場合は、この

ガイドラインに従うことで、コードのパフォーマンスを著しく向上させることができます。

このテクニックは、C1TrueDBGrid の他のオブジェクトとコレクション、および一般に Visual Studio のオブジェクトとコレクションにも同様に適用

できます。グリッドの場合に特に重要なのは、C1DataColumn オブジェクトと C1DataColumnCollectionオブジェクトです

（C1DisplayColumnオブジェクトも同様）。

C#

// ColsをColumnsコレクションオブジェクトとして宣言し、C1TrueDBGrid1のC1DataColumnCollectionオブジェクトを参照するよう

に設定します

C1.Win.C1TrueDBGrid.C1DataColumnCollection Cols;
Cols = this.c1TrueDBGrid1.Columns;
 
// Col0をC1DataColumnオブジェクトとして宣言し、コレクションの最初のColumnオブジェクトを参照するように設定します
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C1.Win.C1TrueDBGrid.C1DataColumn Col0 = new C1TrueDBGrid.DataColumn();
Col0 = Cols[0];
 
// C1DataColumnオブジェクトのProperty1を読み取って設定します

variable1 = Col0.Property1;
Col0.Property1 = variable1;
 
// C1DataColumnオブジェクトのMethod1（Subとして宣言）を実行します

Col0.Method1 (arg1, arg2, ...);
 
// C1DataColumnオブジェクトのMethod2（関数として宣言）を実行します

variable2 = Col0.Method2(arg1);

次のコードは、グリッドの最初の列の複数のプロパティを設定しています。コレクションのインデックスが０で始まることに注意してください。

C#

this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].Property1 = variable1;
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].Property2 = variable2;

メンバを追加するメンバを追加する

コレクションにオブジェクトを作成および追加するには、コレクションの Add メソッドを使用します。このメソッドは、唯一の引数としてオブジェクト

を受け取ります。たとえば、列に値のアイテムを複数作成するには、ValueItemCollection オブジェクトに新しい ValueItem オブジェクトを追

加します。

C#

// ValueItemオブジェクトを作成します

C1TrueDBGrid.ValueItem v = new C1TrueDBGrid.ValueItem();
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].ValueItems.Values.Add(v);

このコードは、C1TrueDBGrid1 の ValueItemCollection に ValueItem オブジェクトを追加します。また、次のように Insert メソッドを使用し

て、インデックスが１の ValueItem オブジェクトを作成することもできます。

C#

// インデックス1のSplitオブジェクトを作成します

C1TrueDBGrid.ValueItem S;
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].ValueItems.Values.Insert(1, S);

Splitオブジェクトだけは、Add メソッドや RemoveAt メソッドを使用して、メンバを追加または削除することができません。スプリットを正しく追

加または削除するには、Split オブジェクトの InsertHorizontalSplit / RemoveHorizontalSplit メソッドおよびInsertVerticalSplit /
RemoveVerticalSplit メソッドを使用する必要があります。これらのメソッドは、設計時にグリッドを右クリックして表示されるコンテキストメ

ニューからも使用できます。

メンバを削除するメンバを削除する

コレクションに Add または Insert の各メソッドがどのように実装されているかに関係なく、アイテムを削除する構文は同じです。コレクションか

ら既存のアイテムを削除するには、次のように、RemoveAt メソッドを使用します。

C#

// インデックス1のSplitオブジェクトを削除します

this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].ValueItems.Values.RemoveAt(1);

この文を実行すると、削除されたスプリットの場所が埋めるように、コレクションインデックスが１より大きいすべてのスプリットが１つずつ移動し

ます。RemoveAt メソッドのパラメータは、削除されるメンバの場所であることに注意してください。

Count プロパティを使用するプロパティを使用する

コレクション内のオブジェクトの数を参照するには、次のように、コレクションの Count プロパティを使用します。
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C#

// C1TrueDBGrid1の分割数に等しい変数を設定します

variable = this.c1TrueDBGrid1.Splits.Count;

次の例のように、Count プロパティを使用して、コレクション内のすべてのオブジェクトを反復処理することもできます。このコードは、グリッド内

の各 C1DataColumn オブジェクトの Caption 文字列を出力しています。

C#

for (n = 0; n < this.c1TrueDBGrid1.Columns.Count; n++)
{
           Console.WriteLine(this.c1TrueDBGrid1.Columns[n].Caption);
}

Count プロパティは、列の追加や削除にも便利です。

C#

// 列の数を決定します

int NumCols;
NumCols = this.c1TrueDBGrid1.Columns.Count;
 
// Columnsコレクションの最後に列を追加します

C1TrueDBGrid.C1DataColumn C = new C1TrueDBGrid.C1DataColumn();
this.c1TrueDBGrid1.Columns.Insert(NumCols, C);
 
// 実行時に作成された列はデフォルトでは非表示になるため、新しい列を表示します

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[C].Visible = true;
 
// 次のループは、グリッドからすべての列を削除します。

while ( this.c1TrueDBGrid1.Columns.Count > 0 )
{
           this.c1TrueDBGrid1.Columns.RemoveAt(0);
}                   

コレクション内のオブジェクトを効率よく反復処理できるように、foreach 文が用意されています。この文を使用すると、Count プロパティを使用

する必要がありません。

C#

C1TrueDBGrid.C1DataColumn c;
foreach (c In this.c1TrueDBGrid1.Columns)
{
    Console.WriteLine(c);
}

実際、コレクション内のオブジェクトを反復処理する場合は、foreach 文を使用することをお勧めします。

オブジェクトオブジェクト

True DBGrid provides a rich set of properties, methods, and events that enable you to develop sophisticated database
applications.

Objects and collections that refer to visual entities, such as columns, can be customized in the designer or in code.
Objects and collections that refer to abstract entities, such as arrays and bookmarks, are only available in code.

Two controls are available in the .NET Toolbox for addition into a project:

Control Description

C1TrueDBGrid True DBGrid for WinForms grid control.
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C1TrueDBGrid コントロールは、True DBGrid for WinForms の主要なオブ

ジェクトです。このコントロールの C1DataColumnCollection オブジェクトおよ

び C1DisplayColumnCollection オブジェクトを使用すると、グリッドの物理列と

基礎データベースフィールドのマッピングを定義する列オブジェクトを作成、アク

セス、および変更できます。また、SplitCollection オブジェクトを使用すると、グ

リッドを複数の垂直ペインに分割して、同じデータソースをさまざまな外見で表示

できます。

C1TrueDBDropDown True DBGrid for WinForms drop-down box control.

C1TrueDBDropDown コントロールは、C1TrueDBGrid コントロールのサブ

セットです。このコントロールは、複数の列を含むグリッド列のドロップダウンリス

トボックスとして使用されます。このコントロールをスタンドアロンのコントロールと

して使用することはできません。

C1TrueDBGrid コントロールと同様に、設計時に C1TrueDBDropDown コント

ロールを Visual Studio のフォームに配置できます。ただし、このコントロールを

C1TrueDBGrid コントロールのC1DataColumn オブジェクトに結び付けない

と、実行時にドロップダウンコントロールは表示されません。

ドロップダウンコントロールを使用するには、設計時または実行時に、グリッド列

の DropDown プロパティを C1TrueDBDropDown コントロールの名前に設定

します。実行時にその列のセル内ボタンをクリックする

と、C1TrueDBDropDown コントロールがグリッドの現在のセルの下に表示され

ます。ドロップダウンコントロールからアイテムを選択すると、グリッドの現在のセ

ルが更新されます。C1TrueDBDropDown コントロールは、インクリメンタル

サーチもサポートしています。

The namespace for True DBGrid for WinForms also contains definitions for the following objects:

Object Description

C1DataColumn Represents a column of data within a grid.

C1TrueDBGrid コントロール、C1TrueDBDropDown コントロー 内の各列は、２つの列オブ

ジェクト（グローバルな列オブジェクトとスプリット固有の列オブジェクト）によって表されます。

データアクセスおよび書式設定に関連するすべてのプロパティは、C1DataColumn オブジェク

トのプロパティはグローバルなスコープを持ちます。C1DataColumn のプロパティを変更する

と、他のスプリットにある列を含むすべての列の値が変更されます。C1DataColumn オブジェ

クトには、次のようにアクセスできます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1TrueDBGrid1.Columns(0).Caption = "Region"

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].Caption = "Region";

 

C1DisplayColumn Represents a column of data relative to a split.

グリッド内の各スプリットは、少なくとも１つの C1DisplayColumnオブジェクトを含んでいます。

列の表示に関連するプロパティはすべてこのオブジェクト内に含まれていま
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す。C1DataColumn のプロパティとは異なり、C1DisplayColumn オブジェクトのプロパティは

スプリット固有のものです。C1DisplayColumn プロパティを変更しても、特定のスプリット内に

ある特定の列のプロパティ値だけが変更されます。このオブジェクトには、次のようにアクセス

できます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1TrueDBGrid1.Splits(0,0).DisplayColumns(0).Style.ForeColor = 
System.Drawing.Color.Blue

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,0].DisplayColumns[0].Style.ForeColor 
= System.Drawing.Color.Blue;

GridLines Represents the gridlines which separate items in the grid.

GridLines オブジェクトは、ColumnDividerプロパティとRowDivider プロパティの特性を指定

するために使用されます。列と行の境界線の色とスタイルは、実行時または設計時に

GridLines オブジェクトを使って操作できます。

HBar Represents the horizontal scroll bar and its properties.

HBar オブジェクトは、水平スクロールバーのプロパティの指定に使用されます。HScrollBar
プロパティを使用すると、スクロールバーの高さを指定できます。また、スクロールバーを自動

的に表示するか、まったく表示しないかを指定できます。

PrintPreviewWinSettings Encapsulates the print preview window and its properties.

PrintPreviewWinSettings オブジェクトから、グリッドの印刷プレビューウィンドウのプロパ

ティにアクセスできます。このオブジェクトを使用して、ページヘッダやページフッタなど、プレ

ビューウィンドウに表示されるさまざまな要素の外見を設定できます。このオブジェクトに

は、C1TrueDBGridの PreviewInfo プロパティからアクセスします。

PrintInfo Encapsulates page setup and print job settings.

PrintInfo オブジェクトを使用して、出力デバイス名、マージン設定、ページヘッダ、ページフッ

タ、印刷部数など、ページのレイアウトや印刷ジョブの特性を指定します。

C1TrueDBGrid コントロールの PrintInfo プロパティは、印刷ジョブを変更するためのオブ

ジェクトを返します。

PrintInfo オブジェクトは永続的です。つまり、設計時に印刷レイアウトを定義し、それを実行

時にコード内で呼び出すことができます。

Split Represents a group of adjacent columns that scroll as a unit.

True DBGrid for WinForms は、Excel に似たスプリット分割分割をサポートしています。スプリット

は、グリッドを垂直および水平のペインに分割して、同じデータソースをさまざまな外見で表示

します。各スプリットは１つの  Split オブジェクトで表され、隣接する一連の列を含んでいます。

これらの列は、同時にスクロールされます。

C1TrueDBGrid コントロールが作成された場合は、デフォルトで１つの Split オブジェクトが含

まれています。Split オブジェクトのプロパティの多くは、一般に C1TrueDBGrid コントロール

にも適用されます。したがって、スクロールしない固定列を作成する場合など、実際にスプリット

を使用する必要がないかぎり、スプリットについて意識する必要はありません。このオブジェクト

Object Description
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には、次のようにアクセスできます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

VB" data-itemid="VB" data-title="VB">

Visual Basic

Me.C1TrueDBGrid1.Splits(0).Caption = "Split00"

C# コードの書き方コードの書き方

CS" data-itemid="CS" data-title="CS">

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].Caption = "Split00";

Style Encapsulates font, color, picture, and formatting information.

Style オブジェクトは、C1TrueDBGrid, C1TrueDBDropDown, Split, C1DisplayColumn の
各オブジェクトのフォント、色、画像、および書式設定情報をカプセル化します。 Style オブジェ

クトは、Excel や Word に似た書式設定機能を提供してグリッド表示の外見を制御するたいへ

ん柔軟で強力なツールです。

作成された C1TrueDBGrid コントロールまたは C1TrueDBDropDown コントロールは、10個の

組み込みスタイルを含んでいます。設計時または実行時に、組み込みスタイルを変更したり、

独自のスタイルを追加することができます。どちらのコントロールも、Style オブジェクトを使って

セル単位または行単位で書式設定情報を伝達するさまざまなイベントをオプションでサポートし

ています。このオブジェクトには、次のようにアクセスできます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

VB" data-itemid="VB" data-title="VB">

Visual Basic

Me.C1TrueDBGrid1.Styles("Normal").Backcolor = 
System.Drawing.Color.Gray

C# コードの書き方コードの書き方

CS" data-itemid="CS" data-title="CS">

C#

this.c1TrueDBGrid1.Styles["Normal"].Backcolor = 
System.Drawing.Color.Gray;

ValueItems Encapsulates both the Values collection and ValueItem properties.

ValueItems  オブジェクトは、グリッド内のデータベース値に代わる表示値を作成するための１

つのコレクションといくつかのプロパティを含んでいます。このオブジェクトは、特定の

C1DataColumn オブジェクトに対して許可される入力値を指定できます。また、生データ値を

表示用の代替テキストまたはグラフィックに変換するためにも使用できます。たとえば、０およ

び１という数値データの代わりに、Balance Due （請求額）および Paid in Full （支払額）と表示

Object Description
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できます。ValueItems オブジェクトには、表示プロパティ、および ValueItem オブジェクトのコ

レクションValueItemCollection.が含まれます。このオブジェクトには、次のようにアクセスで

きます。

Visual Basic コードの書き方コードの書き方

Visual Basic

Me.C1TrueDBGrid.Columns(0).ValueItems.MaxComboItems = 5

C# コードの書き方コードの書き方

C#

this.c1TrueDBGrid.Columns[0].ValueItems.MaxComboItems = 5;

ValueItem ValueItem オブジェクトは、 DisplayValue とValueの２つのプロパティで構成されま

す。Value プロパティはデータベース内の基礎値を指定し、DisplayValue プロパティはグリッ

ドに表示される値を指定します。これらのオブジェクトは、ValueItemCollection オブジェクト

に含まれ、、.NET の ValueItems エディタで編集できます。このエディタは、ValueItems オブ

ジェクトの下の C1TrueDBGrid デザイナから使用できます。詳細について

は、ValueItemCollection エディタを使用するを参照してください。

VBar Represents the vertical scroll bar and its properties.

VBar オブジェクトは、垂直スクロールバーのプロパティの指定に使用されます。 VScrollBar
プロパティを使用すると、スクロールバーの幅を指定できます。また、スクロールバーを自動的

に表示するか、まったく表示しないかを指定できます。

Object Description

コレクションコレクション

コレクションは、グリッド列やスタイルなど、同種のデータアイテムをグループ化するためのオブジェクトです。一般

に、C1TrueDBGrid 内の同種のアイテムは、コレクションとして実装されています。コレクションはオブジェクトなので、他のオブ

ジェクトと同様にコード内で操作できます。C1TrueDBGrid では、次のコレクションが公開されています。

Collection Description

C1DataColumnCollection グリッド内の０個以上の C1DataColumn オブジェクトを保持します。

The C1TrueDBGrid control and the C1TrueDBDropDown control both maintain a
C1DataColumnCollection object to hold and manipulate C1DataColumn objects.
This collection is contained under the C1TrueDBGrid object, and can be modified
through the C1TrueDBGrid Designer. It can be accessed through the Columns
property of the True DBGrid for WinForms controls.

C1DisplayColumnCollection グリッド内の０個以上の C1DisplayColumn オブジェクトを保持します。

The C1TrueDBGrid control and the C1TrueDBDropDown control both maintain a
C1DisplayColumnCollection object to hold and manipulate C1DisplayColumn
objects. This collection is contained under the Split object, and is available through
the Split's DisplayColumns property. In addition, this collection can be modified in
.NET through the C1DisplayColumnCollection Editor.

GroupedColumnCollection グループ化領域内の０個以上の C1DataColumn オブジェクトを保持します。

When the DataView property is set to DataViewEnum.GroupBy, a grouping area is
created above the grid. This collection object represents the columns (C1DataColumn
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object) in the grouping area. As columns are dragged into or dragged out of the
grouping area, the corresponding column in the collection will be added or deleted.

SelectedRowCollection ０個以上の選択された行インデックスを保持します。

When the user selects and highlights one or more rows of a C1TrueDBGrid control at
run time, the row index of the selected rows are stored in the SelectedRowCollection
object. In code, the Item property and IndexOf method of the collection can be used
to determine which rows are selected. Also select and deselect records
programmatically using its Add and RemoveAt methods.

SelectedColumnCollection 選択された列を表す0個以上のC1DataColumnオブジェクトを保持します。

When the user selects and highlights one or more columns of a C1TrueDBGrid
control at run time, the C1DataColumn objects for those rows are stored in the
SelectedColumnCollection object. In code, use the Item property and IndexOf
method of the collection to determine which rows are selected. Also select and
deselect records programmatically using its Add and RemoveAt methods.

SplitCollection グリッド内の０個以上の Split オブジェクトを保持します。

The C1TrueDBGrid control maintains a SplitCollection collection to hold and
manipulate Split objects. A grid has one split by default, but may contain multiple
splits. This collection is accessed using the Splits property of the C1TrueDBGrid. In
addition this collection can be modified in .NET through the Split Collection Editor.

GridStyleCollection グリッドに含まれる、組み込みおよびユーザー定義の Style オブジェクトを保持します。

The C1TrueDBGrid and C1TrueDBDropDown controls store all built-in and user-
defined Style objects in the GridStyleCollection object. Access the members of this
collection by name in code, and then apply them to a grid, column, or split in order to
control the appearance of the object in question. This collection is accessed using the
Styles property in the True DBGrid for WinForms controls.

ValueItemCollection 列の０個以上のValueItem オブジェクトを保持します。

Each C1DataColumn object within a C1TrueDBGrid or C1TrueDBDropDown control
stores its set of display value/value pairs in objects called ValueItem objects. The
ValueItemCollection object is a collection of these pairs. This collection can be
accessed through the Values property of the ValueItems object. For instance, in order
to alter the first ValueItem in the collection, the code would look like:

C#

this.c1TrueDBGrid.Columns[0].ValueItems.Values[0].DisplayValue 
= "Canada";                                   

Collection Description
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設計時のサポート設計時のサポート

True DBGrid for WinForms comes with four different types design-time options to make your programming tasks look
like a breeze. In addition to easy-to-access smart tags and context menu, the control also provides Collection Editors
and a Designer as well. True DBGrid provides four kinds of collection editors, Split Collection Editor, Display Collection
Editor, DataColumn Collection Editor, ValueItem Collection Editor and Style Collection Editor; each editor serves a
different purpose, for example, the Split Collection Editor is used to edit split-specific properties.

This section discusses about various design-time options available in TrueDBGrid in detail:

Topic Content

コレクションエディタ Discusses about editors in True DBGrid and learn how to access them.

コンテキストメニュー Discusses about context menu in the control and learn how to access it.

タスクメニュー Discusses about smart tags and tasks menu and learn how to access them.

True DBGrid デザイナ Discusses about setting up and editing grid columns and splits using a full-fledged designer.

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

コレクションエディタコレクションエディタ

Collection Editors are designer-based editors used to add, remove or edit items in an object collection at design-
time. True DBGrid provides different types of Collection Editors, such as Split Collection Editor, Display Column
Collection Editor, ValueItem Collection Editor, Data Column Collection Editor and Style Collection Editors.

Split Collection Editor
SplitCollection は Split オブジェクトのコレクションで、グリッドの表示プロパティの大部分と、Split 固有のプロパティへのアク

セスを提供します。

SplitCollection は、設計時に .NET のコレクションエディタを使って変更できます。SplitCollection のコレクションエディタは、

プロパティウィンドウで、Splits プロパティの横にある省略符ボタン省略符ボタンをクリックするとアクセスできます。
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SplitCollection オブジェクトの次のプロパティは、プロパティウィンドウにある SplitCollection エディタエディタで設定できます。

プロパティプロパティ 説明説明

AllowColMove 列の移動を有効にする。

AllowColSelect 列の選択を有効にする。

AllowFocus 列にフォーカスを移動できるかどうかを制御する。

AllowHorizontalSizing Gets or sets a value indicating whether a user is allowed to resize horizontal
splits.

AllowRowSelect 行の選択を有効にする。

AllowRowSizing 行をサイズ変更できるかどうかを制御する。

AllowVerticalSizing Gets or sets a value indicating whether a user is allowed to resize vertical
splits.

AlternatingRowStyle Gets or sets a value indicating whether the split uses the OddRowStyle for
odd-numbered rows and EvenRowStyle for even-numbered rows.

BorderStyle Gets or sets the type of border rendered for a split.

Caption キャプションを設定する。

CaptionHeight キャプションの高さを設定する。

CaptionStyle キャプション領域の外観を制御するStyleオブジェクトを取得または設定する。

ColumnCaptionHeight 列のキャプションの高さを設定する。

ColumnFooterHeight 列のフッタの高さを設定する。

DisplayColumns C1DisplayColumn オブジェクトのコレクションを取得します。

EditorStyle 列のエディタのスタイルを制御する Style オブジェクトを返す。

EvenRowStyle 偶数行の行スタイルを制御する Style オブジェクトを返すまたは設定する。
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ExtendRightColumn Gets or sets a value that determines how the last column will extend to fill
the dead area of the split.

FetchRowStyles Gets or sets a value indicating whether the FetchRowStyle event will be
raised.

FilterBar Gets or sets a value indicating the visibility of the FilterBar.

FilterBarStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of the FilterBar.

FilterBorderStyle Controls the appearance of the separator for the FilterBar.

FooterStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of column footers.

HeadingStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of the grids
column headers.

Height Gets or sets the height of a split.

HighlightRowStyle Gets or sets the Style object that controls the current row/cell when the
MarqueeStyle is set to Highlight Row/Cell.

HorizontalScrollGroup Gets or sets the group which synchronizes horizontal scrolling between
splits.

HScrollBar Gets the HBar object that controls the appearance of the horizontal scroll
bar.

InactiveStyle Gets or sets the Style object that controls the grids caption when it doesn't
have focus.

Locked Gets or sets a value indicating if the cells of a split can be edited.

MarqueeStyle Gets or sets the MarqueeStyle for a Split.

MinHeight Gets or sets the minimum height that a split can be interactively resized.

MinWidth Gets or sets the minimum width that a split can be interactively resized.

Name Gets or sets the name of a split.

OddRowStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of an odd-
numbered row when using AlternatingRows.

RecordSelectors Gets or sets a value indicating the visibility of row headers for Split.

RecordSelectorStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of the
RecordSelectors.

RecordSelectorWidth Gets or sets the width of the row headers.

SelectedStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of selected rows
and columns.

SplitSize Gets or sets the size of a split.

SplitSizeMode Gets or sets a value indicating how the SplitSize property is used to
determine the actual size of a split.

SpringMode Gets or sets a value that determines how columns will resize when the grid is
resized.

Style Gets or sets the root Style object for the Split.

VerticalScrollGroup Gets or sets the group which synchronizes vertical scrolling between splits.
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VScrollBar Gets the VBar object that controls the appearance of the vertical scroll bar.

Note: The Split Collection Editor in .NET6 contains buttons to add and delete Splits, which is unavailable in
its .NET4.5.2 counterpart. In such a case, you can add or remove splits by right-clicking the grid, which will bring
up the grid's context menu, and the Design option will bring up the C1TrueDBGrid Designer Learn more about
the Designer コンテキストメニュー.

Display Collection Editor
The C1DisplayColumnCollection is a collection of the column properties which relate to display, color, font, and so on.
This editor is accessible by clicking on the ellipsis button next to the DisplayColumns property in the Split Collection
Editor.

The following C1DisplayColumnCollection object properties are available in the C1DisplayColumnCollection Editor
in the Properties window:

Property Description

AllowFocus Gets or sets a value indicating the ability of a column to receive focus.

AllowSizing Gets or sets a value indicating whether column resizing is allowed.

AutoComplete Gets or sets a value indicating whether the drop-down auto fills the edit
portion with the matched entry.

AutoDropDown Gets or sets a value indicating whether the drop-down opens automatically
when a key is typed.

Button Gets or sets a value indicating whether a drop-down button will be
displayed in this column.

ButtonAlways Gets or sets a value indicating whether buttons will be displayed when the
cell does not contain focus.

ButtonFooter Gets or sets a value indicating whether a column footer will act like a
button.
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ButtonHeader Gets or sets a value indicating whether a column header will act like a
button.

ButtonText Gets or sets a value indicating whether cells in this column look like
buttons.

ColumnDivider Gets or sets the style of the border drawn between columns.

DropDownList Gets or sets a value indicating whether the drop-down acts like a drop-
down list (text portion is not editable).

EditorStyle Gets or sets the Style used for the cell editor.

FetchStyle Gets or sets a value indicating whether the FetchCellStyle event will be
raised for a column.

FilterButton Gets or sets a value indicating whether a drop-down button will be
displayed in this column.

FooterDivider Gets or sets a value indicating whether to display the column divider in the
footer area.

FooterStyle Gets or sets the Style object that controls the appearance of column
footers.

Frozen Gets or sets a value indicating whether the column scrolls.

GroupFooterStyle Gets or sets the Style used to render the cell in the grouped footer row.

GroupHeaderStyle Gets or sets the Style used to render the cell in the grouped header row.

HeaderDivider Gets or sets a value indicating whether to display the column divider in the
header area.

HeadingStyle Gets or sets the Style that controls the appearance of the column headers.

Height Gets or sets the height of the column.

Locked Gets or sets a value indicating whether editing is permitted in a column.

Merge Gets or sets a value indicating whether contiguous like-value cells of this
column are merged into one large cell.

MinWidth Gets or sets the minimum width a column can be resized to when in
SpringMode.

Name Gets the caption of the associated C1DataColumn objects.

OwnerDraw Gets or sets a value indicating whether cells in this column are drawn by
the user in the OwnerDrawCell event.

Style Gets or sets the root Style for this column.

Visible Gets or sets a value indicating the visibility of a column.

Width Gets or sets the width of a column.

Note: The C1DisplayColumnCollection Editor in .NET6 contains buttons to add and delete columns, which is
unavailable in its .NET4.5.2 counterpart. In such a case, you can add or remove columns by right-clicking the
grid, which will bring up the grid's context menu, and the Design option will bring up the C1TrueDBGrid
Designer. Learn more about the Designer コンテキストメニュー.

Property Description
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DataColumn Collection Editor
The DataColumnCollection represents collection of columns that define binding information for the data source.
The DataColumn Collection Editor is accessible by clicking on the ellipsis button next to the Columns property in
the Properties window.

The following C1DataColumnCollection object properties are available in the C1TrueDBGrid Designer through the
Column tab:

Property Description

Aggregate Gets or sets the type of aggregate computed for a grouped row.

ButtonPicture Gets or sets the image shown in a drop-down button in a column.

Caption Gets or sets the text in the column header.

DataField Gets or sets the database field name for a column.

DataWidth Gets or sets the maximum number of characters which may be entered for cells
in this column.

DefaultValue Gets or sets the default value for a column when a new row is added by the
grid.

DropDown Gets or sets the C1TrueDBDropDown control associated with this column.

EditMask Gets or sets the edit mask for a column.

EditMaskUpdate Gets or sets a value indicating whether literal characters in the edit mask are
stored to the underlying data source.

EnableDateTimeEditor Gets or sets the characters that should be escaped when applying the filter
criteria to the data source.

FilterButtonPicture Gets or sets the image show in the filter button for the column.

FilterDropdown Gets or sets a value indicating whether a drop-down list is displayed in the filter
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cell that lists all the values of the field.

FilterEscape Gets or sets the characters that should be escaped when applying the filter
criteria to the data source.

FilterKeys Gets or sets the key used to initiate the filtering operation as the user types in
the FilterBar.

FilterOperator Gets or sets the operator that is used for a filter expression.

FilterText Gets or sets the data associated with the value of the filter for a column.

