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FlexReport for WPF の概要

FlexReport is a fast-paced, lightweight reporting engine, which enables you to generate, preview, export and print
modern and dynamic reports for all your business applications. FlexReport for WPF brings an extended suite of
reporting features like special field types, report wizard, 70+ chart types, data transformation (sorting, filtering and
grouping), calculated fields, parameters, paragraph fields, subsections, and many more. It also provides the ability to
present data in a consolidated format, flexibility to generate attractive and feature-rich reports, design and customize
the reports. Further, FlexReport allows exporting reports to popular file formats, such as DOCX, HTML, XLS, XLSX, RTF,
BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF, PDF and PDFA.

The reporting engine also provides a responsive report (or document) previewing control, FlexViewer, and a
standalone designer app, FlexReportDesigner. The FlexViewer tool enables you to view your FlexReports across any
desktop applications, browsers, and Windows 10 devices. The FlexReportDesigner allows you to build code-free
FlexReports with numerous features like snap lines, font and style formatting, collapsible sections, drag-and-drop
field functionality, chart editors, calculated fields etc.

ComponentOne Studio introduces FlexReport for WPF, a lightweight comprehensive reporting tool that provides
reporting solution - from building complex reports to previewing, exporting, and printing. It also provides ability to
present data in a consolidated format, flexibility to generate attractive and feature-rich reports, design and customize
the reports. A rich object model, effortless rendering, and ease of use make FlexReport a must-have reporting tool for
advanced as well as basic report designers.
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The minimal system requirements to work with FlexReport and/or FlexViewer are Windows 7 SP1 or Windows Server
2008 R2 SP1 with Platform Update (KB2670838).

Release Notes Blogs

See the version-
wise updates for all
controls here.

Using Parameters and Multiple Data Sources in FlexReport

A Guide to FlexReport Designer Features

FlexReport: Export to PDF or PDF/A Format

FlexReport: Using Sections and Subsections in .NET Reports

Documentation Product Sample Location

Getting started with
FlexReport

FlexReportDesigner

FlexReport Sections

FlexViewer

 

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

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

 

Videos Demo Samples

ComponentOne
product videos

Download WPF Product Demo

Note: ComponentOne FlexReport and FlexViewer are compatible with both .NET and .NET Framework assemblies.

C1.WPF.Report .NET Assembly

C1.WPF.Report NuGet

C1.WPF.FlexReport
.NET Framework
Assembly

C1.WPF.FlexReport
NuGet

C1.WPF.Viewer .NET Assembly

C1.WPF.Viewer NuGet

C1.WPF.FlexViewer
.NET Framework
Assembly

C1.WPF.FlexViewer
NuGet
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主な特長

Powerful Reporting Engine

FlexReport is a light-weight and fast reporting component. FlexReport renders twice as fast as C1Report. Further,
major exports features such as exporting to PDF and HTML using FlexReport are executed much quicker than
C1Report.

Enhanced Data Visualization

The FlexReport control helps you quickly make high-performance report content and data visualizations from various
data sources by using DirectWrite/DirectX. Moreover, enhanced rendering sharpens text, shape, and border.

Advanced Data Operations

FlexReport provides supports grouping of data by defining several sort expressions. In addition, sorting and grouping
of data are independent of each other, so you can apply grouping on a set of records as well as manipulate the order
of records through sorting. The WPF reporting tool also provides improved data filtering in comparison to C1Report
that can be specified in a regular VBScript (as all other expressions in C1Report) or in DataView (several expressions to
specify the criteria to filter the data).

Display Grouped and Aggregated Data

In FlexReport, each section contains at least one subsection. The subsections, just like sections, contain report fields.
The advantage of adding sub-sections is that they help in enhancing the data present in their parent section.
Subsections create visual breaks in the report, allowing the user to scan and find information quickly. Moreover, it lets
you hide confidential information from certain users, allows users to expand or collapse a table, and format
summarized data differently than other data.

Code-free Report Generation

The FlexReport component provides support for a stand-alone designer application, called the FlexReportDesigner,
which makes report designing a hassle-free task than ever before. It ensures a code-free report authoring experience.

Single Viewer for all Document Types

FlexReport supports FlexViewer, a previewing control that can be used to view multiple document types such as
C1Report, C1FlexReport, SSRS, and C1Document. It also gives you capabilities for using/resetting parameters, options
to refresh and cancel report rendering, bookmarks to jump to report locations etc.

Hierarchical Report Field Types

The structure of Field objects in FlexReport is hierarchical, with FieldBase as a base class, and other different class
types to represent different fields. So, there are different types of report fields to represent text, image, shape, sub-
reports, and other different types of data. This makes working with fields quite easy and flexible. The FlexReport field
types are fully compatible with the field types in C1Report, which enables loading or rendering of C1Report definitions
in FlexReport.

Modern User Interface

Both the FlexReportDesigner application and FlexViewer control provide a clean, organized and modern Ribbon-
based UI with easy-to-access and well-placed designer/viewer options.

  FlexReport for WPF
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コアクラス

The following table lists some of the key classes, their properties and methods of the FlexReport control. You can click
on the classes to get to the API documentation that provides detailed description for the key members.

C1FlexReport

Properties: ReportName, Document, DoEvents, Page, MaxPages, Font, OnOpen, OnClose, OnNoData, OnPage,
OnError 
Methods: Load, GetReportList, Save, Clear, Render, Evaluate, Execute

BarCodeField

Properties: BarCode, BarCodeOptions, Font, Text

CalculatedField

Properties: DataSource, Expression, Type

CheckBoxField

Properties: CheckAlign, CheckMark, Text, ThreeState, Value

DataField

Properties: Calculated, Name, Type, Value

DataSource

Properties: CalculatedFields, ConnectionString, DataProvider, Filter, RecordSet, RecordSource, SortDefinitions
Methods: AssignFrom, Open, Close, ToString

FieldBase

Properties: Anchor, Height, ForcePageBreak, MarginBottom, MarginLeft, MarginRight, MarginTop, Section,
SplitHorzBehavior, SplitVertBehavior 
Methods: AssignFrom, Clone

FieldCollection

Methods: Add, Remove, RemoveAt

Group

Properties: GroupBy, KeepTogether, ParentReport, SectionHeader, SectionFooter, Sort, SortExpression 
Methods: AssignFrom

GroupCollection

Properties: Report
Methods: Add, Clear, RemoveAt

ImageField

Properties: Picture, PictureAlign, PictureScale

ReportParameter

Properties: AllowedValuesDefinition, DisplayText, ParentReport
Methods: AssignFrom, CreateSame

ReportParameterCollection

Properties: Item, Count
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Section

Properties: Calculated, Fields, Height, SplitBehavior, SubSections
Methods: AssignFrom

SectionCollection

Properties: Detail, Footer, Header, PageFooter, PageHeader 
Methods: FindSection

ShapeField

Properties: Line, Shape, ShapeBackColor, ShapeBackground, ShapeType 
Methods: AssignFrom

SortDefinition

Properties: Direction, Expression 
Methods: AssignFrom

SubSection

Properties: AutoHeight, Calculated, Fields, ForcePageBreak, Height, ParentReport, ParentSection,
SplitBehavior, Visible 
Methods: AssignFrom

SubSectionCollection

Methods: Add, Remove, RemoveAt

SubreportField

Properties: ParameterValues, Subreport, SubreportFilter

TextField

Properties: Format, Text, Value

  FlexReport for WPF
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クイックスタート

Learn how to create a simple report application using the WPF FlexReport control. Follow the steps below to get started:

Note: The .NET Framework version for C1FlexReportDesigner.exe (64-bit platform) and
C1FlexReportDesigner32.4.exe (32-bit platform) are located at C:\Program Files
(x86)\ComponentOne\Apps\v4.5.2 on your computer. Likewise, the FlexReportDesigner for .NET version is located
at C:\Program Files (x86)\ComponentOne\Apps\v6.0

Using FlexReportDesigner

Create a Report Definition
You can create report definitions using the FlexReport Designer application (with zero code) as well as programmatically.
The easiest way to create a report definition using the FlexReportDesigner app, which is a stand-alone application similar to
the report designer in Microsoft Access and Crystal Reports.

FlexReportDesigner provides the FlexReport Wizard, a report engine to create reports. With this wizard, you can choose a
suitable data source, select fields, layouts and style etc.

To begin, complete the following steps:

1. Run the C1FlexReportDesigner.exe file.
2. Go to File menu in the menu bar and select the New command to create a new empty report definition file.
3. Click New Report dropdown from the Reports tab located on the extreme left of designer and select Report

Wizard.

The FlexReport Wizard opens.
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Here, we have used 'OLEDB Data Provider' as the data provider. You can also choose any other data provider from
the drop-down button.

Add a DataSource to Report

Using the FlexReport Wizard, complete the following steps to add a data source in the new report:

1. Click the ellipsis button to bring up the standard connection string builder. The Data Link Properties dialog
box opens.

  FlexReport for WPF

9 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



2. Select the Provider tab and select a data provider from the list. For this example, select Microsoft Jet 4.0
OLE DB Provider.

3. Click the Next button or select the Connection tab. Now, you must choose a data source.
4. Click the ellipsis button to select a database. The Select Access Database dialog box appears. For this

example, select the C1NWind.mdb located in the Common folder in the ComponentOne Samples directory
(by default installed in the Documents folder). Note that this directory reflects the default installation path
and its path may be different if you made changes to the installation path.
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You can test the connection and click OK.
5. Click OK to close the Data Link Properties dialog box.
6. Once you have selected your data source, you can select a table, view, or stored procedure to provide the

actual data.Click Next.
7. Select the Data source tab and select the Products table from the Tables list.

  FlexReport for WPF
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Select Data Fields

1. Select the fields you want to include in the report using the FlexReport Wizard.
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This page in the Wizard contains a list of fields available from the recordset you selected, and the two lists
that define the group and detail fields for the report. Group fields define how the data will be sorted and
summarized, and Detail fields define what information you want to appear in the report.
You can move fields from one list to another by dragging them with your mouse pointer. Drag fields into the
Detail list to include them in the report, or drag within the list to change their order. Drag fields back into the
Available list to remove them from the report. With your mouse pointer, select the CategoryID field and
drag it into the Groups list.                                                   

2. Press the >> button to move the remaining fields into the Detail list.

  FlexReport for WPF
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Click Next.                             

Select Layout and Style

1. Select the layout for the new report. FlexReport Wizard lets you select data layouts, page orientation and
choose to adjust fields to fit the page. Keep the Outline layout.
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2. Click Next.
3. Select the style for the new report. The FlexReport Wizard lets you to select the fonts and colors that will be

used in the new report.
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4. Click Next.

Add Title and Preview the Report

1. Select a title for the new report.
Enter a title for the new report, Products Report, for example.

2. Choose Preview the report option and click Finish. You will immediately see the report in the preview pane
of the Designer.
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Load and render the report
To load a report definition from a file at design time, complete one of the following tasks:

Right-click the C1FlexReport component and select the Load Report menu option.

OR

Click the smart tag ( ) above the C1FlexReport component and select Load Report from the C1FlexReport Tasks
menu.

Using the Load Report dialog box, select the report you want and complete the following tasks:

1. Click the ellipsis button. The Open dialog box appears.
2. Browse to the location that you just saved your Products Report.flxr file, select it, and click Open.
3. The available report definitions are listed in the Report drop-down box. Select the Products Report definition to

load.
4. Click Load and OK to close the dialog box.

  FlexReport for WPF
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The output will be as shown below:

Using Code
FlexReport for WPFを使用して簡単なWPFアプリケーションを作成するには、次の手順に従います。

1. 手順 1：レポート定義の作成

2. 手順 2：レポートのロード

3. 手順 3：レポートのレンダリング

FlexReport for WPF  
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手順手順 1：レポート定義の作成：レポート定義の作成

FlexReport ウィザードを使用して、FlexReportDesignerアプリケーションで新しいレポート定義を作成します。 レポート定義を作成す

るには、次の手順を実行します。

1. 32 ビット版のレポートデザイナーアプリを実行します。ファイルメニューファイルメニューから新規新規を選択します。

2. デザイナーの左端にある「レポートレポート」タブの「新規レポート新規レポート」ドロップダウンをクリックし、[レポートウィザードレポートウィザード]を選択します。

3. データプロバイダドロップダウンメニューからOLEDBデータプロバイダデータプロバイダを選択し、接続文字列のテキストボックスの横にある省省

略符（略符（...））ボタンをクリックして、プロバイダタブ内のMicrosoft Jet 4.0 OLE DBプロバイダと接続タブ内

のC1Nwind.mdbデータベースを選択します。

C1Nwind.mdbデータベースは、ドキュメント￥ComponentOne Samples￥Commonフォルダに見つけることができま

す。

4. 「データソース」タブからテーブルを選択し、「次へ」をクリックします。この例では、「Products」テーブルを選択しています。

5. レポートをデータソースに接続した後、レポートのフィールド、レイアウト、およびスタイルを選択します。レポートに適切なタイ

トルを付けて、「完了完了」をクリックします。

先頭に戻る

手順手順 2：レポートのロード：レポートのロード

ファイルからレポート定義をロードするには、次の手順を実行します。

1. Visual Studioで新しいWPFアプリケーションを作成します。

2. XAML デザインに Button コントロールと C1FlexViewer コントロールを追加します。 C1FlexViewerコントロールの名前を

Viewerに設定します。

3. 「手順手順 1：レポート定義の作成：レポート定義の作成」でデザイナを使用してプロジェクトに作成したレポート定義ファイルを追加します。 ここでは、と

いうProducts Report という名前のレポートを使用しています。

4. アプリケーションにC1.WPF.FlexReport.4.dllへの参照を追加します。

5. コードに次の名前空間を追加します。

C1.WPF.FlexReport
6. コードビューでは、Button_Clickイベント内に次のコードを追加して、レポートをロードします。

先頭に戻る

手順手順 3：レポートのレンダリング：レポートのレンダリング

レポート定義を作成してC1FlexReport にロードしたら、レポートをFlexViewer コントロールにレンダリングできます。 レポートをレン

ダリングするには、コードビューでWindow_Loaded イベントに次のコードを追加します。

FlexViewer にレンダリングされて表示されたレポートを次に示します。

FlexReport flexReport = new FlexReport();
flexReport.Load(@"../../Resources/FlexDataBinding.flxr", "SimpleData");
DataSource ds1 = new DataSource();
ds1.Name = "Main";
ds1.DataProvider = DataProvider.OLEDB;

C#

ds1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=Resources\\C1NWind.mdb;Persist Security Info=False";
ds1.RecordSource = "Products";
ds1.RecordSourceType = RecordSourceType.TableDirect;
flexReport.DataSources.Add(ds1);
flexViewer.DocumentSource = flexReport;

C#
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先頭に戻る
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FlexReport のデータ連結

In addition to a report definition, FlexReport needs the actual data to create the report. In most cases, the data
comes from a database, but there are other options. The following sections explore how to retrieve data from other
sources.

Retrieving Data from Database
For retrieving the report data in FlexReport, following DataSource properties of C1FlexReport should be set:

ConnectionString
RecordSource

To set data source, use the following code:

If these properties are set, C1FlexReport initializes the data source and uses them to load the data from the database
automatically.

Using DataTable Object as DataSource
Many applications need to work on the data outside C1FlexReport and load it into DataTable objects. In such cases,
you can use DataTable objects as report data sources, avoiding the need to load them again while rendering the
report.

This approach is also useful in applications where:

Security restrictions dictate that connection strings must be kept private and only the data itself may be
exposed (not its source).
The database is not supported by OleDb (the provider used internally by C1FlexReport).
The data does not come from a database at all. Instead, the DataTable is created and populated using custom
code.

To use a DataTable object as a C1FlexReport data source, simply load the report definition and then assign the
DataTable to C1FlexReport.DataSource.Recordset property. For example:

C1FlexReport rep = new C1FlexReport();
//DataSourceを初期化します
DataSource ds = rep.DataSource;
ds.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data 
Source=C:\...\ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb;";
ds.RecordSource = "Employees";

C#

// キャッシュまたはセキュア/カスタムプロバイダーからDataTableをロードします
 DataTable dt = GetMyDataTable();

 // データソースを設定する前にレポート定義をロードします
rep.Load(@"reportFile", "reportName");

 // データソースとしてDataTableを使用します
rep.DataSource.Recordset = dt;
        
private DataTable GetMyDataTable()
{
  DataTable result = new DataTable();

C#
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Using Custom Data Source Objects
You can use custom objects as data sources. The only requirement is that the custom object must implement
the IC1FlexReportRecordset interface.

IC1FlexReportRecordset is a simple and easy-to-implement interface that can be added to virtually any collection of
data with ease. This is often more efficient than creating a DataTable object and copying all the data into it. For
example, you could use custom data source objects to wrap a file system or custom .xml or .flxr files.

To use custom data source objects, load the report definition and then assign the object to the
C1FlexReport's Recordset property of the DataSource class. For example:

  result.Columns.Add("ID", typeof(int));
  result.Columns.Add("Caption", typeof(string));
  result.Rows.Add(1, "Red");
  result.Rows.Add(2, "Blue");
  result.Rows.Add(3, "Green");
  return result;
}

public class MyRecordset: IC1FlexReportRecordset {
  private int _recNo;
  private int _recCount;

  public MyRecordset() {
    _recCount = 60;
  }

  public int RecCount {
    get {
      return _recCount;
    }
    set {
      _recCount = value;
    }
  }

  // IC1FlexReportRecordsetの実装
  public string[] GetFieldNames() {
    return new string[] {
      "ID",
      "Caption"
    };
  }

  public Type[] GetFieldTypes() {
    return new Type[] {
      typeof(int), typeof(string)
    };
  }

  public object GetFieldValue(int fieldIndex) {
    switch (fieldIndex) {
      case 0:
        return _recNo + 1;
      case 1:
        return string.Format("Caption {0}", _recNo + 1);
      default:
        return null;

C#
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    }
  }

  public bool BOF() {
    return _recNo < 0;
  }

  public bool EOF() {
    return _recNo >= _recCount;
  }

  public void MoveFirst() {
    _recNo = 0;
  }

  public void MoveLast() {
    _recNo = _recCount - 1;
  }

  public void MovePrevious() {
    --_recNo;
  }

  public void MoveNext() {
    ++_recNo;
  }

  public int GetBookmark() {
    return _recNo;
  }

  public void SetBookmark(int bkmk) {
    _recNo = bkmk;
  }

  public int Count {
    get {
      return RecCount;
    }
  }

}

private IC1FlexReportRecordset GetMyCustomDataSource() {
  return new MyRecordset() {
    RecCount = 3
  };
}

private void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // カスタムデータソースオブジェクトを取得します
  IC1FlexReportRecordset rs = GetMyCustomDataSource();

  // データソースを設定する前にレポート定義をロードします
  rep.Load(@"..\..\Products Report.flxr", "Products Report");

  // C1FlexReportコンポーネントでカスタムデータソースオブジェクトを使用します
  rep.DataSource.Recordset = rs;

  PdfFilter pf = new PdfFilter();
  pf.Preview = true;
  pf.FileName = @"..\..\Products Report.pdf";
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Retrieving Data from a Stored Procedure
Stored procedures can assist you in achieving a consistent implementation of logic across applications, improve
performance, and shield users from needing to know the details of the tables in the database. One of the major
advantages of stored procedures is that you can pass the parameters to have the database filter the recordset. This
returns a smaller set of data, which is quicker and easier for the report to manipulate.

You can populate a report from a stored procedure in the C1FlexReport Wizard. To open the C1FlexReport Wizard,
click the New Report button from the Reports tab the C1FlexReportDesigner application.complete the following:

In Visual Studio by selecting Edit Report from the C1FlexReport context menu
In Visual Studio by selecting Edit Report from the C1FlexReport Tasks menu
From the C1FlexReportDesigner application, click the New Report button from the Reports tab

Populating a report from a stored procedure is no different than using SQL statements or straight tables. In the first
screen of the C1FlexReport Wizard, click the ellipses button to choose a data source. Then choose a Stored
Procedure from the list of available Data sources:

 

Select Next and continue through the wizard.

For loading other forms of data, you have two options:

You can use the DataSource's ConnectionString and RecordSource properties to select the data source:

In the Designer, use the DataSource dialog box to select the connection string (by clicking the ellipses button
"..."), then pick the table or sproc you want to use from the list. For example:

connectionstring = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\Windows
8.1\Documents\ComponentOne Samples\Common\C1NWind.mdb;Persist Security
Info=False;" RecordSource = "[Products by Category]"

  rep.RenderToFilter(pf);
}

FlexReport for WPF  

24 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



(In this case the stored procedure name has spaces, so it's enclosed in square brackets).

You can create the data source using any of the method you want, then assign it to the DataSource's property.

The method you use requires you to write code, and is useful when you have your data cached somewhere and
want to use it to produce several reports. It overrides the previous method (if you specify ConnectionString,
RecordSource, and Recordset, C1FlexReport uses the Recordset).

The syntax is different depending on the type of connection/adapter you want to use (OleDb, SQL, Oracle, and
so on). The easier way to get the syntax right is to drag tables or sprocs from Visual Studio's Server Explorer
onto a form. This adds all the cryptic elements required, and then you can go over the code and pick up the
pieces you want.