FooterText Gets or sets the text displayed in the column footer.

GroupInfo Gets or sets the GroupInfo associated with this column.

Level Gets or sets the level of this column in a hierarchical data source.

NumberFormat Gets or sets the formatting string for a column.

SortDirection Gets or sets the state of the sorting glyph in the column caption.

ValueItems Gets the ValueItems object for this column.

Note: In .NET4.5.2 framework, the DataColumn properties can be accessible via the コンテキストメニュー.

ValueItem Collection Editor
The ValueItemCollection is a collection of values and display values which allows for translated data within a column.
In order to make these properties easily modifiable, there is a ValueItem Collection Editor, which is accessible
through the Properties window. Clicking the ellipsis button (...) next to the Columns item in the Properties window
will bring up the C1TrueDBGrid Designer; then expanding the ValueItems node will expose the ValueItems collection
items. Clicking on the ellipsis button next to the Values node will bring up the ValueItem Collection Editor.

Property Description
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Style Collection Editor
The Style collection is a collection of Microsoft Word-like styles which can associate certain sections for the grid with
a style. In order to make these properties easily modifiable, there is a Style Collection Editor which enables the user
to add styles and modify the properties of existing styles. The Style Collection Editor is available in the Properties
window. Clicking on the ellipsis button (...) next to the Styles node in the Properties window will bring up the editor.

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

コンテキストメニューコンテキストメニュー

グリッドの任意の位置で右クリックすると、True DBGrid for WinForms のコンテキストメニューが表示されます。
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コンテキストメニューのコマンドは、次のように動作します。

Add Absent Fields
This option adds fields from the data source that are not currently in the Columns collection.

［フィールドの取得］及び［フィールドのクリア］［フィールドの取得］及び［フィールドのクリア］

これらのコマンドを指定すると、グリッドの RetrieveFields メソッドおよび ClearFields メソッドが起動します。RetrieveFields
は、データソースに戻り、列のすべての書式設定情報および基礎データを取得します。ClearField は、列の既存の書式設定を

削除します。

［デザイナの起動］［デザイナの起動］

このコマンドにより、C1TrueDBGrid デザイナが起動されます。このデザイナを使用すると、開発者は列の追加または削除や、

DataColumn、DisplayColumn、Split の各プロパティの設定、列の順番の設定、その他さまざまなグリッドデザインの外見の

設定を行えます。詳細はC1TrueDBGrid デザイナを使用するrを参照してください。

［レイアウトの保存］及び［レイアウトの読み込み［レイアウトの保存］及び［レイアウトの読み込み…］］

これらのコマンドでは、グリッドの現在のレイアウトを xml ファイルに保存したり（style の各プロパティ、列の幅など）、xml ファ

イルから取得して新たなグリッドの設定として読み込んだりします。

［バージョン情報］［バージョン情報］

このコマンドを指定すると、このグリッドの情報ボックスが表示されます。これは、グリッドのビルド番号を知りたい場合に便利

です。

［切り取り］、［コピー］、［貼り付け］及び［削除］［切り取り］、［コピー］、［貼り付け］及び［削除］
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これらのコマンドは、Visual Studio の [Edit] メニューにあるコマンドと同じです。[切り取り] ([Ctrl]+[X] キー) を選択すると、グ

リッドが Visual Studio のフォームからクリップボードに移動します。[コピー] ([Ctrl]+[C] キー) を選択すると、フォーム上のグ

リッドを変更することなく、グリッドがクリップボードにコピーされます。[貼り付け] ([Ctrl]+[V] キー) を選択すると、グリッドがク

リップボードからフォームにコピーされます。[削除] ([Del] キー) を指定すると、グリッドは削除され、クリップボードにも移動しま

せん。[削除] コマンドを取り消すには、Visual Studio の [編集] メニューから [元に戻す] ([Ctrl]+[Z] キー) を選択します。

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

タスクメニュータスクメニュー

True DBGrid provides quick and easy access to common tasks or properties using the Tasks Menu. There are three
types of Tasks menu provided by True DBGrid, such as TrueDBGrid Tasks menu, TrueDBDropdown Tasks menu and
Column Tasks Menu.

［［C1TrueDBGrid タスク］メニュータスク］メニュー

［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューでは、データソースの選択、データレイアウトの変更、グリッドキャプションの追加、グリッドの

外観のカスタマイズ、グリッドのフォームへのドッキング、TrueDBGridデザイナへデザイナへのアクセスアクセスをすばやく簡単に実行できます。

また、 AllowAddNew, AllowUpdate, AllowDelete, FilterBar, AlternatingRowsの各プロパティも設定できます。

［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューにアクセスするには、グリッドの右上隅にあるスマートタグ ( ) をクリックします。

［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューが表示されます。

［［C1TrueDBGrid タスク］タスク］メニューの機能は次のとおりです。

タスクメニューのオタスクメニューのオ

プションプション

説明説明

データソースの選データソースの選 ［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
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択択 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、［プロプロ

ジェクトにデータソースを追加ジェクトにデータソースを追加］をクリックして、データソース設定ウィザードを開きます。

データソースを選択すると、さらに［Column タスクタスク］、［クエリの追加クエリの追加］、［データのプレビューデータのプレビュー］の 3 つの

オプションが［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューに追加されます。

データレイアウトデータレイアウト ［データレイアウトデータレイアウト］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、Normal、、
Inverted、Form、GroupBy、MultipleLines、Hierarchial、MultipleLinesFixed などのさまざまな

DataView プロパティオプションのリストが開きます。さまざまなデータビューの詳細については、データ

表示テクニックを参照してください。

視覚スタイル視覚スタイル ［視覚スタイル視覚スタイル］ボックスのドロップダウン矢印をクリックする

と、Custom、System、Office2007Blue、Office2007Silver、Office2007Black などのさまざまな

VisualStyle プロパティオプションのリストが表示されます。視覚スタイルの種類については、視覚スタ

イルを参照してください。

キャプションキャプション ［キャプション］ボックスにキャプションを入力すると、グリッドの Caption プロパティが設定されます。

外観外観 ［外観外観］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、Standard、Flat、Popup、System などのさまざ

まな FlatStyle プロパティのオプションのリストが開きます。コントロールの外観のさまざまなオプション

の詳細については、3D 表示とフラット表示を参照してください。

追加を有効にする追加を有効にする ［追加を有効にする追加を有効にする］チェックボックスを選択すると、AllowAddNew プロパティが True に設定され、新

しい行をグリッドに追加できるようになります。デフォルトはオフです。

編集を有効にする編集を有効にする ［編集を有効にする］チェックボックスを選択すると、AllowUpdate プロパティが True に設定され、グ

リッドを編集できるようになります。デフォルトはオンです。

削除を有効にする削除を有効にする ［削除を有効にする削除を有効にする］チェックボックスを選択すると、AllowDelete プロパティが True に設定され、グ

リッドの行を削除できるようになります。デフォルトはオフです。

フィルタバーを有フィルタバーを有

効にする効にする

［フィルタバーを有効にするフィルタバーを有効にする］チェックボックスを選択すると、FilterBar プロパティが True に設定され、

グリッドの上部にフィルタバーが表示されます。デフォルトはオフです。

行の色を互い違い行の色を互い違い

にするにする

［行の色を互い違いにする］［行の色を互い違いにする］チェックボックスを選択すると、AlternatingRows プロパティが True に設

定され、1 行ごとに異なる背景色が交互に表示されます。デフォルトはオフです。

Column タスクタスク

（データソースに連（データソースに連

結されている場合結されている場合

にのみ使用可能）にのみ使用可能）

［Column タスクタスク］をクリックすると、［Column タスクタスク］メニューが開きます。［Column タスクタスク］メニューの

詳細については、Column タスク］メニュー.を参照してください。

デザイナデザイナ ［デザイナデザイナ］をクリックすると、TrueDBGridデザイナデザイナが開きます。TrueDBGridデザイナデザイナの使用方法の

詳細についてはC1TrueDBGrid デザイナを使用する.を参照してください。

親コンテナにドッキ親コンテナにドッキ ［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、C1TrueDBGrid の Dock プロパティが Fill に設定され
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ングする／親コンングする／親コン

テナでドッキングをテナでドッキングを

解除する解除する

ます。

C1TrueDBGrid 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 C1TrueDBGrid 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］をクリックす

ると、C1TrueDBGrid の Dock プロパティが None に設定されます。

データのプレデータのプレ

ビュー（データソービュー（データソー

スに連結されていスに連結されてい

る場合のみ）る場合のみ）

［データのプレビューデータのプレビュー］をクリックすると、［データのプレビューデータのプレビュー］ダイアログボックスが開き、DataSet の
データをプレビューできます。

［［Column タスク］メニュータスク］メニュー

［Column タスクタスク］メニューでは、列のキャプション、データフィールド、入力マスク、集計、キャプションスタイル、列スタイル、お

よび列の値項目を設定できます。また Visible, ColumnVisible, EnableDateTimeEditorの各プロパティも設定できます。

［Column タスクタスク］メニューには、グリッドがデータソースに連結されている場合にのみアクセスできます。［Column タスクタスク］メ

ニューにアクセスするには、グリッド内の列をクリックするか、［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューから［Column タスクタスク］を選択し

ます。

［［Column タスク］タスク］メニューの機能は次のとおりです。

［ValueItems エディタエディタ］をクリックすると、選択した列の ValueItems エディタエディタが開き、列の ValueItem の表示と動作のプロパ

ティを指定できます。

タスクメニューのタスクメニューの

オプションオプション

説明説明

列の選択列の選択 ［列の選択列の選択］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、グリッドにある列のリストが開きます。グリッド

内の列をクリックしてタスクメニューを開いた場合は、その列が選択されます。

Column キャプキャプ

ションション

［Column キャプションキャプション］ボックスにキャプションを入力すると、列のCaption プロパティが設定されます。

データフィールドデータフィールド ［データフィールドデータフィールド］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、データソースにあるフィールドのリスト

が開きます。

入力マスク入力マスク ［入力マスク入力マスク］ボックスの省略符ボタンをクリックすると、［入力マスク入力マスク］ダイアログボックスが開きます。
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集計タイプ集計タイプ

 

［集計タイプ］集計タイプ］ボックスのドロップダウン矢印をクリックすると、、

Count、Sum、Average、Min、Max、Std、StdPop、Var、VarPop、Custom などの集計関数のリスト

が開きます。使用可能な集計関数の詳細については、 AggregateEnum 列挙体を参照してください。

表示表示 ［表示表示］チェックボックスを選択すると、選択した列の Visible プロパティが True に設定されます。デフォ

ルトはオンです。

グループ化の際グループ化の際

に表示に表示

［グループ化の際に表示グループ化の際に表示］チェックボックスを選択すると、選択した列の ColumnVisible が True に設定

されます。デフォルトはオフです。

DateTimePicker
を用いて編集を用いて編集

［DateTimePicker を用いて編集を用いて編集］チェックボックスを選択すると、選択した列の

EnableDateTimeEditor プロパティが True に設定されます。デフォルトはオンです。

Caption スタイルスタイル ［Caption スタイルスタイル］をクリックすると、選択した列の Caption スタイルエディタスタイルエディタが開き、スタイル、塗りつ

ぶし効果、画像などのキャプションのプロパティを指定できます。

Column スタイルスタイル ［Column スタイルスタイル］をクリックすると、選択した列の Column スタイルエディタスタイルエディタが開き、スタイル、塗りつ

ぶし効果、画像などの列のプロパティを指定できます。

ValueItems エエ
ディタディタ
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C1TrueDBGrid
タスクタスク

［C1TrueDBGrid タスクタスク］をクリックすると、［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューに戻ります。

［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューの詳細については、［C1TrueDBGrid タスク］メニューを参照してくださ

い。

親コンテナにドッ親コンテナにドッ

キングするキングする

               

［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、C1TrueDBGrid の Dock プロパティが Fill に設定され

ます。

C1TrueDBGrid 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 C1TrueDBGrid 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］をクリックする

と、C1TrueDBGrid の Dock プロパティが None に設定されます。

データのプレデータのプレ

ビュービュー

［データのプレビューデータのプレビュー］をクリックすると、［データのプレビューデータのプレビュー］ダイアログボックスが開き、DataSet の
データをプレビューできます。

［［TrueDBDropdownタスク］タスク］ メニューメニュー

The TrueDBDropdown Tasks menu is available when you drag and drop the TrueDBDropdown control on the form.
Click the smart tag of this control to set the data source, and width for the dropdown control.

TrueDBDropdown タスクタスク メニューの機能は次のとおりです。

タスクメニューのタスクメニューの

オプションオプション

説明説明

データソースの選データソースの選

択択

［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。

Display
Member

インクリメンタル検索に使用するプロパティを設定します。

Value Member 関連するグリッド列を更新するために使用されるプロパティを設定します。

Width ドロップダウンの幅を設定します。

Note: WinForms .NET 6 Edition does not include rich design-time support yet. Hence above-mentioned
options are not available through the tasks menu in .NET 6 version.

True DBGrid デザイナデザイナ

C1TrueDBGrid デザイナデザイナは、C1TrueDBGrid タスクメニュータスクメニュー、Columns プロパティプロパティ、またはコンテキストメニューコンテキストメニューのいずれか

を使用してアクセスできます。［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューを使用して C1TrueDBGrid デザイナデザイナにアクセスするに

は、C1TrueDBGridの右上端にあるスマートタグをクリックしてC1TrueDBGrid タスクメニュータスクメニューを開き、デザイナを選択しま

す。Columns プロパティプロパティを使用して C1TrueDBGrid デザイナデザイナにアクセスするには、プロパティウィンドウの Columns プロパプロパ

ティティの横の〈...〉ボタンをクリックします。コンテキストメニューコンテキストメニューを使用して C1TrueDBGrid デザイナデザイナにアクセスするには、フォー

ム上でC1TrueDBGridコントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［デザイン］を選択します。
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C1TrueDBGrid デザイナの要素デザイナの要素

This designer allows grid columns to be set up easily at design time instead of having to write the code. Just select the
grid, then right-click to bring up the context menu, and then click the Design menu item. This will bring up the
C1TrueDBGrid Designer shown below:

デザイナでは、ウィンドウの右側にグリッドの列、左側に関連するプロパティが表示されます。ツールバーの左端のタブで、

DataColumn 、DisplayColumn 、Split のどれに関連したプロパティを表示するかを切り替えます。

デザイナにより、次のような操作が可能です。

列の順序の変更列の順序の変更: マウスで列のヘッダをドラッグして列を移動できます。

列幅の調節列幅の調節: 列ヘッダの右端をドラッグすることにより、列の幅を調節できます。You can also select multiple columns
by SHIFT-clicking the header cells, and then set all column widths at once using the property grid. 列幅を -1 に
設定すると、デフォルトの列幅になります。

列のプロパティの設定列のプロパティの設定: １つ以上の列が選択されていれば、デザイナ左側のペイン内で各プロパティの設定内容を確

認したり変更したりできます。

列の挿入と削除列の挿入と削除: ツールバーの列を挿入ボタンを使って列を挿入できます。また、選択した列の削除には、列の削除ボ

タンを使います。

ツールバーの機能ツールバーの機能: 以下に、ツールバーに表示されている各ボタンの機能について説明します。

要素 説明

プロパティグリッドの上にあるこれらのタブで、デザイナで変更するプロパティの

種類を指定します。データ関連の列プロパティが含まれている DataColumns
、表示関連の列プロパティの集まりである DisplayColumns、スプリットに関連

したプロパティを集めた Splits の３つを指定できます。

これらのトグルボタンは、プロパティグリッドの表示を制御します。左側のボタン
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は、選択した列のプロパティが項目別にグループして並べ替ていることを示しま

す。右側のボタンは、選択した列のプロパティがアルファベット順で並べられて

いることを示します。

これらは、列幅の調節に使用します。左端のボタンは、すべての列の幅を同じ

にします。中央のボタンは、選択されている列（フォーカスが当てられている列）

の幅を広げます。右端のボタンは、選択されている列（フォーカスが当てられて

いる列）の幅を狭めます。

これらのボタンは、列をグリッドへ追加、挿入および削除します。最初のボタンを

クリックすると列がグリッドに追加されます。２つめのボタンをクリックすると列が

グリッドに挿入されます。３つめのボタンをクリックすると、列がグリッドから削除

されます。

このボタンで操作の対象となる列を指定します。ドロップダウンリストから列を選

択すると、その列に関連したプロパティが、デザイナの左側のペインに表示され

ます。

選択した列の垂直方向の配置を設定します。最初のボタンは、列の内容を上揃

えに配置します。次のボタンは、列の内容を中央揃えに配置し、最後のボタン

は、下揃えに配置します。

Alignment: 列の内容を左、中央、右に配置します。これらのボタンが有効なの

は、グリッドのスクロール領域内のみです。ヘッダ列内については、対象となる

ヘッダ列を選択した後、TextAlignFixed プロパティを設定してください。

これらのボタンは、水平または垂直のスプリットを追加／削除します。最初のボ

タンは、グリッドに垂直スプリットを追加し、２番目のボタンは水平スプリットを追

加します。３番目のボタンは垂直スプリットを削除し、最後のボタンは水平スプ

リットを削除します。

これらのボタンは、テーブルの DataView プロパティを設定します。これらのボ

タンは、DataView プロパティをそれぞれ Normal、GroupBy、Hierarchial、、
Inverted、Form、MultipleLines、および MultipleLinesFixed に設定しま

す。詳細については、データの表示 を参照します。

There are three types of properties enumerated in the TrueDBGridDesigner:

Splits のプロパティのプロパティ

C1TrueDBGridデザイナデザイナのSplitタブでは、次の C1DataColumnCollection オブジェクトプロパティを使用できます。

プロパティ 説明

AllowColMove 列を移動する機能を示す値を取得または設定します。

AllowColSelect 列を選択する能力を示す値を取得または設定します。

AllowFocus スプリットがフォーカスを受け取ることができるかどうかを示す値を取得または

設定します。

AllowHorizontalSizing ユーザーが水平スプリットをサイズ変更できるかどうかを示す値を取得または

要素 説明
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設定します。

AllowRowSelect 行を選択する機能を示す値を取得または設定します

AllowRowSizing 行のサイズ変更を対話式で実行する方法を取得または設定します。

AllowVerticalSizing ユーザーが垂直スプリットをサイズ変更できるかどうかを示す値を取得または

設定します。

AlternatingRowStyle スプリットが、奇数番号の行にOddRowStyle を使用し、偶数番号の行

にEvenRowStyle を使用するかどうかを示す値を取得または設定します。

BorderStyle スプリットの境界線をレンダリングする方法を決定します。

Caption キャプションを取得または設定します。

CaptionHeight キャプションの高さを取得または設定します。

CaptionStyle キャプション領域の外観を制御する Style オブジェクトを取得または設定しま

す。

ColumnCaptionHeight 列のキャプションの高さを取得または設定します。

ColumnFooterHeight 列フッターの高さを取得または設定します。

DisplayColumns C1DisplayColumn オブジェクトのコレクションを取得します。

EditorStyle グリッド内のセルエディタの外観を制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブ

ジェクトを取得または設定します。

EvenRowStyle AlternatingRowsを使用しているときに偶数番号の行の外観を制御する

Styleオブジェクトを取得または設定します。

ExtendRightColumn 最終列を延長してスプリットのデッドエリアを埋める方法を決定する値を取得

または設定します。

FetchRowStyles FetchRowStyle イベントが発生するかどうかを示す値を取得または設定しま

す。

FilterBar FilterBarの表示状態を示す値を取得または設定します。

FilterBarStyle FilterBarの外観を制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェクトを取得

または設定します。

FilterBorderStyle フィルタバーのセパレータの外観を制御します。

FooterStyle 列フッターの外観を制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェクトを取得

または設定します。

HeadingStyle グリッドの列ヘッダの外観を制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェク

トを取得または設定します。

Height スプリットの高さを取得または設定します。

HighlightRowStyle MarqueeStyle が Highlight Row/Cell に設定されているときに、現在の行／

セルを制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェクトを取得または設定

します。

HorizontalScrollGroup スプリット間で水平スクロールを同期するグループを取得または設定します。

HScrollBar 水平スクロールバーの外観を制御する HBar オブジェクトを取得します。

InactiveStyle フォーカスを持たないときのグリッドキャプションを制御する Styleオブジェクト

を取得または設定します。
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Locked スプリットのセルを編集できるかどうかを示す値を取得または設定します。

MarqueeStyle Split の MarqueeStyle を取得または設定します。

MinHeight スプリットのサイズを対話式に変更できる最小の高さを取得または設定しま

す。 

MinWidth スプリットのサイズを対話式に変更できる最小の幅を取得または設定します。

Name スプリットの名前を取得または設定します。

OddRowStyle AlternatingRowsを使用しているときに奇数番号の行の外観を制御する

C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェクトを取得または設定します。

RecordSelectors スプリットの行ヘッダーの表示状態を示す値を取得または設定します。  

RecordSelectorStyle RecordSelectors の外観を制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェク

トを取得または設定します。

RecordSelectorWidth 行ヘッダーの幅を取得または設定します。

SelectedStyle 選択された行と列の外観を制御する C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェク

トを取得または設定します。

SplitSize スプリットのサイズを取得または設定します。

SplitSizeMode SplitSizeプロパティを使用してスプリットの実際のサイズを決定する方法を示

す値を取得または設定します。

SpringMode グリッドがサイズ変更されるときに列をサイズ変更する方法を決定する値を取

得または設定します。

Style スプリットのルートの C1.Win.C1TrueDBGrid.Style オブジェクトを取得または

設定します。

VerticalScrollGroup スプリット間で垂直スクロールを同期するグループを取得または設定します

VScrollBar 垂直スクロールバーの外観を制御する VBar オブジェクトを取得します。 

DataColumn のプロパティのプロパティ

C1TrueDBGridデザイナデザイナのColumnタブでは、次の C1DataColumnCollection オブジェクトプロパティを使用できます。

プロパティ 説明

Aggregate グループ化された行に対して計算された集計タイプを取得または設定します。

ButtonPicture 列のドロップダウンボタンに表示される画像を取得または設定します。

Caption 列ヘッダのテキストを取得または設定します。

DataField 列のデータベースのフィールド名を取得または設定します。

DataWidth この列のセルに入力される文字の最大数を取得または設定します。

DefaultValue グリッドによって新しい行が追加されたときに、列のデフォルト値を取得または設定し

ます。

DropDown この列に関連する C1TrueDBDropDown コントロールを取得または設定します。

EditMask 列の編集マスクを取得または設定します。

EditMaskUpdate 編集マスクのリテラル文字を基底になるデータソースに保存するかどうかを示す値を

取得または設定します。 
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EnableDateTimeEditor フィルタ基準をデータソースに適用するときにエスケープする必要がある文字を取得

または設定します。

FilterButtonPicture  列のフィルタボタンに表示する画像を取得または設定します。

FilterDropdown すべてのフィールド値をリストするフィルタセルにドロップダウンリストを表示するかど

うかを示す値を取得または設定します。

FilterEscape フィルタ基準をデータソースに適用するときにエスケープする必要がある文字を取得

または設定します。

FilterKeys ユーザーが Split.FilterBarに入力したときに、フィルタ操作を開始するために使用す

るキーを取得または設定します

FilterOperator フィルタ式に使用する演算子を取得または設定します。

FilterText 列のフィルタの値に関連するデータを取得または設定します。

FooterText 列フッターに表示されるテキストを取得または設定します。

GroupInfo この列に関連付けられたGroupInfo を取得または設定します。

Level 階層データソースでこの列のレベルを取得または設定します。

NumberFormat 列の書式文字列を取得または設定します。

SortDirection 列キャプションでソートするグリフの状態を取得または設定します。 

ValueItems この列の ValueItems を取得します

DisplayColumns のプロパティのプロパティ

C1TrueDBGridデザイナデザイナのDisplay Columnタブでは、次の C1DisplayColumnCollection オブジェクトプロパティを使用で

きます。

プロパティ 説明

AllowFocus 列にフォーカスを移動できるかどうかを制御します。

AllowSizing ユーザーに、列をサイズ変更する機能を提供するかどうかを指定します。

AutoComplete データエントリを自動的に完了するかどうかを指定します。

AutoDropDown 入力に応答してドロップダウンを開くかどうかを指定します。 

Button 現在のセル内にボタンを表示するかどうかを制御します。

ButtonAlways セル内ボタンをいつ表示するかを制御します。

ButtonFooter 列のフッタもボタンにするかどうかを指定します。

ButtonHeader  列ヘッダがボタンのように動作するかどうかを示す値を取得または設定します。

ButtonText セルをボタンとしてレンダリングするかどうかを制御します。

ColumnDivider 列間の分割線を制御します。

DropDownList ドロップダウンコントロールをリストボックスのように動作させるかどうかを指定し

ます。

EditorStyle  列のエディタの Style を制御します。

FetchStyle FetchCellStyle イベントを発生させるかどうかを指定します。  

プロパティ 説明
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FilterButton フィルタセルにボタンを表示するかどうかを指定します。

FooterDivider 列分割線をフッタ領域に表示するかどうかを示す値を取得または設定します。

FooterStyle 列のフッタのスタイルを制御します。

Frozen 列をスクロールするかどうかを示す値を取得または設定します。

GroupFooterStyle  グループ化された行のセルをレンダリングするために使用する Styleを取得ま

たは設定します。

GroupHeaderStyle グループ化されたヘッダ行のセルをレンダリングするために使用する Style を取

得または設定します。

HeaderDivider 列のヘッダの右端を垂直分割線で描画するかどうかを指定します。

HeadingStyle Inverted DataView または Form DataViewでのヘッダのスタイルを制御します。

Height 列の高さを制御します。

Locked 列の編集をロックするかどうかを指定します。

Merge 特定の列内で、同じ値のセルを持つ隣接する行を結合する場合は、True。

MinWidth 列の最小幅を指定します。

Name 関連するC1DataColumn オブジェクトのキャプションを取得します。

OwnerDraw OwnerDrawCell イベントを発生させるかどうかを指定します。

Style 列の標準の Style を制御します。

Visible 列を表示または非表示にします。

Width コンテナの座標で列幅を設定または取得します。

プロパティ 説明
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データの連結データの連結

True DBGrid for WinForms は、任意の .NET データソースに簡単に連結できます。C1TrueDBGrid を使用すると、コードを

ほとんどまたはまったく必要とせずに、完全なナビゲーション機能を持つデータベースブラウザをわずかな時間で作成できま

す。True DBGridは、DataTable、DataView、DataSetオブジェクトなどのADO.NETオブジェクトへのデータ連結を完全にサ

ポートしています。TrueDBGrid コントロール（C1TrueDBGrid ）を DataObjects for WinForms データソースに関連付けるに

は、グリッドのプロパティを同じフォーム上にある DataSource の名前に設定します。DataSetに複数のテーブルが含まれてい

る場合は、DataMemberプロパティのコンボボックスでテーブル名を選択できます。DataSource プロパティおよび

DataMember プロパティは、コードまたは Visual Studio のプロパティウィンドウを使って設定できます。アプリケーションでこ

れだけの操作を行うだけで、C1TrueDBGrid にデータベースまたは DataTable を完全に認識させることができます。このよう

なリンクを設定すると、C1TrueDBGrid および DataSet は、お互いに相手が実行した操作を自動的に認識し、それらに応答し

ます。

グリッドのレイアウトの保持グリッドのレイアウトの保持

DataSource がコードを使用してリセットされると、グリッド内のデータがすべて表示され、デザイナによって作成された初期レ

イアウトは維持されません。 HoldFields パラメータを True に設定して SetDataBinding メソッドを使用することで、グリッド

のレイアウトを設計時点の状態に維持することができます。たとえば、次のようになります。

C#

// 実行時にグリッドを連結します

c1TrueDBGrid1.SetDataBinding(dt, "", true);

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

copyCode
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列列

A True DBGrid control is a collection of rows and columns. Columns, generally, contain a particular type of information
through out, while rows are used to record different types of information about a particular item.

This section discusses the various operations that can be performed on columns in True DBGrid.

Topics Content

基本的な操作 Learn about the basic column operations performed in the grid control.

ヘッダとフッタ Learn about the different tasks related to header and footer in grid columns.

サイズ変更 Learn about column sizing in the grid control.

基本的な操作基本的な操作

This topic discusses about the various basic operations that can be performed on a column in True DBGrid.

Insert Column
True DBGrid lets you add a new column at the specified index using the Insert method of C1DataColumnCollection class.

C#

C1.Win.TrueDBGrid.C1DataColumn Col = new C1.Win.TrueDBGrid.C1DataColumn();
C1.Win.TrueDBGrid.C1DisplayColumn dc;
c1TruedbGrid1.Columns.Insert(0, Col);
var colName = "Unbound" + c1TruedbGrid1.Columns.Count;
Col.Caption = colName;
dc = c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns[colName];
// 新しく追加した列をグリッドの左端の位置に移動します。

c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns.RemoveAt(c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns.IndexOf(dc));
c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns.Insert(c1TruedbGrid1.Col, dc);
dc.Visible = true;
c1TruedbGrid1.Rebind(true);

Delete Column
To delete a particular column from the grid, you can use the RemoveAt method of the C1DataColumnCollection class

C#

if (c1TruedbGrid1.Columns.Count > 0)
    c1TruedbGrid1.Columns.RemoveAt(c1TruedbGrid1.Col);

Set Data Type
True DBGrid lets you set the data type of an unbound column in WinForms True DBGrid using the DataType property of
the C1DataColumn class as shown in the code below.

C#

// 列のデータ型を設定します[非連結モードでのみ機能します]
c1TruedbGrid1.Columns[0].DataType = typeof(string);

Set Frozen Column
Frozen columns, similar to fixed columns, are non-scrollable but can be edited by the user. In True DBGrid, frozen columns can be set by
using Frozen property provided by the C1DisplayColumn class.

copyCode

copyCode
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To set frozen columns in the WinForms True DBGrid, use the code below.

C#

this.c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1].Frozen = true;

copyCode

ヘッダとフッタヘッダとフッタ

列ヘッダーとは、グリッドの上部に固定される行で、キャプション文字列、ソートグリフなどが表示されます。True DBGrid で
は、デフォルトで、インデックスがゼロの上端の行が列ヘッダーに割り当てられます。列フッタはグリッドの最後の行で、列全体

に関する追加的な情報が表示されます。列フッタの最も一般的な使用方法は、列データの概要を表示することです。

列のヘッダとフッタで実行できる基本的な操作は次のとおりです。

列ヘッダキャプションの変更列ヘッダキャプションの変更

連結モードの場合、True DBGrid は、データソースからフィールド名を読み取って、列ヘッダーテキストとしてレンダリングしま

す。 ただし、C1DataColumn クラスの Caption プロパティを明示的に設定して、データソースのフィールド名文字列を上書き

できます。

WinForms True DBGrid で以下のコードを使用して、ヘッダ行を指定し、ヘッダテキストを設定します。

C#

// 列のキャプションを変更します。

c1TruedbGrid1.Columns["Model"].Caption = "Made By";

列ヘッダーのスタイル設定列ヘッダーのスタイル設定
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列ヘッダのスタイルを設定するには、C1TrueDBGrid クラスの HeadingStyle にアクセスし、背景色、境界線の色、前の色な

どを変更します。

以下のコードを使用して、WinForms True DBGridの列ヘッダのスタイルを設定します。

C#

// ヘッダのスタイルを設定します

c1TruedbGrid1.HeadingStyle.BackColor = Color.Beige;
c1TruedbGrid1.HeadingStyle.Borders.Color = Color.Red;
// 列のキャプションの高さを設定します

c1TruedbGrid1.Splits[0].ColumnCaptionHeight = 50;

また、以下のコードを使用して、ヘッダテキストを折り返します。

C#

// 折り返しを設定します

c1TruedbGrid1.HeadingStyle.Wrap = C1.Win.TrueDBGrid.TextWrapping.Wrap;

列フッタの設定列フッタの設定

True DBGridでは、C1TrueDBGridクラスのColumnFootersプロパティをTrueに設定し、C1DataColumnクラス

のFooterTextプロパティを使用して、列フッタを作成できます。

次のコードは、WinForms True DBGridに列フッタを追加する方法を示しています。

C#

// フッタを設定します

// フッタを表示します

c1TruedbGrid1.ColumnFooters = true;
// フッタテキストを設定します

c1TruedbGrid1.Columns[0].FooterText = "Footer 0";
c1TruedbGrid1.Columns[1].FooterText = "Footer 1";

サイズ変更サイズ変更

True DBGrid lets you set the size of grid columns, such as set the column width, auto-adjust the column width and
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set a minimum or maximum column width.

Set Column Width
True DBGrid provides the DefColWidth property of C1TrueDBGrid class to set the column width across the grid.

Use the code below to set the default width of a column for True DBGrid.

C#

// すべての列のデフォルト幅を設定します

c1TruedbGrid1.DefColWidth = 10;

But if you have to set a particular column's width, use the code snippet below:

C#

// 列の幅を設定します。

var col = c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1];
col.Width = 60;

Auto-adjust Column Width
To adjust the column width according to the text length, True DBGrid provides the AutoSize method
in C1DisplayColumn class, which adjusts the width of a column to accommodate the longest visible field within that
column.

Following code shows how you can auto adjust the column widths according to the text length in the WinForms True
DBGrid.

C#

// 列ごとに自動サイズ設定を呼び出します。

foreach (C1DisplayColumn col in c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns)
{
    col.AutoSize();
}

Set Minimum and Maximum Column Width
True DBGrid allows you to set bounds to the column width by using the MinWidth property in C1DisplayColumn
class, which gets or sets the minimum width a column can be resized to when in
the C1.Win.TrueDBGrid.C1TrueDBGrid.SpringMode.

Specify the bounds of column width in the WinForms True DBGrid using the code below.

C#

// SpringModeで使用する列の最小幅を設定します

foreach (C1DisplayColumn column in c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns)
{
    column.MinWidth = 20; 
}

In this case, as mentioned above, the Spring mode should be enabled using the SpringMode property of
C1TrueDBGrid class, which gets or sets a value that determines how columns will resize when the grid gets resized.
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The code snippet below depicts enabling or disabling SPringMode using a checkbox (named 'chckSpring').

C#

private void chckSpring_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    //SpringModeを有効/無効にします。

    c1TruedbGrid1.SpringMode = chckSpring.Checked;
}
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行行

A grid control is a collection of rows and columns. Rows are used to record different types of information about a
particular item. This section discusses the various operations that can be performed on rows.

Topics Content

基本的な操作 Learn about the basic row operations performed in the grid control.

サイズ変更 Learn about row sizing in the grid control.

基本的な操作基本的な操作

This topic discusses various basic operations which can be performed on a row in True DBGrid, such as adding,
deleting and inserting a row.

Add Row
True DBGrid provides various ways to add a new row at runtime. In case of unbound mode, you can set any integer
value in Count parameter of the AddRow property in C1TrueDBGrid class to set the number of rows to be displayed
in the grid.

Use the code below to add rows to the WinForms True DBGrid in both unbound and bound modes.

Delete Row
To delete the current row from the grid, you can use the Delete method of the C1TrueDBGrid class. You can also
remove the row from a specified index using RemoveAt method.

Following code gives different approaches to delete row from the WinForms True DBGrid.

C#

if (c1TruedbGrid1.Rows.Count > 0)
{
  // Approach 1
  c1TruedbGrid1.Delete();
  // Approach 2
  c1TruedbGrid1.Rows.RemoveAt(c1TruedbGrid1.Row);
}

Insert Row
To insert a row in True DBGrid at a specific location, you can use the NewRow method in Frame class. You can also
use the InsertAt method of DataRowCollection class to insert a row at a particular index in the grid.

CS VB   
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Below code demonstrates how to insert a row at a particular position in the WinForms True DBGrid.

C#

// Approach 1
var row = c1TruedbGrid1.NewRow();
// Approach 2
c1TruedbGrid1.Rows.InsertAt(row,c1TruedbGrid1.Row);

サイズ変更サイズ変更

True DBGrid lets you manipulate the size of grid rows, such as set the row height and auto-adjust the row height.

Set Row Height
True DBGrid provides the RowHeight property of Frame class to set row height across the grid. You can also specify
the height of a particular row by setting Height property of the Row class. Default value of the Height property is -1
which indicates that the row is taking height specified by the DefaultSize property.

Use the code below to set the default height of a row of the WinForms True DBGrid.

C#

// Setting height of the all the rows
c1TruedbGrid1.RowHeight = 30;

But if you have to set a particular row's width, use the code snippet below:

C#

//setting a Row's height
var row = c1TruedbGrid1.Splits[0].Rows[1];
row.Height = 60;

The True DBGrid control also lets you decide whether all the rows should have the same height or different heights
using the RowSizingEnum enumeration.

C#

//if it is AllRows, all rows will have same height
c1TruedbGrid1.AllowRowSizing = RowSizingEnum.AllRows;
//if it is IndividualRows , rows can have separate heights
c1TruedbGrid1.AllowRowSizing = RowSizingEnum.IndividualRows;

Auto-adjust Row Height
To adjust the row height, you can simply use the AutoSize method.

C#

//call autosize for each row
foreach (ViewRow row in c1TruedbGrid1.Splits[0].Rows) {
    row.AutoSize();
}
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セルセル

The smallest unit of a grid is a undoubtedly a cell. Though in most cases, we prefer working on a column or row level,
there are some operations that need to be carried out on the cell level. For example, setting values in cells, enabling
tooltip in cells, cell formatting, cell editing etc.

Topic Content

基本的な操作 Discusses how to do basic operations using a cell.

セルの書式設定 Discusses how to do cell formatting in the grid.

セルの編集 Discusses how to do cell editing in the grid control.

基本的な操作基本的な操作

Set Value in Cell
True DBGrid lets you set a value in the True DBGrid cell.

C#

//set value in a cell
c1TruedbGrid1[0, 0] = "Single Cell Data Set";

Set Values in Cell Range
The Grid control also lets you set values in cell ranges in the grid.

The following code shows how to set values in a cell range in True DBGrid.

C#

//set value in a range {Custom method is used; declared below} there is no public 
cell range in TDbGrid
c1TruedbGrid1.SetRangeData(1, 4, 0, 2, "Data");

The SetRangeData method is taken from the following class:

C#

public static class Extensions
{
//extension method to set data in a cell range
        public static void SetRangeData(this C1TrueDBGrid grid, int rowIdx,int 
rowCount,int colIdx,int colCount,object? data)
   {
            if (rowCount == 0 || colCount == 0) return;
            //check if index is valid
            if (grid.Columns.Count <= colIdx || grid.RowCount <= rowIdx) return;
            for (int row = rowIdx; row < rowIdx + rowCount; row++)
         {
                for (int col = colIdx; col < colIdx + colCount; col++)
               {
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                    //set data
                    grid[row, col] = data;
               }
         }
  }
}

Clear Value from Cell (Range)
The True DBGrid control lets you clear values from cell ranges in the grid.

The following code shows how to clear values from cells in True DBGrid.

C#

//clear a range
c1TruedbGrid1.SetRangeData(1, 2, 0, 2, null);

The SetRangeData method is taken from the following class:

C#

public static class Extensions
 {
 //extension method to set data in a cell range
         public static void SetRangeData(this C1TrueDBGrid grid, int rowIdx,int 
rowCount,int colIdx,int colCount,object? data)
    {
             if (rowCount == 0 || colCount == 0) return;
             //check if index is valid
             if (grid.Columns.Count <= colIdx || grid.RowCount <= rowIdx) return;
             for (int row = rowIdx; row < rowIdx + rowCount; row++)
          {
                 for (int col = colIdx; col < colIdx + colCount; col++)
                {
                     //set data
                     grid[row, col] = data;
                }
          }
   }
 }

Set Image in Cell
To set image in a cell, you can use the FetchStyle property to get or set a value indicating whether the FetchCellStyle
event will be raised for a column.
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Use the code below to set image in a True DBGrid cell.

C#

//show images in the third column
c1TruedbGrid1.Splits[0].DisplayColumns[2].FetchStyle = true;
c1TruedbGrid1.FetchCellStyle += C1TruedbGrid1_FetchCellStyle;

The FetchCellStyle event is set as given in the code snippet below:

C#

private void C1TruedbGrid1_FetchCellStyle(object sender, FetchCellStyleEventArgs e)
        {
            if (e.Col ==2) {
                //set the image
                e.CellStyle.ForegroundImage = Resource1.temp2;
            }
        }

Enable Tooltip in Cell
To enable tooltip in cell, use the CellTipEnum enumeration, which provides the following values:

CellTipEnum values Description

Anchored Cell tips will be displayed in the bounding rectangle of the cell.

Floating Cell tips will be displayed under the mouse cursor.

NoCellTips No cell tips will be displayed.

Below code shows how to display a tooltip on a True DBGrid cell.

C#

//enable Cell ToolTips
c1TruedbGrid1.CellTips = CellTipEnum.Floating;

セルの書式設定セルの書式設定
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In many cases, the information that True DBGrid control receives from its data source is raw numeric data,
and not ideal for end-user display. For example, date fields may need to be converted to a specific international
format; currency fields may contain too many insignificant digits after the decimal point. Therefore, True DBGrid
provides a method with which you can alter the format of numerical fields, the NumberFormat property.

Numeric Field Formatting
True DBGrid for WinForms supports a variety of data formatting options through the C1DataColumn object's
NumberFormat property. The NumberFormat property reconfigures the data format that is handed to the grid from
the database. It can alter most types of numeric values for a particular column.

For example, to display all date values within a column according to the form 26-Apr-01, use the predefined Medium
Date setting:

C#

//Numeric Field Formatting
this.c1TrueDBGrid1.Columns["OrderDate"].NumberFormat = "Medium Date";

Note that if the NumberFormat property of a column is changed at run time, the display does not need to refresh
since True DBGrid handles this automatically.

Predefined Numeric Options

The NumberFormat property has several possible predefined options for numeric and time and date values.

For numeric data, the following predefined options are available in the NumberFormat property:

Option Description

Standard Display number with thousands separator, at least one digit to the left
and two digits to the right of the decimal separator.

General Number Display number as is, with no thousand separators.

Currency Display number with thousands separator, if appropriate; display two
digits to the right of the decimal separator. Note that output is based
on system locale settings.

Percent Display number multiplied by 100 with a percent sign (%) appended to
the right; always display two digits to the right of the decimal
separator.

Fixed Display at least one digit to the left and two digits to the right of the
decimal separator.

Scientific Use standard scientific notation.

Yes/No Display No if number is 0; otherwise, display Yes.

True/False Display False if number is 0; otherwise, display True.

On/Off Display Off if number is 0; otherwise, display On.

0% Display number multiplied by 100, rounded to the nearest integer, with
a percent sign (%) appended to the right.

0.00% Same as Percent.

For date and time data, the following predefined options are available in the NumberFormat property:
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Option Description

General Date Display a date and/or time. For real numbers, display a date and time
(for example, 4/3/93 05:34 PM); if there is no fractional part, display
only a date (for example, 4/3/93); if there is no integer part, display
only a time (for example, 05:34 PM). Date display is determined by your
system settings.

Long Date Display a date using your system's long date format.

Medium Date Display a date using the medium date format appropriate for the
language version of Visual Basic.

Short Date Display a date using your system's short date format.

Long Time Display a time using your system's long time format: includes hours,
minutes, and seconds.

Medium Time Display a time in 12-hour format using hours and minutes and the
AM/PM designator.

Short Time Display a time using the 24-hour format (for example, 17:45).

Custom Number Formatting

You can customize the display of numeric information by setting the NumberFormat property to a custom value
rather than to a predefined option.

For example to set a numeric column to specifically display with three decimal points, set the NumberFormat
property using the following code:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Columns["UnitPrice"].NumberFormat = "0.000";

To set a date column to specifically display in the mm/dd/yyyy format, set the NumberFormat property using the
following code:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Columns["OrderDate"].NumberFormat = "MM/dd/yy";

Formatting with an Input Mask
Since it is common for the input and display formats to be the same, the NumberFormat property has an Edit Mask
option (note the space between words). If this option is selected, then the EditMask property setting will be used for
both data input and display. However, the input and display formats need not be the same, so you are free to select a
NumberFormat option that differs from the EditMask property.

For example, the following code applies a phone number template to a column for both display and editing:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Columns["Phone"].EditMask = "(###) ###-####";
this.c1TrueDBGrid1.Columns["Phone"].NumberFormat = "Edit Mask";

Formatting with a Custom Event Handler
On occasion, you may find that your current formatting options do not suit your particular needs. Furthermore, you
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may be restricted in the type of formatting that you can use or need a custom formatting option. In these cases, the
FormatText Event option can be specified for the NumberFormat property. Choosing this option for a column will
cause the FormatText event to fire each time data is about to be displayed in that column. The event allows you to
reformat, translate, indent, or do anything you want to the data just prior to display:

C#

private void c1TrueDBGrid1_FormatText(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.FormatTextEventArgs e)
        {
            e.Value = e.Value.ToUpper();
        }

A member of the FormatTextEventArgs object, ColIndex is the column number of the grid to be reformatted. While
the Valuemember contains the current value of the data and also serves as a placeholder for the formatted display
value.

Since the FormatText event has fewer restrictions than other formatting techniques, you can always use it to gain full
control over the textual content of any value displayed in the grid.

Owner-Drawn Cells
For cases where complex per-cell customizations need to be performed you can render the contents of the cell by
writing a handler for the OwnerDrawCell event. This event is raised as needed to display the contents of cells that
have their OwnerDraw property set to True.

To create the owner-drawn cells in the above illustration, complete the following:

1. Set the OwnerDraw property to True for the First column either in the designer or in code:

In the Designer

Open the C1TrueDBGrid Designer by selecting Designer from the C1TrueDBGrid Tasks menu.
Select the First column in the grid by clicking on it in the right pane            The column can also be
selected by choosing First from the drop-down list in the toolbar.            
Click the Display Column tab in the left pane.
Set the OwnerDraw property to True.            
Click OK to close the editor.

In Code
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Add the following code to the Form_Load event:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns["CustomerID"].OwnerDraw = true;

2. Declare the structure RECT in the general declarations of the form:        
C#

 public struct RECT
        {
            long Left;
            long Top;
            long Right;
            long Bottom;
        }

3. Implement the OwnerDrawCell event as follows:        
C#

private void c1TrueDBGrid1_OwnerDrawCell(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.OwnerDrawCellEventArgs e)
        {
            if (e.Col == 0)
            {
                // Create a gradient brush, blue to red.
                Point pt1, pt2;
                pt1 = new Point(e.CellRect.X, e.CellRect.Y);
                pt2 = new Point(e.CellRect.Right, e.CellRect.Y);
                System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush linGrBrush;
                linGrBrush = new 
System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(pt1, pt2, Color.Blue, Color.Red);
                RectangleF rt;
                rt = new RectangleF(e.CellRect.X, e.CellRect.Y, 
e.CellRect.Width, e.CellRect.Height);
                // Fill the cell rectangle with the gradient.
                e.Graphics.FillRectangle(linGrBrush, e.CellRect);
                Brush whiteBR;
                whiteBR = new SolidBrush(Color.White);
                C1.Win.C1TrueDBGrid.C1DisplayColumn dispCol;
                dispCol = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[e.Col];
                // Center the text horizontally.
                StringFormat sfmt = new StringFormat();
                sfmt.Alignment = StringAlignment.Center;
                // Draw the text.
                e.Graphics.DrawString(dispCol.DataColumn.CellText(e.Row), 
dispCol.Style.Font, whiteBR, rt, sfmt);
                whiteBR.Dispose();
                // Let the grid know the event was handled.
                e.Handled = true;
            }

セルの編集セルの編集
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True DBGrid for WinForms provides many features for customizing and controlling the in-cell editing. The grid's
default editing behavior depends on the setting of the MarqueeStyle property. If the floating editor marquee style is
used, the editing behavior differs from that of other marquee styles. The following sections summarize True DBGrid's
editing behavior and state any exceptions that arise when using the floating editor.

Initiating Cell Editing

A cell is either in display or edit mode. The EditActive property sets and returns the desired mode. Place the current
cell in edit mode by setting EditActive to True, or end editing by setting it to False. The user may enter edit mode by
clicking once on the current cell or by pressing the F2 key. A blinking text cursor (caret) will appear in the cell—at the
beginning of the text when the cell is clicked and at the end when the F2 key is used. The BeforeColEdit event will be
triggered when the cell enters edit mode. The EditActive property is True when the cell is in edit mode.

Floating Editor Differences: A blinking caret already exists at the beginning of the cell highlight even when in display
mode. To enter edit mode, the user can click on any character location within the cell text to specify the text insertion
point. The BeforeColEdit event is not triggered and the EditActive property is False until the user has made changes
to the cell text.

Color and WordWrap

In edit mode, the cell color is determined by the ForeColor and BackColor properties of the EditorStyle style object.
The text being edited will wordwrap, regardless of the setting of the column style's WrapText property. If the text is
too big to fit into the cell, a built-in drop-down edit control will automatically appear. For more information, see
Working with Text.

Floating Editor Differences: In edit mode, the text highlight disappears, and the cell color is the same as the normal cell
color. The text being edited is wrapped only if the column style's WrapText property is True. The built-in drop-down
edit control is not available.

Determining Modification Status

While editing is in progress, inspect the DataChanged property of the grid to determine whether the user has made
any changes to the current row.

Set the grid's DataChanged property to False to exit editing, discard all changes to the current row, and refresh the
current row display from the data source.

The icon in the record selector column of the current row reflects the status of the grid's DataChanged property. If
DataChanged is False, a triangle-shaped arrow will be shown in the record selector column. If DataChanged is True,
a pencil icon will appear instead.

Determining Cell Contents

While editing is in progress, the column's Text and Value properties contain the text the user currently sees in the
modified row. Whenever the user presses a key, the Change event fires to notify the application that the user has just
modified the current cell. However, the Change event does not mean the user is finished with the process, only that a
single change has been made and the grid is still in edit mode.

The Change event does not fire when the grid is not in edit mode, such as when the contents of a cell are changed
through code or when the user clicks a cell to cycle through ValueItem objects.

Terminating Cell Editing

The user completes the editing process by performing any of the following:

Pressing the ENTER key.
Pressing the ESC key.
Moving to another cell with the arrow keys, the TAB key, or the mouse.
Setting focus to another control on the form.
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Handling Editing Events
The following sections describe the default editing behavior of True DBGrid for WinForms can be altered by
responding to its events.

Standard Keystroke Events

True DBGrid for WinForms supports the standard keystroke events contained in the .NET environment:

Event Description

KeyDown Fired when the user presses a key.

KeyPress Fired when the user presses an ANSI key.

KeyUp Fired when the user releases a key.

The KeyDown and KeyUp events trap all keys, including function keys, ALT and SHIFT keys, and numeric keypad keys.
The KeyPress event only traps letters and numbers, punctuation marks and symbols, and editing keys such as TAB,
ENTER, and BACKSPACE.

Use these events to restrict and modify user input as you would be done for any other intrinsic .NET control.

For more information on these or any other native .NET events see MSDN or .NET help.

Column Editing Events

True DBGrid for WinForms provides full control over the cell editing process with the following events, listed in the
order in which they occur during a successful editing attempt:

Event Description

BeforeColEdit Fired upon an attempt to edit column data.

ColEdit Fired when the current cell enters edit mode.

AfterColEdit Fired after column data is edited.

Use the BeforeColEdit event to control the editability of cells on a per-cell basis, or to translate the initial keystroke
into a default value.

The ColEdit event signals that the current cell has entered edit mode; the AfterColEdit event signals that edit mode
was terminated. Use these two events to provide additional feedback while editing is in progress:

C#

private void c1TrueDBGrid1_ColEdit(object sender, ColEventArgs e)
        {
            TextBoxBase tb = c1TrueDBGrid1.Editor as TextBoxBase;
            if (tb != null)
            {
                c1SpellChecker1.SetSpellChecking(tb, true);
                if (c1SpellChecker1.CheckText(tb.Text).Count > 0)
                {
                    allowCommit = false;
                    errorProvider1.SetError(c1TrueDBGrid1, "There is a spelling 
error.  Please correct the spelling error before moving on.");
                }
                else
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                {
                    allowCommit = true;
                    errorProvider1.Clear();
                }
            }
        }

Changing Cell Contents with a Single Keystroke

You can use the BeforeColEdit event to customize the editing behavior of True DBGrid for WinForms controls.
BeforeColEdit is fired before any other editing events occur, which provides the opportunity to do virtually anything
desired before editing begins. For example, cancel the edit request and override the built-in text editor with your own
drop-down list box.

A True DBGrid for WinForms control enters edit mode in one of four ways:

If the user clicks on the current cell with the mouse, editing begins with the current cell contents.
If the user presses the F2 key, editing also begins using the current cell contents.
If the user begins typing, the typed character replaces the contents of the cell and editing begins.
You can set the EditActive property in your code to force editing to begin.

The BeforeColEdit event fires in the first three cases, but not in the last case, since True DBGrid for WinForms
assumes you will never want to cancel a request made from code.

To differentiate a user's edit request based upon whether he or she used the mouse or the keyboard to start editing,
set BeforeColEdit to KeyChar, which will be zero if the user clicked on the cell with the mouse, and will be an ASCII
character if the user typed a character to begin editing.

When BeforeColEdit is fired, the ASCII character has not yet been placed into the current cell, so if editing in
BeforeColEdit is cancelled, the ASCII key is discarded. This leads to an interesting technique.

Assume a Boolean field called Done exists, and its NumberFormat property is set to specify Yes/No as the display
format. Further assume that, when the user presses Y or N, the cell contents change immediately instead of entering
edit mode.

Note that the event handler terminates when KeyChar is zero, so mouse editing is still permitted.

Working with Text
This section briefly describes the properties related to text editing.

Limiting the Size of Data Entry Fields

Use the DataWidth property of a C1DataColumn object to restrict the number of characters the user can enter.
Setting this property to zero imposes no limits.

Providing a Drop-Down Edit Control for Long Fields

Whenever the user attempts to edit cell text that is too big to fit within the cell, the grid will automatically activate a
multiple-line drop-down text editor. While editing, text in the drop-down edit control will be wrapped regardless of
the setting of the column style's WrapText property. The drop-down text editor can be turned off and editing can be
forced to occur within cell boundaries by setting the grid's EditDropDown property to False (the default is True). The
drop-down text editor is not available if the grid's MarqueeStyle property is set to MarqueeEnum.FloatingEditor.
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The following code uses the grid's built-in column button feature to activate the drop-down edit control to modify the
cell data in the Comments column:

C#

private void Form1_Load(System.object sender, System.EventArgs e)
{
         this.c1TrueDBGrid1.MarqueeStyle = MarqueeEnum.SolidCellBorder;
         this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns["OrderID"].Button = true;
         // Redundant since default = true.
         this.c1TrueDBGrid1.EditDropDown = true;
}
 
private void C1TrueDBGrid1_ButtonClick(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColEventArgs e)
{
    // Place the cell into edit mode.
    this.c1TrueDBGrid1.EditActive = true;
}

If the current cell is in the Comments column, initiate editing either by clicking on the current cell or by clicking the
built-in button.

Selecting and Replacing Text

True DBGrid for WinForms supports the standard text selection properties found in many TextBox type controls:

Property Description

SelectionLength Sets/returns the length of the selected text.

SelectionStart Sets/returns the start position of the selected text.

SelectedText Sets/returns the selected text.

Note: These properties are only effective when the grid is in edit mode, that is, when its EditActive property is True.

入力マスク入力マスク
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True DBGrid for WinForms provides an EditMask property that optionally works with the NumberFormat property
to ensure input masking and consistent data entry.

Specify an Input Mask for Column
The EditMask property of the C1DataColumn object is used to specify an input mask template for end-user data
entry. The input mask string is composed of special characters that represent either an input character that the user
must enter.