You can specify stored procedures as data sources by their name. If the sproc has parameters, you pass them
as parameters. For example, in a report definition built against MSSQL and ADVENTURE_WORKS.mdf database,
the SQL request that is specified in C1FlexReportDesigner (adjust the path to ADVENTUREWORKS_DATA.MDF
as needed) is:

PARAMETERS Employee Int 290;
DECLARE @RC int
DECLARE @EmployeeID int
set @EmployeeID = [Empoyee]
EXECUTE @RC = [C:\ADVENTUREWORKS_DATA.MDF].[dbo].[uspGetEmployeeManagers]
@EmployeeID    

FlexReport のデータソース

FlexReport 定義には複数のデータソースを設定でき、これらのデータソースには C1FlexReport.DataSources コレクションか

らアクセスできます。このコレクション内のデータソースは、一意の名前で識別されます。これらのデータソースは次のように使

用できます。

メインデータソースメインデータソース これはレポートのメインデータソースです。メインデータソースは、レポートの

C1FlexReport.DataSourceName プロパティを使用して指定します。メインデータソース

が指定されていない場合（DataSourceName が空、または DataSources コレクション

にない名前が指定されている）、C1FlexReport は非連結モードでレンダリングされ、詳

細セクションが 1 つだけ含まれます。

パラメータ用のデータソースパラメータ用のデータソース これは、レポートパラメータ（C1FlexReport.Parameters コレクション内の要素）として有

効な値のソースです。パラメータ用のデータソース

は、ReportParameter.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName プロ

パティを使用して指定します。

チャート用のデータソースチャート用のデータソース これは、チャートフィールド用のデータソースです。チャート用のデータソースは、

ChartFieldクラスのDataSource プロパティを使用して指定します。

The list of supported data source types in FlexReport are as follows:

OLE DB
ODBC
XML
Object in external assembly
Microsoft SQL Server Compact Data Provider version 3.5 and 4.0

レガシーC1Report との下位互換性のため、C1FlexReport には DataSources を指す DataSource プロパティがあります。

新しい C1FlexReport を作成すると、「Main」という名前の 1 つの要素が C1FlexReport.DataSources コレクションに追加さ

れ、「Main」が C1FlexReport.DataSourceName プロパティに割り当てられます。C1Report では、メインデータソースがレ

ポートの唯一のデータソースです。
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Note that in C1Report, Main data source is the only data source for the report. 

複数のデータソースレポートのパラメータへのデータの連結複数のデータソースレポートのパラメータへのデータの連結

パラメータにデータを連結することで、レポートパラメータ（C1FlexReport.Parameters コレクション内の要素）に対して有効な

値が定義できます。ReportParameter.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName プロパティは、有効なパラ

メータ値のリストを作成するために使用されるデータソースを示します。次のコード例は、複数のデータソースを含むレポートの

パラメータにデータを連結する方法を示します。

' このデータソースを使用してデータソースとパラメータを追加します
Dim mds As DataSource = rep.DataSource
Dim ds As New DataSource()
ds.Name = "CategoriesDS"
ds.ConnectionString = mds.ConnectionString
ds.RecordSource = "select * from categories"
ds.DataProvider = DataProvider.OLEDB
rep.DataSources.Add(ds)
mds.RecordSource = "select * from products where categoryid = [CategoryParam]"
Dim rp As New ReportParameter()
rp.DataType = Doc.ParameterType.[Integer]
rp.Prompt = "Category"
rp.Name = "CategoryParam"
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName = "CategoriesDS"
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.ValueExpression = "CategoryID"
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.LabelExpression = "CategoryName"
rep.Parameters.Add(rp)

Visual Basic

// このデータソースを使用してデータソースとパラメータを追加します
DataSource mds = rep.DataSource;
DataSource ds = new DataSource();
ds.Name = "CategoriesDS";
ds.ConnectionString = mds.ConnectionString;
ds.RecordSource = "select * from categories";
ds.DataProvider = DataProvider.OLEDB;
rep.DataSources.Add(ds);
mds.RecordSource = "select * from products where categoryid = [CategoryParam]";
ReportParameter rp = new ReportParameter();
rp.DataType = Doc.ParameterType.Integer;
rp.Prompt = "Category";
rp.Name = "CategoryParam";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName = "CategoriesDS";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.ValueExpression = "CategoryID";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.LabelExpression = "CategoryName";
rep.Parameters.Add(rp);

C#
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FlexReport デザイナ

FlexReportDesigner is a stand-alone application for designing FlexReport, similar to the report designer in Microsoft
Access. The default location of the designer is C:\Program Files (x86)\ComponentOne\Apps\v4.5.2.

There are two designer applications:

C1FlexReportDesigner.4.5.2.exe targets 'Any CPU' so the application runs in 64 bit mode on 64 bit systems
and in 32 bit mode on 32 bit systems. This application does not support the use of 32 bit only data providers
such as Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
C1FlexReportDesigner32.4.5.2.exe targets x86 that allows using 32 bit only data providers such as
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.

The FlexReportDesigner helps you create a basic report definition file, and modify, print, and export the report
definition. You will learn in detail about the FlexReportDesigner application from the sub-topics.

Key Features
The key features of FlexReportDesigner are as follows:

Fluent ribbon-style toolbar: The FlexReportDesigner application comes with a fluent ribbon-style toolbar. The
report designer application also provides a simplified view when the designer ribbon is collapsed.
Collapse or expand sections: The FlexReport application empowers users to expand or collapse the sections
and sub-sections contained within them by clicking expand or collapse glyphs.
Design and preview modes: FlexReportDesigner provides two modes, 'Design' mode and 'Preview' mode. The
Design mode provides shortcuts to the Edit, Text, Data etc. menu functions to design the report. The Preview
mode allows you to preview the report in different page layouts, outline and thumbnail views, and diverse
exporting options.
Captions settings: FlexReportDesigner provides Captions settings for optionally displaying Sections or Sub-
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sections' header strips.
Chart editors: The designer provides chart editors at design time to set the Chart Field's properties, data
source, and visual effects.
List data-sources easily: FlexReportDesigner features a Data tab to add, edit and remove Data Sources,
Parameters, Sort Expressions, and Calculated Fields.
Edit expressions: The designer provides the 'Edit Expression' option in context menu to edit expressions.
Display error list: FlexReportDesigner provides the list of errors, their severity and count generated when
importing or previewing a report.
Customize Quick Access Toolbar: The FlexReportDesigner provides you with a Quick Access Toolbar which
enables you to perform operations such as cut, copy, paste, and much more.

UIの要素

The FlexReportDesigner application features major visual elements that make up the UI of the Designer, such as the
toolbar, tabs, statusbar and designer grid. The application UI elements are elaborated in the sections below.

FlexReportDesigner Toolbar
The FlexReportDesigner comprises ribbon-like toolbar with major UI elements such as File menu, Tabs, Groups and
Help button.

The labeled snapshot depicts the fluent design of the designer toolbar.

The following list presents a summary of the different UI elements and their usage in the designer toolbar:

File menu: It contains information about handling report definition files such as, load, save, import and export
options.
Toolbar Tabs: The FlexReportDesigner commands are grouped and put under different Tabs. The designer has
four tabs, Home, Insert, Arrange and Page Setup. The tabs provide all functionalities related to a report
definition, like editing, formatting, inserting fields and sections, positioning and sizing, and page layout and
printer settings.
Groups: All the designer tabs contain groups that can keep many Items together. Consecutive groups are
partitioned via a separator line within a tab.
Mode group: All the tabs in FlexReportDesigner provides a common group, the Mode group. It consists of
Design and Preview toggle buttons. Clicking on the Design button displays the report in the designer mode,
while the Preview button shows the report in the preview mode.
Help button: The Help button provides options to open the online help file and view the About
FlexReportDesigner screen, which displays information about the application.
Expand/collapse button: This button lets you expand or collapse the FlexReportDesigner toolbar. It lets you
switch between full and simplified views.
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Customize Quick Access Toolbar
The Customize Quick Access Toolbar gives you quick access to commonly-used features such as cut, copy, paste,
undo, redo etc.

The snapshot depicts the fluent design of the Customize Quick Access Toolbar.

The following list presents a summary of different options and their usage.

Undo: This option lets you erase the last change made to the report.
Redo: This option enables you to restore the changes that were undone using the Undo option.
Paste: This option allows you to get the text from clipboard and use it in the report document.
Cut: This option lets you remove the selected text.
Copy: This option saves your time by enabling you to retype the same content without having to type it again.
Show Below the Ribbon: You can use this option to add the Customize Quick Access Toolbar below the
FlexReportDesigner Toolbar.
Minimize the Ribbon: Clicking this option will minimize the FlexReportDesigner Toolbar.

Tabs and Statusbar
FlexReportDesigner provides different tabs such as Report tab, Data tab, Properties tab and Error tab. The designer
also provides the statusbar, a horizontal bar at the bottom of the application window.

The following snapshot depicts the different tabs and statusbar in the report designer:
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The bulleted list below takes you through the different tabs and statusbar, and their description in
FlexReportDesigner:

Reports/Data tabs: The tab lists all reports contained in the current report definition file. You can double-click
a report name to preview or edit the report. You can also use the list to rename, copy, and delete reports.
Data tab: The tab lists all the Data Sources and Parameters in the current report. The data sources and
parameters can be added or edited from here.
Properties tab: The tab allows you to edit properties for the objects that are selected in the Designer.
Error tab: The tab displays list of errors, their severity and count, generated when importing or previewing a
report.
Status bar: The tab displays information about what the FlexReportDesigner application is working on. If a field
is selected, status bar displays selected field's name, type, and if the field is data bound (calculated) or static. If
a section is selected, status bar displays the name of the section, section type, and its visibility if the section is
hidden. It also displays processes such as loading, saving, printing, rendering, importing, and so on. You can
zoom in and out of a selected report by dragging the zoom slider at the right of the status bar.

Designer Grid
The designer grid in FlexReportDesigner lets you edit data-bound reports and provides a rich set of elements to
manipulate report layouts that meet your requirements.

The following snapshot depicts the different tabs and statusbar in the report designer:
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The following list presents a summary of the different elements in the designer grid and their usage in
FlexReportDesigner:

Collapse/Expand glyphs: Each section provides option to expand or collapse the sub-sections contained
within them by clicking expand or collapse glyphs.
Database icon: Indicates that a field is bound to a data source (i.e., a calculated field), if the data base icon
appears on the top-right corner of the field. If the data base icon does not appear, it means the field is static.
Snap lines: Help in the alignment of fields. When the size of a field is increased or decreased, vertical and
horizontal snap lines appear, that help in positioning the fields relative to each other.
Sub-sections: Sub-sections are sections within sections. Sub-sections, by default, appear at the bottom of a
section and are automatically named as /<B>, / <C>..., and so on.

［ファイル］メニュー

［ファイルファイル］メニューメニューは、レポート定義ファイルのロードと保存、およびレポート定義のインポートとエクスポートを行うための

ショートカットを提供します。

次の図に、［ファイルファイル］メニューを示します。
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メニューには、次のオプションがあります。

新規作成新規作成：新しいレポート定義ファイルを作成します。

開く開く：［レポート定義ファイルを開くレポート定義ファイルを開く］ダイアログボックスを表示します。ここで、既存のファイルを選択して開くことができ

ます。

閉じる閉じる：現在のレポート定義ファイルを閉じます。

保存保存：以前に保存した場所に、レポート定義ファイルを保存します。

名前を付けて保存名前を付けて保存：［レポート定義の保存レポート定義の保存］ダイアログボックスを開きます。ここで、レポート定義を .flxr ファイルとして保

存できます。

印刷印刷：現在のレポートを印刷します。［印刷印刷］ボタンは、FlexReportDesigner アプリケーションがプレビューモードの場

合にのみ有効になります。

インポートインポート：［レポート定義のインポートレポート定義のインポート］ダイアログボックスを表示します。ここで、Microsoft Access（.mdb および

.adp）ファイルや Crystal Reports（.rpt）ファイルをインポートできます。

エクスポートエクスポート：現在のファイルを HTML、PDF /A、PDF、RTF、DOCX、XLS、XLSX、TIFF、BMP、PNG、JPG、ZIP、または

GIF としてエクスポートします。

最近使用したファイル最近使用したファイル：最近開いたレポート定義ファイルをリストします。ファイルを再度開くには、リストから選択しま

す。

オプションオプション：［FlexReportDesigner オプション］ダイアログボックスを開きます。ここで、C1FlexReportDesigner アプリ

ケーションのデフォルトの外観と動作をカスタマイズできます。

終了終了：C1FlexReportDesigner アプリケーションを閉じます。

［ホーム］タブ

Home tab provides the most commonly-used commands such as cut-copy-paste, undo-redo, font formatting, alignment,
border, data etc.

［ホームホーム］タブは、以下のグループに分けられるいくつかのメニューで構成されています。

FlexReport for WPF  

32 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



［編集］グループ［編集］グループ

次のオプションがあります。

貼り付け貼り付け：最後にコピーされた項目を貼り付けます。

切り取り切り取り：選択項目を切り取り、レポートから除去して、任意の場所に貼り付けることができるようにします。

コピーコピー：選択項目をコピーして、任意の場所に貼り付けることができるようにします。

削除削除：選択項目を削除します。

元に戻す元に戻す：レポート定義に対して行われた最後の変更を元に戻します。

やり直しやり直し：レポート定義に対して行われた最後の変更をやり直します。

［テキスト］グループ［テキスト］グループ

次のオプションがあります。

フォントフォント：選択したテキストの現在のフォントが表示され、選択項目に対して別のフォントを選択できます。それには、フォント

名の横のドロップダウン矢印をクリックします。

フォントサイズフォントサイズ：選択したテキストの現在のフォントサイズが表示され、別のフォントサイズを選択できます。フォントサイズボッ

クスに数字を入力するか、ドロップダウン矢印をクリックしてフォントサイズを選択します。

フォントサイズを拡大フォントサイズを拡大：フォントサイズを 1 ポイント拡大します。

フォントサイズを縮小フォントサイズを縮小：フォントサイズを 1 ポイント縮小します。

太字太字：選択したテキストを太字にします（Ctrl+B キーを押すこともできます）。

斜体斜体：選択したテキストを斜体にします（Ctrl+I キーを押すこともできます）。

下線下線：選択したテキストに下線を付けます（Ctrl+U キーを押すこともできます）。

標準の配置標準の配置：自動的に、数を左詰め、他の値を右詰めに揃えます。

テキスト左揃えテキスト左揃え：テキストを左揃えします。

テキスト中央揃えテキスト中央揃え：テキストを中央揃えします。

テキスト右揃えテキスト右揃え：テキストを右揃えします。

テキスト両端揃えテキスト両端揃え：選択したテキストを両端揃えにします。

フォントの色フォントの色：選択したテキストの色を選択できます。

塗りつぶしの色塗りつぶしの色：選択したテキストの背景色を選択できます。

［境界線］グループ［境界線］グループ

次のオプションがあります。

境界線のスタイル境界線のスタイル：現在選択されているフィールドの境界線のスタイルを定義します。使用できるスタイルには、実線実線、破破

線線、点線点線、1 点鎖線点鎖線、2 点鎖線点鎖線、および透過透過があります。

境界線の色境界線の色：現在選択されているフィールドの境界線の色を定義します。

境界線の幅境界線の幅：現在選択されているフィールドの境界線の幅をツイップ単位で選択します。

［書式］グループ［書式］グループ

［書式書式］グループには次のオプションがあります。

レポートスタイルレポートスタイル：［レポートスタイルエディタ］［レポートスタイルエディタ］ダイアログボックスを開き、組み込みスタイルを選択するか、または独自のカス

タムスタイルを作成および編集できます。

書式の貼り付け書式の貼り付け：現在の選択内容にスタイルを適用します。

テーブル行テーブル行：現在の選択内容をテーブル行として書式設定します。

［書式書式］グループの［レポートスタイルレポートスタイル］をクリックすることで、［レポートスタイルエディタレポートスタイルエディタ］ダイアログボックスにアクセスできます。
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次の要素で構成されています。

［スタイルギャラリー］リスト［スタイルギャラリー］リスト：現在使用可能なすべての組み込みスタイルおよびカスタムスタイルが表示されます。使用可能

な組み込みスタイルの詳細については、「スタイルギャラリースタイルギャラリー」を参照してください。

［追加］ボタン［追加］ボタン：［スタイルギャラリー］リストにカスタムスタイルを追加します。追加されるスタイルは、［追加］［追加］ボタンをクリックし

たときに［スタイルギャラリー］リスト内で選択されているスタイルをベースとします。

［削除］ボタン［削除］ボタン：選択したカスタムスタイルを削除します。このボタンは、［スタイルギャラリー］リストでカスタムスタイルが選択

されている場合にのみ有効になります。

プロパティグリッドプロパティグリッド：プロパティの変更およびカスタムスタイルの編集を行うことができます。プロパティグリッドは、［スタイル

ギャラリー］リストでカスタムスタイルが選択されている場合にのみ使用および編集できます。

プレビューウィンドウプレビューウィンドウ：［スタイルギャラリー］リストで選択されたスタイルのプレビューを表示します。

［適用］ボタン［適用］ボタン：ダイアログボックスを閉じることなく、選択内容にスタイルを適用します。

［［OK］ボタン］ボタン：ダイアログボックスを閉じ、変更を適用し、さらにそのスタイルを現在選択されているスタイルに設定します。

［キャンセル］ボタン［キャンセル］ボタン：スタイルに対して行ったすべての変更をキャンセルします。

［データ］グループ［データ］グループ

次のオプションがあります。

データソースデータソース：このボタンをクリックすると、［メイン］と［データソースの追加］という 2 つのオプションが下にリストされます。

   

［メインメイン］オプションを使用すると、レポートの連結先であるメインデータソースを編集または削除できます。［編集編集］または

［データソースの追加データソースの追加］をクリックすると、［データソースデータソース］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで、新し

いデータソースの選択、接続文字列の変更、および SQL 文の編集を行うことができます。［データソースデータソース］オプションの横にあ

るドロップダウンをクリックすると、レポートに存在するデータソースのリストが表示されます。 ［データソースデータソース］タブから、現在

のデータソース内のテーブル、ビュー、ストアドプロシージャを選択できます。［SQL 文文］タブをクリックすると、現在の SQL 文
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が表示されます。

    

 
［データリンクプロパティデータリンクプロパティ］ダイアログボックスが開きます。SQL 文を編集または変更するには、［クエリービルダクエリービルダ］ボタンをク

リックします。これにより、［SQL ビルダビルダ］ダイアログボックスが開きます。

    
グループグループ ：このボタンをクリックすると［グループグループ］ダイアログボックスが表示され、ここで、グループ化およびソートの基準を追

加および削除できます。
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レポート情報レポート情報 ：［レポート情報レポート情報］ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、レポートのタイトル、作成者、サブ

タイトル、作成元アプリケーション、およびキーワードを設定できます。このレポート情報をすべてのレポートに適用するように

選択することもできます。

VBScript エディタエディタ：［VBScript エディタエディタ - Report.GlobalScripts］ダイアログボックスを開きます。VBScript エディタエディタでは、ス

テートメントや式を切り替えながら、複数のスクリプトを簡単に編集できます。

［表示］グループ［表示］グループ

次のオプションがあります。

プロパティプロパティ：［プロパティ］タブを左ペインに表示します。［プロパティ］タブを表示するためのショートカットキーは、［F4］です。

データデータ：［データデータ］タブを左ペインに表示します。［データ］タブを表示するためのショートカットキーは、［Shift］+［F4］です。

エラーリストエラーリスト：レポートをインポートやプレビューする時に発生する警告およびエラーのリストを表示します。

キャプションキャプション：デザイナパネルでセクションまたはサブセクションのキャプションを表示する方法を選択できます。選択できるオ

プションは、［すべてすべて］（すべてにストリップを表示）、［セクションセクション］（セクションにはストリップを表示し、サブセクションには表示し
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ない）、［極細極細］（セクションのヘッダーストリップを表示しない）、［非表示非表示］、［すべて展開すべて展開］、および［すべて折りたたむすべて折りたたむ］です。ド

ロップダウンには、次のオプションがあります。       
す

べ

て

セ

ク

ショ

ン

  FlexReport for WPF

37 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



極

細

非

表

示

FlexReport for WPF  

38 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



す

べ

て

展

開

す

べ

て

折

り

た

た

む

ズームズーム：レポートのズームレベルを設定する値を選択できます。［Ctrl］+［+］キーまたは［Ctrl］+［-］キーを押して、デザイナパ

ネルをズームインまたはズームアウトすることもできます。

［挿入］タブ

Insert tab consists of several fields, which can be inserted while designing a report. Each field button creates a field
and initializes its properties. 

The Insert tab consists of two groups:
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Fields
Subsection

The groups are elaborated in the below sections.

［フィールド］グループ：［フィールド］グループ：次の項目があります。

矢印矢印：十字マウスカーソルを矢印カーソルに戻します。

テキストテキスト：ソースレコードセットに連結されたフィールド、または連結されていない（静的）テキストラベルを作成します。こ

のボタンをクリックするとリストが表示され、レコードセットフィールドを選択できます。連結フィールドは、データベースか

ら取得した生データを表示するだけではありません。フィールドの Text プロパティを編集し、任意の VBScript 式を使

用できます。

RTF：RTF フィールドを作成します。このボタンをクリックするとリストが表示されます。そこから、同じレポート定義ファイ

ルに含まれる他のフィールドを選択して RTF 形式で表示できます。

段落：段落： 段落 フィールドを作成します。詳細については、「段落フィールド」を参照してください。

チェックボックスチェックボックス：Boolean 値をチェックボックスとして表示する連結フィールドを作成します。デフォルトでは、チェック

ボックスには通常のチェックマークが表示されます。フィールドを作成した後に、CheckMark.Style プロパティを変更す

ることで、これをラジオボタンまたは十字マーカーに変更できます。

バーコードバーコード：バーコードを表示するフィールドを作成します。このボタンをクリックするとメニューが表示されます。そこか

ら、同じレポート定義ファイルに含まれる他のフィールドを選択してバーコードとして表示できます。詳細については、

「バーコードフィールド」を参照してください。

計算計算：計算フィールドを作成します。このボタンをクリックすると、コードエディタダイアログボックスが表示されます。そこ

で、値を評価するために使用する VBScript 式または任意の式を入力できます。このドロップダウンをクリックすると、レ

ポートの作成または印刷日時、ページ番号、ページ数、"ページ n/m"、レポート名などをレンダリングするためによく使

用される式を選択できます。

画像画像：レコードセットに格納されているデータ連結画像用のフィールドまたは静的（非連結）画像用のフィールドを作成し

ます。このボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示され、ロゴなどの静的（非連結）画像を選択できま

す。ドロップダウンをクリックすると、ソースレコードセット内の画像フィールドを選択できます（存在する場合。すべての

レコードセットにこのタイプのフィールドが存在するわけではありません）。

図形図形：直線、二等辺三角形、直角三角形、四角形、楕円、円弧などの幾何学図形を作成します。これらの図形を使用し

て、レポートの外観を強化できます。

サブレポートサブレポート：別のレポートを表示するフィールドを作成します。このボタンをクリックするとリストが表示され、そこから、

同じレポート定義ファイルに含まれる他のレポートを選択できます。

FlexChart：FlexChart を表示するフィールドを作成します。詳細については、「FlexChart フィールド」を参照してくださ

い。

グラフグラフ：チャートを表示するフィールドを作成します。詳細については、「チャートフィールドチャートフィールド」を参照してください。

メモ：メモ： デフォルトでは、チャートフィールドは［挿入］タブに表示されず、レガシーチャートフィールドとして使用できま

す。

［サブセクション］［サブセクション］グループグループ：次の項目で構成されます。

追加追加：現在のセクションの下部にサブセクションを追加します。

削除削除：現在選択されているサブセクションを削除します。

上に移動上に移動：現在選択されているサブセクションを 1 つ上に移動します。

下に移動下に移動：現在選択されているサブセクションを 1 つ下に移動します。

［調整］タブ

［調整調整］タブには、グリッド、配置、位置、およびサイズへのショートカットがあります。
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次のグループで構成されます。

グリッド

配置

位置

サイズ

The groups are elaborated in the below sections.

［グリッド］グループ［グリッド］グループ：［グリッド［グリッド］グループには次の項目があります。

グリッドにスナップグリッドにスナップ：フィールドをグリッドにスナップします。この項目が選択されている場合は、フィールドをグリッドの線

と線の間に配置することはできません。

グリッドの表示グリッドの表示：プレビューで、レポートの背景にグリッドを表示します。グリッドは、フィールドの配置と整列に役立ちま

す。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

フィールドのロックフィールドのロック：レポート内のフィールドをロックおよびロック解除します。 目的の位置にフィールドを配置した後、そ

れらのフィールドをロックして、マウスやキーボードでフィールドを不用意に移動することを防止できます。

グリッドのプロパティグリッドのプロパティ：［［FlexReportDesigner オプション］オプション］ダイアログボックスが表示されます。

［配置］グループ［配置］グループ：［配置［配置］グループには次の項目があります。

左左：選択したフィールドを、水平方向の左に配置します。

右右：選択したフィールドを、水平方向の右に配置します。

中央中央：選択したフィールドを、水平方向の中央に配置します。 
上上：選択したフィールドを、垂直方向の上に配置します。

下下：選択したフィールドを、垂直方向の下に配置します。

上下中央上下中央：選択したフィールドを、垂直方向の中央に配置します。

レポート内の要素は、水平方向と垂直方向の両方に合わせて配置することができます。たとえば、要素を左と上の両方に合

わせて配置できます。

［位置］グループ［位置］グループ：［位置］［位置］グループは、要素間の間隔、および要素を階層化する方法を制御します。次の項目で構成されま

す。

左右間隔均等左右間隔均等：選択したフィールド間の左右間隔を均等化します。

左右間隔拡大左右間隔拡大：選択したフィールド間の左右間隔を拡大します。

左右間隔縮小左右間隔縮小：選択したフィールド間の左右間隔を縮小します。 
上下間隔均等上下間隔均等：選択したフィールド間の上下間隔を均等化します。

上下間隔拡大上下間隔拡大：選択したフィールド間の上下間隔を拡大します。

上下間隔縮小上下間隔縮小：選択したフィールド間の上下間隔を縮小します。

グリッドにスナップグリッドにスナップ：現在選択されているフィールドを最も近いグリッド線にスナップします。

最前面に移動最前面に移動：選択したフィールドを、階層化されたすべてのフィールドの前面に配置します。

最背面に移動最背面に移動：選択したフィールドを、階層化されたすべてのフィールドの背面に移動します。

［サイズ］グループ［サイズ］グループ：［サイズ［サイズ］グループには次の項目があります。 

最大高さに合わせる最大高さに合わせる：選択したすべてのフィールドの高さを最も高いフィールドに合わせます。

最小高さに合わせる最小高さに合わせる：選択したすべてのフィールドの高さを最も低いフィールドに合わせます。

最大幅に合わせる最大幅に合わせる：選択したすべてのフィールドの幅を最も広いフィールドに合わせます。

最小幅に合わせる最小幅に合わせる：選択したすべてのフィールドの幅を最も狭いフィールドに合わせます。

グリッドのサイズに合わせるグリッドのサイズに合わせる：選択したフィールドの境界を最も近いグリッド線にスナップします。

［ページ設定］タブ
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［ページ設定］［ページ設定］タブは、［ページレイアウト］メニュー機能へのショートカットを提供します。 This tab provides options for
common report layouts like Portrait and Landscape, and Page Setup option.

 

［ページ設定］［ページ設定］タブには、次のオプションがあります。

縦縦：レポートのレイアウトを縦縦表示に変更します（この場合、高さが幅より長くなります）。

横横：レポートのレイアウトを横横表示に変更します（この場合、高さが幅より短くなります）。

ページ設定ページ設定：プリンタの［ページ設定］［ページ設定］ダイアログボックスを開きます。

 

プレビューモード

プレビューモードは、現在のレポートのプレビューを表示します。 You can switch to preview mode by clicking the Preview
toggle button in the Mode group, which is common for all the tabs. The preview mode lets you view the report
divided into various pages and richly populated with data. You can scroll up and down the entire report pages using
the scrollbars or Hand Tool (which appears in the selected state by default in the preview mode).

The GIF below depicts all the major tasks performed in the Preview mode using the commands in the different groups
of Preview tab.
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プレビュープレビューモードは、以下の項目で構成されています。

［ページレイアウト］グループ［ページレイアウト］グループ：次のオプションがあります。

縦縦：レポートのレイアウトを縦縦表示に変更します（この場合、高さが幅より長くなります）。

横横：レポートのレイアウトを横横表示に変更します（この場合、高さが幅より短くなります）。

ページ設定ページ設定：プリンタの［ページ設定］［ページ設定］ダイアログボックスを開きます。

［表示］グループ［表示］グループ：次のオプションがあります。

ページ区切り付きページ区切り付き ：レポートのページ区切り付き表示とページ区切りなし表示を切り替えます。

パラメータパラメータ ：レポートのパラメータパネルを表示または非表示にします。レポートにパラメータが含まれている場合にの

み有効です。

アウトラインアウトライン：ドキュメントのテキストのアウトラインを表示します。

サムネイル：サムネイル： 標準ビューとサムネイルビューを切り替えます。

1 ページページ：一度に 1 ページをプレビューできます。

2 ページページ：一度に 2 ページをプレビューできます。  
ズームズーム：特定のパーセントに、またはウィンドウに合わせてページをズームします。ズームインのショートカットキーは

［Ctrl］+［+］、ズームアウトのショートカットキーは［Ctrl］+［-］です。

［ナビゲーション］グループ［ナビゲーション］グループ：次のオプションがあります。

最初のページ最初のページ：プレビューの最初のページに移動します。

前のページ前のページ：プレビューの前のページに移動します。

［ページ］［ページ］：このテキストボックスに数字を入力すると、プレビューがそのページに移動します。

次のページ次のページ：プレビューの次のページに移動します。

最後のページ最後のページ：プレビューの最後のページに移動します。

前のビュー前のビュー：前に表示されたページに戻ります。

次のビュー次のビュー：次に表示されたページに移動します。これは、［前のビュー］［前のビュー］ボタンをクリックした後にのみ表示されます。
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［ツール］グループ［ツール］グループ：次のオプションがあります。

ハンドツールハンドツール：ハンドツールを使用すると、ドラッグアンドドロップ操作でプレビューを移動できます。

テキスト選択ツールテキスト選択ツール：テキスト選択ツールを使用すると、ドラッグアンドドロップ操作でテキストを選択できます。次に、こ

のテキストを別のアプリケーションにコピーして貼り付けることができます。

検索検索：［検索］［検索］オプションをクリックすると、［検索］［検索］ペインが開き、ドキュメント内のテキストを検索できます。テキストを検

索するには、検索対象のテキストを入力し、検索オプション（ある場合）を選択して、［検索］［検索］をクリックします。

［エクスポート］グループ［エクスポート］グループ：［エクスポート］グループの各項目を選択すると、［レポートをファイルにエクスポート］［レポートをファイルにエクスポート］ダイアログボッ

クスが開き、エクスポートするファイルの場所を選択できます。［エクスポート］［エクスポート］グループには、次のオプションがあります。

PDF：レポートを PDF ファイルにエクスポートします。ドロップダウン矢印には、フォントが埋め込まれていない（リンクさ

れている）PDF と PDF/A（埋め込みフォント）（埋め込みフォント）のオプションがあり、PDF ファイルでシステムフォントを使用するか、選択

したフォントを埋め込むかを選択できます。

HTML：レポートを HTML ファイルにエクスポートします。次に、このテキストを別のアプリケーションにコピーして貼り付

けることができます。ドロップダウン矢印には、［プレーン［プレーン HTML］］、［ページ化［ページ化 HTML］］、［ドリルダウン［ドリルダウン HTML］］、［テー［テー

ブルベースブルベース HTML］］の各オプションがあります。プレーン HTML ファイルにエクスポートするか、矢印リンクを使用して

ページ移動できる複数の HTML ファイルにエクスポートするかなどを選択できます。

Excel：レポートを Microsoft Excel ファイルにエクスポートします。ドロップダウン矢印には、［［Microsoft Excel
97］］と［［Microsoft Excel 2007 - OpenXML］］の各オプションがあります。ドキュメントを XLS ファイルまたは XLSX ファ

イルのどちらで保存するかを選択できます。

RTF：レポートをリッチテキストファイル（RTF）としてエクスポートします。

Word：：  レポートを Open XML Word（DOCX）形式にエクスポートします。

その他その他：［その他］［その他］ドロップダウン矢印をクリックすると、［TIFF］（TIFF としてエクスポート）、［圧縮メタファイル］（ZIP として

エクスポート）、［BMP］（ビットマップ画像）、［PNG］（Portable Network Graphic）、［JPEG］、［GIF］の各レポートエクス

ポートオプションが追加で表示されます。

生成生成：

［更新］［更新］ボタンがあります。［更新］［更新］ボタンをクリックすると、現在のレポートが再生成されます。レポートの再生成中は、このボタ

ンが［停止］［停止］に変わり、レポートの再生成を停止することもできます。

設計モード

設計設計モードでは、選択したレポートのセクションとフィールドが表示されます。これは、デザイナがレポートを作成または修正す

るための主要な作業領域です。設計設計モードは、以下のタブで構成されています。

［ホーム］タブ［ホーム］タブ：［編集］、［テキスト］、［境界線］、［書式］、［データ］、［表示］の各メニュー機能へのショートカットを提供し

ます。詳細については、「［ホーム］タブ」を参照してください。

［挿入］タブ［挿入］タブ：矢印、計算、グラフなどのさまざまなフィールドへのショートカットを提供します。詳細については、「［挿入］

タブ」を参照してください。

［調整］タブ［調整］タブ：［グリッド］、［配置］、［位置］、［サイズ］の各メニュー機能へのショートカットを提供します。詳細について

は、「［調整］タブ」を参照してください。

［ページ設定］タブ［ページ設定］タブ：［ページレイアウト］メニュー機能へのショートカットを提供します。詳細については、「［ページ設定］

タブ」を参照してください。

FlexReportDesigner オプションの設定

［FlexReportDesigner オプションオプション］ダイアログボックスにアクセスするには、［ファイルファイル］メニューをクリックし、［オプションオプション］をク

リックします。

［FlexReportDesigner オプションオプション］ダイアログボックスには、アプリケーションの外観と動作を制御する 5 つのタブがありま
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す。各タブに含まれるタブとオプションは、次のとおりです。

［全般］タブ［全般］タブ

The General tab allows you to check or uncheck options related to property grid, report list, exporting, Legacy Field
button etc. You can also select a built-in or custom theme.

The following list presents a summary of the different options and their usage in the General tab:

プロパティグリッドを分類するプロパティグリッドを分類する: プロパティタイプによってプロパティを分類します。プロパティグリッドにアクセスするに

は、デザインビューの左ペインの下にある［プロパティ］タブをクリックします。 The Categorize property grid option is
checked in by default.
レポートリストをソートするレポートリストをソートする：［レポート］タブにリストされるレポートリストをソートします。レポートにアクセスするには、デ

ザインビューの左ペインの下にある［レポート］タブをクリックします。 The Sort Report List option is checked in by
default.
Open file after exporting: Allows files to be automatically opened after exporting.
Show "Legacy Field" button on the INSERT tab: Displays Legacy field on the Insert tab.
Show "Legacy Chart" button on the INSERT tab: Displays Legacy chart on the Insert tab.
Theme: Set a built-in or custom theme.

［設計ペイン］タブ［設計ペイン］タブ

The Design Pane tab allows you to select colors, and alter properties related to Grid, Snap and Padding in the
FlexReportDesigner.

  FlexReport for WPF

45 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



The following list presents a summary of the different options and their usage in the Design Pane tab:

グリッドの表示グリッドの表示：レポートプレビューウィンドウにグリッドを表示します。

Snap to grid: Automatically snaps to the nearest grid line while moving a field in the report.
グリッド単位グリッド単位: グリッドの間隔を指定します。オプションには、［自動自動］、［インチインチ］、［センチメートルセンチメートル］、および［カスタムカスタム］が

あります。

グリッド間隔グリッド間隔：グリッド線の間隔を設定します。このオプションは、［グリッド単位グリッド単位］オプションを［カスタムカスタム］に設定した場合

にのみ有効です。

Colors: Sets the color for selected items, snap guides, field bounds, grid, rulers, design background, caption
background, highlight etc.

［保存［保存/ロード］タブロード］タブ

The Save/Load tab displays options related to saving and loading reports in the FlexReportDesigner.
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The following list presents a summary of the different options and their usage in the Save/Load tab:

起動時に最近開いたファイルを再ロードする起動時に最近開いたファイルを再ロードする：このオプションをオンにすると、C1FlexReportDesigner アプリケーショ

ンを開くたびに、最後に開いたファイルが表示されます。

Restore last editor state: Selecting this option restores the previous editor state.
Save changes before rendering: Selecting this option saves the report before rendering.レンダリングの前に変レンダリングの前に変

更を保存する更を保存する：このオプションをオンにすると、レンダリングの前にレポートが保存されます。

保存時に画像を保存時に画像を XML に埋め込むに埋め込む：このオプションをオンにすると、レポートの保存時に XML に画像が埋め込まれま

す。

Reset designer layout Resets or quickly restores the designer layout to its default settings.

Data tab:

The Data tab consists of options for transaction isolation levels for newly-created reports. The default option is
ReadCommitted. Learn more about transaction isolation levels here.
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［スクリプトエディタ］タブ［スクリプトエディタ］タブ

The Script Editor tab provides options for syntax checking, syntax coloring and font.
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次のオプションがあります。

自動構文チェック自動構文チェック：［VBScript エディタ］ダイアログボックスで構文を自動的にチェックするかどうかを指定します。

構文の色指定構文の色指定：［VBScript エディタ］ダイアログボックスで構文テキストを自動的に色分けするかどうかを指定します。

フォントフォント：［VBScript エディタ］ダイアログボックスで使用されるテキストの外観を定義します。

［警告］タブ［警告］タブ

The Warnings tab comprises options for startup updates and Remote Access Server Application Program Interface
(RAS API) warning.
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次のオプションがあります。

起動時に更新の有無を確認する起動時に更新の有無を確認する：このオプションをオンにすると、C1FlexReportDesigner アプリケーションを開いたと

きに更新の有無が確認されます。

FlexReportDesigner.Crystal Reports からのインポート：からのインポート：RAS API が無効な場合は警告するが無効な場合は警告する：このオプションをオン

にすると、Crystal Reports を C1FlexReportDesigner にインポートする際に、RAS API が無効な場合は警告されます。

上の各タブで、［OK］をクリックすると変更が保存され、［キャンセル］をクリックすると、［FlexReportDesigner オプションオプション］ダイ

アログボックスで行った変更がキャンセルされます。
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FlexReport のセクション

The design of FlexReport is divided into sections. You can open the report in the FlexReportDesigner app to view its
sections. Every report consists of basic sections such as, Report Header, Page Header, Group Header, Detail, Group
Footer, Page Footer, Report Footer and Sub-section.

The report sections help in partitioning the report vertically. Based on their type (for example, Page, Group, Sub-
Section etc.) they appear on specific places within the report.

次の図に、一般的なレポートで各セクションがどのようにレンダリングされるかを示します。図では、詳細セクションに置かれた

サブセクションがレポートでどのようにレンダリングされるかも示しています。

To create user-friendly reports, you need to understand how each section works. Let us explore each section in the
order they appear on the report.

レポートヘッダーレポートヘッダー

最初にレンダリングされるセクションは、レポートヘッダーレポートヘッダーです。レポートの最初に1回だけ表示されます。このセクションには、

通常、レポートを識別する情報が含まれます。

ページヘッダーページヘッダー

レポートヘッダーの次に、ページヘッダーページヘッダーがレンダリングされます。レポート内にグループがない場合、このセクションには、通

常、詳細セクション内のフィールドについて説明するラベルが含まれます。

グループヘッダーとグループフッターグループヘッダーとグループフッター

次に、グループヘッダーグループヘッダー、詳細詳細、グループフッターグループフッターの各セクションがレンダリングされます。これらが、実際のレポートデータを含

むセクションです。グループヘッダーとグループフッターには、多くの場合、グループの合計、パーセント値、最大値、最小値な

どの集計関数が含まれます。グループヘッダーとグループフッターは、GroupBy プロパティによって指定された式の値が、あ

るレコードから次のレコードへ変わるたびに挿入されます。

詳細詳細

詳細セクションには、各レコードのデータが含まれます。Visible プロパティを False に設定してこのセクションを非表示にし、グ

ループヘッダーとグループフッターだけを表示することもできます。これは、サマリーレポートの作成に便利な方法です。

ページフッターページフッター
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各ページの下部には、ページフッターページフッターセクションがレンダリングされます。このセクションには、通常、ページ番号、レポートの総

ページ数、レポートの印刷日などの情報が含まれます。

レポートフッターレポートフッター

最後に、レポートフッターレポートフッターセクションが最後のページフッターの前に出力されます。このセクションは、多くの場合、レポート全体

に関するサマリー情報を表示するために使用されます。

サブセクションサブセクション

サブセクションサブセクションは、レポートの任意のセクションに追加できます。デフォルトでは、現在選択されているセクションの下部に追加

されます。このセクションには、親セクションにあるデータを補完する付加的なデータが含まれます。セクションの高さは、サブ

セクションの高さの合計によって決まります。

カスタムセクションカスタムセクション

セクションを表示するかどうかは、Visible プロパティを True または False に設定することで決定できます。グループヘッダー

は、Repeat プロパティを True に設定することで、（ページがグループの最初のページかどうかにかかわらず）各ページの上

部に繰り返し表示できます。ページヘッダーとページフッターは、Layout オブジェクトの PageHeader プロパティと PageFooter
プロパティを設定することで、レポートヘッダーおよびレポートフッターセクションを含むページから削除できます。

メモメモ：これらのセクションを非表示にすることはできますが、グループを追加または削除しない限り、セクションを追加また

は削除することはできません。

サブセクションの追加

サブセクションは、レポートの任意のセクションに挿入できる追加セクションです。通常、FlexReport には、詳細、ヘッダー、フッター、

ページヘッダー、ページフッター、グループヘッダー、およびグループフッターセクションが含まれます。 You can add as many sub-
sections as required in a section. This can be done via the FlexReportDesigner application or through code.

Adding Sub-Sections using FlexReportDesigner
Sub-Sections can be added to any section of a report. By default, the sub-section gets added at the bottom of the currently
selected section.

For instance, let's say you want to add a sub-section in the Page Header. This can be easily achieved via the
FlexReportDesigner in few steps as described below:

1. Move the cursor to the section of the report where you want to add the sub-section.
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2. Select the section and right-click to view the context menu. Click the Add SubSection option.
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Now, you can observe that a sub-section has got added below the Page Header. Move the cursor to the sub-section to view
the tooltip that says it is the first subsection of the Page Header section.

Adding Sub-Sections using Code
You can also add a sub-section in the Page Header section of a report programmatically. To illustrate the addition of a sub-
section to an existing section like Page Header, we will be using the QuickStart sample used to create a report definition.

In the code snippet below, we will add a subsection to the Page Header using SubSections property of the
SubSectionCollection class, and add fields to this sub-section using Fields property of the SubSection class. We have also
added a backcolor to the sub-section, just to highlight it.