The EditMask must be a string composed of the following symbols:

1. Wildcards

0          digit

9          digit or space

#          digit or sign

L          letter

?          letter or space

A          letter or digit

a          letter, digit, or space

&          any character

2. Localized characters

.          localized decimal separator

,          localized thousand separator

:          localized time separator

/          localized date separator

3. Command characters

\          next character is taken as a literal

>          translate letters to uppercase

<          translate letters to lowercase

For example:

C#

// Set the mask so the user can enter a phone number, with optional area code, and a 
state in capitals
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].EditMask = "(###) 000-0000 St\\ate\\: >LL";

Using an Input Mask for Formatting
Whereas the EditMask property is used to specify an input mask for data entry, the NumberFormat property is used
to specify the display format of data in a grid cell. If the NumberFormat property of the column is not specified, the
grid simply displays the cached text (stripped of literals) as is; if the NumberFormat property is specified, the grid
sends the cached text to the display formatter.

Since it is common for the input and display formats to be the same, the NumberFormat property has an Edit Mask
option. If this option is selected, then the EditMask property setting will be used for both data input and display.
However, the input and display formats need not be the same, so a NumberFormat option that differs from the
EditMask property can be selected.
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Normally, after the user finishes editing a cell in a column which has its EditMask property set, True DBGrid for
Winforms caches the modified cell text, but any literal characters in the input mask template will be stripped from the
modified cell text beforehand. However, this behavior can be overridden with the EditMaskUpdate property.

By default, the EditMaskUpdate property is False. This means that when the modified cell text is updated to the
database, the grid sends the cached text (stripped of literals), not the formatted text displayed in the cell. Override this
default behavior by setting the EditMaskUpdate property to True, which causes the cached text to be formatted
according to the EditMask property before being updated to the database.

Therefore, it is important to set EditMaskUpdate properly to ensure that the correct data is sent to the database for
update.

セルボタンセルボタン

True DBGrid for WinForms supports a variety of in-cell button options for the current cell or for all cells within
specified columns. Use in-cell buttons to indicate that a list of choices is available, to perform a command associated
with the contents of the cell, or to display an arbitrary control or form for editing.

Enabling the In-Cell Button
To enable the in-cell button for a C1DisplayColumn object, set its Button property to True in code:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].Button = true;

The Button property is also enabled when the column's DropDown property is set to the name of a
C1TrueDBDropDown control, or when the Presentation property of the associated ValueItemCollection object is
set to one of the combo box options.

By default, the in-cell button displays only for the current cell, as shown in the following image:

However, by setting the column's ButtonAlways property to True, you can force the in-cell button to be displayed in
every row:
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Rendering Cells as Command Buttons
To render the current cell as a non-editable command button within a C1DisplayColumn object, set its ButtonText
property to True in code:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].ButtonText = true;

When a cell within the column receives focus, it is rendered as a standard Windows command button using the cell
text as the caption. The cell text is not centered automatically, but respects the column's horizontal and vertical
alignment settings:
If both the Button and ButtonText properties are True, the ButtonText property takes precedence.

As with the default in-cell button, set the column's ButtonAlways property to True to force all of its cells to be
displayed as command buttons. Only the current cell is drawn with a focus rectangle, however:

Detecting In-Cell Button Clicks
The ButtonClick event is provided so that code can respond when the user clicks the in-cell button. Its syntax is as
follows:
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C#

private void C1TrueDBGrid1_ButtonClick( object sender,  
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColEventArgs e)

In-cell buttons always fire this event when clicked, regardless of whether they were enabled by the Button or
ButtonText properties. An example of the ButtonClick event was presented earlier in the section Working with Text.

Customizing the In-Cell Button Bitmap
By default, True DBGrid for WinForms uses a down arrow for the in-cell button. 

However, the button bitmap can be changed for a C1DisplayColumn object at design time by setting the
ButtonPicture property in code:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].ButtonPicture = 
System.Drawing.Image.FromFile("dollar.bmp");

The grid automatically draws the edges corresponding to the button's up/down states as appropriate, so only the
interior image of the button needs to be provided.

ドロップダウンコントロールドロップダウンコントロール

True DBGrid provides a wide variety of built-in controls to implement virtually any kind of drop-down cell-editing
interface. For instance, the ValueItems object and its collection of ValueItem objects can be used to provide a simple
pick list, or the C1TrueDBDropDown control can be used to implement a data-aware multicolumn combo box.

Built-In Combo Box
The C1DataColumn object's ValueItems object optionally provides a built-in combo box interface that works in
concert with its automatic data translation features. By default, the Presentation property is set to
PresentationEnum.Normal, and the usual cell editing behavior is in effect for textual data. However, if the
Presentation property is set to either PresentationEnum.ComboBox or PresentationEnum.SortedComboBox, then
cells in the affected column display the in-cell button upon receiving focus. When the user clicks the in-cell button, a
drop-down combo box appears. The drop-down combo box contains one item for each member of the
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ValueItemCollection object. If the collection's Translate property is True, then the DisplayValue text is used for the
combo box items; if it is False, then the Value text is used.

True DBGrid automatically sizes the drop-down combo box to fit the width of the column in which it is displayed. The
height of the combo box is determined by the number of items in the collection and the MaxComboItems property.
If the number of items is less than or equal to MaxComboItems, which has a default value of 5, and then all value
items will be shown. If the number of items exceeds MaxComboItems, only MaxComboItems will be shown, but a
scroll bar will appear at the right edge of the combo box to allow users to bring the other items into view.

The ComboSelect event is fired when the user selects an item from the built-in combo box. This event is useful for
determining the contents of the cell before the user exits edit mode.

Since the items displayed in the built-in combo box are often the only allowable values for the underlying data source,
you may need to prevent your users from typing in the cell after making a selection. By setting the C1DisplayColumn
property DropDownList equal to True, the attached C1TrueDBDropDown control will now be limited to use only as
a list box. No new values or changes will be allowed in the drop-down and so the underlying database cannot be
updated with false information.

TrueDBDropDown Control
The built-in drop-down combo box described in the preceding example is most useful when the allowable values are
both known in advance and relatively few in number. A large collection of ValueItem objects can be unwieldy to
maintain in the designer, and requires substantial coding to set up. Moreover, the built-in combo box cannot be
bound to a data control and be populated automatically.

Using the techniques outlined later in this chapter, set up a secondary C1TrueDBGrid control to be used as a drop-
down. However, to display a list of values from another data source, the C1TrueDBDropDown control offers a more
elegant solution, as it was designed explicitly for that purpose and can be set up entirely at design time.

To use the drop-down control, set the DropDown property of a grid column to the C1TrueDBDropDown control
either in the designer or in code. At run time, when the user clicks the in-cell button for that column, the
C1TrueDBDropDown control will appear below the grid's current cell. If the user selects an item from the drop-down
control, the grid's current cell is updated.

Since the C1TrueDBDropDown control is a subset of C1TrueDBGrid, it shares many of the same properties,
methods, and events. However, the following two properties are specific to the C1TrueDBDropDown control:

Property Description

ValueMember This property specifies the drop-down column used to update the
associated grid column when a selection is made.

DisplayMember This property specifies the name of the drop-down column to be
used for incremental search.

AllowSizing This property specifies a value indicating whether dropdown resizing
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is allowed or not.

When a C1TrueDBDropDown control becomes visible, its DropDownOpen event fires. Similarly, when the user
makes a selection or the control loses focus, its DropDownClose event fires.

Arbitrary Drop-Down Control
Normally, True DBGrid's default editing behavior is sufficient for most applications. In some cases, however, you may
want to customize this behavior. One valuable technique is to use a drop-down list or combo box, or even another
True DBGrid control, to allow selection from a list of possible values. This is easy to do with True DBGrid using
virtually any Visual Studio or third-party control.

In general, displaying a drop-down list or combo instead of the standard True DBGrid editor involves the following
steps:

1. True DBGrid fires the BeforeColEdit event each time the user wants to edit a cell. To override the default
editing process, cancel C1TrueDBGrid's default editor by setting the Cancel parameter to True. Put code in
BeforeColEdit to display the editing control you wish to show instead. Typically, you place the substitute
editing control or drop-down on the same form as the grid, but make it invisible until you need it.

2. When BeforeColEdit is triggered, there are five properties and one method that can be used to determine the
exact coordinates of the cell that is to be edited. The properties are Left (applies to grid and column), Top (grid
and column), CellTop (column only, used with multiple line displays), Width (column only), and
RowHeight(grid only). The method is RowTop (grid only). Use these properties and method to position the
custom editing control or drop-down relative to a grid cell. For example, place a ListBox control at the right
edge of a cell and align its top border with that of the cell using the following code:
C#

private void c1TrueDBGrid1_BeforeColEdit(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.BeforeColEditEventArgs e)
{
    Rectangle r = 
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].GetCellBounds(this.c1TrueDBGrid1.Row, e.ColIndex);
    r = this.c1TrueDBGrid1.RectangleToScreen(r);
    r = this.RectangleToClient(r);
    this.ListBox1.Left = r.Left;
    this.ListBox1.Top = r.Bottom;
}

3. Put code in the drop-down or combo box which completes the editing process by assigning the selected value
to the Text or Value property of the column being edited.

This method does not work, however, when the grid's MarqueeStyle property is set to the value of
MarqueeEnum.FloatingEditor. When the floating editor marquee is used, the BeforeColEdit event does not fire until
the cell has been changed by the user. However, use the built-in column button feature to activate the drop-down
box as described in the next section.

For illustrations of other MarqueeStyle settings, see Highlighting the Current Row or Cell. An example of dropping
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down a Visual Basic ListBox control from a grid cell is given in Tutorial 9: Attaching an Arbitrary Drop-Down Control to
a Grid Cell.

Built-In Column Button
An alternative way to drop down a control from a cell is to use True DBGrid for WinForms' built-in column button
feature. If a column's Button property is set to True, a button will be displayed at the right edge of the current cell
when it is in that column. Clicking the button fires the grid's ButtonClick event. Drop-down a control from the cell
using code inside the ButtonClick event. Also use this event to trigger any action or calculation inside the cell.
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スクロールバースクロールバー

Scrolling in True DBGrid comes into picture when a huge amount of grid data needs to be plotted in a limited space but requires thorough
analysis. This feature provides the end-user with an ability to focus on the analysis of the selected range of values instead of the entire data.

Scroll Tracking and ScrollTips
True DBGrid uses the ScrollTrack property to get or set a value that controls how the grid scrolls when the scroll thumb is moved. If the
ScrollTrack property is set to True, moving the scrollbar thumb can cause vertical scrolling of the grid display. By default, this property is
False, and no scrolling occurs until the thumb is released. Also, if the ScrollTips property is set to True, moving the scrollbar thumb causes
the FetchScrollTips event to fire. Use this event to track the position of the scroll bar on a record-by-record basis. Also use this event to
present the user with useful information relating to the current record or recordset. When used in tandem, the ScrollTrack and ScrollTips
properties provide users with visual feedback when scrolling through large DataSets.

Cell Tips
In many Windows applications, when the user points to a toolbar button and leaves the mouse at rest for a short time, a ToolTip window
appears with the name of the associated command. Provide similar context-sensitive help for users with the CellTips property of True
DBGrid for WinForms.

The CellTips property determines whether the grid displays a pop-up text window when the cursor is idle. By default, this property is set to
CellTipEnum.NoCellTips, and cell tips are not displayed.

If the CellTips property is set to eitherCellTipEnum.Anchored or CellTipEnum.Floating, the FetchCellTips event will be fired whenever
the grid has focus and the cursor is idle over a grid cell, record selector, column header, column footer, split header, or grid caption. The
event will not fire if the cursor is over the scroll bars.

The setting CellTipEnum.Anchored aligns the cell tip window with either the left or right edge of the cell. The left edge is favored, but the
right edge will be used if necessary in order to display as much text as possible.

If a handler is not provided for the FetchCellTips event, and the cursor is over a grid cell, the default behavior is to display a text box
containing the cell's contents (up to 256 characters). This enables the user to peruse the contents of a cell even if it is not big enough to be
displayed in its entirety. The FetchCellTips event can be programmed to override the default cell text display in order to provide users with
context-sensitive help.

A common application of the FetchCellTips event is to display the contents of an invisible column that provides additional information
about the row being pointed to, as in the following example:

C#

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // we'll use the grid's celltip eventing to control supertooltip visibility
    this.c1TrueDBGrid1.CellTips = C1.Win.C1TrueDBGrid.CellTipEnum.Anchored;

    // no delay for showing, very long time to hide
    c1SuperTooltip1.AutomaticDelay = 0;
    c1SuperTooltip1.AutoPopDelay = int.MaxValue;
    // make an empty grid
    FillGrid(this.c1TrueDBGrid1);
}
private void c1TrueDBGrid1_FetchCellTips(object sender, C1.Win.C1TrueDBGrid.FetchCellTipsEventArgs e)
{

copyCode
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    // setting e.CellTip to an empty string disables the built-in celltip
    e.CellTip = string.Empty;

    // now use supertooltip
    C1.Win.C1TrueDBGrid.C1TrueDBGrid tdbgrid = sender as C1.Win.C1TrueDBGrid.C1TrueDBGrid;

    // save the current row and column index, we'll use this in MouseMove
    this._rowcol = new Point(e.ColIndex, e.Row);
    string tip = _tip.Replace("(row,col)", string.Format("<b>({0},{1})</b>",e.Row, e.ColIndex));
    this.c1SuperTooltip1.SetToolTip(tdbgrid, tip);
}

水平スクロール水平スクロール

Scrolling is independent for each split. Often, one or more columns need to be prevented from scrolling horizontally
or vertically so that the columns will always be in view. The True DBGrid offers an easy way to keep any number of
columns from scrolling at any location within the grid by setting a few split properties.

As an example, for a grid with three horizontal splits, the following code will "fix" columns 0 and 1 in the middle split:

C#

 // Hide all columns in Splits[1] except for columns 0 and 1.
 C1DisplayColumnCollection Column;
Column = this.c1TrueDBGrid1.Splits[1].DisplayColumns;
foreach (C1DisplayColumn C in Column)
 {
     C.Visible = false;
 }
 Column[0].Visible = true;
 Column[1].Visible = true;

Usually, if columns 0 and 1 are kept from scrolling in one split, it will be desirable to have them invisible in the other
splits:

C#

// Make columns 0 and 1 invisible in splits 0 and 2.
C1DisplayColumnCollection Cols;
Cols = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns;
Cols[0].Visible = false;
Cols[1].Visible = false;
Cols = this.c1TrueDBGrid1.Splits[2].DisplayColumns;
Cols[0].Visible = false;
Cols[1].Visible = false;

copyCode

copyCode

垂直スクロール垂直スクロール

By default, the grid has only one horizontal split, with split index 0, and its HScrollBar and VScrollBar style property is
set to ScrollBarStyleEnum.Automatic. That is, the horizontal or vertical scroll bar will appear as necessary depending
upon the column widths and the number of data rows available. The default split's HorizontalScrollGroup and
VerticalScrollGroup properties are set to 1. Splits having the same scroll group property setting will scroll vertically or
horizontally together. When a new split is created, it will inherit both the state of the scroll bars and the Scroll Group
properties from the parent split. If all of the splits belonging to the same HorizontalScrollGroup or
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VerticalScrollGroup have their HScrollBar and VScrollBar style property is set to ScrollBarStyleEnum.Automatic,
then True DBGrid will display the vertical scroll bar or horizontal scroll bar only at the rightmost or bottommost split
of the scroll group. Manipulating this single scroll bar will cause all splits in the same scroll group to scroll
simultaneously.

For example, two additional splits can be created with the following code:

C#

// Create a Split at the left.
this.c1TrueDBGrid1.InsertHorizontalSplit(0);
 
// Create another.
this.c1TrueDBGrid1.InsertHorizontalSplit(0);

All three splits will have the same HScrollBar and VScrollBar settings and VerticalScrollGroup setting of 1. However,
only one vertical scroll bar will be displayed, within the rightmost split. When the user operates this scroll bar, all three
splits will scroll simultaneously.

Vertical splits react in the same manner. After adding two vertical splits to the grid, all of the splits have the same
HorizontalScrollGroup value of 1. Thus there is only one horizontal scroll bar at the bottom of the grid, and if this
scroll bar is scrolled all three splits will scroll simultaneously.

Change one of the scroll group properties of the splits to create split groups that scroll independently. In the
preceding example, setting the HorizontalScrollGroup property of the middle split to 2 creates a new scroll group:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0,1].HorizontalScrollGroup = 2;
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選択範囲選択範囲

The following sections describe how users can select columns, move selected columns, and select rows. You can
restrict any or all of these operations at design time as well as via code.

Selecting Columns
If the AllowColSelect property is True, the user can select an individual column or a range of columns with the
mouse. Nonadjacent column selections are not supported.

When the user points to the header of an unselected column, the mouse pointer changes to a down arrow to indicate
that the column can be selected:

When the user clicks a column header, that column is selected and highlighted, and any columns or rows that were
previously selected are deselected:

There are two ways for the user to select a range of columns:

After selecting the first column in the range by clicking its header, the user can select the last column in the
range by holding down the SHIFT key and clicking another column header. If necessary, the horizontal scroll
bar can be used to bring additional columns into view.
Alternatively, the user can hold and drag the mouse pointer within the column headers to select multiple
columns.

In order to manipulate the columns that have been selected at run-time, query the SelectedColumnCollection. This is
a collection of all the C1DataColumn objects for the selected columns. For instance, if columns 5 through 10 are
selected, the SelectedColumnCollection will have six members, each a C1DataColumn object. This feature enables
the display properties of the column to be altered directly. Using the Item property to access the C1DisplayColumn
properties, the code to change the backcolor to cyan for the first column selected would be:
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C#

C1.Win.C1TrueDBGrid.C1DataColumn Col = new C1.Win.C1TrueDBGrid.C1DataColumn();
C1.Win.C1TrueDBGrid.C1DisplayColumn dc;
c1TrueDBGrid1.Columns.Insert(0, Col);
Col.Caption = "Unbound";
dc = c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns["Unbound"];
dc.Style.BackColor = System.Drawing.Color.Red;

Also, you can prevent a column selection from occurring at run time by setting the Cancel argument to True in the
grid's SelChange event.   

Moving Columns
If the AllowColMove property is True, the user can move previously selected columns as a unit to a different location
by pressing the mouse button within the header area of any selected column. The pointer will change to an arrow with
a column header box on its tip, a small box at its lower right corner, and a position marker consisting of two red
triangles will appear at the left edge of the column being pointed to and highlighted.

The user specifies the desired location of the selected columns by dragging position marker, which changes position
as the mouse pointer crosses the right edge of a column. The user completes the operation by releasing the mouse
button, which moves the selected columns immediately to the left of the position marker. The moved columns remain
selected.

If the user drags the marker to a position within the currently selected range, no movement occurs. Columns that are
not selected cannot be moved interactively.

When a move occurs, the index in the Columns Collection is adjusted for all affected columns.

Prevent interactive column movement from occurring at run time by setting the Cancel argument to True in the
ColMove event.

If the AllowColMove property is True, the user can move columns at run time also. Since there is no order property for
a C1DisplayColumn the C1DisplayColumnCollection needs to be manipulated to move a column at run time. The
C1DisplayColumnCollection holds all of the columns in a split. So to move a column, the user needs to remove the
C1DisplayColumn from the collection, and then replace the column in the new position. The commonplace collection
methods of RemoveAt and Add help accomplish this quite easily. The code which would transpose the first two
columns in the default split would look as follows:
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C#

c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns.RemoveAt(0);
c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns.Insert(0, dc);

Selecting Rows
Row selection is also very easy to master with True DBGrid. When the cursor hovers over the record selector to the left
of a row, a small arrow will indicate that this row is about to be selected. Then by clicking on this record selector, the
row then becomes selected. To select a contiguous range of rows, manipulate the arrow keys while holding down the
shift button. This will select the cells in every field for the range of rows that the user has selected. To select a non-
contiguous range of rows, click on the rows to be selected while holding down the CTRL button. This will select the
cells in every field for the set of non-contiguous rows that the user has selected.

In order to find out which rows have been selected at run-time, query the SelectedRowCollection. This is a collection
of all the row indices for the selected rows. For instance, if rows 5 through 10 are selected, the SelectedRowCollection
will have six members. Each member will be an integer value and will be an integer that corresponds to the absolute
row position of the selected row.

Selecting a Range of Cells
When it comes to cell selection, True DBGrid has multi-select capability enabled at all times, very similar to Microsoft
Excel. By clicking on a cell and dragging the mouse, or by using the arrow keys, a range of cells can be selected. In
turn, by clicking on a record selector and manipulating the mouse a set of rows can be selected. This range is not
restricted to the row or column of the initial cells origin, although non-contiguous cell selection is not supported.

When a range of cells is selected the grid’s SelRange property becomes True. This will indicate that neither just the
SelectedRowCollection nor just the SelectedColumnCollection collections will tell which cells are selected. By
evaluating both collections, though, and taking the intersection of the two collections, the selected cell range can be
discovered at run time. For instance, if the user clicked on the second row, second column, and dragged the mouse to
the fourth row, fourth column, the SelectedRowCollection collection would contain the integers 2, 3, and 4, while the
SelectedColumnCollection collection would contain the C1DataColumn objects for columns 2, 3, and 4. From this, it
can be discerned at run-time that there is a nine-cell range selected from column 2, row 2, to column 4, row 4.
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スプリットの使用方法スプリットの使用方法

スプリットは、Microsoft Excel や Microsoft Word などの製品のウィンドウ分割機能に似ています。スプリットを使用すると、

複数の水平ペインや垂直ペインにデータを表示できます。これらのペイン、つまりスプリットでは、データをそれぞれ異なる色

やフォントで表示できます。また、複数のスプリットを一体としてスクロールすることも、個別にスクロールすることもできます。

それぞれ異なる列セットを表示することも、同じ列セットを表示することもできます。スプリットを使用して、いくつかの列または

行をスクロールできないようにすることもできます。他のグリッド製品とは異なり、True DBGrid for WinForms の固定（スク

ロールしない）列または行は、グリッドの左端に置く必要がありません。グリッドの右端やグリッド内部の任意の場所に置くこと

ができます。グリッド内に固定列または固定行のグループを複数置くこともできます。スプリットを使用すると、アプリケーション

のユーザーにデータをかぎりなく多様な方法で表示できます。

True DBGrid for WinForms を使用するときは、必ず１つのスプリットを使用しています。グリッドには、常に少なくとも１つの

水平スプリットが含まれていますが、意図的にスプリットを使用するのでないかぎり、スプリットの存在を無視できるようにスプ

リットのプロパティにはデフォルト値が設定されています。したがって、グリッド内に複数のスプリットを作成して操作する必要が

ない場合は、この章を省略してもかまいません。

スプリットを作成して操作するには、Split オブジェクトとSplitCollection オブジェクトを使用します。スプリットごとに個別の列

を表示または非表示にできるため、各 Split オブジェクトが独自に C1DisplayColumnCollection という列のコレクションを保

持しています。これにより、各スプリットとスプリットに含まれる列の外見を完全に制御できます。

Note: WinForms .NET6 Edition does not include rich design-time support yet. We will enhance it in future
releases.

スプリットの作成および移動スプリットの作成および移動

スプリットを作成および移動するには、RemoveHorizontalSplit、 InsertHorizontalSplit、 RemoveVerticalSplit、
RemoveHorizontalSplit の各メソッドを使用する必要があります。次に示すように、これらのメソッドでは、０から始まるスプ

リットのインデックスを指定します。

C#

// インデックス3のスプリットを作成します。

this.c1TrueDBGrid1.InsertVerticalSplit(3);
// インデックス3のスプリットを削除します。

this.c1TrueDBGrid1.RemoveVerticalSplit(3);

グリッド内の分割数を決定するには、SplitCollectionのCountプロパティを使用します。

C#

// C1TrueDBGrid1のスプリット数に等しい変数を設定します。

variable = this.c1TrueDBGrid1.Splits.Count;

copyCode

スプリットのサイズ変更とスケーリングスプリットのサイズ変更とスケーリング

True DBGrid for WinForms では、個別のスプリットのサイズとスケーリングを完全に制御できます。グリッドの正確な幅や高さ

を設定したり、列数や行数を固定したり、他のスプリットに対する比率でサイズを調整することができます。True DBGrid for
WinForms をはじめて使用する場合でも、概要を覚えるだけでさまざまな方法でスプリットを使用できます。

実行時、Split オブジェクトの実際のサイズは、その SplitSize プロパティと SplitSizeMode プロパティによって決まりま

す。SplitSizeMode プロパティは測定の単位を指定します。SplitSizeプロパティは単位数を指定します。True DBGrid for
WinForms はスプリットの３つのサイズ変更モードをサポートしており、これは、SplitSizeMode プロパティの設定によって決定さ

れます。
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プロパティ 説明

SizeModeEnum.Scalable 他のスプリットに対して相対的に幅を指定す

る。

SizeModeEnum.Exact コンテナの座標で固定幅を指定する。

SizeModeEnum.NumberofColumns 固定列数を指定する。

スケーラブルなスプリットでは、SplitSize プロパティの値を使用して、スプリットが占めるスペースの割合が決定されます。その

割合は、スケーラブルなスプリットの SplitSize 値を他のすべてのスケーラブルなスプリットの SplitSize 値の合計で割って求めら

れます。つまり、それぞれのスケーラブルなスプリットの SplitSize プロパティを分子、スケーラブルなスプリットのサイズ合計を

分母と考えることができます。スケーラブルなスプリットは、スケーラブルでないスプリットに割り当てられたスペースの残りのス

ペースを分け合います。デフォルトでは、すべてのスプリットがスケーラブルなので、グリッド表示領域全体を分け合います。グ

リッドに１つしかスプリットがない場合、SplitSizeMode は、常に Scalable です。

固定幅のスプリットでは、SplitSize プロパティの値を使用して、コンテナの座標における固定幅が指定されます。固定幅のスプ

リットでは、グリッドの水平境界内に収まらない部分は切り捨てられます。グリッドに１つしかスプリットがない場合、このモードは

適用できません。

固定列数のスプリットでは、SplitSize プロパティを使用して、スプリット内に常に表示される列数が正確に指定されます。このス

プリットでは、（コードまたはユーザーの操作によって）表示列がサイズ変更されたり、スプリット内の列が水平にスクロールされ

て表示列の幅が変化した場合に、グリッド全体が自動的に再設定されます。このモードは、主に水平方向にスクロールされない

固定列を作成するために使用されますが、他にもさまざまな目的で使用できます。グリッドに１つしかスプリットがない場合、この

モードは適用できません。

グリッドにスプリットが１つしかない（デフォルト）場合、スプリットはグリッドの幅全体に広がり、SplitSizeMode プロパティは常に

Scalable に、SplitSize プロパティは常に 1 になります。スプリットが１つしかない場合は、これらのプロパティを設定しても何も効

果はありません。複数のスプリットがあるときに、１つを除いてすべてを削除すると、残ったスプリットの SplitSizeMode プロパ

ティおよび SplitSize プロパティは、それぞれ自動的に ０ および １ に戻ります。

デフォルトでは、新しく作成したスプリットの SplitSizeMode プロパティは SizeModeEnum.Scalableに、SplitSize プロパティは１

に設定されます。たとえば、次のコードで２つのスプリットを追加して作成するとします。

C#

// 左側にスプリットを作成します。

this.c1TrueDBGrid1.InsertHorizontalSplit(0);

// 別のスプリットを作成します。

this.c1TrueDBGrid1.InsertHorizontalSplit(0);

これらのグリッドは、次のように表示されます。

copyCode
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各スプリットがグリッド領域のそれぞれ1/3ずつを占めることがわかります。これは、３つのスケーラブルなスプリットがあり、それ

ぞれの SplitSize が１だからです。次のように、スプリットのサイズをそれぞれ１、２、および３に変更するとします。

C#

// 相対サイズを1に変更します。

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].SplitSize = 1;

// 相対サイズを2に変更します。

this.c1TrueDBGrid1.Splits[1].SplitSize = 2;

// 相対サイズを3に変更します。

this.c1TrueDBGrid1.Splits[2].SplitSize = 3;

これらのグリッドは、次のように表示されます。

copyCode
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スプリットのサイズの合計が６（１+２+３）なので、各スプリットのサイズは、その SplitSize プロパティの値を分子、６を分母とする

分数の割合になります。

When a split's SplitSizeMode is set to SizeModeEnum.Exact, that split receives space before the other splits. This
behavior is somewhat more complex, but understanding how scalable splits work is helpful. For example, assume that
splits are set in the following way:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].SplitSizeMode = C1.Win.C1TrueDBGrid.SizeModeEnum.Scalable;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].SplitSize = 1;

this.c1TrueDBGrid1.Splits[1].SplitSizeMode = C1.Win.C1TrueDBGrid.SizeModeEnum.Exact;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[1].SplitSize = 250;

this.c1TrueDBGrid1.Splits[2].SplitSizeMode = C1.Win.C1TrueDBGrid.SizeModeEnum.Scalable;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[2].SplitSize = 2;

After configuring the splits in this way, the resulting grid display will look like this.

copyCode
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The fixed-size split in the middle (Split1) is configured to exactly 250 pixels, and the remaining splits compete for the
space remaining in the grid. Since the remaining splits are both scalable splits, they divide the remaining space among
themselves according to the percentages calculated using their SplitSize property values. So, the leftmost split occupies
1/3 of the remaining space, and the rightmost split occupies 2/3.