C#

// ヘッダーセクションに 1 つのサブセクションを作成します

SubSection ss = c1FlexReport1.Sections.PageHeader.SubSections.Add();
// 高さを 10 mm に設定します

ss.Height = 10 * 1440 / 25.4;
// サブセクションを強調するために背景色を割り当てます

ss.BackColor = Color.Lime;
// サブセクションにフィールドを追加します

TextField textFieldB = new TextField();
textFieldB.Name = "FldID";
textFieldB.Text.Expression = "EmployeeID";
textFieldB.Left = 0;
textFieldB.Top = 0;
textFieldB.Width = 400;
textFieldB.Height = 300;
ss.Fields.Add(textFieldB);
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// サブセクションにフィールドを追加します

TextField textFieldA = new TextField();
textFieldA.Name = "FldFirstName";
textFieldA.Text.Expression = "FirstName";
textFieldA.Left = 500;
textFieldA.Top = 0;
textFieldA.Width = 900;
textFieldA.Height = 300;
ss.Fields.Add(textFieldA);

The snapshot of the resulting output is given below:

FlexReport オブジェクトの分割の管理

Since creating reports is all about representing data, it is important to determine the sub-section behavior when its
too large to fit within the vertical space available on the current page.

FlexReports では、セクションやサブセクションをページ間で分割するかどうかを設定できます。それには、SplitBehavior プロ

パティを SplitIfNeeded または KeepTogether に設定します。

The KeepTogether option lets the object to be split only if it is too large to fit on an empty page. If that's the case,
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then the object is split immediately. Otherwise, a new page is started and the object is placed on it without splitting.
While, the SplitIfNeeded option lets the object to be split if it does not fit onto the current page.

同様に、フィールドや境界線の分割を SplitHorzBehavior プロパティと SplitVertBehavior プロパティで制御します。 The
SplitHorzBehavior property determines how the borders are drawn for an object if it is too wide and split between
pages. On the other hand, the SplitVertBehavior property determines how the borders are drawn for an object if it is
too high and split between pages.

同様に、フィールドや境界線の分割を SplitHorzBehavior プロパティと SplitVertBehavior プロパティで制御します。

次のコードは、セクションとサブセクションの SplitBehavior を設定します。

C#

// 必要に応じてセクションを分割できるようにします

c1FlexReport1.Sections.Header.SplitBehavior = SplitBehavior.SplitIfNeeded;
// 必要に応じてサブセクションを分割できるようにします

c1FlexReport1.Sections.Header.SubSections[0].SplitBehavior = 
SplitBehavior.SplitIfNeeded;
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フィールドとカスタムフィールド

Fields within a report represent data mapping between a data source and the template of the report. FlexReport
allows you to add an in-built field as well as a custom field. To add fields in FlexReport, you simply need to use the
Fields group of Insert tab in FlexReportDesigner, and click the desired field and drop it into the report.

You can also create your own custom fields and add them to the Report Designer. Custom fields in FlexReport can be
generated using the C1.Win.FlexReport.CustomFields assembly. This can be done only by registering the assembly
in C1FlexReportDesigner.4.exe.settings.

In the sub-topics, we explain various types of in-built and custom fields, their properties, and how to add them to your
reports. Note that the database used for adding fields is C1NWind.mdb.

Note: The custom fields can only be generated by registering the assembly in FlexReportDesigner (.NET4.0) and
C1FlexReportDesigner.4.exe.settings. It would require the use of the 4.0 versions of the respective controls and
scaling the application to 4.0 .NET framework.

FlexChart フィールド

FlexReportDesigner には、フィールドタイプとして FlexChart フィールド（ベータ）が用意されています。FlexChart フィールド

は、柔軟なデータ連結、複数のチャートタイプ、グループ化、データ集計をサポートし、FlexReport に簡単にデータ視覚化機能

を追加できるようにします。
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FlexChart の詳細については、FlexChart のドキュメントを参照してください。

FlexChartフィールドとデータの連結フィールドとデータの連結

レポートに FlexChart フィールドを追加する場合、下の縦棒グラフの例に示すように、表示するチャートにデータを設定するに

は、チャートをデータに連結する必要があります。次の手順は、FlexReportDesigner アプリケーションで FlexChart フィールド

をデータに連結する方法を示します。

1. C1FlexReportDesigner で新しいレポートを作成します。

2. ［データ］［データ］タブで、メインデータソースを C1Nwind.mdb データベースの Products テーブルと連結します。

3. ［挿入］［挿入］タブで、FlexChart フィールドを選択し、それをヘッダーセクションに挿入します。

4. FlexChart を選択します。

5. プロパティウィンドウで、ChartType ドロップダウンから目的のチャートタイプ（ここでは縦棒グラフ）を設定します。

6. ［Series］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。

7. 系列コレクションエディタで、［追加］ボタンをクリックして系列を追加します。

8. ［Data］に移動し、DataSourceName を Main に設定します。

9. Label を ProductID に設定します。

10. XExpression を ProductID に設定します。

11. YExpression を UnitPrice に設定します。

12. エディタを閉じます。

13. ［プレビュー］をクリックします。
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FlexChartFieldととFlexChartの違いの違い

FlexChartField は、FlexChart からほとんどのプロパティを継承します。ただし、FlexChart フィールドはレポートを作成する場

合に使用されるため、いくつかのプロパティとその特性が FlexChart とは異なります。FlexChart フィールドと FlexChart は連結

のプロパティが異なり、コントロールをデータに連結する際に、この 2 つのコントロールに大きな違いが現れます。次の表に、

FlexChartField（FlexReport）と FlexChart（WinForms）のハイレベルなオブジェクトモデルの違いを示します。

FlexChartField (FlexReport) FlexChart

- AccessibleDescription

- AccessibleName

- AccessibleRole

- AllowDrop

Anchor Anchor

AutoHeight -

AutoWidth AutoWidth

AxisX AxisX

AxisY AxisY

Background BackColor

- BackgroundImage

- BackgroundImageLayout

- Binding

- BindingMode

- BindingX
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Bookmark -

Border -

BodersPlitHorzMode -

BordersSplitVertMode -

- CausesValidation

CategoryGroups -

ChartType ChartType

- ContextMenuStrip

- Cursor

DataLabel DataLabel

- DataMember

- DataSource

- Dock

DataSourceName -

- Enabled

Font Font

Footer Footer

- ForeColor

ForcePageBreak -

- GenerateMember

Header Header

Height -

Hyperlink -

- ImeMode

Left -

Legend Legend

- LegendToggle

- Location

- Locked

- Margin

MarginBottom -

MarginLeft -

MarginRight -

MarginTop -

- MaximumSize
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- MinimumSize

- Modifiers

Options Options

OutlineLabel -

OutlineParent -

- Padding

Palette Palette

PlotMargin PlotMargin

PlotStyle PlotStyle

- RenderMode

RightToLeft RightToLeft

Rotated Rotated

- SelectedIndex

- SelectedMode

- SelectionStyle

Series Series

SeriesGroups -

- Size

- SmoothingMode

SplitHorzBehavior -

SplitVertBehavior -

Stacking Stacking

Tag -

- Text

- ToolTip

Top -

Visible -

Width -

XLabelExpression -

- UseWaitCursor

- Visible

Zorder -

次の表に、系列オブジェクトの比較を示します。

FlexChartField FlexChart

AltStyle AltStyle
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Binding

BindingMode

BindingX

ChartType ChartType

DataMember

DataSource

DataSourceName

Hyperlink

Label

Name

Style Style

SymbolMarker SymbolMarker

SymbolSize SymbolSize

SymbolStyle SymbolStyle

Visibility Visibility

XExpression

Y1Expression

Y2Expression

Y3Expression

YExpression

サポートされているチャートタイプ

FlexReport の FlexChartField では、C1.Chart.ChartType プロパティを使用してチャートタイプを設定できます。面、スプライ

ン面、横棒、バブル、縦棒、散布図、折れ線、折れ線シンボル、スプライン、スプラインシンボル、ローソク足、

HiLoOpenClose、ファンネルの 13 種類のチャートタイプを使用してデータを視覚化することができます。チャートタイプ

は、FlexReportDesigner のプロパティウィンドウで ChartType プロパティを使用して簡単に選択できます。

 

面グラフ面グラフ

面グラフは Y 軸のデータポイント間を接続し、系列と X 軸の間の領域を埋めることで、データ系列を描画します。系列は、それ

ぞれ前の系列の上に表示されます。
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スプライン面グラフスプライン面グラフ

スプライン面グラフは面グラフに似ています。唯一の違いは、直線ではなくスプラインでデータポイント間を接続し、スプライン

で囲まれた領域を塗りつぶすことです。

 横棒グラフ横棒グラフ

Bar charts compare categorical data through the horizontal bars, where length of each bar represents the value of the
corresponding category. Y-axis in these charts is a category axis.横棒グラフは、さまざまなカテゴリの値を比較したり、デー

タ系列内の経時的な変動を表示します。これは、データ系列を同じ色と幅の棒形式の集合として表し、各棒の長さは値によっ

て決定されます。このチャートは、X 軸にプロットされるデータ系列を横棒として表示し、カテゴリまたは項目を Y 軸に配置しま

す。
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Column Chart
Column charts are simply vertical version of bar charts and they use X- axis as a category axis. Though bar charts and
column charts can be used interchangeably, column charts are preferred where number of values is too large to be
accommodated on an X-axis while bar charts are preferred in the case of long category titles which are difficult to fit
on an X-axis or in the case of large number of categories.

バブルチャートバブルチャート

バブルチャートは、2 つの独立した値を組み合わせて、ポイントの y 値とサイズを示します。バブルチャートは、各ポイントの付

加的なデータ値をポイントのサイズを変えて表すために使用されます。Y 配列要素は、デカルト座標位置を決定し（XY プロット

グラフと同様）、Y1 要素値は、各ポイントのバブルのサイズを決定します。ポイントのサイズは、面積または直径に基づいてエ

ンコードできます。
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散布図散布図

散布図は、2 つの値を使用して各データポイントを表します。これは、複数のデータ系列の項目間の関係を表します。このタイ

プのチャートは、予測データや結果データに含まれる集中度のばらつきを強調するために、科学的データを表現するためによ

く使用されます。

折れ線グラフ折れ線グラフ

折れ線グラフは、系列内の異なるデータポイントを直線で接続することで、一定期間の傾向を表示します。これは、さまざまな

データグループ間の値の変化を最も効率よく示す方法です。
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折れ線シンボルグラフ折れ線シンボルグラフ

折れ線シンボルグラフは、折れ線グラフと散布図グラフを組み合わせたグラフです。シンボルを使用してデータポイントをプ

ロットし、データポイント間を線で接続します。

スプライングラフスプライングラフ

スプライングラフは折れ線グラフと似ていますが、直線ではなくスプラインを使用してデータポイント間を接続する点が異なりま

す。特に、曲線フィッティングを使用してデータを表現する際に使用されます。
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スプラインシンボルスプラインシンボル

スプラインシンボルグラフは、スプライングラフと散布図を組み合わせたグラフです。シンボルを使用してデータポイントをプ

ロットし、データポイント間をスプラインで接続します。

ファンネルグラフファンネルグラフ

ファンネルグラフは、1 次元プロセスの連続的な段階を表現します。このチャートは、どの段階にどの程度の割合で値が減少し

ているかが顕著にわかる場所として、プロセス内に潜在的な問題がある領域を特定します。
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株価チャート株価チャート

株価チャートは、指定された株の始値、終値、高値、および安値を表示するために財務アプリケーションで使用されます。株価

チャートには次のようなタイプがあります。

ローソク足チャートローソク足チャート：ローソク足チャートは、特殊な HiLoOpenClose チャートで、横棒グラフと折れ線グラフを合わせた

ような形式で経時的な値の範囲を表します。ローソクと呼ばれるビジュアル要素で構成され、ローソクは胴体、上ヒゲ、

下ヒゲの 3 つの要素から成ります。胴体は始値と終値を表現し、上ヒゲと下ヒゲはそれぞれ高値と安値を表現します。

HiLoOpenClose： HiLoOpenClose チャートは、4 つの独立した値を組み合わせて、系列内のポイントの高値、安値、

始値、および終値を示します。株の高値および安値を表示するほか、Y2 および Y3 配列要素がそれぞれ株の始値お

よび終値を表します。
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Histogram Chart
Histograms are visual representation of data distribution over a continuous interval or certain time period. These
charts comprise of vertical bars to indicate the frequency in each interval or bin created by dividing the raw data
values into a series of consecutive and non-overlapping intervals.

RangedHistogram Chart
Ranged histogram is a modern Excel-like histogram chart that helps visualize frequency distribution on Y-axis, against
ranged X-axis. Like histogram chart type, bins are created by dividing the raw data values into a series of consecutive,
non-overlapping intervals.
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Step Charts
Step charts use vertical and horizontal lines to connect the data points to form a step-like progression. These charts
are generally used to demonstrate the sudden change in data that might occur on irregular intervals and remains
constant till the next change.

StepArea Chart
Step area charts are area charts in which points are connected by vertical and horizontal line segments, that resemble
staircase steps. The area between X-axis and line segment is filled with color or some pattern.
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Step Symbol Chart
Step symbol chart is a slight variation of step chart and is displayed with markers on the data points. These charts are
used when it is required to know the exact data points which have been used to plot the chart.

グループ化と集計

FlexReport では FlexChartField を使用して、FlexReport 内に FlexChart をレンダリングし、その中でグループ化と集計を実

行できます。データのグループ化と集計を行うレポートを作成してみます。

次の図は、データのグループ化と集計が行われる FlexChart フィールドを含む FlexReport を示します。
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FlexChart 内でデータのグループ化と集計を行うレポートを作成するには、次の手順を実行します。

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションで、Report ウィザードウィザードを使用して新しいレポートを作成します。

2. 次の SQL 文文を指定して、レポートをメインデータソースに連結します。

SELECT Categories.*, Categories.CategoryID as CategoryID, Products.* FROM
Categories INNER JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID

3. Header セクションに SubSection を追加し、それに FlexChart フィールドを追加します。

4. プロパティプロパティウィンドウで AxisX を展開し、LabelAngle プロパティの値を -10 に設定します。

5. ［AxisX］→［Style］に移動し、Font プロパティを Arial, 9pt, Regular に、StrokeColor を Olive に、StrokeWidth を 30
に設定します。

6. ［AxisY］に移動し、Font プロパティを Arial, 9pt, Regular に、StrokeColor を Olive に、StrokeWidth を 15 に設定し

ます。

7. Border Color を Black に、Style を Solid に、Width を 10 に設定します。

8. ［CategoryGroups］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。

DataGroup コレクションエディタコレクションエディタが開きます。

9. DataGroup コレクションエディタコレクションエディタで、［追加］［追加］ボタンをクリックしてデータグループを追加し、その GroupExpression を
CategoryID に設定します。

10. エディタを閉じます。

11. ［フッター］→［コンテンツ］に移動し、それを［カテゴリ［カテゴリ/系列別グループ］系列別グループ］に設定します。

12. ［ヘッダー］→［コンテンツ］に移動し、それを［カテゴリ別製品数］［カテゴリ別製品数］に設定します。

13. ［凡例］→［タイトル］に移動し、それを［追加注文レベル］［追加注文レベル］に設定します。

14. ［Series］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。

15. 系列コレクションエディタ系列コレクションエディタで、［追加］［追加］ボタンをクリックして系列を追加します。
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16. ［Data］→［YExpression］に移動し、その値を Count(*) に設定します。

Count(*) によって FlexChartField に集計データを設定しています。

17. エディタを閉じます。

18. ［SeriesGroups］に移動し、その横にある省略符ボタンをクリックします。

19. データグループコレクションエディタデータグループコレクションエディタで、［追加］［追加］ボタンをクリックして系列を追加し、その GroupExpression を
RecordLevel に設定します。

20. エディタを閉じます。

21. ［XLabelExpression］に移動し、それを CategoryName に設定します。

22. ［プレビュー］［プレビュー］ボタンをクリックしてプレビューモードに切り替え、レポートを表示するプレビューモードを開始します。

FlexChartでのナビゲーション

FlexChart field allows navigation to another report, a URL or script via the Hyperlink property of FlexChartField or a
particular Series.

Suppose you want to show Total Orders per Year and monthly sales for a particular year. Both these tasks can
be achieved in FlexReport using FlexChart navigation feature. In one report, the chart shows Total Orders per year and
in the other, the chart shows Sales per Month along with the total orders and amount received every month. If you
click on one series, the report navigates to the chart and pass the year for which Monthly sales are shown.

Let us create a report to navigate from a series to other report, or data within a report.

1. In the FlexReportDesigner application, create two new reports, Orders Report and Sales Report, by
navigating through the Report Wizard.

2. Bind the reports to the Main data source, by specifying the following Sql Statement.
SELECT o.OrderDate, od.Quantity * od.UnitPrice AS OrderItemSum FROM Orders AS o,
[Order Details] AS od WHERE o.OrderId = od.OrderId  

3. Add a parameter, pYear, to the report and set it's DataType to Integer, Prompt to Year, and Value to 2012.
4. Add one FlexChart field in Orders Report and two FlexChart field in Sales Report.
5. Select FlexChart field in Orders Report.
6. In the Properties window, navigate to Series and click the ellipsis button next to it.
7. In the Series Collection Editor, click Add button to add a series data group, navigate to Data|YExpression and

set it's value to Sum(OrderItemSum).
8. Navigate to Hyperlink|LinkTarget and set it to Bookmark.
9. Click the ellipsis button next to the ParameterValues, add a parameter named pYear with =Year(OrderDate)

value, and close the ParametersValues Editor.
10. Set the Hyperlink|Report to Sales Report.
11. Close the Editor.
12. Navigate to SeriesGroups and click the ellipsis button next to it.
13. In the Data Group Collection Editor, click Add button to add a series and set it's GroupExpression to

Year(OrderDate).
14. Close the Editor.
15. Select the first FlexChart field in Sales Report.
16. In the Properties window, navigate to Series and click the ellipsis button next to it.
17. In the Series Collection Editor, click Add button to add a series data group.
18. Navigate to Hyperlink|LinkTarget and set it to Bookmark.
19. Set the Bookmark to =Month(OrderDate).
20. Close the Editor.
21. Navigate to SeriesGroups and click the ellipsis button next to it.
22. In the Data Group Collection Editor, click Add button to add a series and set it's GroupExpression to

Month(OrderDate).
23. Close the Editor.
24. Select the second FlexChart field in Sales Report.
25. In the Properties window, navigate to Series and click the ellipsis button next to it.
26. In the Series Collection Editor, click Add button to add a series data group, navigate to Data|YExpression and

set it's value to Sum(OrderSum).
27. Close the Editor.
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28. Select the Orders Report and click Preview button to switch to the Preview mode to see how FlexChart
navigation works in FlexReport.

テキストフィールド

テキストテキストフィールドは、データを表示するために最もよく使用されるレポートフィールドです。以下を挿入するために使用されます。

データ連結テキストフィールド

非連結（静的）テキストラベル

FlexReportDesigner アプリケーションを使用してデータ連結テキストフィールドを追加するには

1. C1FlexReportDesigner で新しいレポートを作成します。  
2. そのレポートを Products テーブルに連結します。  
3. 製品のテキストフィールド CategoryName が表示されるグループヘッダーを作成します。

4. ［挿入］［挿入］タブに移動し、［テキスト］［テキスト］フィールドアイコンをクリックします。（データソースに連結された）すべてのデータフィールドデータフィールドが

リストされます。    
5. レポートのグループヘッダーセクションに CategoryName データフィールドを追加します。    

6. レポートをプレビュー表示します。

FlexReportDesigner を使用して非連結（静的）テキストラベルを追加するには

1. ［挿入］［挿入］タブに移動し、［テキスト］［テキスト］フィールドアイコンをクリックします。

2. レポートの設計領域で十字線をドラッグして、セクション内にフィールドを表示する範囲を描画します。

3. フィールドをクリックし、ラベルとして表示するテキストを入力します。

RTF フィールド

リッチテキストフォーマット（リッチテキストフォーマット（RTF））フィールドは、書式設定されたテキストを表示するために使用されます。このボタンをクリック

するとメニューが表示されます。そこから、同じレポート定義ファイルに含まれる他のフィールドを選択して RTF 形式で表示で
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きます。これらはデータ連結された RTF フィールドです。

RTF フィールドは、特に差し込み印刷レポートの作成で使用されます。

FlexReportDesigner アプリケーションで RTF フィールドを使用した差し込み印刷を作成するには

1. 新しいレポート C1FlexReportDesigner を作成します。

2. 以下の SQL 文を指定して、Customers および Orders テーブルにレポートを連結します。
SELECT
    Customers.CustomerID, Customers.CompanyName,
    Customers.ContactName, Customers.Address,
    
Customers.City, Customers.Region, Customers.Country, Customers.PostalCode, 
Orders.OrderID, Orders.OrderDate, [Order Subtotals].Subtotal
    
FROM Customers INNER JOIN ([Order Subtotals] INNER JOIN Orders ON [Order 
Subtotals].OrderID = 
Orders.OrderID) ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
    WHERE CompanyName = "Ernst Handel"

3. ［挿入］［挿入］タブから RTF フィールドを追加します。

4. プロパティペインから、背景色を淡色に設定します。

5. Text プロパティを次の式に設定します。
"Dear " + ContactName + "," + vbcrlf + vbcrlf + _
        "Your order for past year totals to " + Format(Subtotal, "Currency") + 
vbcrlf + vbcrlf + _
        "Because you have been such a terrific customer, " + _
        "we decided to credit your account with $0.10. The amount will be 
credited in next 10 days. 
                Your Address for future correspondance is "+"Address" +
        vbcrlf + vbcrlf + _
        "Congratulations!"

6. 次のようにフィールドを配置します。

7. レポートをプレビュー表示します。
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パラグラフフィールド

1 つのフィールド内で複数の書式設定テキスト、データベースフィールド、スクリプト、パラメータ、計算フィールドを使用するに

は、パラグラフパラグラフフィールドの使用が最適です。編集モードのパラグラフフィールドでは、次の操作を行うことができます。

静的テキストを入力します。

［Ctrl］+［Enter］キーを押して新しい行を挿入します。

テキストの任意の部分にフォント/前景色/背景色を設定します。

1 つのフィールド内にテキストと一緒に式（DB フィールド値と同様に）を挿入します。

任意のフィールドで［Alt］+［Enter］キーを押してプロパティを開きます。

任意の式を右クリックし、［式の編集］を選択して式エディタを開きます。
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FlexReportDesigner アプリケーションでパラグラフフィールドを追加するには

1. C1FlexReportDesigner で新しい FlexReport を作成します。

2. それを Products テーブルと連結します。

3. ［挿入］タブからレポートにパラグラフパラグラフフィールドを追加します。

4. パラグラフパラグラフフィールドをダブルクリックして編集モードに入ります。

5. 「Product:」と入力します。

データベースフィールドを挿入するには

1. 編集モードで、パラグラフフィールドを右クリックし、［式の挿入］［式の挿入］を選択します。

2. 式エディタで、［データベースフィールド］［データベースフィールド］ドロップダウンから［ProductID］を選択します。

3. ［完了］［完了］をクリックします。

4. Product:{ProductID} を選択し、リポンを使用して［前景色］［前景色］を緑に設定します。

編集モードで新しい行を変更するには

1. 編集モードで、［Ctrl］+［Enter］キーを押します。

2. 次の行で、静的テキスト「Unit Price is」を入力し、上記の手順を使用して UnitPrice データベースフィールドを挿入しま
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す。

3. {UnitPrice} を太字に設定します。

スクリプトを挿入するには

1. テキスト「UnitPrice is {UnitPrice}」の後に、「We have」と入力します。

2. 右クリックし、［式の挿入］［式の挿入］を選択します。

3. 次のスクリプトを追加します：Iif(UnitsInStock > 0, UnitsInStock, "No")
4. ［完了］［完了］をクリックします。

5. このスクリプト式の後に、静的テキスト「units in stock」を入力します。

6. 編集モードでこのスクリプトを選択し、太字に設定します。

7. ［Ctrl］+［Enter］キーを押します。

8. 新しい行で右クリックし、［式の挿入］［式の挿入］を選択します。

9. 次のスクリプトを入力します：Iif(Discontinued, "This product is no longer available", "") /
10. ［完了］［完了］をクリックします。

11. 上記のスクリプトを選択し、［強調表示色］［強調表示色］を「Orange, Accent 6 Lighter 60%」に、［前景色］［前景色］を赤に設定します。

12. レポートをプレビュー表示します。

チェックボックスフィールド

チェックボックスチェックボックスフィールドは、「はい/いいえ」をビジュアルに表現するために使用されます。チェックボックスフィールドは、デ

フォルトでは右側にテキストが付いた白抜きボックスとして表示されます。このフィールドはブール値を受け取ります。true に評

価されると、チェックボックスにチェックマークが表示されます。

FlexReportDesigner アプリケーションでデータ連結チェックボックスを追加するには

1. C1FlexReportDesigner で新しい FlexReport を作成します。

2. それを Products テーブルと連結します。［Product Name］、［Quantity Per Unit］、[Stock]、［Discontinued］の各

フィールドを選択します。

3. ［挿入］タブから、［チェックボックス］［チェックボックス］フィールドをクリックし、［Discontinued］データフィールドを選択します。

4. そのデータフィールドをレポートの詳細セクション（グループヘッダーの Discontinued ラベルの下）にドロップします。

5. プロパティペインから、CheckAlign を CenterMiddle に設定します。
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6. レポートをプレビュー表示します。

バーコードフィールド

Barcodes in FlexReport let you integrate several industry-standard barcodes in Barcode field, that can be quickly and
easily generated in your reports. Simply drop the Barcode field  on your report, select the barcode symbology,
provide the text, and you are done!

The functionality of barcodes in FlexReport further extended by properties associated with them. The checksums to
the value being encoded are automatically added to eliminate reader errors.
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Barcode Symbology
Barcode symbology specifies the encoding scheme used to convert character data into the pattern of wide and
narrow bars and spaces in a barcode. The following table illustrates the barcode symbology used in FlexReport.

Style Name Example Description

Ansi39 ANSI 3 of 9 (Code 39) uses upper case,
numbers, - , * $ / + %. This is the
default barcode style.

Ansi39x ANSI Extended 3 of 9 (Extended Code
39) uses the complete ASCII character
set.

Codabar Codabar uses A B C D + - : . / $ and
numbers.

Code_128_A Code 128 A uses control characters,
numbers, punctuation, and upper case.

Code_128_B Code 128 B uses punctuation, numbers,
upper case and lower case.

Code_128_C Code 128 C uses only numbers.

Code_128auto Code 128 Auto uses the complete ASCII
character set.  Automatically selects
between Code 128 A, B and C to give
the smallest barcode.

Code_2_of_5 Code 2 of 5 uses only numbers.

Code93 Code 93 uses uppercase, % $ * / , + -, 
and numbers.

Code25intlv Interleaved 2 of 5 uses only numbers.

Code39 Code 39 uses numbers, % * $ /. , - +,
and upper case.
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Code39x Extended Code 39 uses the complete
ASCII character set.

Code49 Code 49 is a 2D high-density stacked
barcode containing two to eight rows
of eight characters each. Each row has a
start code and a stop code. Encodes the
complete ASCII character set.

Code93x Extended Code 93 uses the complete
ASCII character set.

DataMatrix Data Matrix is a high density, two-
dimensional barcode with square
modules arranged in a square or
rectangular matrix pattern.

EAN_13 EAN-13 uses only numbers (12
numbers and a check digit). It takes
only 12 numbers as a string to calculate
a check digit (CheckSum) and add it to
the thirteenth position. The check digit
is an additional digit used to verify that
a barcode has been scanned correctly.
The check digit is added automatically
when the CheckSum property is set to
True.

EAN8 EAN-8 uses only numbers (7 numbers
and a check digit).

EAN128FNC1 EAN-128 is an alphanumeric one-
dimensional representation of
Application Identifier (AI) data for
marking containers in the shipping
industry.
This type of barcode contains the
following sections:

Leading quiet zone (blank area)
Code 128 start character
FNC (function) 1 character which
allows scanners to identify this
as an EAN-128 barcode
Data (AI plus data field)
Symbol check character (Start
code value plus product of each
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character position plus value of
each character divided by 103.
The checksum is the remainder
value.)
Stop character
Trailing quiet zone (blank area)

The AI in the Data section sets the type
of the data to follow (i.e. ID, dates,
quantity, measurements, etc.). There is
a specific data structure for each type
of data. This AI is what distinguishes
the EAN-128 code from Code 128.

Multiple AIs (along with their data) can
be combined into a single barcode.

EAN128FNC1 is a UCC/EAN-128
(EAN128) type barcode that allows you
to insert FNC1 character at any place
and adjust the bar size, etc., which is
not available in UCC/EAN-128.

To insert FNC1 character, set “\n” for
C#, or “vbLf” for VB to Text property at
runtime.

IntelligentMail Intelligent Mail, formerly known as the
4-State Customer Barcode, is a 65-
barcode used for domestic mail in the
U.S.

JapanesePostal This is the barcode used by the
Japanese Postal system. Encodes alpha
and numeric characters consisting of 18
digits including a 7-digit postal code
number, optionally followed by block
and house number information. The
data to be encoded can include
hyphens.

Matrix_2_of_5 Matrix 2 of 5 is a higher density
barcode consisting of 3 black bars and
2 white bars.

MicroPDF417 MicroPDF417 is two-dimensional (2D),
multi-row symbology, derived from
PDF417. Micro-PDF417 is designed for
applications that need to encode data
in a two-dimensional (2D) symbol (up
to 150 bytes, 250 alphanumeric
characters, or 366 numeric digits) with
the minimal symbol size.

MicroPDF417 allows you to insert an
FNC1 character as a field separator for
variable length Application Identifiers
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(AIs).

To insert FNC1 character, set “\n” for
C#, or “vbLf” for VB to Text property at
runtime.

MSI MSI Code uses only numbers.

Pdf417 Pdf417 is a popular high-density 2-
dimensional symbology that encodes
up to 1108 bytes of information. This
barcode consists of a stacked set of
smaller barcodes. Encodes the full ASCII
character set. It has ten error correction
levels and three data compaction
modes: Text, Byte, and Numeric. This
symbology can encode up to 1,850
alphanumeric characters or 2,710
numeric characters.

PostNet PostNet uses only numbers with a
check digit.

QRCode QRCode is a 2D symbology that is
capable of handling numeric,
alphanumeric and byte data as well as
Japanese kanji and kana characters.
This symbology can encode up to 7,366
characters.

RM4SCC Royal Mail RM4SCC uses only letters
and numbers (with a check digit).  This
is the barcode used by the Royal Mail
in the United Kingdom.

RSS14 RSS14 is a 14-digit Reduced Space
Symbology that uses EAN.UCC item
identification for point-of-sale omni-
directional scanning.

RSS14Stacked RSS14Stacked uses the EAN.UCC
information with Indicator digits as in
the RSS14Truncated, but stacked in two
rows for a smaller width.
RSS14Stacked allows you to set
Composite Options, where you can
select the type of the barcode in the
Type drop-down list and the value of
the composite barcode in the Value
field.
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RSS14StackedOmnidirectional RSS14StackedOmnidirectional uses the
EAN.UCC information with omni-
directional scanning as in the RSS14,
but stacked in two rows for a smaller
width.

RSS14Truncated RSS14Truncated uses the EAN.UCC
information as in the RSS14, but also
includes Indicator digits of zero or one
for use on small items not scanned at
the point of sale.

RSSExpanded RSSExpanded uses the EAN.UCC
information as in the RSS14, but also
adds AI elements such as weight and
best-before dates.

RSSExpanded allows you to insert an
FNC1 character as a field separator for
variable length Application Identifiers
(AIs).

To insert FNC1 character, set “\n” for
C#, or “vbLf” for VB to Text property at
runtime.

RSSExpandedStacked RSSExpandedStacked uses the
EAN.UCC information with AI elements
as in the RSSExpanded, but stacked in
two rows for a smaller width.

RSSExpandedStacked allows you to
insert an FNC1 character as a field
separator for variable length
Application Identifiers (AIs).

To insert FNC1 character, set “\n” for
C#, or “vbLf” for VB to Text property at
runtime.

RSSLimited RSS Limited uses the EAN.UCC
information as in the RSS14, but also
includes Indicator digits of zero or one
for use on small items not scanned at
the point of sale.
RSSLimited allows you to set
Composite Options, where you can
select the type of the barcode in the
Type drop-down list and the value of
the composite barcode in the Value
field.
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UCCEAN128 UCC/EAN –128 uses the complete ASCII
character Set. This is a special version of
Code 128 used in HIBC applications.

UPC_A UPC-A uses only numbers (11 numbers
and a check digit).

UPC_E0 UPC-E0 uses only numbers. Used for
zero-compression UPC symbols. For the
Caption property, you may enter either
a six-digit UPC-E code or a complete
11-digit (includes code type, which
must bezero) UPC-A code. If an 11-digit
code is entered, the Barcode control
will convert it to a six-digit UPC-E code,
if possible. If it is not possible to
convert from the 11-digit code to the
six-digit code, nothing is displayed.

UPC_E1 UPC-E1 uses only numbers. Used
typically for shelf labeling in the retail
environment. The length of the input
string for U.P.C. E1 is six numeric
characters.

You can directly insert a barcode field in the FlexReportDesigner using the BarCode property in the Properties
window. You can also use Barcode to set the type of BarCode in the barcode field.

Note that the following barcodes support FNC1 characters:

EAN128FNC1
MicroPDF417
RSSExpanded
RSSExpandedStacked

Barcode Options
The BarcodeOptions provides additional properties for rendering barcodes in FlexReport. Following are the
common properties exposed by BarcodeOptions:

BarDirection: Lets you select the barcode's direction, horizontally or vertically. The available options are
LeftToRight, RightToLeft, TopToBottom, and BottomToTop. The direction of barcode can also be
set using BarDirectionEnum.
CaptionGrouping: Lets you split the text of the caption into groups for the barcode types it supports. Its value
is either True or False.
CaptionPosition: Lets you select the caption's vertical position relative to the barcode symbol. The available
options are None, Above, and Below.
CheckSumEnabled: Determines whether a checksum of the barcode will be computed and included in the
barcode when applicable.
TextAlign: Lets you select the caption text alignment. The available options are Left, Center, and Right.
SupplementNumber: Lets you specify the supplement for the barcode data, supplement is 2 or 5 digit for EAN
or UPC symbologies.
SizeOptions:

BarHeight: Specifies the height of a barcode in twips.
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ModuleSize: Specifies the module (narrowest bar width) of a barcode in twips.
NarrowWideRatio: Specifies the ratio between the width of narrow and wide bars.
SizeMode: Specifies the sizing mode of a barcode. The options available are:     

Normal: Keeps the size of a barcode same as the original size.
Scale: Scales the barcode image to take as much field area as possible. Different type of
barcodes are scaled in different ways; for example, in Bar type barcodes like Code128, the height
is increased and in barcodes such as Matrix, Rss, and Composite, height and width get scaled
proportionally.

SupplementSpacing: Specifies the spacing between the main and the supplement barcodes.

Other options exposed by BarcodeOptions corresponding to different barcode styles are as follows:

Code49:

Grouping: Lets you use grouping in the barcode. Its value is either True or False.
Group: Obtains or sets group numbers for barcode grouping. Its value is between 0 and 8.

DataMatrix:

EccMode: Lets you select the ECC mode. The possible values are ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, or
ECC200.
Ecc200SymbolSize: Lets you select the size of the ECC200 symbol. The default value is SquareAuto.
Ecc200EncodingMode: Lets you select the ECC200 encoding mode. The possible values are Auto, ASCII, C40,
Text, X12, EDIFACT, or Base256.
Ecc000_140SymbolSize: Lets you select the size of the ECC000_140 symbol.
StructuredAppend: Lets you select whether the current barcode symbol is part of structured append symbols.
StructureNumber: Lets you specify the structure number of the current symbol within the structured append
symbols.
FileIdentifier: Lets you specify the file identifier of a related group of structured append symbols. The valid file
indentifier value should be within [1,254]. Setting file identifier to 0 lets the file identifier be calculated
automatically.

GS1Composite:

Type: Lets you select the composite symbol type. Its value can be None or CCA. CCA (Composite Component -
Version A) is the smallest variant of the 2-dimensional composite component.
Value: Gets or sets the CCA character data.

MicroPDF417:

CompactionMode: Lets you select the type of CompactionMode. The possible values are Auto,
TextCompactionMode, NumericCompactionMode, or ByteCompactionMode.
FileID: Lets you specify the file id of the structured append symbol. It takes the value from 0 to 899.
SegmentCount: Lets you specify the segment count of the structured append symbol. It takes the value from 0
to 99999.
SegmentIndex: Lets you specify the segment index of the structured append symbol. It takes the value from 0
to 99998 and less than the value of segment count.
Version: Lets you select the symbol size. The default value is ColumnPriorAuto.

PDF417:

Column: Lets you specify the column numbers for the barcode.
Row: Lets you specify the row numbers for the barcode.
ErrorLevel: Lets you specify the error correction level for the barcode.
Type: Lets you select the type of PDF417 barcode. The available types are Normal and Simple.

QRCode

Model: Lets you select the model of QRCode. The available models are Model1 and Model2.

FlexReport for WPF  

86 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



ErrorLevel: Lets you select the error correction level for the barcode. The available options are Low, Medium,
Quality, and High.
Version: Lets you specify the version of the barcode.
Mask: Lets you select the pattern used for masking barcode. In order to make sure QRCode being successfully
read, mask process is required to balance brightness. The options available are Auto, Mask000, Mask001,
Mask010, Mask011, Mask100, Mask101, Mask110, and Mask111.      
Connection: Lets you select whether connection is used for the barcode. It takes the value True of False.
ConnectionNumber: Lets you specify the connection number for the barcode. It takes the integer value
ranging from 0 to 15.

RssExpandedStacked:

RowCount: Lets you specify the number of stacked rows.

The quiet zones for barcodes can be specified easily by using MarginBottom, MarginLeft, MarginRight, and
MarginTop properties in the Property pane of the FlexReportDesigner.

計算フィールド

生データを使用しないフィールドを作成するには、計算計算フィールドが最適です。計算フィールドには、実行時に評価される式が

設定されます。これらの式を使用して、データベースに保存されていないデータ値を生成します。

定義済み計算フィールドの追加定義済み計算フィールドの追加

計算フィールドのドロップダウンには、定義済みの式がいくつか用意されています。FlexReportDesigner アプリケーションを使

用して定義済みの計算フィールドを追加するには

1. C1FlexReportDesigner で新しい FlexReport を作成します。

2. ［挿入］［挿入］タブから、ページフッターセクションに ［作成日］と［ページ n/m］の 2 つの計算フィールドを追加します。

3. 設計領域で、これらの計算フィールド内の式を確認します。

4. レポートをプレビュー表示します。
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カスタム計算フィールドの追加カスタム計算フィールドの追加

FlexReportDesigner アプリケーションで、計算フィールドを定義し、そのフィールドを追加するには

1. 新しいレポートを作成します。  
2. そのレポートを Orders Details テーブルに連結します。    
3. グループヘッダーで、合計価格のラベルを表示するためのテキストテキストフィールド Total を追加します。

4. ［データデータ］タブに移動し、メインデータソースを右クリックして、［計算フィールドの追加計算フィールドの追加］を選択します。VBScript エディエディ

タタが表示されます。

5. VBScript エディタエディタで、次の式を記述します。

Quantity*UnitPrice
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6. 前述した計算フィールドを次のようにドロップします。

7. レポートをプレビュー表示します。

図形フィールド

Shape Fields are used to display line, isosceles triangle, right triangle, rectangle, ellipse, arc and pie in the report. The
shape fields can help highlight sections in FlexReport, and create tables, flow-diagrams, grids etc.

To add a Shape (or Rectangle) field using the FlexReportDesigner application:

1. Go to the Insert tab and click the Rectangle field icon .
2. Click the mouse to mark one corner, and drag the mouse to position the opposite corner.
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3. Improve the look of the border of shape by using the Border group on the ribbon under Home tab. Or simply
change the Border color, Border style and line width properties from Properties window in the FlexReport
Designer.

4. Preview the report.

Types of Shapes in Report
Learn about the different types of shapes provided by the Shape field in the FlexReport Designer:

Shapes Snapshot Description

Line Add lines with any line slant (up or down).

 

 

Rectangle Add rectangle shape to the report.

Isosceles Triangle Add Isosceles triangle shape to the report.
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Right Triangle Add right triangle shape to the report.

Ellipse Add elliptical shape to the report.

Pie Add pie shape to the report with
different start angle and sweep angle.

Arc Add arcs to the report, be it closed or open
arc, with different start angle and sweep
angle.

None No shape selected.

Highlight Report Sections
Let's say, you want to highlight the Product Name field in the Product Report obtained from the QuickStart using
shape fields.

FlexReport lets you set rules for defining visibility of the shapes or rectangles in the expressions. For example, to
enclose the Product names in rectangular shape when the Reorder Level is less than the Units in Stock, you can enter
script code directly into the VBScript Editor of the Detail section's OnPrint property. Complete the following steps:

1. Select Detail from the Properties window drop-down list in the Designer. This reveals the section's available
properties.

2. Click the ellipsis next to the OnPrint property, to open VBScript Editor.
3. In the VBScript Editor, simply type the following script:

The following screen capture shows a section of the report with the special effects. You can observe the rectangles
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over the product names that fulfill the condition.

 

Create Flow Diagrams
FlexReport lets you generate flow diagrams, tables and grids, You can use the ShapeField type and the
Border.CornerRadius property on various fields in the report.

For example, the snapshot below shows the preview of the Shapes.flxr flexreport located at
..\Documents\ComponentOne
Samples\WinForms\v4.5.2\FlexReport\CS\FlexReportExplorer\FlexReportExplorer\Reports\Controls.
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As you can observe different shapes have been used to enclose the items in the flow diagram, such as rectangles (with
rounded corners) and lines (slanted up or down).