Splits with SplitSizeMode set to SizeModeEnum.NumberOfColumns behave almost identically to exact splits, except
their size is determined by the width of an integral number of columns. The width, however, is dynamic, so resizing the
columns or scrolling so that different columns are in view will cause the entire grid to reconfigure itself.

Avoid creating a grid with no scalable splits. Although True DBGrid for WinForms handles this situation, it is difficult to
work with a grid configured in this way. For example, if no splits are scalable, all splits will have an exact size, which may
not fill the entire horizontal width of the grid. If the total width of the splits is too short, True DBGrid for WinForms
displays a "null-zone" where there are no splits. If the total width of the splits is wider than the grid, then True DBGrid
for WinForms will show only the separator lines for the splits that cannot be shown.

スプリット内の列スプリット内の列

True DBGrid for WinForms コントロール内の各スプリットは、個別に列のコレクションを保持しています。

C1DisplayColumnCollection オブジェクトは、スプリット内部の列のスプリット固有の表示プロパティへのアクセスを提供しま

す。C1DisplayColumnCollection のスプリット固有のプロパティを使用すると、きわめて柔軟に個別のスプリットの外見と動

作を制御できます。グリッドは１つのデータソースに接続されているため、スプリットは、同じデータを異なる方法で表現してい

るだけです。したがって、各スプリットの C1DisplayColumnCollection には同数の列があり、それらの列は同じデータフィー

ルドに連結されています。

ただし、C1DisplayColumn オブジェクトの他のプロパティ（Visible,など）の値は、スプリットごとに異なります。これらのプロパ

ティは、スプリット固有であると呼ばれます。たとえば、デフォルトでは、実行時に作成された列は表示されません。次のコード

は、列を２番目のスプリットに表示しています。

C#

//列0と列1をSplit[1]で表示します

c1TrueDBGrid1.Splits[1].DisplayColumns[0].Visible = true;
c1TrueDBGrid1.Splits[1].DisplayColumns[1].Visible = true;

copyCode
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Visible はスプリット固有のプロパティなので、LastName 列は、他のスプリットでは表示されないままです。

スプリットのサイズ変更スプリットのサイズ変更

コードを使用すると、スプリットを作成したり、サイズ変更することができます。ただし、スプリットを対話式に作成およびサイズ

変更する機能をユーザーに提供するには、スプリットのAllowHorizontalSplit プロパティまたは  AllowVerticalSplit プロパ

ティを True に設定します。デフォルトでは、どちらのプロパティも False に設定されており、ユーザーはスプリットを作成した

り、サイズ変更することができません。

新しいスプリットは、元のスプリットからプロパティを継承します。どちらのスプリットの SplitSizeMode プロパティも、元のスプ

リットの SplitSizeMode に関係なく、SizeModeEnum.Scalableに設定されます。両方のスプリットの SplitSize プロパティは、

それらのスプリットのサイズの比率に正しく設定されます。SplitSize プロパティの値は、やや大きくなる場合があります。これ

は、ユーザーがポインタを任意の位置にドラッグするのに対して、True DBGrid for WinForms  がスプリットの合計サイズと

して最小公倍数を選択する必要があるためです。

垂直スプリット垂直スプリット

次の例では、スプリットの AllowVerticalSplit プロパティを True に設定しています。

C#

this.c1TrueDBGrid1.AllowVerticalSplit = true;

A split box will appear at the top edge of the vertical scroll bar, and when the cursor is over the split box, it will turn
into a double horizontal bar with vertical arrows. Dragging the cursor down from the split box creates a new split.

Once a split has been created, dragging the cursor up or down adjusts the relative size of the splits.

水平スプリット水平スプリット

次の例では、スプリットの AllowHorizontalSplit プロパティを True に設定しています。

C#

this.c1TrueDBGrid1.AllowHorizontalSplit = true;

ユーザーが２つのスプリットの間にあるスプリットボックスをポイントすると、ポインタが水平方向の矢印付の２本の垂直線に変

わります。このポインタを左右にドラッグすると、スプリットの相対的なサイズを調整できます。

コードを使用して、スプリットを作成したり、サイズ変更することができる。ただし、実行時にスプリットを対話式に作成およびサ

イズ変更する機能をユーザーに提供するには、AllowHorizontalSplit プロパティおよび AllowVerticalSplit プロパティを設定

する必要がある。

２つのスプリットの相対的なサイズを変更できるのは、両方のスプリットの AllowVerticalSizing プロパティまたは

AllowHorizontalSizing プロパティが True の場合だけである。ユーザーがサイズの変更を完了すると、２つのスプリットの合

計サイズは変わらないが、両方のスプリットの SplitSizeMode プロパティが、以前の設定に関係なく、自動的に Scalable に設

定される。２つのスプリットの SplitSize プロパティは、それらの新しいサイズの比率を反映するように設定される。

スプリットのマトリックス表記スプリットのマトリックス表記

グリッドに水平スプリットと垂直スプリットの両方が含まれる場合は、これを２次元のスプリットマトリックスと呼びます。マトリック

ス内のスプリットオブジェクトのプロパティを参照およびアクセスするには、２次元マトリックス表記を使用します。スプリットマト

リックス内の特定のスプリットのインデックスは、スプリットの行と列をコンマ（ , ）で区切って表されます。たとえば、３番目の水

平スプリット（行）の２番目の垂直スプリット（列）にアクセスするには、次のようにします。
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C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[2, 1].Style.BackColor = System.Drawing.Color.Red;

メモメモ:この例で、Item プロパティが使用されていることに注意してください。スプリットのマトリックス表記を通してスプリットにアク

セスする場合は、Item プロパティを明示的に指定する必要があります。１次元構造のグリッド内のスプリットにアクセスする場

合、Item プロパティは暗黙になり、省略されます。

これらのグリッドは、次のように表示されます。

たとえば、水平スプリットだけがあるグリッドで、２番目のスプリットにアクセスするには、次のようにします。

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[1].Style.BackColor = System.Drawing.Color.LightSeaGreen;

これらのグリッドは、次のように表示されます。

copyCode

copyCode

  True DBGrid for WinForms

85 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

         



True DBGrid for WinForms  

86 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

         



ソートソート

AllowSort プロパティが True（デフォルト）の場合、ユーザーは列ヘッダーのクリックによって列をソートできます。マウスが列

ヘッダーの上に置かれたとき、ヘッダーは次のように強調表示して表示されます。

ユーザーが列ヘッダーをマウスで１回クリックした場合、列がソートされ、ソートの方向を示すソートインジケータ矢印が列ヘッ

ダー内に表示されます。ユーザーがヘッダーを再度クリックすると、ソートが反転し、ソートインジケータ矢印の方向も反転しま

す。

AllowColSelect プロパティを False に設定した場合、ソート時に列は選択されません。ユーザーが実行時に列をソートするの

を禁止するには、AllowSort プロパティを False に設定します。詳細については、列のソートを無効にする トピックを参照して

ください。

  True DBGrid for WinForms

87 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

         



フィルタフィルタ

Filtering in True DBGrid lets you narrow down display records according to a specified condition applied on a column. It is
useful in case of big data sets as it lets you easily analyze data by displaying specific type of records only.

特定のフィールドに表示されるアイテムの数を制限するように、基礎レコードセットをフィルタするとします。C1TrueDBGrid では、２

つの簡単な手順でこれを実行できます。FilterBar プロパティとAllowFilter プロパティを使用し、適切なフィルタテキストを適切に入

力するだけで、ほとんど手間もなくフィールドエントリの数を減らすことができます。

TrueDBGrid コントロールの FilterBar プロパティを設定すると、グリッドの最初のデータ行のすぐ上に、灰色の分割線で区切られ

た空の行が表示されます。

グリッドにフィルタを実装するために、AllowFilter プロパティを True （デフォルト）に設定します。これにより、グリッドにフィルタ処

理を実装できます。FilterBar プロパティと AllowFilter プロパティの両方を True に設定すると、グリッドにフィルタバーが表示さ

れ、DataSet が自動的に処理されます。

手作業によるデータのフィルタリング手作業によるデータのフィルタリング

フィルタ処理を自分で行う場合は、AllowFilter プロパティを False のままにして、グリッドの自動フィルタを実装しません。フィルタ

を作成するには、AllowFilter イベントを使用して、手作業でデータをソートする必要があります。このイベントは、ユーザーがフィル

タバーの状態を変更すると発生します。

このイベントでは、ユーザーが入力した文字に基づいてデータセットをフィルタするハンドラを作成する必要があります。たとえば、

ユーザーがフィルタバーのセルに "B" と入力した場合は、値が文字 B で始まる列アイテムだけに基礎データセットを制限する必要

があります。ユーザーがフィルタの文字を増やして "BR" にした場合は、BR で始まる値だけに列アイテムを減らす必要があります。

フィルタバーに入力促進文字列を追加するフィルタバーに入力促進文字列を追加する

フィルタバーに入力促進文字列を追加し、デフォルトテキストとともに簡単に表示できます。この入力促進文字列を使ってテキストの

フィルタリングやデフォルト値を追加するための指示を表示し、特定のフィルタバーのセルに入力できる値をユーザーに理解しても

らうことなどできます。フィルタバーにテキストを表示するには、FilterWatermark プロパティに文字列を設定するだけです。

たとえば次のコードで、最初のフィルタバーのセルの FilterWatermark にFilter Meを設定します。

C#

// 最初列のC1DataColumn.FilterWatermarkプロパティを設定します。

this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].FilterWatermark = "Filter Me";

Notice that the background color of the filter bar cell with a watermark has changed:
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次のコードでは、FilterWatermark は各列のキャプションのテキスト値に設定されます。

C#

int colcount;
colcount = 0;
while (c1TrueDBGrid1.Columns.Count > colcount)
{
    // 各列のC1DataColumn.FilterWatermarkプロパティをそのキャプションに設定します。

    this.c1TrueDBGrid1.Columns[colcount].FilterWatermark = 
c1TrueDBGrid1.Columns[colcount].Caption;
    colcount = colcount + 1;
}

グリッドは、次のようになります。

テキストがフィルタリングされると、入力促進文字列は見えなくなるのが分かります。

FilterWatermark のスタイルの外観を変更するには、FilterWatermarkStyle プロパティを使用します。スタイルについての詳細

は、スタイルの使用方法スタイルの使用方法を参照してください。

複数の条件によるグリッドのフィルタリング複数の条件によるグリッドのフィルタリング

実行時に、複数のフィルタ条件を使用してグリッドをフィルタできるようになりました。たとえば、文字 A または文字 B で始まる項目

だけがグリッドに表示されるグリッドをフィルタできます（フィルタをどちらか１つの条件に限る必要はありません）。必要な手順

は、FilterMultiSelect プロパティを True に設定し、テキストをフィルタバーに表示するだけです。
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たとえば以下のコードでは、最初のフィルタバーセルのFilterMultiSelect プロパティが True に設定されます。

C#

// フィルタバーを表示します。

this.c1TrueDBGrid1.FilterBar = true;
// 最初の列を複数の項目でフィルタできるようにします。

this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].FilterMultiSelect = true;

アプリケーションを実行すると、最初のセルを複数の条件でフィルタできることがわかります。たとえば、フィルタバーに「a,b」と入力

して、文字 A と文字 B で始まる項目が表示されることを確認します。FilterSeparator プロパティを設定し、別個のフィルタ項目に

使用する文字をカスタマイズできます。

フィルタドロップダウンリストの追加フィルタドロップダウンリストの追加

フィルタバーに加え、フィルタバーにフィルタドロップダウンリストを組み込むこともできます。ドロップダウンリストには、その列にある

すべての項目が一覧表示されるので、ユーザーは値を入力することなく、列をフィルタする項目を簡単に選択できます。

たとえば以下のコードでは、２番目のフィルタバーセルの FilterDropDown プロパティが True に設定されます。

C#

// フィルターバーを表示します。

this.c1TrueDBGrid1.FilterBar = true;
// 最初列を複数のアイテムでフィルタリングできるようにします。

this.c1TrueDBGrid1.Columns[1].FilterDropDown  = true;
// 最初列を複数のアイテムでフィルタリングできるようにします。

this.c1TrueDBGrid1.Columns[1].FilterMultiSelect = true;

アプリケーションを実行すると、フィルタドロップダウンリストを選択して、列をフィルタする項目を指定できることがわかります。

チェックボックスをクリックして、表示する項目を指定します。チェックされた項目が表示され、チェックボックスがクリアされた項目は

表示されません。フィルタ条件を適用するには、フィルタバーの適用適用ボタンをクリックします。フィルタをクリアするには、クリアクリアボタン

をクリックします。ドロップダウンリストを閉じるには、閉じる閉じるボタンをクリックします。

カスタムフィルタカスタムフィルタ

コードでFilterDefinition プロパティを使用し、独自のフィルタ方法を作成して、カスタムフィルタを保存／ロードできます。次のよう

に、xml ファイルから FilterDefinition プロパティを読み込んで、いくつかある定義済みフィルタの１つを適用できます

C#

void ReadFilter(string name)

copyCode
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{
    c1TrueDBGrid1.Splits[0].FilterDefinition = System.IO.File.ReadAllText(name + ".xml");
}

その後、カスタムフィルタをグリッドに適用し、次のようにカスタムとして保存できます。

C#

private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SaveCustomFilter();
}

    メモメモ： この FilterDefinition プロパティを使用した完全なサンプルについては、ComponentOne for Winforms と共にインス

トールされた FilterDefinitionTdbg サンプルを参照してください。

copyCode
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マージマージ

基礎グリッドデータをソートした場合に、ソートされた列内で隣接する同じ値のセルをグループ化することによって、データを読

みやすく表示できます。C1DisplayColumn オブジェクトのMerge プロパティは、このようなデータセルをグループ化して、単

一の編集可能なセルを形成するかどうかを制御します。デフォルトでは、このプロパティの値は None で、列内の各物理行ご

とにデータ値が表示されます（データ値がある場合）。

［Country］フィールドを基準にしてソートされている次のグリッドを例に説明します。

実行時に Country 列でデータ依存型のセルマージを有効にすると、コンテンツに基づいてセルがグループ化されます。

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns["Country"].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Free;                  

この文を実行すると、次のように表示されます。現在のセルが ［会社名］列内にある場合、マーキーは同じ値を持つすべての

行にまたがりMarqueeStyle プロパティの設定に関係なく、外見は点線の四角形になります。ただし、他の列のマーキーの動

作には影響しません。
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設計時のレイアウトを指定する場合、C1DisplayColumnCollection エディタで目的の C1DisplayColumn オブジェクトの

Merge プロパティを設定することによって、同様の効果を得ることができます。このプロパティには SplitCollection エディタで

DisplayColumns プロパティの右の省略記号省略記号をクリックしてアクセスできます。

Merge プロパティは Free または Restricted に設定できます。Free に設定すると隣接する行の類似値がマージさ

れ、Restricted に設定すると、前列でマージされている範囲内で、隣接する行の類似値がマージされます。Free および

Restricted の設定の違いは、同じコンテンツ内のセルを常にマージするか（Free）、左に隣接するセルだけを結合するかで

す。次の例にこの違いを示します。

マージなし（通常のスプレッドシートビュー）マージなし（通常のスプレッドシートビュー）

No merge displays data in a regular spreadsheet view.

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.None;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.None;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[2].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.None;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[3].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.None                   
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Free マージマージ

Free merge combines like values in adjacent rows.

Notice how the first Region cell (East) merges across employees (Donna and John) to its left.

C#

// フリーマージ

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Free;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Free;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[2].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Free;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[3].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Free;
 
// すべての列の垂直方向の配置を Center に設定

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[2].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[3].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;

Restricted マージマージ

Restricted merge combines like values in adjacent rows in the same row span as the previous column.

Notice how the first Region cell (East) no longer merges across employees to its left.
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C#

// 制限付きマージ

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Restricted;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Restricted;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[2].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.Restricted;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[3].Merge = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.ColumnMergeEnum.None;
 
// すべての列の垂直方向の配置を Center に設定

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[1].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[2].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[3].Style.VerticalAlignment = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;

列の Merge プロパティが Free または Restricted に設定されている場合は、すべての行に一意の値が含まれている場合で

も、すべてのデータセルを編集できません。例外は、AddNew 行だけです。ただし、一度新しい行が基底のデータベースに追

加されると、マージされた列内ではそのデータも編集できなくなります。

メモメモ: 結合されたセルに表示するものは、テキストに限定されません。 テキストから画像への変換を指定するで説明したよう

に、ValueItems オブジェクトを挿入することによって、ビットマップを表示することもできます。画像をグリッドの要素に適用す

るの項では、Style オブジェクトを使ってセル内にグラフィックをより柔軟に表示する方法について説明しています。

マージされたセルを書式設定するマージされたセルを書式設定する

列の Style オブジェクトの HorizontalAlignment および VerticalAlignment プロパティを使用して、次の図のように、マー

ジされたセルのデータを中央に配置します。

SplitsCollection エディタでは、Merge プロパティと同じツリー レベルにある Style プロパティノードを拡張して、これらのプロ

パティにアクセスできます。または、次のコードを使用します。
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C#

C1.Win.C1TrueDBGrid.Style s;
s = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns["Country"].Style;
s.HorizontalAlignment = C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignHorzEnum.Center;
s.VerticalAlignment = C1.Win.C1TrueDBGrid.AlignVertEnum.Center;
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グループグループ

Grouping refers to the process of organizing grid data into a hierarchical structure where rows with common column
values are displayed as a group. The grouping feature also lets you collapse or expand the groups to support faster
analysis of grid data. この機能は、ユーザーがツリー構造を動的に設定できるように提供されています。グループモードで

は、「グループ化領域」がグリッドの上部に追加されます。そのため、直感的なインタフェースを使用して、列のグループを指定

できます。コードでは、 GroupedColumns コレクションからこのコレクションにアクセスします。このコレクションは、グループ化

領域に移動された C1DataColumn オブジェクトで構成されており、C1DataColumnCollectionに似ています。

グループ化領域は、DataView をDataViewEnum.GroupByに設定している場合に作成されます。 AllowColMoveを True
に設定すると、グリッドで、１つ以上の列をこの領域に移動できます。それには、列を選択し、そのヘッダをグループ化領域にド

ラッグします。このアクションを実行時にコード内で実行するには、GroupedColumnCollectionの Addメソッドを呼び出しま

す。列がグループ化領域に追加されると、最初にグリッドの色が変わり、グリッドの左側にノードが追加され、それまでインデッ

クス０の列があった場所にグループ化された列の値が表示されます。同様に、最後のグループ化列をグループ化領域から削

除すると、ノードおよびツリー表示が通常のグリッドに戻ります。

展開アイコンをクリックすると、グリッドが展開され、次のグループ化列のデータが表示されます。別のグループ化列がある場

合は、この列の横にも展開アイコンが表示されます。各グループ化列に加えて、ソートされた別のレベルの情報もツリー表示

に追加されます。 GroupColumns コレクションの最後の列にある展開アイコンをクリックすると、残りの列にあるデータが、次

のような Normal スタイルのグリッドに表示されます。

グループ化領域をコード内で操作するには、GroupColumns の ID を使用して、グループ化領域のコレクションにアクセスし

ます。Columns と同様に、GroupedColumnsでは、Add、 RemoveAt各メソッドがサポートされています。ただし、

GroupedColumns は、既存のグリッド列のプレースホルダとして機能するため、Addメソッドおよび RemoveAtメソッドの動作

は異なります。

Add メソッドを使用すると、既存の列がグループ化領域に移動されますが、新しい列はグリッドに作成されません。同様に、

RemoveAt メソッドを使用すると、列がグループ化領域から削除され、グリッド内の元の位置に戻りますが、その列が完全に削

除されることはありません。

グループ化領域に説明テキストを追加するには、GroupByCaption プロパティを使用します。このテキストは、グループ化領

域に列がない場合に表示されます。

列のグループ化列のグループ化
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GroupIntervalEnum 列挙体では、日付、月、年、アルファベット、日付値（Outlook スタイルのグループ化）に基づいてデータ

行をグループ化したり、データをソートする方法をカスタマイズできます。デフォルトの設定は「Default」で、値によって行をグ

ループ化します。以下の項で述べるサンプルでは、これらの設定を使用してグループ化する方法について説明します。

メモメモ：デフォルト設定はGroupIntervalEnum.Defaultで、行を値でグループ化します。

Year で行をグループ化で行をグループ化

このトピックでは、C1TrueDBGridのGroupIntervalEnum.Year メンバを使用する方法を説明します。

以下の手順を実行します。

1. DataView プロパティを DataViewEnum.GroupByに設定します。       

2. デザイナの場合デザイナの場合

［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューで、［データレイアウトデータレイアウト］のドロップダウンから GroupBy を選択します                

コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加します。

C# コードの書き方

C# Copy Code

this.c1TrueDBGrid1.DataView = C1.Win.C1TrueDBGrid.DataViewEnum.GroupBy;

3. ［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューから［デザイナデザイナ］を選択し、［C1TrueDBGrid デザイナデザイナ］を開きます。

4. 右ペインにある OrderDate  列をクリックして選択します。

    この列はツールバーのドロップダウンリストから OrderDate をクリックしても選択できます。     
5. Interval プロパティをGroupIntervalEnum.Yearに設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

［C1TrueDBGrid デザイナデザイナ］の左ペインで、Interval プロパティを指定して Year に設定します。           

コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加します。

C# コードの書き方

C# Copy Code

// OrderDate列のGroupInfo.IntervalをYearに設定します。

this.c1TrueDBGrid1.Columns["OrderDate"].GroupInfo.Interval = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.GroupIntervalEnum.Year;

6. 最後に、OrderDate 列によってグループ化した後この列を表示状態にするには、ColumnVisibleプロパティを True に
設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

［C1TrueDBGrid デザイナデザイナ］の左ペインで、ColumnVisible プロパティを指定して True に設定します。               

コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加します。

C# コードの書き方

C# Copy Code

// グループ化中の OrderDate 列を表示状態にします。

this.c1TrueDBGrid1.Columns["OrderDate"].GroupInfo.ColumnVisible = true;
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この例では、OrderDate 列が年別にグループ化されます。

値の先頭文字で行をグループ化値の先頭文字で行をグループ化

このトピックでは、C1TrueDBGrid のGroupIntervalEnum.Alphabetical メンバを使用する方法を説明します。

以下の手順を実行します。

1. DataView プロパティを DataViewEnum.GroupByに設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

 ［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューで、［データレイアウトデータレイアウト］のドロップダウンから GroupBy を選択します。             

コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加します。

C# コードの書き方

C# Copy Code

this.c1TrueDBGrid1.DataView = C1.Win.C1TrueDBGrid.DataViewEnum.GroupBy;

2. C1TrueDBGrid タスクタスク］メニューから［デザイナデザイナ］を選択し、［C1TrueDBGrid デザイナデザイナ］を開きます。

3. 右ペインにある CustomerID 列をクリックして選択します。

    この列はツールバーのドロップダウンリストから CustomerID をクリックしても選択できます

                           
4. Interval プロパティを Alphabetical に設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

 ［C1TrueDBGrid デザイナデザイナ］の左ペインで、Interval プロパティを指定して Alphabetical に設定します。   

コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加します。

C# コードの書き方

  True DBGrid for WinForms

99 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

         



C# Copy Code

// ProductName列のGroupInfo.Intervalをアルファベット順に設定します。

this.c1TrueDBGrid1.Columns["CustomerID"].GroupInfo.Interval = 
C1.Win.C1TrueDBGrid.GroupIntervalEnum.Alphabetical;

5. 最後に、ProductName 列によってグループ化した後この列を表示状態にするには、ColumnVisible プロパティを

True に設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

［C1TrueDBGrid デザイナデザイナ］の左ペインで、ColumnVisible プロパティを指定して True に設定します。             

コードの場合コードの場合

次のコードを Form_Load イベントに追加します。

C# コードの書き方

C# Copy Code

// グループ化中の ProductName 列を表示状態にします。

this.c1TrueDBGrid1.Columns["CustomerID"].GroupInfo.ColumnVisible = true;

この例では、ProductName 列は商品名の最初の文字別にグループ化されます。
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変換変換

FormatTextイベントを使用すると、データの値をより説明的な表現の値にマップできますが、True DBGrid for WinForms
にも、コードを記述しないで、このように自動的にデータを変換するメカニズムがあります。ValueItemコレクションオブジェクト

を使用すると、テキストまたは画像のいずれかを指定して、それらを基礎データ値の代わりに表示できます。

この機能は、数字コードまたは短く省略された値をエンドユーザーが理解しやすい形式で表示するために適しています。たと

えば、国コードを正式な国名または各国の国旗の画像としてレンダリングできます。また、０、１、２の各数字を Yes、No、
Maybe と表示できます。実行値（０、１、２）または変換された値（Yes、No、Maybe）のいずれかをセルやドロップダウンコンボ

ボックスにラジオボタンとして表示できます。

ValueItemsオブジェクトには、基礎データ値とグリッド内でのそのビジュアルな表現の関連付けを定義するためのコレクション

とプロパティが含まれます。ValueItemCollection は、０個以上の ValueItem  オブジェクトから成るコレクションを含み、各

ValueItem は、２つの主要なプロパティをサポートしています。Valueは基礎データ値で、DisplayValue,はそのビジュアルな

表現です。どちらのプロパティも Object 型です。各  C1DataColumn オブジェクトは１つの ValueItems オブジェクトを所有し

ます。最初、このコレクションは空です。

実行時には、他の C1TrueDBGrid または Visual Studio のコレクションと同様に、ValueItem のコレクションを操作できま

す。ValueItems は、ValueItemCollection オブジェクトを介して追加、削除、または操作できます。

設計時には、.NET の C1TrueDBGrid デザイナを使用するから ValueItemCollection エディタを使用するを使用できます。詳

細については、 Using the ValueItemCollection Editorを参照してください。

テキストからテキストへの変換を指定するテキストからテキストへの変換を指定する

Country フィールドが簡単な符号で表されている次のグリッドを例にします。

この符号を正しい名前として表示するには、列のValueItemCollectionオブジェクトを使用して、自動データ変換を指定しま

す。それには、設計時に、.NET のValueItemCollection エディタを使用するを使用します。

このエディタを使って ValueItemCollection オブジェクトに変更を加えると、列単位でデータ変換を指定できます。特定の列

のデータ変換リストを構築するには、次の手順に従います。

1. Visual Studio のプロパティウィンドウで、Columns コレクションコレクションの横にある省略符ボタンをクリックし

て、C1TrueDBGrid デザイナデザイナを使用するを開きます。

2. 左ペインで、内容を変換する列を選択します。右ペインで、 ValueItems ノードを展開します。Values ノードの横の省略

符ボタンをクリックすると、ValueItemCollection エディタを使用するが起動します。

3. 右ペインで、 ValueItems ノードの下の Translate プロパティを True に設定します。

4. 左ペインで〈〈...〉〉ボタンをクリックすると、ValueItem オブジェクトが追加されます。右ペインで、各 ValueItem のValue
および DisplayValue を指定します。ValueItem のテキストを入力する場合は、省略符ボタンを使用しません。このボ