Let's see how to add a simple line shape to the report using the FlexReport Designer app.
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サブレポートフィールド

サブレポートサブレポートフィールドは、レポートにサブレポートを挿入するために使用されます。サブレポートは、別のレポート（メインレポート）の

フィールド内に配置された通常のレポートです。サブレポートは、通常、メインレポート内の現在の値に基づく詳細情報をマスター/詳
細関係として表示する目的で設計されます。

次の例では、メインレポートにはカテゴリが表示され、詳細セクション内のサブレポートには現在のカテゴリに対する製品の詳細が表

示されます。
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Categories テーブルと Products テーブルに基づくマスター/詳細レポートを作成するには、カテゴリレポート（マスタービュー）と製品

レポート（詳細ビュー）を作成する必要があります。

手順手順 1：マスターレポートの作成：マスターレポートの作成

1. FlexReport ウィザードウィザードを使用して、基本レポート定義を作成します。

1. Northwind データベース（ComponentOne Samples\Common フォルダの C1NWind.mdb）から Categories テーブ

ルを選択します。

2. レポートに CategoryName および Description フィールドを挿入します。

2. C1FlexReportDesigner アプリケーションで、［設計］［設計］ボタンをクリックして、レポートの編集を開始します。

3. ページヘッダーおよびヘッダーセクションの Visible プロパティを False に設定します。

4. 詳細セクションで、DescriptionCtl を選択し、それを CategoryNameCtl の真下に移動します。

5. プロパティペインを使用して、外観の設定（Background）を変更します。

6. ［プレビュー］［プレビュー］ボタンを選択すると、カテゴリレポートは次の図のように表示されます。
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手順手順 2：詳細レポートの作成：詳細レポートの作成

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションで［新しいレポート］［新しいレポート］ボタンをクリックし、FlexReport ウィザードウィザードを使用して基本レ

ポート定義を作成します。

1. C1NWind データベースから Products テーブルを選択します。

2. レポートに、ProductName、QuantityPerUnit、UnitPrice、UnitsInStock、および UnitsOnOrder フィールドを挿入

します。

2. Report Designer で、［設計］［設計］ボタンをクリックして、レポートの編集を開始します。

1. ページヘッダーおよびヘッダーセクションの Visible プロパティを False に設定します。

2. 詳細セクションで、ヘッダーのラベルに合わせてコントロールを配列します。プロパティペインを使用して、外観の設定を

変更します。

手順手順 3：サブレポートフィールドの作成：サブレポートフィールドの作成

現在、C1FlexReportDesigner アプリケーションには、Categories Report と Products Report の 2 つのレポートがあります。次の

手順では、サブレポートを作成します。

1. Designer の［レポート］リストから、［［Categories Report］］（マスターレポート）を選択します。

2. 設計モードで、［挿入］［挿入］タブの［フィールド］［フィールド］グループから［サブレポート］［サブレポート］アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューか

ら［［Products Report］］を選択します。

3. レポートの詳細セクションで、マウスポインタをクリックおよびドラッグして、サブレポートのフィールドを作成します。
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手順手順 4：サブレポートとマスターレポートのリンク：サブレポートとマスターレポートのリンク

マスター/詳細関係は、サブレポートフィールドの SubreportFilter プロパティで制御します。このプロパティには、フィルタ条件として

評価されてサブレポートのデータソースに適用できる式を設定する必要があります。

Report Designer では、この式を自動的に作成できます。次の手順を実行します。

1. サブレポートフィールドを右クリックし、メニューから［サブレポートのリンク］［サブレポートのリンク］を選択します。

    

［サブレポートのリンク］［サブレポートのリンク］ダイアログボックスが表示されます。ここで、リンク先のフィールドを選択できます。

    

設計領域のサブレポートフィールドは次のように表示されます。
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2. フィールドを選択して［［OK］］をクリックすると、Report Designer はリンク式を作成し、その式をサブレポートフィールドの

SubreportFilter プロパティに割り当てます。この例では、式は次のようになります。

"[CategoryID] = '" & [CategoryID] & "'"

マップカスタムフィールド

FlexReport は、高い拡張性を持つカスタムフィールドアーキテクチャを使用してマップフィールドをサポートします。以下のト

ピックでは、FlexReportDesigner アプリケーションを使用してレポート内のマップフィールドをカスタマイズする方法を説明しま

す。

FlexReportDesigner アプリケーションでマップカスタムフィールドの使用を開始するには、次の手順を実行します。

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションを実行します。

2. C1FlexReportDesigner ツールバーにマップアイコンがあることを確認します。アイコンがない場合

は、C1FlexReportDesigner.4.exe.settings ファイルの <customfields> セクションに次の行を追加する必要がありま

す。

  

<customfields>
    <item 
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value="C1.Win.FlexReport.CustomFields.4.5.2;C1.Win.FlexReport.CustomFields.Map" 
/>
</customfields>

 
3. 新しいレポートを作成するか、既存のレポートを開きます。例については、「クイックスタートクイックスタート」を参照してください。

4. マップアイコンをクリックし、レポートまでドラッグしてマップフィールドを追加します。

これで終わりです。マップフィールドには主に次の要素があります。

C1FlexReport 定義にマップフィールドが含まれ、レポートが非同期に生成されると、マップフィールドを C1FlexViewer コン

トロールに表示することができません。この回避策として、C1FlexViewer.UseAsyncRendering プロパティを False に設

定してください。

Map Custom Field Properties
FlexReportDesigner allows you to set important properties of the Map custom field. The Properties tab on the left-
hand side displays properties for custom map field, such as Layers, Tracking, Styles, Spatial Locations and Legends.

Layers

The main part of a map is the tile layer which provides raster graphics representing the Earth surface or part of it, and
zero or more layers representing spatial data.

The tile layer is specified by the TileSource property. It may be set to a VirtualEarth tile source (road, aerial, or hybrid).
The tile source may be set to "none" in which case no tiles will be drawn on the map. This may be useful especially
when other layers such as KML provide enough data for the map visualization.

Note that unless the tile source is "none", the tiles are loaded from a network location when the report runs, which may
slow things down considerably.

Except for the tile layer, all other layers are contained in the Layers collection. Currently, three layer types are
supported as described below:

Points Layer: A points layer allows to show spatial data as points on the map. A marker is drawn for each record
of the data source. A marker's location is specified either by a Longitude/Latitude pair, or by a MapLocation, as
described in Spatial Locations. The following points describe important aspects of the points layer.

Data access: when a points layer is processed at run time, the record source (either the layer's
own DataSource if specified, or the report's data source filtered by the current group) is looped through,
and a mark is drawn for each data record.
Visual Styles: the way point markers look is determined by the applied marker style. A points layer
provides a default MarkerStyle property that allows to specify markers' shape, color and so on.
Additionally, a MarkerStyleExpr expression may be specified, in which case at runtime it will be
evaluated for each data record, and if a matching marker style is found in the MarkerStyles collection of
the current map, or failing that of other maps in the report, that style will be applied instead of the
default. (As described above, a style expression should evaluate to a string matching a style name in the
styles collection.)
Clustering: when several point markers are located close to one another they may be "clustered"
together into a single marker. That marker always shows the number of clustered point markers it
represents. The visual style of the cluster marker may differ from the style of the point markers, and may
even vary depending on the number of points it represents. Cluster styles are specified by the points
layer's ClusterStyles collection, if more than one styles are provided the specific style is determined by
the cluster size. Relevant points layer properties are: ClusterDistance, ClusterDistribution and
ClusterStyles.
Tracking: if the Track property is True, automatic centering and zooming includes all layer's points.

Lines Layer: A lines layer is used to draw a straight line between two points for each data row on the map.
Spatial location for each point may be specified in the same manner as for the Points Layer: either with two
Longitude/Latitude pairs (one for each end of the line), or with two MapLocations used to request locations
from an online service. The following points describe important aspects of the lines layer.
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Data access: as with the points layer, a lines layer allows to specify its own DataSource, or uses the
report's record source filtered by the current group.
Visual Styles: styles are handled much in the same manner as with points layers, but instead of
MarkerStyles, the LineStyles collection is used.
Tracking: if the Track property is True, automatic centering and zooming includes all layer's lines.

KML Layer: KML (Keyhole Markup Language) is an XML based language that allows to describe various
geographic information. For more info on KML, see Keyhole Markup Language. A KML layer allows to load into
the map and show a local or Web-based KML file. This layer renders a KML (Keyhole Markup Language) or KMZ
(compressed KML) file on the map. The file name is specified by the KmlFileName property on the layer. The
file may be loaded from a URL, from a local disk file, or embedded in the report. If the file is not embedded
(EmbedKmlFile is False), and the directory is not specified, the file is loaded from the directory containing the
report definition.

KML item expressions: when a KML layer is rendered, items present in the KML file are processed in
sequence. As each item is loaded, several expressions specified on the layer are evaluated allowing to
control the process - for example, only load certain items based on various criteria, or modify items'
visual attributes. Additionally, if a DataSource is specified for the KML layer, the data may be filtered for
each KML item prior to evaluating the item expressions. Following is a detailed explanation of the
properties involved in evaluating KML item expressions. Note that in all those expressions, the special
variable kmlItemName may be used, and refers to the KML item name that is currently being processed.
ItemFilterExpr: if (and only if) a DataSource is specified on the KML layer, this filter is applied to the
retrieved data prior to evaluating other expressions. For example, if the layer's record source contains a
Country field, and the KML file includes country items, the following filter:
kmlItemName=Country
will ensure that for each KML item, other item expressions will evaluate with data corresponding to the
current item's country.
ItemTrackExpr: if specified, determines whether an item is used to automatically center/zoom the map.
If left empty, true is assumed.
ItemVisibleExpr: if specified, determines an item's visibility. If left empty, true is assumed.
ItemStyleExpr: if this expression evaluates to a valid style name in the KmlItemStyles collection (of the
current or any other Map in the report), this style is applied to the item. This may be used for instance to
fill different states with different colors depending on a data value such as orders total for that state.
ItemStyle.ItemNameExpr: the KML item style itself contains one calculated property, the item's name.
This allows to suppress the name rendered on the map, or replace it with report data (such as orders
total).

Tracking

The map shown by a Map field can automatically center and zoom in on the data shown on the map. This behavior is
determined by two factors:

The AutoCenter and AutoZoom properties' values specified for the whole Map field, together with several
related properties fine-tuning the automatic centering and zooming (AutoZoomPadLon, AutoZoomPadLat,
MaxAutoZoom, RoundAutoZoom).
The spatial data represented by the layers, provided that data is "tracked". Tracking (such as whether or not a
particular piece of spatial data should be used for automatic centering and zooming) is determined by the
layer's Track property. Additionally, for KML layers an expression may be specified which will determine whether
a specific KML item should be tracked or not.

Styles

Visual attributes of map elements are mostly defined by styles. There are several types of styles (point marker styles,
line styles and KML item styles); the applicable type is determined by the context, such as points layers use point
marker styles, lines layers use line styles, and so on. Usually a style may be specified as a data driven expression (so that
the actual style depends on run time data), with a fallback style used by default. How style expressions are specified
and evaluated is described next.

The Map custom field contains 3 style collections:
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MarkerStyles
LineStyles
KmlItemStyles

These styles are available to all layers defined on the Map, and also to other Map fields in the current report. The styles
in each collection are addressable either by index or - preferably - by name (using the Name property). When a style
expression evaluates to a string, that string is used to search for a matching style, first in the current map and if that
fails, in all other maps on the current report (only matching type styles are searched; for example, only MarkerStyles
collections are searched for a point marker style, and so on).

Spatial Locations

Points and lines layers provide two different ways to specify spatial locations for the data:

As a pair of expressions that evaluate to a longitude/latitude pair at run time. Typically these would directly
reference corresponding data fields (longitude and latitude) stored in the data source.

As a MapLocation, an expression (or a list of expressions) that evaluates to a string that can be used to retrieve
the corresponding spatial location using an external online service (Google Maps). If the specified MapLocation
contains semicolons, it is treated as a list of semicolon-delimited expressions, each of which is evaluated
separately and then combined to use as the query. A typical MapLocation could look like this:

"Address;City;PostalCode;Country"

which would fetch Address, City, PostalCode, and Country fields from the data source and then combine them to
query the external service.

Note that using MapLocation may be very time consuming due to Internet access. Hence by default the
retrieved spatial data is stored in a local disk file. The path to that file is specified by the Map.GeoCachePath
property. By default the file's name is "geocache.xml", and it is stored in the same directory as the report
definition. Disabling geo-caching is not recommended.

Legends

A map can have several associated legends, rendered within its bounds. To facilitate placing a legend outside the map's
bounds, the legend can be associated with any map field in the report, so you can add an empty map field just to hold
a legend describing another map.

Legends are contained within the Legends collection of the Map field. To add a legend, add an item to that collection.
The location of a legend within its map's bounds is determined by the LegendAlignment property. Orientation
determines whether items within the legend are placed vertically (default) or horizontally. Several other properties
allow to fine-tune the way the legend looks.

Items within the legend are represented by the Items collection. That collection may be populated automatically with
data from non-KML layers of the current map, if the Automatic property of the legend is set to True. In that case the
Items collection cannot be edited. Otherwise, the legend items must be added manually.

The following types of legend items are supported:

LegendLayerStyleItem: represents a layer style. The designer allows to select an existing layer or style
represented by the legend item. Depending on the selected layer style, the legend item may represent a point
marker (for points layers/styles), a line (for line layers/styles) or a color swatch (for KML item styles).
LegendColorSwatchItem: represents an arbitrary color swatch.
LegendTextItem: represents arbitrary text.

Adding Map Fields
Now that you familiar with the basics of the custom map field, let us see how to add a map field to a report depicting
the summary of Employees, Suppliers, and Customers by City.

Complete the following steps:
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1. Create the base report.

Add a new report in the designer, with C1NWind.mdb as the data source, with the following SQL query:
Customers and Suppliers by City

2. Add the main map.

You'll add the map to the report's header:

Make some room for the map by dragging the header's bottom edge down in the report designer.
Click on the Map custom field icon and drag it onto the header.
   

3. Adjust the map's properties.

Set the map's properties as follows (only non-defaults are shown here):

AutoCenter: False
AutoZoom: False
CenterLatitude: 10
CenterLongitude: 15
ShowScale: True
TileSource: VirtualEarthAerial
ZoomLevel: .55
   

4. Add Layers.

Click ellipsis button next to Layers collection to open LayerBase Collection Editor. Add Members 'Employees',
Suppliers', and 'Customers', select the data source and set their marker style and map location properties.

FlexReport for WPF  

102 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



Note that you need to add a data source every time before you add a member to the LayerBase Collection
Editor as each member uses different data source.

The design area looks like the following image:
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5. Preview the report.
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SuperLabel カスタムフィールド

SuperLabel フィールドは、レポートに HTML テキストを挿入するために使用されます。 FlexReport supports SuperLabel
fields using its extensible custom field architecture. In the following sections, you'll see how you to
customize SuperLabel fields in reports using the FlexReportDesigner application. The SuperLabel custom field uses
three assemblies, C1.Win.FlexReport.CustomFields, C1.Win and C1.Win.SuperTooltip, which should be in the same folder
as the FlexReportDesigner app.

To start using the SuperLabel custom field in the FlexReportDesigner application, complete the following steps:

1. C1FlexReportDesigner アプリケーションを実行します。
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2. C1FlexReportDesigner ツールバーにマップアイコンがあることを確認します。アイコンがない場合

は、C1FlexReportDesigner.4.exe.settings ファイルの <customfields> セクションに次の行を追加する必要がありま

す。

  

<customfields>
    <item 
value="C1.Win.FlexReport.CustomFields.4.5.2;C1.Win.FlexReport.CustomFields.Map" 
/>
</customfields>

 
3. 新しいレポートを作成するか、既存のレポートを開きます。例については、「クイックスタートクイックスタート」を参照してください。

4. マップアイコンをクリックし、レポートまでドラッグしてマップフィールドを追加します。

これで終わりです。マップフィールドには主に次の要素があります。

マップカスタムフィールドで作成したレポートに SuperLabel フィールドを追加してみます。

1. レポートを開きます。

2. ページヘッダーの Visible プロパティを True に設定します。

3. SuperLabel フィールドをレポートのページヘッダーセクションにドロップします。

4. プロパティペインで、Text プロパティを次のテキストに設定します。

SuperLabel.Text

<html><body><font color="Red">Customers and Suppliers by City</font></body>
</html>

5. デザイナには、SuperLabel フィールドが次のように表示されます。
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6. レポートをプレビュー表示します。
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パラメータ

パラメータは、どのようなレポートでも重要な要素です。パラメータは、レポートに渡されたデータを操作することで、挿入される

データに影響を及ぼします。パラメータを使用して、データのデフォルト値を変更したり、データにフィルタを適用することができ

ます。また、複数値パラメータを使用して、複数の値を選択することもできます。

FlexReport のパラメータコレクション C1FlexReport.Parameters でパラメータを定義して、タイプ、キャプション、デフォルト

値、有効な値などを指定できます。

C1FlexReport.Parameters コレクションでパラメータとして定義される各要素は、ReportParameter クラスのインスタンスで

す。これは次のプロパティを持ちます。

プロパティプロパティ 説明説明

Nullable このパラメータの値を Null にできるかどうかを示す値を取得または設定します。複数値パラ

メータの場合は、true にできません。

AllowBlank このパラメータの値を空の文字列にできるかどうかを示す値を取得または設定します。

DataType が String でない場合は無視されます。

MultiValue これが複数値パラメータ（値のセットを受け取ることができるパラメータ）であるかどうかを示す

値を取得または設定します。

Hidden このパラメータをユーザーに非表示にする（ただし、サブレポート、ドリルスルーレポートなどで

プログラミングによって使用することは可能）かどうかを示す値を取得または設定します。

Prompt パラメータ値の入力を求める際にエンドユーザーに表示されるプロンプトを取得または設定し

ます。

Value パラメータ値を取得または設定します。MultiValue が true の場合は、Value に配列を指定で

きます（この場合は、すべての項目が同じ項目タイプを持つ必要があります）。

DataType パラメータのデータタイプを取得または設定します。

AllowedValuesDefinition このパラメータの許容値のリストを定義する AllowedValuesDefinition を取得します。許容値

は、AllowedValuesDefinition.Values プロパティを使用して静的リストとして指定するか、

AllowedValuesDefinition.Binding プロパティを使用してレポートのデータソースの 1 つに連

結された動的リストとして指定できます。

Binding Data to Parameters in Multiple Data Source Report
Binding data to parameters defines the valid values for the report parameters (elements in
the C1FlexReport.Parameters collection). The
ReportParameter.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName property indicates the data source which is
used to build the list of possible values in the parameters. The following code illustrates how to bind data to the
parameters in a report with multiple data sources.

// このデータソースを使用してデータソースとパラメーターを追加します
DataSource mds = rep.DataSource;
DataSource ds = new DataSource();
ds.Name = "CategoriesDS";
ds.ConnectionString = mds.ConnectionString;
ds.RecordSource = "select * from categories";
ds.DataProvider = DataProvider.OLEDB;
rep.DataSources.Add(ds);
mds.RecordSource = "select * from products where categoryid = [CategoryParam]";
ReportParameter rp = new ReportParameter();
rp.DataType = Doc.ParameterType.Integer;

C#
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rp.Prompt = "Category";
rp.Name = "CategoryParam";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.DataSourceName = "CategoriesDS";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.ValueExpression = "CategoryID";
rp.AllowedValuesDefinition.Binding.LabelExpression = "CategoryName";
rep.Parameters.Add(rp);
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ExpressionEditorを使用したVBスクリプト

VBScript 式は、レポートのコンテンツを取得、計算、表示、グループ化、ソート、フィルタ、パラメータ化、および書式設定する

ためにレポート定義内で広く使用されます。いくつかの式は自動的に作成されます。たとえば、ツールボックスからフィールドを

レポートのセクションにドラッグすると、テキストボックスにそのフィールドの値を取得する式が表示されます。ただし、ほとんど

の場合、レポートに機能を追加するには独自に式を作成する必要があります。

VBScript の式と文には次の違いがあります。

Expressions return values, you can assign them to things like Field.Text, for example:式は値を返します。これを

Field.Text プロパティなどに割り当てることができます。

 Field1.Text.Expression = "iif( 1=1, 1+2, 1+3 )"
Statements don't return values. You can assign them to event properties like OnFormat. For example:文は値を

返しません。OnFormat などのイベントプロパティに割り当てることができます。次に例を示します。

c1FlexReport.OnOpen = "if 1=1 then msgbox("OK!!!") else msgbox("ooops")"

C1FlexReport は VBScript を使用して、計算フィールドの式を評価したり、レポートイベントを処理します。

VBScript は完全な機能を備えた言語で、C1FlexReport の式を記述する際は、VBScript のすべてのメソッドと関数にアクセス

できます。VBScript 言語の組み込みの機能については、Microsoft Developer's Network (MSDN) を参照してください。

新しい VBScript エディタでグローバルスクリプトを記述できます。このエディタを使用して、レポート全体からアクセス可能な

VBScript の関数やサブルーチンを定義できます。VBScript エディタに直接アクセスするには、F7 を押します。エディタを閉じ

て変更を保存するには、ショートカット Ctrl+W を使用します。エディタ内で、スクリプトを切り替えたり、フォントや色などのオプ

ションを変更することができます。また、構文チェック、定義済み VBScript 関数、再編成されたスクリプト関数などの高度な機

能を使用して、直感的なスクリプティングを簡単に行うことができます。

［VBScript エディタエディタ］オプションを使用してグローバルスクリプトを記述するには

1. C1FlexReportDesigner の［ホーム］タブに移動します。

2. ［VBScript エディタエディタ］をクリックし、次の例のようなグローバルスクリプトを記述します。

        function Backcolor()
        Detail.Backcolor=rgb(255,0,0)
        end function

次のように、C1FlexReportDesigner の GlobalScripts プロパティを使用してグローバルスクリプトを記述することもできま

す。

1. グローバルスクリプトを記述するレポートを選択します。

2. レポートの GlobalScripts プロパティに移動し、省略符をクリックします。これで、［［VBScript エディタ］エディタ］ダイアログボック

スが開きます。

3. 上のように、VBScript エディタエディタでグローバルスクリプトを記述します。                                   
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これで、レポート全体から使用できるグローバル関数 'Backcolor()' が定義されます。

The VBScript Editor has the following additional features:

VBScript エディタには、次の追加機能があります。

IntelliSense：VBScript エディタがサポートするスクリプトの自動コード補完プロンプトを提供します。VBScript エディタ

の IntelliSense には、次の機能があります。

IntelliSense ウィンドウには、使用可能な語の状況依存リストと共に、VBScript 関数およびキーワードに関する

詳細なヘルプが小さなツールチップまたはヘルプウィンドウに表示されます。詳細ヘルプ内の斜体フォントは、

基本的に、現在の項目が属するカテゴリを示します（VBScript 関数、C1FlexReport 集計スクリプト関数、.NET
オブジェクトプロパティなど）。

DataSource.Filter の編集時、エディタは「式エディタ式エディタ - DataSource.Filter」として開かれ、IntelliSense には、エ