タンは、DisplayValue にビットマップを入力するために使用します。

5. 〈OK〉 または 〈Apply〉 を選択して変更をコミットします。

プログラムが実行されると、Value 列のアイテムと一致する Country フィールドの値が、対応する DisplayValue エントリとし

て表示されます。たとえば、CAN はカナダになり、UK はイギリス になります。
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基礎データベースには影響がないことに注意してください。データ値の表現だけが異なります。コードで同様の結果を得るに

は、次のようにします。

C#

ValueItemCollection v = this.c1TrueDBGrid1.Columns["Country"].ValueItems.Values;
v.Add(new ValueItem("Spain", "ESP"));
v.Add(new ValueItem("Germany", "DEU"));
v.Add(new ValueItem("United States", "USA"));
v.Add(new ValueItem("Hungary", "HUN"));
v.Add(new ValueItem("Austria", "AUT"));
v.Add(new ValueItem("Italy", "ITA"));
v.Add(new ValueItem("France", "FRA"));
this.c1TrueDBGrid1.Columns["Country"].ValueItems.Translate = true;

テキストから画像への変換を指定するテキストから画像への変換を指定する

テキストからテキストへの変換の指定と同じ方法で、テキストから画像への変換を行うことができます。ValueItems エディタエディタ内

で、DisplayValue 列に文字列を入力する代わりに、省略符省略符ボタンを使用して、データ変換に使用されるビットマップを選択で

きます。ビットマップの選択を取り消すには、DisplayValueプロパティボックス内のテキストを削除し、別のビットマップを選択す

るか、テキストを入力します。

ValueItems オブジェクトのTranslate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。ビットマップの高さに

よっては、Visual Studio のプロパティウィンドウでRowHeight プロパティの値を増やす必要があります。その場合は、グリッド

のStyle プロパティの VerticalAlignmentメンバも Center に変更する必要があります。これにより、ビットマップ（および他の

列のテキストデータ）は、グリッドセルの上部ではなく、上下の中央に置かれます。

プログラムが実行されると、Value 列のアイテムと一致する Country フィールドの値は、対応する DisplayValue の画像とし

て表示されます。

copyCode
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テキスト間の変換と同様に、基礎データベースには影響がありません。データ値の表現だけが異なります。コードで同様の結

果を得るには、次のようにします。

C#

ValueItemCollection v = this.c1TrueDBGrid1.Columns["Country"].ValueItems.Values;
ValueItem Item = new ValueItem();
Item.Value = "Germany";
Item.DisplayValue = Image.FromFile("german-flag.jpg");
v.Add(Item);
Item = new ValueItem();
Item.Value = "USA";
Item.DisplayValue = Image.FromFile("american-flag.jpg");
v.Add(Item);
Item = new ValueItem();
Item.Value = "France";
Item.DisplayValue = Image.FromFile("france-flag.jpg");
v.Add(Item);
Item = new ValueItem();
Item.Value = "Austria";
Item.DisplayValue = Image.FromFile("austria-flag.jpg");
v.Add(Item);
this.c1TrueDBGrid1.Columns["Country"].ValueItems.Translate = true;

ブール値をチェックボックスとして表示するブール値をチェックボックスとして表示する

ValueItems オブジェクトを使用して、ブール値をセル内にチェックボックスとして表示することもできます。ブール値のチェック

ボックスを表示するために、ValueItems オブジェクトを定義する必要はありません。Presentation プロパティ
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をPresentationEnum.CheckBoxに設定するだけで済みます。

Translate チェックボックスを選択しなくても、自動データ変換が有効になります。また、CycleOnClick チェックボックスを選択

しなくても、エンドユーザーがセルをクリックすると、セルの値が切り替えられます。次の図に、典型的なチェックボックスを示し

ます。

メモメモ:チェックボックスに別のビットマップを使用する場合は、C1DataColumnの Values プロパティを使用して、２つの状態を表

す ValueItem オブジェクトをそれぞれ定義します。PresentationプロパティをPresentationEnum.Normalに設定

し、Translateプロパティと CycleOnClickプロパティを True に設定します。

True DBDropDown を使ってデータを自動的に変換するを使ってデータを自動的に変換する

次の図のような値とそれに対応する説明テキストから成るデータを使用するグリッドドロップダウンが必要であるとします。

この場合は、意味があいまいな TypeId を表示するのではなく、理解しやすい TypeDesc をドロップダウンに表示するのが普

通です。 ValueTranslate プロパティによって、TypeId 値を TypeDesc の説明に自動的にマップできます。これにより、ユー

ザーがドロップダウンにアクセスすると、TypeDesc のテキストが表示されます。
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インクリメンタル検索インクリメンタル検索

With True DBGrid, you can easily perform search either on the whole grid or just a specific column. Incremental search
for a column in the grid, positions a grid to that row if a match is found. The incremental searching feature specifically
uses the grid's KeyPress event and the grid's indexer to retrieve and compare data for the particular column.

インクリメンタルサーチを使用して列のエントリを検索するには、Timer コンポーネントをフォームに追加し、KeyPressおよ

びTickイベントを設定します。

Complete the following steps:

1. Timerコンポーネントをツールボックスからフォームに追加します。

2. TimerのIntervalプロパティを 1 秒に設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

プロパティウィンドウで Timer1のInterval プロパティを見つけ、これを 1000 に設定します。

コードの場合コードの場合

Form_Loadイベントに次のコードを追加します。

C#

this.timer1.Interval = 1000;

3. KeyPressイベントを追加します。

C#

private void c1TrueDBGrid1_KeyPress(object sender, 
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
        {
            // キーストロークを処理します。

            e.Handled = true;
            this._searchString += e.KeyChar;
            int count = this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].Rows.Count;
            int start = this.c1TrueDBGrid1.Row;
            int current = (start + 1) % count;
            // 検索が開始位置に戻ったら停止します。

            while( current != start )
            {
                // 値を取得します。

                string s = this.c1TrueDBGrid1[current, 
this.c1TrueDBGrid1.Col].ToString();
                // 一致が見つかったら、終了します。

                if(!string.IsNullOrEmpty(s) && s.Length >= _searchString.Length 
&& s.Substring(0, _searchString.Length).ToUpper() == _searchString.ToUpper() )
                    break;
                // 次の行を検索し、必要に応じて列を折り返します。

                current = (current + 1) % count;
            }
            // グリッドの現在行を更新します。

            this.c1TrueDBGrid1.Row = current;
            // エントリを強調表示します。

            this.timer1.Enabled = true;
        }
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4. タイマーに Tickイベントを追加します。

C#

private void timer1_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
        {
            this._searchString = string.Empty;
            this.timer1.Enabled = false;
        }

ユーザーが入力を行うと、その文字を含むセルが検索されて強調表示されます。この例では、Last 列で「V」を入力すると、

「Varese」が強調表示されます。

注意注意：1 秒後に、検索文字列はリセットされます。
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データの表示データの表示

C1TrueDBGrid の DataView プロパティを使用して、階層化データ表示、階層化データのドロップダウン表示、フォームデータ

の表示、転置データの表示、複数ライン表示などいくつかのビューでデータを表示できます。プロパティウィンドウ、コードまた

は、［C1TrueDBGrid タスク］メニューの[データレイアウト]オプションを選択することで、DataView を変更することができます。

次のトピックでは C1TrueDBGrid で設定可能な各データビューを説明します。

トピックトピック 内容内容

Hierarchical Data Display Learn how True DBGrid can be used to display hierarchical data.

Form Data Display Learn how True DBGrid can be used to display form data.

Inverted Data Display Learn how True DBGrid can be used to display inverted data.

Multiple Line Data Display Learn how True DBGrid can be used to display multiple line data.

Multiple Line Fixed Data Display Learn how True DBGrid can be used to display multiple line fixed data.

階層化データ表示階層化データ表示

True DBGrid for WinForms は、階層化されたデータを表示できます。一般に、階層化データは、複数のリレーショナルテーブルに格納され

ているデータを参照します。リレーショナルテーブルでは、マスターテーブル（親テーブル）がキーフィールドによって詳細テーブル（子テーブ

ル）にリンクされます。データを階層表示すると、最初にマスターデータが表示され、ユーザーは、クリックするだけで、同じグリッド内に関連す

る詳細データを表示できます。

グリッドをマスター／詳細データソースに連結する場合は、水平テーブル領域（バンド）を使って階層化データの関連グループを表示します。

バンドは、データそのものではなく、階層 DataSet を仮想的に表現したものです。バンドは、階層レコードセット内の各レベルごとに作成され、

テーブル全体または選択された少数のフィールドだけを入れることができます。実行時、ユーザーは、ツリー表示に似たインタフェースを使用

して、バンドを展開したり、折りたたむことができます。

この機能を使用するには、DataView プロパティをDataViewEnum.Hierarchicalに設定する必要があります。また、グリッドコントロールを

階層化された DataSet に連結する必要があります。その１つの方法として、DataSource プロパティを使用します。
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次の図に、２つのテーブルの関係を例示します。この図は、.NET xsd ファイルエディタ画面の例です。ここでは、Composer テーブルと Opus
テーブルが関連付けられています。どちらのテーブルにも Last フィールドがあり、このフィールドが両方のテーブルの主キーになっています。

また、Composer テーブルと Opus テーブルの Last フィールドはどちらも同じものです。そこで、このフィールドに基づいて２つのテーブルを連

結すると、これらのテーブルによる階層化 DataSet を作成できます。

バンドとグリッドの階層表示を使用することによって、この階層化 DataSet をグリッドに表示できます。３つの手順を踏むだけで、上の

DataSet を C1TrueDBGrid に表示できます。次にその手順を示します。

1. まず、グリッドのDataSource プロパティを階層化 DataSet に設定する必要があります。この例では、DataSet の名前は

dsMasterDetail1 です。

2. 次に、グリッドのDataMember プロパティを DataSet の親テーブルに設定する必要があります。これにより、グリッドに最初に表示す

るテーブルを設定できます。この例では、親テーブルは Composer です。

3. 最後に、グリッドを階層表示に切り替えます。DataView プロパティを DataViewEnum.Hierarchical に設定すると、グリッドに上の

データセットがバンド構造で表示されます。

実行時、グリッドには読み取り専用のデータが表示されます。次の図は、グリッドの表示例です。最初にマスターレコードセット（Composer）
のデータが表示され、詳細レコードセットバンドのフィールドが右側に表示されます。ただし、詳細レコードセットのフィールドには、最初はデー

タが含まれていません。レコードの左端の展開アイコン（ + ）が、階層化データがあることを示しています。

ユーザーが展開アイコンをクリックすると、アイコンは折りたたみアイコン（ - ）に変わり、横のバンド（Orders）が展開して、クリックした行の詳

細レコードが表示されます。

メモメモ:C1TrueDBGrid DataView プロパティがデフォルト値のDataViewEnum.Normalに設定されている場合、グリッドにはフラットファイル

だけが表示され、階層表示はサポートされません。データソースが階層化されたDataSetであっても、グリッドに表示されるのは、マスターテー

ブルのデータだけです。

DataView プロパティは設計時に設定する必要があります。実行時には変更できません。

階層表示のグリッドを操作するために、次のメソッドが用意されています。

メソッド 説明

GetBand 指定された列インデックスに対応するバンドを返す。

CollapseBand 指定されたバンドのすべての行を折りたたむ。

ExpandBand 指定されたバンドのすべての行を展開する。

RowExpanded 指定されたバンド内で現在の行が展開されている場合は、True を返

す。
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マスター／詳細データソース内のレコードセットのレベル数が事前にわからない場合は、コード内で Bands プロパティを調べます。利用でき

るバンドの数は、０から -１ までです。

アプリケーションで次のイベントを使用すると、ユーザーによって開始された階層表示操作に応答できます。

イベント 説明

Collapse ユーザーがバンドを折りたたむと発生する。

Expand ユーザーがバンドを展開すると発生する。

Dropdown Hierarchical Data Display
True DBGrid for WinForms では、データソース間の親子関係を表示する際に、マスターテーブル内からまったく新しい C1TrueDBGrid を
開き、そこに子のデータレコードを表示できます。ChildGrid プロパティを設定して２つのグリッドコントロールを接続し、数行のコードを記述す

るだけで、完全に編集可能な子データのドロップダウンを作成できます。このドロップダウンは、クリックするだけでマスターテーブル内に表示

されます。

階層化されたデータセットがすでに設定されている場合は、C1TrueDBGrid1 の ChildGrid プロパティのテキストボックスに

C1TrueDBGrid2 と入力することで、親子関係を作成できます。

次に、C1TrueDBGrid2 の SplitCollection エディタエディタを開き、ExtendRightColumn プロパティを True に変更します。

C1TrueDBGrid2 は非表示になり、各行の左端のセルに展開アイコン（ + ）が表示されます。次の例のマスターテーブルには、作曲家のリス

トとその主要な情報が含まれています。右にスクロールしても、展開アイコンは常に左端のセルに表示されます。

展開アイコンの１つを左クリックすると、ドロップダウンに子テーブルが表示されます。この例のドロップダウンには、展開した作曲家の作品リ

ストが表示されます。
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この例からもわかるように、簡単な操作でマスターグリッドに子グリッドを結び付けて、階層化されたデータをわかりやすく表示できます。

C#

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{            
    // Create the DataSet and DataTable 
    string connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +
        System.IO.Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments),
        @"ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb") + ";";
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connectionString);

    OleDbDataAdapter adp_Composer = new OleDbDataAdapter("Select Last, * from Composer", conn);
    OleDbDataAdapter adp_Opus = new OleDbDataAdapter("Select * from Opus", conn);

    DataSet data = new DataSet();

    DataTable table_Composer = new DataTable();
    DataTable table_Opus = new DataTable();

    data.Tables.Add(table_Composer);
    data.Tables.Add(table_Opus);

    adp_Composer.Fill(table_Composer);
    adp_Opus.Fill(table_Opus);

    //Create relation between tables
    data.Relations.Add("Composer_Sale", data.Tables[table_Composer.TableName].Columns["Last"],
         data.Tables[table_Opus.TableName].Columns["Last"]);

    //Bind with the dataset
    c1TrueDBGrid1.DataSource = data;//MasterGrid
    c1TrueDBGrid2.DataSource = data;// ChildGrid
    c1TrueDBGrid1.DataMember = table_Composer.TableName;
    //Provide master grid data member and data relation name to the child grid data member 
    c1TrueDBGrid2.DataMember = c1TrueDBGrid1.DataMember + ".Composer_Sale";

copyCode
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    //Set the Child grid
    c1TrueDBGrid1.ChildGrid = c1TrueDBGrid2;
}

フォームデータの表示フォームデータの表示

一度に１レコードずつデータを表示する場合は、DataView プロパティをDataViewEnum.Formに設定します。設計時または

実行時のどちらかでこのプロパティを設定すると、次の図に示すように、編集可能なフォームにデータを表示できます。

データ列領域またはキャプション列領域の幅を調節する場合は、ViewColumnWidth プロパティと ViewCaptionWidth プ
ロパティを変更して、適切な列間隔に設定します。

転置データの表示転置データの表示

DataView プロパティのDataViewEnum.Inverted オプションは、データの各行を列に転置します。つまり、左端の列が最初

の行になり、２番目の列が２番目の行になります。この表示を使用すると、数多くの列があるテーブルを表示する際に、画面を

最大限に利用できます。DataView プロパティを DataViewEnum.Inverted に設定すると、次の図のように、グリッドが転置

されて表示されます。

データ列領域またはキャプション列領域の幅を調節する場合は、ViewColumnWidth プロパティと ViewCaptionWidth プ
ロパティを変更して、適切な列間隔に設定します。

データの複数ライン表示データの複数ライン表示

通常、レコードは、グリッドの１つの行に表示されます。グリッドの幅が小さく、レコード内のすべての列を表示できない場合は、

自動的に水平スクロールバーが表示され、表示領域の内外に列をスクロールできるようになります。まず、次の２つの違いを

理解してください。

グリッドの1ラインは、グリッドに表示されるセルの一つの物理行です。ラインと、セル内部のテキスト行を混同しないで

ください。RowHeight プロパティと WrapText プロパティの設定によっては、セル内のデータが複数行のテキストで表

示される場合があります。

グリッドの１行は、１つのレコードの表示に使用されます。行には、複数のライン（複数の物理行複数の物理行）が含まれる場合があ
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ります。

グリッドの DataView プロパティを DataViewEnum.MultipleLines に設定すると、使用できるグリッド領域内にデータセット

内のデータフィールドをすべて表示できます。つまり、データセット内のフィールドがグリッド領域内に入りきらない場合は、１つ

のレコードに複数のラインが表示されます。この機能を使用すると、次の図のようにレコードのすべての列（フィールド）をグリッ

ドの幅に一度に表示できるため、エンドユーザーが水平方向にスクロールする必要がなくなります。

作成された列のレイアウトに満足できない場合は、設計時または実行時に列の幅や順番を変えてレイアウトを調整できます。

列の幅を変更して大きくすると、そのライン内の他の列の幅がその分狭くなります。前バージョンのグリッドとは異なり、列は、

サイズ変更されても次のラインに折り返されません。

複数ライン表示で列の順番を変更するには、列ヘッダを新しい位置までクリック＆ドラッグします。列を配置する場所を示す赤

い矢印が表示されます。列をドロップすると、それに応じて列の配置が変更されます。

メモ:設計時に、HScrollBar および VScrollBar の各スタイルプロパティが ScrollBarStyleEnum.Automatic  に設定されて

おり、DataView プロパティが MultipleLines に設定されている場合は、表示するデータがなくても、垂直スクロールバーが

表示されます。これは、設計時に、スクロールバーの幅を計算に入れながら列を調整できるようにするためです。

複数ラインモードについて複数ラインモードについて

行に関連する現行のプロパティ、メソッド、およびイベントは、これまでのレコード、行、およびラインの定義にも適合しています

（後で説明する２つの例外を除く）。次に例を示します。

VisibleRows プロパティは、可視のラインではなく、グリッドに表示されている可視の行またはレコードの数を返しま

す。１行に２つのラインがあり、VisibleRows プロパティの値が５の場合、グリッドには10のラインが表示されています。

RowTop メソッドは、引数として０から VisibleRows --１ までの範囲の行数を受け取ります。１行に２つのラインがある

場合、RowTop ( 2 )は、３番目の表示行（５番目のライン）の上の位置を返します。

RowResize イベントは、実行時にユーザーが行のサイズを変更すると発生します。実際、レコードセレクタ列に、行区

切り境界線だけが表示されます。つまり、ユーザーがサイズ変更できるのは行だけで、ラインではありません。

行に関連するその他のプロパティ、メソッド、およびイベントも、同様に解釈されますが、次の２つは例外です。

1. 第１の例外は RowHeight プロパティです。RowHeight プロパティは、行の高さではなく、セルまたはラインの高さを

返します。このプロパティを変更すると、ユーザーの既存のコードが壊れるため、このプロパティは変更されていませ

ん。

2. 第２の例外は、例外というより制限です。現在、行とラインの分割線は同じです。RowDivider オブジェクトの Style プ
ロパティを変更すると、行およびラインの分割線がすべて同じスタイルに変更されます。つまり、行とラインに異なる分

割線を設定することはできません。
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複数ラインの固定モード複数ラインの固定モード

DataView プロパティを DataViewEnum.MultipleLines  に設定すると、水平方向にスクロールしなくてもグリッドの幅の中

にレコードのすべての列（フィールド）を同時に表示できます。水平方向のスクロールバーを表示するなど、複数行のデータ

ビューをより詳細に制御するには、DataView プロパティをDataViewEnum.MultipleLinesFixed  に設定します。

DataViewEnum.MultipleLinesFixed データビューは DataViewEnum.MultipleLines データビューによく似ていますが、

サブ行の数は一度設定したら変更されません。サブ行の数は、コードまたはC1TrueDBGrid タスクタスクメニューから

LinesPerRow プロパティを使用して設定できます。

この DataView での行の幅はグリッドの幅に拘束されません。列幅の合計がグリッドのクライアント領域の幅より大きいと、水

平方向のスクロールバーが表示されます。

左端の列もマージできます。Merge プロパティを設定すると、左端の列を行の高さまで延長できます。たとえば次の画像で

は、ProductID列が行の高さまで伸びています。

注意注意:マージのプロパティは、グリッド内の左端の列に対してのみ適用できます。
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エクスポートエクスポート

グリッドデータを文字区切りテキスト、Excel、HTML、PDF、または RTF ファイルとしてエクスポートできます。次の表は、各

ファイルタイプのエクスポートに使用するメソッドの説明です。

ファイルタイプ メソッド 説明

すべて ExportTo エクスポート形式を選択するためのダイアログを開きます。

文字区切りテ

キスト

ExportToDelimitedFile グリッドの指定された行を指定されたファイルに文字区切りテキス

トとしてエクスポートします。

Excel ExportToExcel グリッドを Excel ファイルにエクスポートします。

HTML ExportToHTML グリッドを HTMLファイルにエクスポートします。

PDF ExportToPDF グリッドを PDFファイルにエクスポートします。

RTF ExportToRTF グリッドを RTF ファイルにエクスポートします。

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three
libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of previewing
controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and MultiDocument components,
the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail,
PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for C1Report
libraries is replaced by  individual library references in the C1.Win.Printing nuget.

有効なすべてのファイルタイプにエクスポートする有効なすべてのファイルタイプにエクスポートする

ExportTo メソッドを設定するには、エクスポートエクスポートボタンの Click イベントに次のコードを追加します。

C#

this.c1TrueDBGrid1.ExportTo();

このトピックの作業結果
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エクスポートエクスポートボタンをクリックすると、TrueDBGrid 印刷のオプション印刷のオプションダイアログが表示されます。

1. アクションアクションドロップダウンリストで、メタファイル、画像ファイルなどのファイルタイプを選択します。

2. ファイル名ファイル名ボックスの横にある省略符ボタンをクリックして、エクスポート先エクスポート先ダイアログを開きます。ファイルを保存する

場所を参照し、ファイル名ファイル名ボックスにファイル名を入力します。OKをクリックして、エクスポート先エクスポート先ダイアログを閉じます。

3. ページヘッダおよびページフッタページヘッダおよびページフッタで、ヘッダ テキストとフッタ テキストを追加します。

4. OKをクリックして、ファイルをエクスポートします。

最終出力は、次の図のように表示されます。

文字区切りテキストにエクスポートする文字区切りテキストにエクスポートする

ExportToDelimitedFileメソッドを設定するには、エクスポートエクスポートボタンの Click イベントに次のコードを追加します。

C#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            c1TrueDBGrid1.ExportToDelimitedFile(@"c:\temp\composers.csv", 
C1.Win.C1TrueDBGrid.RowSelectorEnum.AllRows, ",");
        }

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three
libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of previewing
controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and MultiDocument components,
the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail,
PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for C1Report
libraries is replaced by  individual library references in the C1.Win.Printing nuget.

エクスポートエクスポートボタンをクリックすると、一時ディレクトリに文字区切りテキストファイルが作成されます。ファイル内の各値はカン

  True DBGrid for WinForms

115 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

         

https://www.grapecity.com/componentone/docs/win/online-printdocument/overview.html


マで区切られます。

Excel にエクスポートするにエクスポートする

TrueDBGrid allows exporting grid data to Microsoft Excel format by using either of the following methods:

SaveExcel method
ExportToExcel method

It is important to note that time taken to export grid data to Excel format is very small when using the SaveExcel
method. In comparison, the ExportToExcel method takes much longer to export data.

To set the SaveExcel method, add the following code to the Click event of the Export button:

C#

c1TrueDBGrid1.SaveExcel("../../GridData.xlsx");

Clicking the Export button creates an Excel file as given below:

C# Copy Code

this.c1TrueDBGrid1.SaveExcel("../../GridData.xlsx");
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To set the ExportToExcel method, add the following code to the Click event of the Export button:

C#

c1TrueDBGrid1.ExportToExcel(@"c:\temp\composers.xls");

C# Copy Code

this.c1TrueDBGrid1.ExportToExcel(@"c:\temp\composers.xls");

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three
libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of previewing
controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and MultiDocument components,
the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail,
PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for C1Report
libraries is replaced by  individual library references in the C1.Win.Printing nuget.

Clicking the Export button creates an Excel file in the temp directory indicated in the code above:

HTML にエクスポートするにエクスポートする

ExportToHTMLメソッドを設定するには、エクスポートエクスポートボタンの Click イベントに次のコードを追加します。

C# Copy Code

c1TrueDBGrid1.ExportToHTML(@"c:\temp\composers.html");

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three
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libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of previewing
controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and MultiDocument components,
the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail,
PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for C1Report
libraries is replaced by  individual library references in the C1.Win.Printing nuget.

エクスポートエクスポートボタンをクリックすると、一時ディレクトリに HTML ファイルが作成されます。

PDF にエクスポートするにエクスポートする

ExportToPDFメソッドを設定するには、エクスポートエクスポートボタンの Click イベントに次のコードを追加します。

C#

c1TrueDBGrid1.ExportToPDF(@"c:\temp\composers.pdf");

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three
libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of previewing
controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and MultiDocument components,
the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail,
PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for C1Report
libraries is replaced by  individual library references in the C1.Win.Printing nuget.

エクスポートエクスポート ボタンをクリックすると、一時ディレクトリに PDF ファイルが作成されます。

RTF にエクスポートするにエクスポートする

ExportToRTFメソッドを設定するには、エクスポートエクスポートボタンの Click イベントに次のコードを追加します。

C#

c1TrueDBGrid1.ExportToRTF(@"c:\temp\composers.rtf");

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides three
libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set of previewing
controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and MultiDocument components,
the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane, PreviewTextSearchPanel, Thumbnail,
PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and RibbonPreview  provides the RibbonPreview and
RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now obsolete, make sure that the references for C1Report
libraries is replaced by  individual library references in the C1.Win.Printing nuget.

エクスポートエクスポートボタンをクリックすると、一時ディレクトリに RTF ファイルが作成されます。
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印刷印刷

カスタム印刷プレビューを作成し、印刷時のグリッドの表示方法をカスタマイズできます。これは、Init メソッドを使用して実行で

きます。C1.Win.C1TrueDBGrid.PrintForm から継承された、フォームの FormBorderStyle、 MaximizeBox、
MinimizeBox、 ControlBox などのプロパティをオーバーライドするには、PrintForm の Init メソッドをオーバーライドしま

す。まず base.Init() を呼び出し、次に希望するプロパティを設定します。

以下の手順を実行します。

1. ツールボックスに移動し、SplitContainer パネルをダブルクリックして、それをフォームに追加します。

2. プロパティウィンドウに移動し、SplitContainerパネルのOrientation プロパティをHorizontalに設定します。

3. SplitContainerの上部パネル内でクリックし、ツールボックスに移動して Buttonコントロールをダブルクリックし、それ

をアプリケーションに追加します。

4. プロパティウィンドウで、Button コントロールの Textプロパティを "Preview" に設定します

5. C1SplitContainer の下部パネル内でクリックし、ツールボックスに移動して C1TrueDBGrid コントロールを見つけてダ

ブルクリックし、それをアプリケーションに追加します。

6. C1TrueDBGrid コントロールのスマートタグをクリックして、タスクメニューから、親コンテナへのドッキング親コンテナへのドッキングオプションを

選択します。

7. ソリューションエクスプローラで、プロジェクトを右クリックして参照の追加参照の追加を選択します。参照の追加参照の追加ダイアログボックス

で、C1.Win.RibbonPreview.4.5.2 および C1.Win.Ribbon.4.5.2 アセンブリを見つけて選択し、OKをクリックします。

これは印刷プレビュー用に必要になります。

Note: TrueDBGrid's export and printing features uses the C1.Win.Printing NuGet package, which provides
three libraries: C1.PrintDocument, C1.Win.PrintPreview and C1.Win.RibbonPreview. Each library provides a set
of previewing controls or components. The PrintDocument library provides the PrintDocument and
MultiDocument components, the PrintPreview library provides the PreviewOutlineView, PreviewPane,
PreviewTextSearchPanel, Thumbnail, PrintPreviewControl and PrintPreviewDialog components, and
RibbonPreview  provides the RibbonPreview and RibbonPreviewDialog components. Since C1Report is now
obsolete, make sure that the references for C1Report libraries is replaced by  individual library references in the
C1.Win.Printing nuget.

8. ソリューションエクスプローラで、プロジェクトを右クリックして追加追加→Windows フォームフォームを選択します。新しい項目の追

加ダイアログボックスで、フォームに 「PrintForm1」 という名前を付けて、追加ボタンをクリックします。

9. 新しいフォームをダブルクリックしてコードビューに切り替えます。

10. C1.Win.C1TrueDBGrid.PrintForm から継承する初期クラスの宣言を編集します。

C#

public partial class PrintForm1 : C1.Win.C1TrueDBGrid.PrintForm

11. 次のコードをクラスの宣言の下に追加します。

C#

protected override void Init()
{
    base.Init();
    FormBorderStyle = FormBorderStyle.Sizable;
    this.ControlBox = true;
    this.MinimizeBox = false;
    this.MaximizeBox = false;
}

12. デザインビューのForm1 に戻り、Button をダブルクリックし、コードビューに切り替えて Button_Click イベントハンド

ラを作成します。

13. 次のコードをButton_Clickイベントハンドラに追加して、"ProjectName" がプロジェクトの名前に置き換えられている

ことを確認します。

C#

c1TrueDBGrid1.PrintInfo.PreviewFormClassName = "ProjectName.PrintForm1";
c1TrueDBGrid1.PrintInfo.PrintPreview();
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アプリケーションを実行し、アプリケーションにボタンとデータを表示するグリッドが表示されることを確認します。プレビューボタ

ンをクリックして、カスタマイズされた印刷プレビューフォームが表示されることを確認します。フォームには、閉じる閉じるボタンだけ

が表示され、最小化最小化ボタンと最大化最大化ボタンは表示されません。
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エンドユーザーの操作エンドユーザーの操作

The following topics describe how end users of your grid applications can interact with True DBGrid for WinForms at
run time. You can give users the ability to perform any or all of the following:

セルの編集の無効化

特定の列での編集の制限

移動とスクロール

サイズ変更と分割

データベースの操作

カスタムのグリッドエディタ

セルの編集の無効化セルの編集の無効化

You may want to prevent the end user from editing the data in particular cells. If you choose, you can lock individual
grid cells from being edited at run time by using the FetchCellStyle event.

FetchCellStyle イベントを使用して、個別のグリッドセルをロックできます。セル（1, 0）の値をロックするには

1. このセルを含む列の FetchStyle プロパティを True に設定します。

デザイナの場合デザイナの場合

C1TrueDBGrid デザイナデザイナ を開きます。C1TrueDBGrid デザイナ へのアクセス方法については、C1TrueDBGrid
デザイナへのアクセスを参照してください。

右ペインで列をクリックして、First 列を選択します。

または、ツールバーのドロップダウンリストから選択することもできます。

左ペインのDisplay Columnタブをクリックします。

FetchStyle プロパティを True に設定します。

OKをクリックして、デザイナを閉じます。

コードの場合コードの場合

Form_Load イベントに次のコードを追加します。Form_Load イベントに次のコードを追加します。

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[0].FetchStyle = true;

2. 行 1 の値に対してのみ、CellStyleオブジェクトのLockedプロパティを True に設定します。

C#

private void C1TrueDBGrid1_FetchCellStyle(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.FetchCellStyleEventArgs e)
{
    if (e.Row == 1)
    {
        e.CellStyle.Locked = true;
    }
}

特定の列での編集の制限特定の列での編集の制限

特定の列の編集を制限するには、Locked プロパティを True に設定します。このプロパティは、デザイナまたはコードで設定
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できます。

デザイナの場合デザイナの場合

1. C1TrueDBGrid デザイナデザイナ を開きます。C1TrueDBGrid デザイナ へのアクセス方法についてはC1TrueDBGrid デザイ

ナへのアクセスを参照してください。

2. デザイナの右ペインにある Last 列をクリックして選択します。

ツールバーのドロップダウンリストから Last を選択して、列を選択することもできます。

3. 左ペインの Display Columnタブをクリックします。

4. Locked プロパティを見つけ、これを True に設定します。

5. OKをクリックして、デザイナを閉じます。

コードの場合コードの場合

Form_Load イベントに次のコードを追加して、Last 列をロックします。

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns["Last"].Locked = true;

移動とスクロール移動とスクロール

以下の各項では、グリッドのデフォルトの移動とスクロールの動作について説明します。[Tab] キーや矢印キーの動作のほ

か、行やスプリットの境界に達した場合の現在のセルの位置まで完全に制御できます。

マウスナビゲーション操作マウスナビゲーション操作

ユーザーが現在のセル以外のセルをクリックすると、BeforeRowColChange イベントが発生します。このイベントがキャンセ

ルされないかぎり、クリックされたセルが現在のセルになります。その後、更新操作が完了すると、 RowColChange イベント

が発生します。ただし、次の場合は例外です。

AllowFocus プロパティが False に設定されている列またはスプリットのセルをユーザーがクリックし、そのセルが現在

の行にある場合、現在のセルは変わりません。

AllowFocus プロパティが False に設定されている列またはスプリットのセルをユーザーがクリックし、そのセルが現在

の行にない場合、現在の行は変わりますが、列にあるフォーカスは変わりません。

現在のセルが変更された後で、BeforeColUpdate イベントがキャンセルされた場合、現在のセルは変わりません。

現在の行が変更された後で、ユーザーが別の行のセルをクリックし、 BeforeUpdate イベントがキャンセルされた場

合、現在のセルは変わりません。

ユーザーは、マウスを使ってグリッドのスクロールバーを操作し、グリッドの表示領域外にあるセルを表示することもできます。

垂直スクロールバーは行を、水平スクロールバーは列を管理します。HScrollBar プロパティは、水平スクロールバーを表示す

るかどうかを制御し、VScrollBar プロパティは垂直スクロールバーを制御します。

スクロールは、常にセル単位で行われます。どちらの方向にもピクセル単位でスクロールすることはできません。

スクロールバーは現在のセルを変更しないことに注意してください。したがって、現在のセルがグリッド内に表示されていない

場合があります。

コード内で垂直スクロール操作に応答するには、FirstRowChange イベントを使用します。水平スクロール操作に応答するに

は、 LeftColChange イベントを使用します。

右端の列をクリックする右端の列をクリックする

グリッドには、常に左端の列（最初の表示列）の全体が表示されます。反対に、通常、右端の列は部分的に表示されます。こ

の部分的に表示されている右端の列がクリックされた場合の動作は、グリッドのExposeCellMode プロパティで制御します。
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ExposeCellMode プロパティのデフォルト値は、ExposeCellModeEnum.ScrollOnSelectです。部分的に表示されている右

端の列がクリックされると、この列全体が表示されるようにグリッドが左にスクロールします。部分的に表示されている右端の

列をクリックすると、必ずグリッドが左に移動するため、グリッドをクリックして編集を開始することが多い場合、これは好ましい

動作ではありません。

ExposeCellMode をExposeCellModeEnum.ScrollOnEditに設定すると、右端に表示されている列をクリックしても、グリッ

ドはスクロールしません。ただし、セルを編集しようとすると、グリッドが左にスクロールして、その列全体が表示されます。

Microsoft Excel はこのように動作します。ユーザーにとっては、これが最も使い慣れた設定です。

ExposeCellMode をExposeCellModeEnum.ScrollNeverに設定すると、セルを編集しようとしても、グリッドがスクロールし

て右端の列が表示されることがありません。列の一部しか表示されていないと、編集作業が難しくなります。この設定を使用す

るのは、セルの編集に必要な領域が常に十分あることがわかっている場合や編集を許可していない場合に、グリッドが誤って

移動しないようにするためです。

ExposeCellMode プロパティは、ユーザーが右端に表示されている列をクリックした場合の動作を制御します。右端の列に

コード（グリッドのCol プロパティを設定）やキーボード操作によって移動した場合、グリッドは常にスクロールして、その列全体

が表示されます。

キーボードナビゲーション操作キーボードナビゲーション操作

True DBGrid for WinForms では、キーボードショートカットが提供されていますので、ユーザーの実行時操作に役に立ちま

す。デフォルトでは、ユーザーは、矢印キー、Enter キー、Tab キー、PageUpキー、[PageDown] キー、Home キー、および

End キーを使ってグリッド内を移動できます。

キー 動作

[↑]／[↓] キー 現在のセルを隣の行に移動します。

[←]／[→] キー AllowArrows プロパティが True （デフォルト）の場合、これらのキーは現在のセルを隣の

列に移動します。

AllowArrows プロパティが False の場合、これらのキーは、コントロール間の移動に使用

され、セル間の移動には使用できません。

[Enter] キー デフォルトでは、[Enter] キーの動作は [→] キーと同じで、現在のセルを左から右へ隣の列

に移動します。[Enter] キーの動作を変更するには、DirectionAfterEnter プロパティを使

用します。セル編集時に、Enter キーで編集を保存し、次のセルに移動します。

[Tab] キー TabAction プロパティの値が Control Navigation （デフォルト）の場合、[Tab] キーは、タ

ブオーダーの指定に従って、フォーム上の次のコントロールにフォーカスを移動します。

TabAction プロパティが ColumnNavigation または GridNavigation の場合、[Tab]
キーは、現在のセルを次の列に移動します。また、[Shift] + [Tab] キーを使用して、現在の

セルを前の列に移動します。列とグリッドの移動の違いについては、次の項を参照してくだ

さい。

[PageUp]／[PageDown] キー グリッドのページ全体を１度に上下にスクロールします。垂直スクロールバーとは異なり、

[PageUp] キーおよび [PageDown] キーは、グリッドに表示されている行の数に応じて、現

在の行を変更します。ページアップすると、表示領域内の最初の行が現在の行になります。

ページダウンすると、AddNew 行も含めて、表示領域内の最後の行が現在の行になりま

す。現在の列は変化しません。

[Home]／[End] キー 現在のセルを最初の列または最後の列に移動します。必要に応じて、グリッドが水平方向

にスクロールして、現在のセルが表示されます。現在の行は変化しません。現在のセルが

編集中の場合、[Home] キーと [End] キーは、挿入ポイントをセルのテキストの先頭または

末尾に移動します。

[F2] データシート内の編集モード（挿入ポイントを表示）とナビゲーションモードの間で切り替えま

す。フォームまたはレポートの操作時にナビゲーションモードを離れるには、［Esc］を押しま

す。
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[F4] このキーはコンボボックスの表示／非表示にします。

[Alt]+ 下矢印 このキーの組み合わせを使ってコンボボックス（C1TrueDBG など）を表示できます。

ALT + LEFT ARROW

ALT+RIGHT ARROW

[Delete] 〈Delete〉ボタンは行を削除します。編集モードでは、［Delete］キーはカーソルの右側にある

コンテンツを削除して、セルの選択されたコンテンツを削除します。

スペースバー ［スペースバー］キーは、ボタンクリック、およびチェックボックスとラジオボタンの ON／OFF
を開始します。

[Ctrl]+[C] このキーの組み合わせは選択されたコンテンツをクリップボードにコピーします。 

［Ctrl]+[V] このキーの組み合わせはクリップボードのコンテンツを選択された位置に貼り付けます。

[Ctrl］+［X］ このキーの組み合わせは選択されたコンテンツを切り取ってクリップボードにコピーします。

[BackSpace]、[Ctrl]+[H] 編集モードでは、[BackSpace]キーまたは[Ctrl]+[H]キーの組み合わせを使ってカーソルの

左側のコンテンツを削除して、セルからコンテンツを削除できます。

[Tab] [Tab］キーは、すべてのコンテンツの変更を保存して選択された現在のセルを離れて、セル

の編集モードを終了します。

[Insert] セルの編集モードでは、[Insert]キーはテキストをセル内に入力する方法を変更します。

[Insert]キーがアクティブのとき、入力されたテキストが既存のコンテンツを上書きします。

[Ctrl]+ 上／下矢印 これらのキーの組み合わせにより、リストボックス内を移動できます。[Ctrl]+ 上矢印キーの

組み合わせの場合、リストボックス内の前の項目まで上方に移動できます。[Ctrl]+ 下矢印

キーの場合、次の項目まで下方に移動できます。

行の境界での移動行の境界での移動

グリッドの行の境界、つまり最初の列と最後の列の間での移動は、WrapCellPointer プロパティによってその動作が決まりま

す。次の説明では、AllowArrows プロパティが True に、TabAction プロパティが ColumnNavigation または

GridNavigation のいずれかに設定されているとします。

キー 動作

[←]／［→］ キー WrapCellPointer プロパティが True の場合、現在のセルは行の境界を越えて移動しま

す。現在のセルが最後の列にある場合に ［→］ キーを押すと、現在のセルが次の行の最初

の列に移動します。現在のセルが最初の列にある場合に ［←］ キーを押すと、現在のセル

が前の行の最後の列に移動します。

WrapCellPointer プロパティが False （デフォルト）の場合、これらのキーによって、行の境

界にある現在のセルを移動することはできません。

[Tab] キー TabAction プロパティが ColumnNavigation の場合、カーソルは隣の行に移動せ

ず、WrapCellPointer プロパティは無視されます。現在のセルが最後の列にある場合に

［Tab］ キーを押すと、フォーカスがタブオーダーの次のコントロールに移動します。現在の

セルが最初の列にある場合に [Shift] + [Tab] キーを押すと、フォーカスがタブオーダーの

前のコントロールに移動します。

TabAction プロパティが GridNavigation、WrapCellPointer が True の場合、［Tab］
キーや ［Shift］+［Tab］ キーを押すと、現在のセルが次または前の行に移動しま

す。WrapCellPointer が False の場合、現在のセルは行の境界を越えて移動しません。

キー 動作
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スプリットの境界での移動スプリットの境界での移動

グリッドのスプリットの境界での移動は、TabAcrossSplits プロパティの設定に基づいて、次のように動作します。

キー 動作

[←]／[→] キー TabAcrossSplits プロパティが True の場合、これらのキーを押すと、現在のセルがスプ

リットの境界を越えて前後のスプリットに移動します。

TabAcrossSplits プロパティが False （デフォルト）の場合、スプリットの境界でのこれらの

キーの動作は、行の境界での各キーの動作と同じになります。これらのキーによって現在

のセルを別のスプリットに移動させるには、移動先のスプリットのAllowFocus プロパティが

True である必要があります。

[Tab] キー ［Tab］ キーおよび ［Shift］+［Tab］ キーの動作は、上の矢印キーの説明と同様

に、TabAcrossSplits の設定に従います。

セル間の移動を制限するセル間の移動を制限する

BeforeRowColChange イベントを使用すると、現在のセルが変更されたかどうかに関係なく、ユーザーが別のセルに移動で

きないようにできます。現在のセルが別のセルに移動しないようにするには、Cancel 引数を True に設定します。

BeforeColUpdate イベントを使用すると、現在のセルが変更された場合に、他のグリッドセルに移動する前にセルの値を検

査できます。入力された値が無効である場合は、Cancel 引数を True に設定して、現在のセルが変更されないようにできま

す。また、警告音を鳴らしたり、エラーメッセージを表示することもできます。このように、BeforeColUpdate イベントでは、柔

軟にユーザーの入力を検証したり、セル間の移動を制限することができます。

Visual Basic コードの書き方

Visual Basic Copy Code

Private Sub C1TrueDBGrid1_BeforeColUpdate(ByVal sender As Object, ByVal e As 
C1.Win.C1TrueDBGrid.BeforeColUpdateEventArgs) Handles C1TrueDBGrid1.BeforeColUpdate
    Dim CharCode As Integer
    If e.ColIndex = 1 Then
 
        ' 列 1 のデータは大文字で始まる必要があります

        CharCode = Asc(Me.C1TrueDBGrid1.Columns(1).Text)
        If CharCode > 64 And CharCode < 91 Then Exit Sub
        
        ' ユーザーに警告メッセージを表示します

        MessageBox.Show("Last name must start with upper case")
    
        ' データの検証に失敗したため、ユーザーに別のセルへの移動を禁止します

        e.Cancel = True
    End If
End Sub

C# コードの書き方

C# Copy Code

private void c1TrueDBGrid1_BeforeColUpdate(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.BeforeColUpdateEventArgs e) {
    int CharCode;
    if ( e.ColIndex == 1 ) 
    {
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        // 列 1 のデータは大文字で始まる必要があります

        CharCode = this.c1TrueDBGrid1.Columns[1].Text[0];
        if ( CharCode > 64 && CharCode < 91 ) return;
 
        // ユーザーに警告メッセージを表示します

        MessagBox.Show("Last name must start with upper case");
 
        // データの検証に失敗したため、ユーザーに別のセルへの移動を禁止します

        e.Cancel = true;
    }
}

サイズ変更と分割サイズ変更と分割

以下のセクションでは、ユーザーが行および列のサイズを変更する方法について説明します。設計時またはコード内で、これ

らの操作の一部または全部を制限できます。

行をサイズ変更する行をサイズ変更する

AllowRowSizing プロパティが RowSizingEnum.AllRows または RowSizingEnum.IndividualRows のどちらかに設定さ

れている場合は、実行時に行の高さを変更できます。レコードセレクタ列の行分割線にポインタを移動すると、ポインタが垂直

の両矢印に変わり、それをドラッグしてすべての行の高さを調整できるようになります。

ポインタを上にドラッグすると行は小さくなり、下にドラッグすると大きくなります。プロパティが AllRows に設定されている場合

は、グリッドのすべての行が同じ高さにサイズ変更されます。個別の行をサイズ変更することもできます。プロパティが

IndividualRows に設定されている場合は、各行を独立してサイズ変更できます。

また、グリッドにレコードセレクタ列が表示されていない場合(RecordSelectors プロパティが False）は、対話式に行の高さを

変更することができません。

サイズ変更操作が完了すると、グリッドの RowHeight プロパティが調整されます。

RowResize イベントで Cancel 引数を True に設定することで、実行時に行がサイズ変更されないようにできま

す。AllowRowSizing が RowSizingEnum.None に設定されていたり、RowResize イベントをキャンセルしている場合でも、

コード内では常に RowHeight を変更できます。

列をサイズ変更する列をサイズ変更する

AllowSizing プロパティが True の場合、ユーザーは、実行時にそれぞれの列幅を個別に調整できます。列のヘッダの右端

にある分割線にポインタを合わせると、水平の両矢印に変わり、その列をドラッグしてサイズ変更できるようになります。
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ポインタを左にドラッグすると列が小さくなり、右にドラッグすると大きくなります。サイズ変更操作が完了すると、列の Width
プロパティが調整されます。

グリッドに列ヘッダが表示されていない場合(ColumnHeaders プロパティが False）は、グリッドの列幅を変更できません。

ポインタを左いっぱいまでドラッグした場合、列の Width プロパティの設定は元のまま維持されますが、 Visible プロパティは

False に設定されます。再度列を表示するには、その前にある列の分割線の右側にポインタを合わせます。ポインタは右矢印

付きの垂直線に変わります。

ポインタを右へドラッグすると、新しい列幅が決まり、列の Visible プロパティが True に戻されます。

列をサイズ変更する方法には、AutoSize メソッドもあります。コード内でこのメソッドを使用して、特定の列オブジェクトに自動

サイズ変更を指定できます。列が自動サイズ変更されると、その列に表示されている最も長いフィールドに合わせて幅が調整

されます。AutoSize が呼び出されたときに表示されていない行にあるレコードは、幅の計算に入りません。また、指定された

列が非表示になっていたり、表示範囲外までスクロールされている場合は、トラップ可能なエラーが発生します。

ColResize イベントで Cancel 引数を True に設定することで、実行時に列がサイズ変更されないようにできま

す。AllowSizing が False の列であっても、コード内では常に列の幅を変更できます。

データベースの操作データベースの操作

実行時にユーザーに許可される編集、削除、および追加の権限は、AllowUpdate, AllowDelete, AllowAddNew の各プロ

パティによって制御されます。これらのプロパティのデフォルト値を次に示します。

プロパティ デフォルト値

AllowUpdate True

AllowDelete False

AllowAddNew False

これらのプロパティは、実行時のユーザーによるグリッドの操作を制御するだけであることに注意してください。DataSet などの

連結コントロールやアプリケーションのコードによってデータベースを操作できるかどうかは制御しません。

データを編集するデータを編集する
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グリッドのデータを編集するには、C1TrueDBGrid の AllowUpdate プロパティを True に設定する必要があります。デフォル

ト値は True です。

ユーザーがセルに移動して入力を開始すると、セルのデータは入力された内容に置き換えられます。また、現在のセル内をク

リックするとグリッドが編集モードになり(EditActive プロパティが True）、ユーザーがセルのデータを変更できるようになりま

す。

編集中は、［←］ キーや ［→］ キーを使用して、セル内でカーソルを移動できます。カーソルがセルのテキストの先頭または末

尾にある場合に［←］ キーまたは ［→］ キーを使用すると、編集を終了して隣のセルに移動できます。 ［↑］ キーまたは ［↓］キー

を使用すると、編集を終了し、現在の行の１つ上または下の行のセルに移動できます。また、［Enter］ キーを押すと、現在のセ

ルから移動せずに編集を終了できます。

行内の１つ以上のセルが変更されると、レコードセレクタ列に鉛筆アイコンが表示され、行内のデータが変更されたことを示し

ます。鉛筆アイコンは、グリッドの EditActive プロパティが True であることを意味するのではありません。これは、グリッドの

DataChanged ロパティが True であることを意味します。現在のセルに対して行われた変更を取り消すには、［Esc］ キーを

押します。また、別の行に移動する前であれば、現在の行内の任意の列に再度移動して ［Esc］キーを押すと、そのセルを元

の値に復元できます。行内にある変更されたすべてのセルでこの手順を繰り返すと、レコードセレクタの鉛筆アイコンは消えま

す。

別の行をクリックしたり、［↑］ キーまたは ［↓］ キーを押して別の行に移動すると、変更されたレコードに基づいてデータベース

が更新されます。正しく更新が行われると、鉛筆アイコンは消えます。どのグリッド列も変更されていない場合は、行を移動し

ても更新は行われません。

新しいレコードを追加する新しいレコードを追加する

グリッドに新しいレコードを対話式に追加するには、C1TrueDBGrid のAllowAddNew プロパティを True に設定する必要が

あります。デフォルト値は False です。

AllowAddNew プロパティが True の場合は、最後のレコードの後に、レコードセレクタ列にアスタリスク（*）で示される空の

AddNew 行が表示されます。追加操作を開始するには、AddNew 行をクリックするか［↓］ キーを使ってAddNew行に移動

し、新しいデータを入力します。最初の文字を入力すると、AddNew 行の前に空の行が挿入されます。新しく挿入された空の

行が現在の行になり、グリッドはOnAddNew イベントを発生します。

この時点で、新しい行はグリッド内にだけ存在します。この行にはブックマークがなく、まだ物理データベースレコードを表して

いません。他のデータ行または AddNew 行に移動すると、新しい行が基礎データソースに追加されます。 

レコードを削除するレコードを削除する

グリッドを使ってレコードを削除するには、C1TrueDBGrid の AllowDelete プロパティを True に設定する必要があります。

デフォルト値は False です。

レコードを削除するには、ユーザーは、レコードセレクタをクリックして削除する行を選択し、次に ［Del］ キーを押します。一度

に削除できるレコードは１つだけです。複数のレコードを選択して ［Del］ キーを押しても、選択したレコードをすべて削除するこ

とはできません。

レコードを削除するには、グリッドが ［Del］キーを受け取ることができるように、グリッドにフォーカスがある必要があります。グ

リッドのレコードセレクタの列をクリックしても、グリッドにフォーカスを与えることにはなりません。ただし、ユーザーがレコードセ

レクタの列をクリックしたときに必ずグリッドにフォーカスが移動するようにする場合は、次のコード例のように、グリッド

のSelChange イベントでグリッドにフォーカスを与えます。

C#

private void C1TrueDBGrid1_SelChange(object sender, 
C1.Win.C1TrueDBGrid.CancelEventArgs e)
{
    this.c1TrueDBGrid1.Focus();
}
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カスタムのグリッドエディタカスタムのグリッドエディタ

以下のセクションでは、カスタム グリッド エディタを作成および使用する方法について説明します。

カスタムエディタの使用カスタムエディタの使用

組み込みエディタでは多くの柔軟性と機能が提供されていますが、場合によっては外部コントロールを特別なエディタとして使

用できます。たとえば、数値入力用ドロップダウン電卓を提供する C1NumericEdit コントロール、複数列リストから選択する

ためのエディタ、またはビジネスオブジェクトの編集用に自分で記述した特別なコントロールを使用できます。

注意注意：C1NumericEdit コントロールは Input for WinForms コントロールの１つです。C1NumericEdit コントロールの詳細に

ついては、Input for WinForms のマニュアルから入手可能）を参照してください。

基本の Control クラスから派生するコントロールはすべて、基本グリッドエディタとして使用できます。IC1EmbeddedEditor
インターフェースインターフェースを実装するコントロールは、グリッドとのより優れた統合とより高度な機能を提供できま

す。IC1EmbeddedEditor インターフェースインターフェースの詳細については、Editor プロパティを参照してください。

コントロールをカスタムエディタとして使用するには、Editor プロパティを使用し、このコントロールのインスタンスをグリッド列

に関連付けるだけで済みます。コードでこれを行うには、Editor プロパティを使用します。それ以降は、コントロールはグリッド

によって自動的に使用されます。

たとえば、C1NumericEdit コントロールをグリッドエディタとして使用するには、以下の手順に従います。

1. C1TrueDBGrid コントロールと C1NumericInput コントロールをフォームに追加します。

2. C1NumericInput コントロールの場合、プロパティウィンドウ内か、Form_Load イベントに次のコードを追加すること

で、BorderStyle プロパティを None に、Visible プロパティを False に設定します。

C#

// カスタムエディタをセットアップします。

this.c1NumericEdit1.BorderStyle = BorderStyle.None;
this.c1NumericEdit1.Visible = false;

3. Form_Load イベントで、カスタムエディタをグリッド列に割り当てます。

C#

private void Form_Load(object sender, EventArgs e)
{
 
    // カスタムエディタをグリッドに割り当てます。

    this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].Editor = this.c1NumericEdit1;
}

プロジェクトを実行し、最初の列のいくつかの値を編集します。グリッドが C1NumericEdit コントロールをどのように配置して初

期化してセル値を編集できるようにするかに注意してください。セルの編集を完了したら、別のセルをクリックするか、［Tab］
キーを押して次のセルに移動します。新しい値がこのセルに適用されていることに注意してください。

Creating Custom Editors
Any control that derives from the Control base class can be used as a grid editor. This is possible because the grid
knows enough about the base class to access properties such as Text and Bounds, and events such as Leave and
TextChanged. In many cases this level of support is adequate.

In some cases, however, you may want to use controls that do not follow the base class that closely. For example, a
DateTimePicker control has a Value property that should be used to retrieve the edited value instead of Text. In
these cases, you can implement one or more methods in the IC1EmbeddedEditor interface to override the default
behavior. For example, all controls in the C1Input library support IC1EmbeddedEditor and therefore integrate closely
with C1TrueDBGrid (and also C1FlexGrid).
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The IC1EmbeddedEditor interface is fairly simple, and because the grid binds to it using late binding, you do not
even have to implement all its members. Only implement the ones that make sense to your editor control.