ディタで使用できるキーワードまたは関数と、対応するヘルプが表示されます。

IntelliSense エントリに関連付けられているアイコンは、エントリのタイプを示します。アイコンのカラーパレット

は、VBScript、レポート組み込み要素、DataSource.Filter によって異なります。

ユーザーがキー入力し、Intellisense ウィンドウが開くと、入力された文字に基づいてリストがフィルタ処理され

ます。たとえば、「t」と入力すると、文字「t」を含む語だけが表示され、「te」と入力すると、「te」を含む語にさらに

絞り込まれます。

IntelliSense ウィンドウでバックスペースキーを押すと、最後のフィルタを元に戻します。

角かっこ（[）キーを押すと、使用可能なデータベースフィールドのリストが表示されます。

レポート、フィールド、セクションなどのオブジェクトの名前の後にピリオド（.）キーを押すと、そのオブジェクトで

使用できる .NET プロパティが表示されます。
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［Ctrl］+［J］キー、［Ctrl］+［Space］キー、または文字以外のキーの後に文字キーを押すと、使用可能な

VBScript 関数、キーワードなどのリストが状況に応じて表示されます。

分割ウィンドウ分割ウィンドウ：同じ VBScriptEditor 内で 2 つの同じまたは異なるスクリプトを表示または記述できます。デフォルトで

は、VBScript エディタは単一ウィンドウで開きます。

分割ウィンドウに切り替えるには分割ウィンドウに切り替えるには

分割ウィンドウモードに切り替えるには、分割ウィンドウグリフをクリックして下へドラッグすると、上部にもう 1 つエディ

タが開きます。ウィンドウのサイズは、ウィンドウ間の分割線をドラッグして変更できます。

単一ウィンドウに戻るには単一ウィンドウに戻るには

ウィンドウの右上隅にある［x］グリフをクリックすると、上側のウィンドウが閉じられ、分割モードがオフになり、下側の

ウィンドウがズームアウトします。リボンボタンの有効/無効の状態は、現在のウィンドウによって決まります。現在の

ウィンドウは、薄緑のキャプションバーで示されます。分割ウィンドウモードには、次の追加機能があります。

［［F6］］キーを押すと、2 つのウィンドウを切り替えることができます。

分割ウィンドウグリフまたは分割線を上側のウィンドウの上部までドラッグすると、分割ウィンドウモードの上側

のウィンドウを非表示にできます。

VBScript エディタエディタの［グローバルスクリプト］［グローバルスクリプト］ドロップダウンは、以前にレポートでグローバルスクリプトを定義した場合に

のみ有効になります。

C1FlexReport は、追加のオブジェクト、変数、および関数を公開することで、VBScript を拡張します。以下のセクションで

は、これらの拡張機能について説明します。

VBScript の要素の要素

次の表に、VBScript の要素、オブジェクト、および変数を示します。

演算子演算子

次の表に、VBScript の演算子を一覧します。

演算子演算子 説明説明

And 2 つの式の論理積を実行します。

Or 2 つの式の論理和を実行します。

Not 式の否定を求めます。

Mod 2 つの数値で割り算を実行し、余りだけを返します。

予約シンボル予約シンボル

次の表に、VBScript の予約シンボルとそれらの使用方法を一覧します。

キーワードキーワード 説明説明

True True キーワードは、-1 と等しい値を持ちます。

False False キーワードは、0 と等しい値を持ちます。

Nothing 実オブジェクトからオブジェクト変数の関連付けを解除します。オブジェクト変数に

Nothing を割り当てるには、Set 文を使用します。たとえば、Set MyObject =

Nothing とします。複数のオブジェクト変数が同じ実オブジェクトを参照している場

合があります。1 つのオブジェクト変数に Nothing を割り当てた場合、その変数は

実オブジェクトを参照しなくなります。複数のオブジェクト変数が同じオブジェクトを参

  FlexReport for WPF

113 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



照している場合、それらの変数が参照するオブジェクトに関連付けられているメモリ

およびシステムリソースは、Set を使用することで明示的に、または最後のオブジェク

ト変数が Nothing に設定されることで暗黙的に、すべての変数が Nothing に設定

された後でのみ解放されます。

Null Null キーワードは、変数に有効なデータが含まれていないことを示すために使用さ

れます。

vbCr 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbCrLf 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbLf 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbFormFeed 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbNewLine 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbNullChar 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbTab 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbVerticalTab 印刷および表示機能を呼び出す際に、コード内で実際の値の代わりに次の定数を使

用できます。

vbBlack 黒色。値 = 0x0

vbRed 赤色。値 = 0xFF

vbGreen 緑色。値 = 0xFF00

vbYellow 黄色。値 = 0xFFFF

vbBlue 青色。値 = 0xFF0000

vbMagenta マゼンタ。値 = 0xFF00FF

vbCyan シアン。値 = 0xFFFF00

vbWhite 白色。値 = 0xFFFFFF

組み込み関数組み込み関数

VBScript の組み込み関数を次の表に一覧します。

Abs Date Iif Minute Sign

Acos DateAdd InputBox Month スペース

Asc DateDiff InStr MonthName Sqr

Asin DatePart InStrRev MsgBox StrComp

Atn DateSerial Int Now String

キーワードキーワード 説明説明
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CBool DateValue IsDate Oct Tan

CByte Day IsEmpty Pi Time

CCur Exp IsNull Replace Timer

CDate Fix IsNumeric RGB TimeSerial

CDbl Format IsObject Right TimeValue

Chr FormatCurrency LCase Rnd Trim

CInt FormatDateTime Left Round TypeName

CLng FormatNumber Len RTrim UCase

Cos FormatPercent Log Second WeekDay

CSng Hex LTrim Sgn WeekDayName

CStr Hour Mid Sin Year

VBScript 関数の詳細については、MSDN のドキュメントを参照してください。

C1FlexReport は、VBScript の次の主要機能をサポートしています。

集計関数（Sum、Average、StDev、Var、Count など）

レポートフィールド名とデータベースフィールド名

Page/Pages 変数

レポートオブジェクト

文字列関数（Chr、Format など）

データ変換（CBool、CByte など）

算術関数（cos、sin など）

日付/時刻関数（DateAdd、Hour など）

Function および Sub
条件文

組み込み関数（Like および In）

組み込みスクリプト関数 Like と In は、SQL 演算子 LIKE と IN と同様の機能を備え、True または False を返します。

Like(str, template)：str を template と比較します。template にはワイルドカード「%」を使用できます。Like 関数の例を次にい

くつか示します。

Like("abc", "%bc") は true を返します。

Like("abc", "%bcd") は false を返します。

Like("abc", "ab%") は true を返します。

Like("abc", "abd%") は false を返します。

Like("abc", "%b%") は true を返します。

Like("abc", "%d%") は false を返します。

Like("abc", "abc") は true を返します。

Like("abc", "abcd") は false を返します。

Like("Abc", "abc") は false を返します。

In(obj, obj1, ... objN)：obj がオブジェクト obj1、...、objN の中にあるかどうかをテストします。In 関数の例を次にいくつか示し

ます。

In(1, 1, 2, 3) は true を返します。

In(1, 2, 3) は false を返します。

In("a", "a", "b", "c") は True を返します。

In("a", "b", "c") は False を返します。

In("A", "a", "b", "c") は False を返します。

このように、どちらの関数も大文字と小文字が区別されるので、abc と Abc は同じではありません。

  FlexReport for WPF

115 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         

https://docs.microsoft.com/ja-jp/previous-versions//3ca8tfek(v=vs.85)?redirectedfrom=MSDN


C1FlexReport では、次の VBScript 関数がサポートされていませんサポートされていません。

Arrays
Select/Case 文

文のキーワード文のキーワード

VBScript 文のキーワードを次の表に一覧します。

If ElseIf To While Dim

Then EndIf Next Wend Redim

Else For Step Const

レポートのフィールド名レポートのフィールド名

Field オブジェクトの名前は、評価されると、オブジェクトの参照を返します。これにより、フィールドのプロパティにアクセスでき

ます。Field オブジェクトのデフォルトプロパティは Value なので、フィールド名自体はフィールドの現在の値を返します。次に例

を示します。

MyField.BackColor = RGB(200,250,100)
MyField.Font.Size = 14
MyField * 2 ' (same as MyField.Value * 2)

メモ：メモ： レポートフィールドにデータベースフィールドと同じ名前を付けると、そのレポートフィールドにアクセスできなくなりま

す。

レポートのセクション名レポートのセクション名

Section オブジェクトの名前は、評価されると、オブジェクトの参照を返します。これにより、セクションのプロパティにアクセスで

きます。Section オブジェクトのデフォルトのプロパティは Name です。次に例を示します。

If Page = 1 Then [Page Footer].Visible = False

データベースフィールド名データベースフィールド名

レポートのデータセットソース内のフィールド名は、評価されると、現在のフィールドの値を返します。フィールド名にスペースま

たはピリオドが含まれる場合は、フィールド名を角かっこで囲む必要があります。次に例を示します。

OrderID
UnitsInStock
[Customer.FirstName]
[Name With Spaces]

レポート変数レポート変数

Page

Page 変数は、Page プロパティの値を取得または設定します。このプロパティは、レポートのレンダリングの開始時にコント

ロールによって初期化され、ページ区切りごとに 1 ずつ増加します。コードを使用してこの値をリセットできます。次に例を示し

ます。

If Country <> LastCountry Then Page = 1
LastCountry = Country

Pages
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Pages 変数は、レポートのレンダリングの終了時に総ページ数に置き換えられるトークンを返します。読み取り専用のプロパ

ティで、通常は、ページのヘッダーフィールドまたはフッターフィールドで使用されます。次に例を示します。

"ページ " & Page & " / " & Pages

レポートオブジェクトレポートオブジェクト

レポートオブジェクトは、コントロールオブジェクトへの参照を返します。これにより、スクリプトや式から C1FlexReport オブジェ

クトモデル全体にアクセスできます。次に例を示します。

"フィールド：" & Report.Fields.Count

Cancel
Cancel を True に設定すると、レポートのレンダリング処理をキャンセルできます。次に例を示します。

If Page > 100 Then Cancel = true

集計関数集計関数

集計関数は、レンダリングされるグループのデータをまとめるために使用されます。レポートヘッダーフィールドで使用すされた

集計関数は、データセット全体の集計値を返します。グループのヘッダーまたはフッターで使用された集計関数は、そのグ

ループの集計値を返します。

FlexReport の集計関数はすべて、次の 2 つの引数を受け取ります。

グループ全体で集計される VBScript 式を含む文字列。

フィルタ（ドメイン集計）として使用される VBScript 式を含む文字列（オプション）。フィルタ式は、各値が集計される前に

評価されます。フィルタが False を返すと、その値はスキップされて、集計結果に含まれません。

FlexReport では、次の集計関数が定義されています。

関数関数 説明説明

Avg 現在のグループ内の式の平均値。たとえば、次の式は、グループ全体の平

均売上高と特定の製品の平均売上高を計算します。Avg(SalesAmount)

Avg(SalesAmount, ProductType = 3)

Sum グループ内のすべての値の合計。

Count グループ内で null 以外の値を持つレコードの数。式にアスタリスク（*）を使

用すると、すべてのレコードを数えることができます。たとえば、次の式は、

住所の値が有効な（null ではない）従業員の数と従業員の総数をカウントし

ます。Count(Employees.Address)

Count(*)

CountDistinct グループ内で null 以外の値を持つレコードの数（重複する値は数えない）。

Min、Max 式の最小値および最大値。例："Max Sale = " & Max(SaleAmount)

Range 式の最小値と最大値の範囲。

StDev、Var 現在のグループ内の式の標準偏差および分散。SQL や Microsoft Excel と
同様に、標本（n-1）の式を使用して値が計算されます。

StDevP、VarP 現在のグループ内の式の標準偏差および分散。SQL や Microsoft Excel と
同様に、母集団（n）の式を使用して値が計算されます。

Median グループ内の値のメジアン（中央値）を返します。
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Mode グループ内の値のモード（最頻値）を返します。

集計関数を使用するには、ヘッダーセクションまたはフッターセクションに計算フィールドを追加し、フィールドの Text プロパ

ティに式を割り当てます。

たとえば、NWind.xml サンプルファイルの "Employee Sales by Country" レポートには、複数の集計フィールドが含まれま

す。このレポートは、レコードを国別および従業員別にグループ化します。

Employee グループのフッターセクションにある SalespersonTotal フィールドには、次の式が含まれています。

=Sum([SaleAmount])

このフィールドは Employee グループのフッターにあるため、この式は、従業員別の総売上高を返します。

CountryTotal フィールドと GrandTotal フィールドにも、まったく同じ式が含まれます。しかし、これらのフィールドはそれぞ

れ、Country グループのフッターおよびレポートフッターにあるため、式は国別の総売上高およびレコードセット全体の売上高

を返します。

グループ内から上位レベルの集計値を参照する場合があります。たとえば、"Employee Sales by Country" レポートには、国

別の売上高を総売上高に対する割合（%）で表示するフィールドがあります。Country グループ内で計算されるすべての集計

値は、現在の国を参照するため、この割合を直接計算することはできません。その代わり、PercentOfGrandTotal フィールド

では次の式を使用します。

=[CountryTotal]/[GrandTotal]

CountryTotal と GrandTotal はそれぞれ、Country フッターセクションとレポートフッターセクションにあるフィールドです。し

たがって、CountryTotal は国別の合計値を、GrandTotal はレコードセット全体の合計値を保持します。

コントロールがレコードセット全体のデータを調べる必要があるため、集計関数の評価には時間がかかることをよく理解する必

要があります。そのため、集計関数は、できる限り少数の計算フィールドでのみ使用してください。これで他のフィールドでは、

集計式を再度評価するのではなく、集計関数を使用するフィールドから集計値を直接読み取ることができます。

たとえば、NorthWind データベースの "Employee Sales by Country" レポートには、各売上高を国別の総売上高に対する割

合（%）で表示する詳細フィールド PercentOfCountryTotal があります。このフィールドには、次の式が含まれています。

=[SaleAmount]/[CountryTotal]

SaleAmount は、レコードセットフィールドへの参照で、各詳細レコードごとに値が変化します。CountryTotal は、集計関数

を含むレポートフィールドへの参照です。コントロールは、この式を評価する際に、レポートフィールドから直接集計値を取得し

ます。集計の再計算は行いません。

レポートの完全なサンプルについては、ComponentOne Samples フォルダにある Nwind.xml レポート定義ファイルの

「Employee Sales by Country」レポートを参照してください。

互換性のための関数互換性のための関数

Visual Basic や Microsoft Access（VBA）で記述されたコードとの互換性を高めるために、C1FlexReport は、VBScript にはな

い Iif および Format という 2 つの関数を公開しています。

Iif は、ブール式を評価し、その結果に基づいて 2 つの値のうちの 1 つを返します。次に例を示します。

Iif(SalesAmount > 1000, "Yes", "No")

Format は、書式設定式に含まれる指定に従って、値を書式設定された文字列に変換します。この値には、数字、ブール値、

日付、または文字列を使用できます。書式は、Visual Basic または VBA で使用される書式文字列に似た構文で、文字列とし

て構築されます。

次の表で、書式文字列に使用される構文について説明します。

関数関数 説明説明
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値の型値の型 書式文字列書式文字列 説明説明

Number Percent、% 数値をパーセント値として書式設定します（小数点以下は 0 または 2 桁）。

例：Format(0.33, "Percent") = "33%"

Format(0.3333333, "Percent") = "33.33%"

#,###.##0 マスクを使用して数値を書式設定します。認識される記号は、#（桁のプレー

スホルダ）、0（常に表示される桁のプレースホルダ）、,（桁区切り）、()（負の値

を囲む）、%（パーセント値として書式設定）です。例：Format(1234.1234,

"#,###.##") = "1,234.12"

Format(-1234, "#.00") = "(1234.12)"

Format(.1234, "#.##") = ".12"

Format(.1234, "0.##") = "0.12"

Format(.3, "#.##%") = "30.00%"

Currency Currency、$ 数値を通貨値として書式設定します。必要に応じて桁区切りを付けて数値を

表示します。小数点以下を 2 桁で表示します。例：Format(1234, "$")

= "$1,234.00"

Boolean Yes/No Yes または No を返します。

Date Long Date Format(#12/5/1#, "long date") = "December 5, 2001"

Short Date Format(#12/5/1#, "short date") = "12/5/2001"

Medium Date Format(#12/5/1#, "medium date") = "05-Dec-01"

q,m,d,w,yyyy 日付の一部（四半期、月、月通算日、年通算週、年）を返します。

例：Format(#12/5/1#, "q") = "4"

String @@-@@/@@ マスクを使用して文字列を書式設定します。@ 文字は、1 文字（@ が 1 つだ

けの場合は、値文字列全体）のプレースホルダです。その他の文字はリテラ

ルとして扱われます。例：Format("AC55512", "@@-@@@/@@") =

"AC-555/12"

Format("AC55512", "@") = "AC55512"

@;Missing 値が null または空文字列ではない場合は、セミコロン（;）の左側の書式文字

列を使用します。null または空文字列の場合は、セミコロン（;）の右側の部分

を返します。例：Format("@;Missing", "UK") = "UK"

Format("@;Missing", "") = "Missing"

VBScript には、独自の組み込み書式設定関数（FormatNumber、FormatCurrency、FormatPercent、FormatDateTime
など）があります。ここで説明した VBA スタイルの Format 関数の代わりに、これらの関数を使用することもできます。
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データのフィルタ処理

特定の条件に基づいてデータの一部だけを表示する場合は、データのフィルタ処理が重要となります。FlexReport で
は、DataSource.Filter を使用してデータがフィルタ処理されます。

たとえば、「クイックスタート」で作成したレポートで、1 つの Employee ID に対応する従業員詳細を表示することにします。

Detail セクションで EmployeeID フィールドが追加されている場所に、次のコードを追加して、'EmployeeID = 2' に対応する従

業員詳細をフィルタ処理します。

プロジェクトを実行します。出力にEmployeeID = 2 の従業員の名前（First name）、姓（Last name）、役職（Title）、およびメモ

（Notes）が表示されます。

//EmployeeID=2に対応する従業員の詳細をフィルタリングします
rep.DataSource.Filter="EmployeeID = 2";

C#
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データのグループ化

グループ化は、整理された方法でデータを表示するために最もよく使用される方法です。基本レイアウトの設計が完了したら、

特定のフィールドなどの基準に基づいてレコードを区切ることで、読みやすいレポートを作成できます。データをグループ化す

ることで、レコードをグループに分け、グループごとに概要やサマリーデータを表示することができます。グループの区切りは、

グループ化式に基づいて行われます。この式は、1 つ以上のレコードセットフィールドに基づいて作成されることが普通です

が、必要に応じてさらに複雑な式にすることもできます。

FlexReport でグループ化を実行するには、C1FlexReport.Groups を使用します。

たとえば、特定の肩書きや役職に該当する従業員の名前をリストすることにします。この場合は、Title（肩書き）でリストをグ

ループ化します。以下の手順は、従業員リストを Title でグループ化する方法を示します。この例では、「クイックスタート」で作

成したサンプルを使用します。

1. クイックスタートプロジェクトの XAMLデサイン に、C1CheckBox を追加します。

2. C1CheckBox のName を「groupC1CheckBox」に、またContent を「タイトルでレポートをグループ化する」に設定しま

す。

3. Checked イベントを c1CheckBox1_Checked という名前で作成します。

4. 次のコードを追加します。

Dim grp As Group

Private Sub c1CheckBox1_Checked(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    ' 従業員を役職でグループ化し、役職を昇順で並べ替えます     
    grp = rep.Groups.Add("GrpTitle", "Title", SortEnum.Ascending)
    ' 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します          
    s = grp.SectionHeader
    s.Height = 1000
    s.Visible = True

    Dim f As New TextField()
    f.Name = "Title"
    f.Text.Expression = "Title"
    f.Left = 0
    f.Top = 0
    f.Width = rep.Layout.Width
    f.Height = 500
    f.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle
    f.Font.Bold = True
    f.Font.Size = 12
    f.Border = New C1.WPF.Document.Border _
    (2, Color.FromRgb(0, 0, 0), C1.WPF.Document.DashStyle.Solid)
    f.BackColor = Color.FromRgb(150, 150, 220)
    f.MarginLeft = 100
    s.Fields.Add(f)
    rep.Render()
End Sub

Visual Basic

Group grp;
private void c1CheckBox1_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
       // 従業員を役職でグループ化し、役職を昇順で並べ替えます        
        grp = rep.Groups.Add("GrpTitle", "Title", SortEnum.Ascending);
        // 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します           
        s = grp.SectionHeader;
        s.Height = 1000;
        s.Visible = true;

C#
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5. プロジェクトを実行します。［Employees］ボタンをクリックして、レポートをレンダリングします。

6. ［タイトルでレポートをグループ化する］チェックボックスをクリックして、レポートにグループを表示します。役職のリスト

がタイトルでグループ化され、タイトルが昇順にソートされていることを確認します。

        TextField f = new TextField();
        f.Name = "Title";
        f.Text.Expression = "Title";
        f.Left = 0;
        f.Top = 0;
        f.Width = rep.Layout.Width;
        f.Height = 500;
        f.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle;
        f.Font.Bold = true;
        f.Font.Size = 12;
        f.Border = new C1.WPF.Document.Border
        (2, Color.FromRgb(0, 0, 0), C1.WPF.Document.DashStyle.Solid);
        f.BackColor = Color.FromRgb(150, 150, 220);
        f.MarginLeft = 100;
        s.Fields.Add(f);
        rep.Render();
}
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データのソート

ソートは、データを昇順または降順に整理する方法です。

FlexReport でソートを実行するには、DataSource.SortDefinitions を使用します。

たとえば、従業員の名前のリストを昇順に表示することにします。この場合は、リストを「名（First Name）」でソートする必要が

あります。以下の手順は、従業員リストの名前をアルファベット順にソートする方法を示します。この例では、「FlexReport」で作

成したサンプルを使用します。

1. FlexReport クイックスタートプロジェクトのフォームに、C1Button を追加します。

2. C1Button の Name を「sortButton」に設定し、Text を「従業員の名前でレポートをソートする」に設定します。

3. Click イベントを sortC1Button_Click という名前で作成します。

4. 従業員のリストを昇順でソートするには、次のコードを追加します。

Dim grp As Group

Private Sub c1CheckBox1_Checked(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    ' 従業員を役職でグループ化し、役職を昇順で並べ替えます     
    grp = rep.Groups.Add("GrpTitle", "Title", SortEnum.Ascending)
    ' 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します          
    s = grp.SectionHeader
    s.Height = 1000
    s.Visible = True

    Dim f As New TextField()
    f.Name = "Title"
    f.Text.Expression = "Title"
    f.Left = 0
    f.Top = 0
    f.Width = rep.Layout.Width
    f.Height = 500
    f.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle
    f.Font.Bold = True
    f.Font.Size = 12
    f.Border = New C1.WPF.Document.Border _
    (2, Color.FromRgb(0, 0, 0), C1.WPF.Document.DashStyle.Solid)
    f.BackColor = Color.FromRgb(150, 150, 220)
    f.MarginLeft = 100
    s.Fields.Add(f)
    rep.Render()
End Sub

Visual Basic

Group grp;
private void c1CheckBox1_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
       // 従業員を役職でグループ化し、役職を昇順で並べ替えます        
        grp = rep.Groups.Add("GrpTitle", "Title", SortEnum.Ascending);
        // 新しいグループのヘッダーセクションを書式設定します           
        s = grp.SectionHeader;
        s.Height = 1000;
        s.Visible = true;

        TextField f = new TextField();
        f.Name = "Title";
        f.Text.Expression = "Title";
        f.Left = 0;
        f.Top = 0;

C#
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5. レポートをプレビュー表示します。［Employees］ボタンをクリックして、レポートをレンダリングします。

6. ［Sort Report by Employee First Name］ボタンをクリックして、レポートのソート結果を表示します。

        f.Width = rep.Layout.Width;
        f.Height = 500;
        f.Align = FieldAlignEnum.LeftMiddle;
        f.Font.Bold = true;
        f.Font.Size = 12;
        f.Border = new C1.WPF.Document.Border
        (2, Color.FromRgb(0, 0, 0), C1.WPF.Document.DashStyle.Solid);
        f.BackColor = Color.FromRgb(150, 150, 220);
        f.MarginLeft = 100;
        s.Fields.Add(f);
        rep.Render();
}
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FlexReport のエクスポート

Instead of printing the report, you may want to export it into a file and distribute it to your clients or co-workers. To
export a file in FlexReportDesigner, select Export option from the File menu and use the Export Report to
File dialog box to specify the location, File name and Save as type.