The interface does provide enough flexibility to allow virtually any control to be used as a grid editor. You can even
use UITypeEditor classes as grid editors. To do this, you need a wrapper class that:

1. Derives from Control (UITypeEditor does not).
2. Implements the IC1EmbeddedEditor interface.
3. Encapsulates the appropriate UITypeEditor.

Note: For a complete sample using this wrapper class, see the CustomEditors sample installed with Winforms
Edition.
Using the UITypeEditor wrapper class, you can use any UITypeEditors with the C1TrueDBGrid. .NET provides several
UITypeEditors for editing colors, fonts, file names, and so on. You can also write your own UITypeEditors, in some
cases that is easier than writing a control.
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カスタマイズ化カスタマイズ化

The following topics explain how to configure the non-interactive elements of True DBGrid for WinForms' display,
such as visual styles, captions, headers, footers, record selectors, and dividing lines.

キャプション、ヘッダ、およびフッタ

3D 表示とフラット表示

境界線と分割線

データがない領域

現在の行またはセルの強調表示

行の色を互い違いにする

水平方向および垂直方向の配置

キャプション、ヘッダ、およびフッタキャプション、ヘッダ、およびフッタ

グリッド、列、またはスプリットに見出しを付けるには、対応するオブジェクトのCaption プロパティを設定します。

たとえば、次のコードは、グリッド、列、およびスプリットにキャプションを設定します。

C#

//グリッドのキャプション

this.c1TrueDBGrid1.Caption = "Grid Caption";
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].Caption = "Column 0 Caption";
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].Caption = "Split 0 Caption";

列のキャプションとグリッドのキャプション列のキャプションとグリッドのキャプション

C1DataColumn オブジェクトの Caption プロパティを使用して、各列のヘッダ領域に表示するテキストを指定します。

DataSet に連結されている C1TrueDBGrid を使用している場合、列のキャプションは実行時に自動的に設定されます。

また、設計時には C1TrueDBGrid デザイナを使用して、実行時には C1DataColumnCollectionをコード内で操作して、列の

キャプションを設定することもできます。

Caption プロパティは、C1TrueDBGrid コントロール自体にも適用されます。そのため、グリッド全体について説明するヘッダ

を付加できます。

デフォルトでは、各列の Caption プロパティを明示的に設定しなくても、C1TrueDBGrid によって各列のヘッダが表示されま

す。ただし、すべての列のヘッダを非表示にするには、ColumnHeaders プロパティを False に設定します。

列のフッタ列のフッタ
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ColumnHeaders ティで列のキャプションの表示を制御するのと同様に、ColumnFooters property プロパティを使用して、列

のフッタ行の表示を制御します。列のフッタの外見は列のヘッダと同じで、データの挿入中でも、常にグリッドの下部に表示さ

れます。

各C1DataColumn オブジェクトのFooterText プロパティを使用して、フッタ行内に表示するテキストを決定します。設計時に

は C1TrueDBGrid デザイナデザイナを使用して、実行時には C1DataColumnCollection コレクションを次のようなコードで操作し

て、フッタのテキストを設定できます。

C#

this.c1TrueDBGrid1.ColumnFooters = true;
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].FooterText = "フッター0";
this.c1TrueDBGrid1.Columns[1].FooterText = "フッター1";

Caption プロパティとは異なり、FooterText プロパティには、連結されているデータソースの値が自動的に設定されません。

そのため、手作業で設定する必要があります。

複数行のヘッダおよびフッタ複数行のヘッダおよびフッタ

ColumnCaptionHeight はスプリット固有のプロパティで、列ヘッダの高さを制御します。デフォルトでは、このプロパティは、

HeadingStyle のフォントの設定に基づいています。列ヘッダに複数行のテキストを表示する必要がある場合は、次のコード例

に示すように、追加される行が収まるように ColumnCaptionHeight プロパティを大きくします。

C#

this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].ColumnCaptionHeight = 
this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].ColumnCaptionHeight * 2;
this.c1TrueDBGrid1.Columns[0].Caption = "1行目\n2行目";

上のコードでは、「￥n」を使用して、キャプションテキスト内の改行を指定しています。このコードを実行すると、最初の列のキャ

プションには２行のテキストが含まれ、２番目の列のキャプションは垂直方向に中央揃えされます。

同様に、ColumnFooterHeight プロパティを設定して列フッタの高さを制御したり、列の FooterText プロパティを設定する

際に、定数を使って改行を指定することができます。
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スプリットのキャプションスプリットのキャプション

Split オブジェクトも独自のキャプションを持つことができます。スプリットが１つだけあるグリッドでは、スプリットのキャプション

は、グリッドの２番目のキャプションのように使用できます。

ただし、スプリットのキャプションは、複数のスプリットを持つグリッドで使用すると便利です。これは、列をカテゴリ別にグルー

プ化してエンドユーザーに示す場合に理想的です。

3D 表示とフラット表示表示とフラット表示

True DBGrid for WinForms は、標準の「フラット」なコントロールの外見、多くのコントロールで使用されている見栄えのよい

3D の外見、および 3D とフラットを組み合わせた外見をサポートしています。デフォルトでは、グリッドの FlatStyle プロパティ

は FlatModeEnum.Standard に設定されており、3D の外見が使用されています。ただし、このプロパティが制御するのは、

グリッドの境界線、キャプションバー、列ヘッダ、列フッタ、およびレコードセレクタ列の描画に 3D 効果を使用するかどうかだけ

です。グリッドのデータセル、行分割線、および列分割線は影響を受けません。

FlatStyle が FlatModeEnum.Standard に設定されている場合、グリッドは次のように表示されます。

    
FlatStyle が FlatModeEnum.PopUp に設定されている場合、グリッドは次のように表示されます。

このグリッドの外見は、最初は FlatModeEnum.Flat と同じであることに注意してください。マウスがコントロール要素

の上に移動すると、その要素の外見が 3D になります。

FlatStyle が FlatModeEnum.Flat に設定されている場合、グリッドは次のように表示されます。
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内部を含むグリッド全体を 3D の外見にするには、設計時または実行時に次のようにプロパティを設定します。

1. Visual Studio のプロパティウィンドウで、RowDivider スタイルプロパティを Raised に設定します。

2. SplitCollection エディタで、各スプリットのすべてすべてのColumnDividerスタイルオブジェクトについて、Style プロパティを

LineStyleEnum.Raised を設定します。

3. Visual Studio のプロパティウィンドウで、BackColor プロパティを gray に設定します。

このグリッドは、次のように表示されます。

RowDivider オブジェクトの Style プロパティを Inset に変更すると、各データ行で垂直方向に数ピクセルが使用されるため、

表示できる行が減ってしまうことに注意してください。

境界線と分割線境界線と分割線

RowDividerプロパティおよび ColumnDivider プロパティを使用すると、水平線と垂直線を個別に選択し、その色を設定でき

ます。これらのプロパティは、Style プロパティと Color プロパティを持つ基礎 GridLines オブジェクトを返します。これら２つの

プロパティによって、グリッドにあるセルの境界線の外見が定義されます。Style プロパティに設定できる値は、次のとおりで

す。

LineStyleEnum.Double
LineStyleEnum.Inset
LineStyleEnum.Raised
LineStyleEnum.None
LineStyleEnum.Single

たとえば、RowDivider のスタイルプロパティを LineStyleEnum.None に設定すると、行間の分割線がなくなるため、利用で

きる領域に表示できるデータが増えます。

ColumnDivider プロパティの場合は、たとえば、Style プロパティを LineStyleEnum.None に、 HeaderDivider プロパティ
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を False に設定できます。これにより、次の図のように、関連のある列をビジュアルにまとめることができます。

データがない領域データがない領域

データソース内の列や行の数によっては、グリッド内にデータセルがない部分ができる場合があります。ただし、

ExtendRightColumn プロパティや EmptyRows プロパティを使用すると、このような「デッドエリア」をなくすことができます。

デッドエリアの色を変更するには、BackColor プロパティを使用します。

右端の列右端の列

後の列が完全に見えるまで水平方向にグリッドをスクロールすると、通常は、最後の列とグリッドの右境界線の間に空白の領

域が表示されます。

この空白の領域の色は、システムの 3D オブジェクト色（ボタン表面の色）の設定に依存し、通常は灰色で

す。ExtendRightColumn プロパティを使用すると、この空白の領域をなくすことができます。このプロパティのデフォルト値は

False ですが、これを True に設定すると、最後の列の幅がグリッドの右端まで広がります。
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使用されないデータ行使用されないデータ行

データソース内の行が、グリッドに表示できる行より少ない場合、AddNew 行(AllowAddNew が False の場合は最後の

データ行）より下の領域は空白になります。

この空白の領域の色は、システムの 3D オブジェクト色（ボタン表面の色）の設定に依存し、通常は灰色です。EmptyRows プ
ロパティを使用すると、この空白の領域をなくすことができます。このプロパティのデフォルト値は False ですが、これを True に
設定すると、最後のデータ行の下に空の行が表示されます。
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空の行はフォーカスを受け取ることができません。

EmptyRowsとExtendRightColumn の両方のプロパティを True に設定すると、グリッド内部の空白の領域を完全になくす

ことができます。

現在の行またはセルの強調表示現在の行またはセルの強調表示

マーキーは、グリッドの現在のセルまたは行を表す、強調表示された領域です。MarqueeStyle プロパティは、次の8種類の

表示に設定できます。これらは、MarqueeEnum オブジェクトに含まれる列挙体です。

MarqueeEnum.DottedCellBorder

グリッドのマーキーのデフォルトのスタイルです。現在のセルは、点線の境界線で強調表示されます。

MarqueeEnum.SolidCellBorder

セルをより目立つように強調表示します。背景色によっては、点線の四角形が見分けにくい場合があるため、この設定

が有効です。
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MarqueeEnum.HighlightCell

このスタイルは、現在のセルを完全に反転して強調表示します。グリッドが編集可能な場合、Edit Style のBackColor
プロパティとForeColor プロパティの値は、満足できる効果が得られるように慎重に選択する必要があります。

MarqueeEnum.HighlightRow

行全体が強調表示されますが、行内のどのセルが現在のセルなのかを見分けることはできません。強調表示色を変

更するには、GridStyleCollection エディタで組み込みの HighlightRow スタイルを編集します。ユーザーがグリッドを

編集できず、データを一度に１レコードずつ表示する場合に、最も有効なスタイルです。

MarqueeStyleEnum.DottedRowBorder

この設定は、行全体を点線の四角形で強調表示します。少し控え目に強調表示する場合は、Highlight Row の代わり

に使用できます。
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MarqueeEnum.HighlightRowRaiseCell

「浮き出た」外見を使って現在のセルを強調表示するため、この値は、グリッドで 3D の線を使用する場合にだけ使用し

てください。

MarqueeEnum.NoMarquee

マーキーを完全に非表示にします。この設定は、現在の行が無関係である場合や、必要になるまでユーザーの注意を

グリッドに向けたくない場合によく使用されます。

MarqueeEnum.FloatingEditor

セルのテキスト（セル全体ではなく、実際のテキストのみ）が強調表示され、テキストの末尾に点滅するテキストカーソ

ル（カレット）が表示されます。
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強調表示の色には、システムの強調表示色が使用されます。フローティングエディタのスタイルは、Microsoft Access のデー

タシートの外見と同じです。点滅するテキストカーソルは、そのセルが編集可能であることを示します。このために、このマー

キースタイルはフローティングエディタと呼ばれています。他のマーキースタイルでは、このようにセルが編集可能なモードに

ならないため、フローティングエディタのグリッドの動作は、他のマーキースタイルのグリッドと異なる部分があります。次

に、MarqueeStyle プロパティを MarqueeEnum.FloatingEditorに設定した場合の違いをまとめます。

1. フローティングエディタでは、EditDropDown プロパティと EditorStyleプロパティが無視されます。

2. フローティングエディタで AddCellStyle メソッドと AddRegexCellStyle メソッドを使用する場合、Condition 引数の現

在のセルビット(CellStyleFlag.CurrentCell) と強調表示された行ビット(CellStyleFlag.MarqueeRow) は無視されま

す。詳細については、セルにスタイルを適用するを参照してください。

3. Automatic Data Translation with ValueItems.ValueItems を使ってデータを自動的に変換する で説明したように、ラ

ジオボタンまたは画像があるセルにはフローティングエディタが表示されません。代わりに点線のセルマーキーが使用

されます。現在のセルが通常のテキストを表示するセルに移動すると、フローティングエディタによる強調表示に戻りま

す。

4. MarqueeStyle プロパティが MarqueeEnum.Floating Editor に設定されている場合、CycleOnClick プロパティ

（(ValueItemCollection) に適用される）は無効です。MarqueeEnum.FloatingEditor.
5. グリッド内のセルをユーザーがダブルクリックしても、C1TrueDBGrid コントロールのDoubleClickイベントは発生しま

せん。最初のクリックによって、フローティングエディタが編集を開始し、クリックされた文字の位置でセルが編集モード

になるためです。

行の色を互い違いにする行の色を互い違いにする

１行ごとに行の背景色を互い違いにして、グリッドを見やすく表示します。AlternatingRows プロパティを True に設定する

と、グリッドには、組み込みスタイルの OddRow を使って奇数行（最初に表示される行が１）が表示され、EvenRow を使って

偶数行が表示されます。

水平方向および垂直方向の配置水平方向および垂直方向の配置

列のStyleオブジェクトのHorizontalAlignment プロパティを使用すると、列内のセルテキストの水平方向の位置を制御でき

ます。このプロパティに設定できる値は次のとおりです。
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AlignHorzEnum.General
AlignHorzEnum.Near
AlignHorzEnum.Center
AlignHorzEnum.Far
AlignHorzEnum.Justify

General （データセルのデフォルト値）に設定すると、基礎データのデータ型に基づいて配置が決まります。たとえば、文字列

は左揃えになり、数値は右揃えになります。

Style オブジェクトのVerticalAlignment メンバを使用すると、グリッドのセル、スプリット、または列内のテキストの垂直方向

の位置を制御できます。このプロパティに設定できる値は次のとおりです。

AlignVertEnum.Top
AlignVertEnum.Center
AlignVertEnum.Bottom

データセルの場合、デフォルト値は Top です。キャプションバー、列ヘッダ、列フッタなどのグリッドの静的要素の場合、デフォ

ルト値は Center です。デフォルト値がどのように決定されているかについては、Named Style Defaults 名前付きスタイルの

デフォルト値」を参照してください。

次のグリッドには、HorizontalAlignment プロパティと VerticalAlignment プロパティのすべての組み合わせが表示されて

います。General の設定は、最終的に左揃え、右揃え、中央揃えのいずれかでレンダリングされるため、省略されています。

AlignHorzEnum.Near AlignHorzEnum.Center AlignHorzEnum.Far

AlignVertEnum.Top

AlignVertEnum.Center

AlignVertEnum.Bottom

The AlignHorzEnum.General and AlignHorzEnum.Justify settings have been omitted because the
AlignHorzEnum.General setting aligns text as AlignHorzEnum.Near and numeric values as AlignHorzEnum.Far.
The AlignHorzEnum.Justify setting aligns text with respect to the cells boundaries, but in this case appears exactly
like the AlignHorzEnum.Near setting.

HorizontalAlignment プロパティと VerticalAlignment プロパティは、スタイルの概念と堅密に統合されています。詳細に

ついては、スタイルの使用方法を参照してください。
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右から左のサポート右から左のサポート

TrueDBGrid provides support for languages that follow Right-to-Left scripts. The control enables you to present all
TrueDBGrid contents in the right-to-left direction by using the RightToLeft property of
System.Windows.Forms.Control. You can set the property to any of the values in the RightToLeft enumeration of
Systems.Windows.Forms as follows:

No: Sets the direction from left to right, which is the default direction.
Yes: Sets the direction from right to left.
Inherit: Inherits the direction from the parent control.
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外観とスタイル外観とスタイル

The TrueDBGrid controls offer different properties to enhance the appearance in different ways based on user
requirements. Let's explore the appearance and styling aspects in True DbGrid in the coming topics.

視覚スタイル

組み込みの名前付きスタイル

視覚スタイル視覚スタイル

True DBGrid for WinForms は、Office2007/Office 2010 風の視覚スタイルをサポートしています。視覚スタイルのカスタ

マイズは簡単です。［。［C1TrueDBGrid タスクタスク］メニュー（詳細については、「［C1TrueDBGrid タスク］メニューを参照）、プロパ

ティウィンドウ、またはコードで、リストのVisualStyle を設定できます。グリッドのVisualStyleは、デフォルト

でVisualStyle.Custom, に設定されています。これは、視覚スタイルを使用しない標準の外観で、設定済みのスタイルとプロ

パティだけを使用してコントロールをレンダリングします。C1TrueDBGrid では、次の視覚スタイルを使用できます。

Custom 視覚スタイル視覚スタイル

Custom 視覚スタイル視覚スタイルは、設定済みのスタイルとプロパティだけを使用してコントロールをレンダリングします。これは

デフォルトの設定です。VisualStyle が Custom に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。

System 視覚スタイル視覚スタイル

System 視覚スタイル視覚スタイルは、現在のシステム設定に基づく外観のコントロールをレンダリングします。VisualStyle が
VisualStyle.System に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。

Office2007Black 視覚スタイル視覚スタイル

Office2007Black 視覚スタイル視覚スタイルは、Office 2007 の黒の配色に基づく外観のコントロールをレンダリングします。

VisualStyle が VisualStyle.Office2007Black に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。
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Office2007Blue 視覚スタイル視覚スタイル

Office2007Blue 視覚スタイル視覚スタイルは、Office 2007 の青の配色に基づく外観のコントロールをレンダリングします。

VisualStyle が VisualStyle.Office2007Blue に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。

Office2007Silver 視覚スタイル視覚スタイル

Office2007Silver 視覚スタイル視覚スタイルは、Office 2007 のシルバーの配色に基づく外観のコントロールをレンダリングしま

す。VisualStyle が VisualStyle.Office2007Silver に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。

Office2010Black 視覚スタイル視覚スタイル

Office2010Black 視覚スタイル視覚スタイルは、Office 2010 の黒の配色に基づく外観のコントロールをレンダリングします。

VisualStyle が VisualStyle.Office2010Black に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。
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Office2010Blue 視覚スタイル視覚スタイル

Office2010Blue 視覚スタイル視覚スタイルは、Office 2010 の青の配色に基づく外観のコントロールをレンダリングします。

VisualStyle が VisualStyle.Office2010Blue に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。

Office2010Silver 視覚スタイル視覚スタイル

Office2010Silver 視覚スタイル視覚スタイルは、Office 2010 のシルバーの配色に基づく外観のコントロールをレンダリングしま

す。VisualStyle が VisualStyle.Office2010Silver に設定されている場合、グリッドは次の図のようになります。

Note: The Visual Styling is only applicable for .NET framework.

組み込みの名前付きスタイル組み込みの名前付きスタイル

グリッドを作成すると、最初に一連の組み込みの名前付きスタイルが指定されます。これらのスタイルによって、さまざまなグ

リッドの表示方法が制御されます。たとえば、Heading スタイルは、列のヘッダの表示に使用される属性を決定します。設計

時には、GridStyleCollection エディタエディタで組み込みの名前付きスタイルを変更することで、グリッド全体の外見を変更できま

す。実行時には、GridStyleCollection を使用して、同じ名前付きスタイルのセットにアクセスできます。すべてのグリッドは、

最初に 13 個の組み込みスタイルを持っています。これらのスタイルは、次のグリッド要素の表示方法を制御します。

要素 説明

  True DBGrid for WinForms

145 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

         



Caption グリッドとスプリットのキャプションバー

Editor グリッド内のセルエディタ

EvenRow 偶数行にあるデータセル

Filter Bar フィルタバー列にあるデータ

Footer 列のフッタ

Group グリッドのグループ化領域にあるグループ列

Heading 列のヘッダ

HighlightRow 強調表示されている行にあるデータセル

Inactive 列のヘッダ（他の列にフォーカスがある場合）

Normal 選択も強調表示もされていない行にあるデータセル

OddRow 奇数行にあるデータセル

Record Selector レコードセレクタ列のデータ

Selected 選択されている行にあるデータセル

選択されている行選択されている行とは、コードまたはユーザーの操作によって SelectedRowCollectionにブックマークが追加されている行で

す。強調表示されている行強調表示されている行とは、 MarqueeStyle プロパティが MarqueeEnum.HighlightRow また

はMarqueeEnum.HighlightRowRaiseCellに設定されている現在の行です。

EvenRow スタイルおよび OddRow スタイルは、AlternatingRows プロパティが True に設定されている場合にだけ使用で

きます。

名前付きスタイルのデフォルト値名前付きスタイルのデフォルト値

Microsoft Word と同様に、C1TrueDBGrid の Style オブジェクトも、別のスタイルの属性を継承したり、親スタイルとして参

照されます。新しく作成されたグリッドでは、Normal スタイルがすべての名前付きスタイルの親スタイルになります。このスタ

イルのデフォルトのプロパティを次に示します。

プロパティ 設定

Alpha 255

BackColor System.Drawing.Color.White

BackColor2 System.Drawing.Color.White

BackgroundImage None

BackgroundPictureDrawMode BackgroundPictureDrawModeEnum.Stretch

Font Microsoft Sans Serif, 8.25pt

ForeColor System.Drawing.Color.Black

ForegroundImage None

ForeGroundPicturePosition ForegroundPicturePositionEnum.LeftOfText

GammaCorrection False

GradientMode None

HorizontalAlignment AlignHorzEnum.General

Locked False
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Padding 0, 0, 0, 0

Trimming Character

VerticalAlignment AlignVertEnum.Top

WrapText False

Heading スタイルと Footing スタイルも同様に定義されます。これらのスタイルは Normal を継承しており、次のプロパティ

を上書きしています。

プロパティ 設定

BackColor System.Drawing.SystemColors.Control

ForeColor System.Drawing.Color.Black

VerticalAlignment AlignVertEnum.Center

Heading スタイルは、次のプロパティも上書きしています。Footing スタイルは、このプロパティを上書きしていません。

プロパティ 設定

WrapText True

Selected スタイルも Normal を継承し、次に示す２つのカラープロパティを上書きしています。

プロパティ 設定

BackColor System.Drawing.SystemColors.Highlight

ForeColor System.Drawing.SystemColors.HighlightText

HighlightRow スタイルも同様です。このスタイルは、デフォルトの Normal スタイルの設定とは逆の色を使用します。

プロパティ 設定

BackColor System.Drawing.SystemColors.Text

ForeColor System.Drawing.SystemColors.HighlightText

EvenRow、OddRow、FilterBar  の各スタイルは Normal を継承しますが、EvenRow スタイルには上書きされるプロパティ

があります。

プロパティ 設定

BackColor System.Drawing.Color.Aqua

Normal を直接継承しないスタイルは、Caption と RecordSelector だけです。これらは Heading を継承します。グリッドと

スプリットのキャプションがデフォルトで中央揃えされるのは、Caption スタイルの次のプロパティがカスタマイズされているた

めです。

プロパティ 設定

HorizontalAlignment AlignHorzEnum.Center

名前付きスタイルの継承名前付きスタイルの継承

名前付きスタイルが継承されるしくみについて確認します。グリッドをフォームに配置し、グリッドのCaption プロパティとデフォ

ルトの列を設定します。デフォルトの列の FooterText プロパティを設定し、グリッドのColumnFootersプロパティを True に
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設定すると、グリッドは次のように表示されます。

GridStyleCollection エディタエディタで、Normal ノードを展開し、Font プロパティを選択してBoldボックスを ON にします。列ヘッ

ダ、列フッタ、グリッドのキャプションのすべてが太字になります。これは、すべての組み込みスタイルが Normal スタイルまた

は Normal の子スタイルを継承するためです。

次に、Heading ノードを展開し、ForeColor プロパティを選択します。カラータブのWebを選択し、次にNavyを選択します。列

ヘッダとグリッドのキャプションバーの両方のテキストが白色になります。これは、Caption スタイルが Heading スタイルから

色のプロパティを継承するためです。列フッタは変化しません。これは、Footer スタイルが、Heading ではなく、Normal を継

承しているためです。

最後に、Caption ノードを展開し、BackColor プロパティを選択します。カラータブのWebを選択し、次にAliceBuleを選択し

ます。列ヘッダの背景色が変化しないこと、および Caption スタイルが引き続き親スタイルの Heading からテキストの色を

継承していることがわかります。
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名前付きスタイルを変更する名前付きスタイルを変更する

グリッド全体の外見は、設計時に .NET のコレクションエディタを使用して、GridStyleCollectionを変更することによって変更

できます。たとえば、すべての列ヘッダでキャプションのテキストを中央揃えにするには、組み込みの Heading スタイルの

HorizontalAlignment プロパティをAlignHorzEnum.Center に変更します。

ただし、必ずしも GridStyleCollection エディタを使用したり、GridStyleCollection の名前付きメンバをコード内で操作する必

要はありません。グリッドおよびそのコンポーネントオブジェクトは、Style オブジェクトを返すさまざまなプロパティを公開してい

ます。次の項で説明するように、これらのオブジェクトを直接操作することによって、グリッドの外見を調整できます。詳細につ

いては、Using the C1TrueDBGrid Style Editorを参照してください。
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ベストプラクティスベストプラクティス

In order to leverage the full potential of True DBGrid and turn it to your advantage, there are a number of best
practices to keep in mind.

The following topics will guide you through some of the best practices that can be followed while working with True
DBGrid.

ヒントヒント 1: DataSource リセット時にグリッドのレイアウトを維持するリセット時にグリッドのレイアウトを維持する

コードで DataSource をリセットすると、グリッドにすべてのデータが表示され、デザイナで作成した初期のレイアウトは維持さ

れません。

HoldFields パラメータを True に設定して SetDataBinding を使用すると、グリッドのレイアウトデザインを維持できます。例

を示します。

C#

this.c1TrueDBGrid1.SetDataBinding(this.DbDataSet, "Customer", true);

ヒントヒント 2: FetchCellStyle イベントを使用して列のスタイルを設定するイベントを使用して列のスタイルを設定する

列は移動したりソートされる可能性があるため、通常、表示列インデックスと列インデックスを使用する場合は、これらが異な

る列を参照することに注意する必要があります。

特定の表示列にスタイルを関連付けることができます。次の例は、FetchCellStyle イベントを使用して、1 つの表示列にスタイ

ルを関連付けています。

C#

private void c1TrueDBGrid1_FetchCellStyle(object sender, FetchCellStyleEventArgs e)
{
    if (this.c1TrueDBGrid1.Splits[0].DisplayColumns[e.Col].DataColumn.Value.GetType() 
== typeof(string))
    {
        e.CellStyle.ForeColor = Color.Red;
    }
}

ヒントヒント 3: 現在の列と行の取得現在の列と行の取得

It can be really useful to find out what cell a user is interacting with, or what cell is currently selected. Getting the
column number and row number of the selected cell is very simple to do.

For example, the following code determines and displays the row and column number of the current cell:

C#

this.c1TrueDBGrid1.Row = this.c1TrueDBGrid1.RowContaining(c1TrueDBGrid1.Row);
this.c1TrueDBGrid1.Col = this.c1TrueDBGrid1.ColContaining(c1TrueDBGrid1.Col);
MessageBox.Show("The number of the column is " + this.c1TrueDBGrid1.Col + " the row 
row number is " + this.c1TrueDBGrid1.Row);

ヒントヒント 4: 階層データビューで、グリッドの折りたたみを禁止する階層データビューで、グリッドの折りたたみを禁止する
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グリッドが階層データビューで表示されている場合は、ユーザーがグリッドを折りたたんで通常のデータビューにすることがで

きないように設定できます。

Collapse イベントを使用して e.Cancel を True に設定すると、ユーザーは展開アイコンを折りたためなくなります。例を示しま

す。

C#

private void c1TrueDBGrid1_Collapse(object sender, BandEventArgs e)
{
    e.Cancel = true;
}
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