FlexReport は、次のエクスポート形式をサポートしています。

形式形式 説明説明

Paged HTML (*.html) Creates one HTML file for each page in the report. The HTML pages contain links
that let the user navigate the report.

Plain HTML (*.html) Creates a single HTML file with no drill-down functionality.

PDF with non-embedded
(linked) fonts (*.pdf)

Creates a PDF file that can be viewed on any computer equipped with Adobe's
Acrobat viewer or browser plug-ins.

PDF/A  with embedded fonts
(*.pdf)

Adobe の Acrobat ビューアまたはブラウザプラグインを備えたコンピュータ上で表示で

きる PDF ファイルを作成します。

RTF (*.rtf) 一般的なワードプロセッサ（Microsoft Word や WordPad）で開くことができる RTF ファイ

ルを作成します。これは、ページ付き XML ドキュメントまたは Open XML ドキュメントとし

て保存できます。

Microsoft Excel 97 (*.xls) Microsoft Excel で開くことができる.xlsxファイルを作成します。

Microsoft Excel Open XML
(*.xlsx)

Microsoft Excel 2007以上で開くことができる.xlsxファイルを作成します。

Open XML Word (*.docx) Microsoft Word 2007以上で開くことができるDOCXファイルを作成します。

Compressed Metafile (*.zip) EmfOnly、EmfPlusOnly、およびEmfPlusDualの圧縮メタファイルを作成します。

TIFF (*.tiff), BMP, PNG, JPEG,
GIF images

TIFF（Tag Image File Format）、BMP（Bitmap Images）、PNG（Portable Network
Graphic）、JPEG (Joint Photographic Experts Group)、または GIF (Graphic
Interchange Format) 型の画像ファイルを作成します。

PdfFilterクラスを使用したクラスを使用したFlexReportのレンダリングのレンダリング

FlexReport では、PdfFilter クラスを使用して、レポートを PDF 形式にレンダリングすることができます。PdfFilter クラスは、

レポートを PDF ストリームまたはファイルにレンダリングします。

FlexReport を PDF 形式でレンダリングするには、次のコードを使用します。この例では、「クイックスタート」で作成したサンプ

ルを使用します。

PdfFilter クラスの次のプロパティを使用することもできます。

プロパティプロパティ 説明説明

EmbedFonts PDF ドキュメントへのフォント情報の埋め込みに使用されます。

PdfACompatible PDF/A 互換ドキュメントの生成に使用されます。

PdfFilter f = new PdfFilter();
f.FileName = @"..\..\ProductsReport.pdf";
rep.RenderToFilter(f);
System.Diagnostics.Process.Start(f.OutputFiles[0]);

C#
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PdfSecurityOptions PDF ドキュメントを誰が使用し、どのアクションを使用できるかを指定するために使用されます。

UseCompression PDF ドキュメントの圧縮に使用されます。

UseOutlines アウトラインツリーを追加するために使用されます。

HTMLフィルタクラスを使用したフィルタクラスを使用したFlexReportのレンダリングのレンダリング

FlexReport では、HtmlFilter クラスを使用して、レポートを HTML 形式にレンダリングすることができます。HtmlFilter クラス

は、レポートを HTML ストリームまたはファイルにレンダリングします。

FlexReport を HTML 形式でレンダリングするには、次のコードを使用します。この例では、「FlexReport クイックスタート」で作

成したサンプルを使用します。

さまざまな画像ファイル形式でレポートのレンダリングさまざまな画像ファイル形式でレポートのレンダリング

FlexReport では、PNG、JPG、BMP、GIF、TIFF などのさまざまな画像ファイル形式でレポートをレンダリングすることができま

す。これらの画像ファイル形式はそれぞれ、特定の形式の専用エクスポートフィルタを備えています。PngFilter クラスは、レ

ポートを PNG 形式でレンダリングするために使用できます。同様に、JpegFilter クラスはレポートを JPEG 形式でレンダリング

するために使用され、GifFilter クラスはレポートを GIF 形式でレンダリングするために使用され、BmpFilter クラスはレポート

を BMP 形式でレンダリングするために使用され、TiffFilter クラスはレポートを TIFF 形式でレンダリングするために使用され

ます。

FlexReport を PNG 形式でレンダリングするには、次のコードを使用します。この例では、「FlexReport クイックスタート」で作

成したサンプルを使用します。

RTFFilterクラスを使用したクラスを使用したFlexReportのエクスポートのエクスポート

FlexReport では、RtfFilter クラスを使用して、レポートを RTF 形式にエクスポートすることができます。RtfFilter クラスは、レ

ポートを RTF ストリームまたはファイルにエクスポートします。

FlexReport を RTF 形式にエクスポートするには、次のコードを使用します。この例では、「FlexReport クイックスタート」で作成

したサンプルを使用します。

RtfFilter クラスの次のプロパティを使用することもできます。

HtmlFilter f = new HtmlFilter();
f.FileName = @"..\..\ProductsReport.html";
rep.RenderToFilter(f);
System.Diagnostics.Process.Start(f.OutputFiles[0]);

C#

PngFilter f = new PngFilter();
f.FileName = @"..\..\ProductsReport.png";
rep.RenderToFilter(f);
System.Diagnostics.Process.Start(f.OutputFiles[0]);

C#

RtfFilter f = new RtfFilter();
f.FileName = @"..\..\ProductsReport.rtf";
rep.RenderToFilter(f);
System.Diagnostics.Process.Start(f.OutputFiles[0]);

C#
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プロパティプロパティ 説明説明

OpenXML OpenXML 形式でのファイルのエクスポートに使用されます。

Paged 元のレポートのページレイアウトを保持するために使用されます。

ShapesWord2007Compatible DOCX 形式で保存するレポートで Word 2007 図形形式互換を示すために使用されます。

ExportFilterクラスを使用したレポートのエクスポートクラスを使用したレポートのエクスポート

特定の形式フィルタ（PdfFilter など）を使用して特定の形式（PDF 形式など）にレポートをエクスポートする代わり

に、FlexReport では、ExportFilter クラスを使用して、レポートをさまざまな形式にエクスポートすることができま

す。ExportFilter クラスは、すべてのエクスポータクラスの抽象基本クラスです。ExportFilter クラスのオブジェクトは、レポー

トをさまざまな形式にエクスポートするために使用されます。ExportFilter クラスは、サポートされるエクスポート形式を記述す

る ExportProvider 抽象クラスにアクセスします。

次のコードでは、ExportProvider クラスにアクセスする ExportFilter クラスを使用して、この ExportProvider クラスに記述

されたすべてのエクスポート形式を ComboBox に一覧表示しています。そのために、有効なエクスポート形式のリストを表示

する ComboBox コントロールをデザインビューに追加し、その名前を cbxExportFormat に設定します。

1. C1.WPF.4.dll、C1.WPF.Document.4.dll、および C1.WPF.FlexReport.4.dll への参照を追加します。

2. コードで、次の名前空間を追加します。

3. コードビューに次のコードを追加して、C1FlexReport のインスタンスを作成します。

4. XAML の相互作用ロジックの InitializeComponent() メソッドの下に次のコードを追加します。

5. ExportFilter と ExportProvider クラスを使用して FlexReport をさまざまな形式にエクスポートするために、

MainWindow に 1 つの Button コントロールを追加します。次のコードを使用します。

using C1.WPF.Document.Export;
using C1.WPF.FlexReport;
using System.IO;

C#

private C1FlexReport _report = new C1FlexReport();

C#

// build list of supported export filters
foreach (var e in _report.SupportedExportProviders)
{
    cbxExportFormat.Items.Add(e.FormatName);
}
cbxExportFormat.SelectedIndex = 0;

C#

string[] reports = 
C1FlexReport.GetReportList(@"..\..\FlexCommonTasks_WPF.flxr");
ExportProvider ep = 
_report.SupportedExportProviders[cbxExportFormat.SelectedIndex];
ExportFilter ef = ep.NewExporter() as ExportFilter;
if (!Directory.Exists(@"..\..\ExportResults"))
    Directory.CreateDirectory(@"..\..\ExportResults");

foreach (string reportName in reports)
{
    using (C1FlexReport rep = new C1FlexReport())
    {
        rep.Load(@"..\..\FlexCommonTasks_WPF.flxr", reportName);
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ExportFilter クラスの次のプロパティを使用することもできます。

プロパティプロパティ 説明説明

FileName 出力ファイルに名前を付けるために使用されます。

MultiFile エクスポート時に複数のファイルが生成されたかどうかを示すために使用されます。

OutputFiles Export(string) の呼び出しによって生成されたファイルのリストを表示するために使用されます。

PageSettings ページに適用する設定を指定するために使用されます。

Preview ドキュメントをディスクファイルにエクスポートした後に、そのドキュメントを表示するかどうかを示す

ために使用されます。

Range エクスポートするページの範囲を表すために使用されます。

ShowOptions ドキュメントのエクスポートの前にオプションダイアログを表示するかどうかを示すために使用され

ます。

Stream 出力ストリームを指定するために使用されます。

UseZipForMultipleFiles エクスポート時に複数のファイルが生成される場合に、出力（ストリームまたはファイル）を、生成さ

れたファイルを含む 1 つの zip 形式アーカイブにするかどうかを示すために使用されます。

        ef.FileName = string.Format(@"..\..\ExportResults\{0}.{1}",
        reportName, ep.DefaultExtension);
        try
        {
            rep.RenderToFilter(ef);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(string.Format
            ("Exception while export [{0}] report:\r\n{1}", reportName, 
ex.Message),
            "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        }
    }
}
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レポートの印刷

FlexViewer では、FlexViewer ツールバーの［印刷］コマンドボタンを使用して、FlexReport をプレビューまたは印刷することが

できます。［印刷］［印刷］コマンドボタンをクリックすると、［印刷］ダイアログが表示されます。ここで、プリンタの設定を指定することが

できます。この機能は、C1FlexViewer クラスの PrintCommand プロパティを使用して実現されます。

次の図に、［印刷］コマンドボタンをクリックしたときに表示される［印刷］ダイアログを示します。

コードによる FlexReport の印刷の詳細については、「FlexReport の印刷」を参照してください。
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FlexViewer for WPF

FlexViewer is a previewing control, designed to view FlexReport and SSRS reports. The FlexViewer control comes with
an interactive and user-friendly user interface, providing easy navigation through the report pages, thumbnail view,
parameters, and page layout settings.

.NET

.NET Framework

You can easily export a report to multiple formats from within the FlexViewer control. The FlexViewer control also
allows you to print your reports using the Print icon which provides the standard printer settings.
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主な特長

FlexViewer の主な特長は次のとおりです。

レポートのプレビューレポートのプレビュー

FlexViewer は、レポートプレビュー機能との最新のインタフェースを備えており、FlexReport レポートおよび SSRS レ
ポートをロードして表示することができます。コントロールを対話式に使いやすくするツールバーも組み込まれていま

す。

ページナビゲーションページナビゲーション

FlexViewer には、レポートページ間を移動しやすくするページナビゲーション機能が用意されています。1 回のクリック

でレポートの前、次、最初、または最後のページに移動したり、目的のページ番号を入力するだけでそのページに直接

ジャンプすることができます。

ズームオプションズームオプション

FlexViewer は、レポートのさまざまなズームオプションをサポートします。

実際のサイズ - 実際のサイズでページを表示します。

ページ幅 - ページをプレビューウィンドウの幅に合わせます。

ページ全体 - プレビューウィンドウにページ全体を合わせます。

レイアウトオプションレイアウトオプション

FlexViewer は、レポートのさまざまなレイアウトオプションをサポートします。

時計回りに回転 - ビューを時計回りに回転します。

反時計回りに回転 - ビューを反時計回りに回転します。

1 ページ - レポートページを単一ページビューに 1 ページずつ表示します。

見開きページ - レポートページを並べて表示します。

2 ページ - 2 ページビューを表示します。

4 ページ - ページを 4x4 モードで表示します。

パラメータの使用パラメータの使用/リセットリセット

FlexViewer コントロールは、レポートに表示する必要があるデータパラメータを入力することができ、対話性が向上して

います。String、Boolean、Date、Integer、Float 型のパラメータをサポートします。

サムネイルと階層の表示サムネイルと階層の表示

FlexViewer は、レポートページのサムネイルビューを表示できます。レポートに見出しマップが含まれる場合は、

FlexViewer にドキュメントアウトラインボタンが表示されます。ここから、ジャンプ先の選択に便利なアウトラインパネル

を表示できます。

ページ設定ページ設定

FlexViewer コントロールを使用すると、レポートを印刷する前に、要件に応じてページ設定を変更できます。左パネル

の［ページ設定］アイコンをクリックして、方向、サイズ、およびマージンを設定できます。

       
印刷印刷

FlexViewer では、標準的な印刷設定を提供する［印刷］アイコンを使用して、レポートを印刷することもできます。

エクスポートエクスポート

FlexViewer を使用すると、HTML、PDF、RTF、GIF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、Open XML Exce、Open XML Word など

の形式にレポートやドキュメントをエクスポートできます。エクスポート後に、エクスポートしたドキュメントを自動的に開

くように選択することもできます。

RightToLeft
FlexViewer では、FlowDirection プロパティを使用して、FlexViewer ツールパネルの方向を右から左または左から右

に設定できます。

テキスト検索テキスト検索

FlexViewer では、ツールバーのテキスト検索ボタンを使用して、FlexReport 内のテキストを検索できます。テキスト検
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索ボタンは検索ボックスを開きます。

テキスト選択テキスト選択

FlexViewer では、ツールバーのテキスト選択ツールボタンを使用して、コピーするテキストを選択できます。

ツールバー

ツールバーは、FlexViewer コントロールの上部に表示されます。

.NET
The toolbar appears as follows in .NET.

 

.NET Framework
The toolbar appears as follows in .NET framework.

 

ツールバーには次のコマンドボタンがあります。

コマンドボタンコマンドボタン
コマンドコマンド

ボタン名ボタン名
説明説明

印刷レイ

アウト

印刷ページに表示されるとおりにレポートページレイアウトを表示しま

す。

レポート

のパラ

メータ

レポートページのパラメータセットを表示します。

印刷設定 レポートページの方向、サイズ、マージンを設定できます。

ドキュメ

ントアウ

トライン

レポートページのアウトラインを表示します。

ページサ

ムネイル

表示されたレポートにあるすべてのページのサムネイルを表示します。

ズームオ

プション

レポートページをズームするためのさまざまなオプションを表示します。

レイアウ

トオプショ

ン

レポートページのさまざまなレイアウトを選択することができます。

ページナ

ビゲー

ション

レポートの最初、最後、前、次のページに移動できます。ページ番号テ

キストボックスに目的のページ番号を入力することで、特定のページに

直接移動できます。

テキスト

検索

レポート内のテキストを検索できます。
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テキスト

選択ツー

ル

コピーするテキストを選択します。

ファイル

にエクス

ポート

さまざまな形式にレポートをエクスポートできます。

印刷 レポートを印刷できます。

更新 レポートページをリフレッシュします。

FlexReport との連結

FlexReport を FlexViewer と連結する目的は、FlexViewer コントロール内で FlexReport をプレビューできることです。

FlexReport を FlexViewer コントロールと連結するには、まずレポート定義（.flxr）を作成し、それを C1FlexReport オブジェクト

にロードする必要があります。レポート定義を C1FlexReport にロードしたら、それを FlexViewer コントロール内で表示するこ

とができます。C1FlexViewer では、C1FlexViewer クラスの DocumentSource プロパティを使用して、FlexReport を
FlexViewer コントロールと連結することができます。DocumentSource プロパティは、C1FlexReport オブジェクトからレポート

定義が入った値を受け取ります。

FlexViewer コントロールでレポートをプレビューするには、次のコードを使用します。

C#

FlexReport flexReport = new FlexReport();
flexReport.Load(@"../../Resources/FlexDataBinding.flxr", "SimpleData");
DataSource ds1 = new DataSource();
ds1.Name = "Main";
ds1.DataProvider = DataProvider.OLEDB;
ds1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=Resources\\C1NWind.mdb;Persist Security Info=False";
ds1.RecordSource = "Products";
ds1.RecordSourceType = RecordSourceType.TableDirect;
flexReport.DataSources.Add(ds1);
flexViewer.DocumentSource = flexReport;

コンテキストメニュー

FlexViewer has a default context menu that provides a convenient way of performing many commands quickly
without having to navigate to the ribbon. The FlexViewer control provides options such as Copy, Deselect All, Select
All, Select Tool, Zoom In, Zoom Out and Find Text in its context menu.

The snapshot below depicts the context menu in FlexViewer.
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The major options for the context menu in FlexViewer are listed below with their description.

Context menu options Description

Copy Enables you to copy text from the report.

Deselect All Enables you to deselect all the selected text in the report.

Select All Enables you to select all the text in the report.

Select Tool Lets you select text in the report using the Select Tool.

Zoom In Enables you to zoom in the page.

Zoom Out Enables you to zoom out the page.

Find Text Invokes the Find searchbar.

検索バー

When you click the Find Text in the Document button from the FlexViewer ribbon, it invokes the search bar. This
search bar appears at the bottom of the Viewer application.

Take a look at the snapshot of the search toolbar in FlexViewer.

The different options in search bar with their descriptions are given below:

Search bar
commands

Description

Close Enables you to exit the text search bar.

Find Enables you to enter the text that needs to be searched in the textbox.

Previous Enables you to search for the previous occurrence of the text in the report.

Next Enables you to search for the next occurrence of the text in the report.

Match Case Enables you to search for text that matches the casing of the text entered in the textbox.

Whole Word Enables you to search for the whole word that matches the text entered in the textbox,
irrespective of the casing.

レポートの表示

The FlexViewer control is a viewing tool that enables you to load and render reports. FlexViewer empowers you to
perform various report-rendering related tasks with the help of its command buttons.
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The different tasks associated with the reports in FlexViewer are given below:

Use and report parameters
Refresh and stop report rendering
Rotate report views
Use thumbnails and outlines

All the features elicited above are covered in detail in the sections below:

Use parameters
FlexViewer lets you load and render reports with parameters, and invoke Parameters in the left side pane. This lets you
apply parameters to the loaded report in the FlexViewer.

The GIF below depicts apply parameters to the report using the Parameters command button in the FlexViewer
ribbon.

Refresh and stop rendering
FlexViewer lets you refresh the report while rendering, so that file is regenerated in the FlexViewer once gain. Further,
you can suspend current rendering by clicking the Stop button in the viewer's ribbon UI.

レポートのビューの回転レポートのビューの回転

FlexViewer では、要件に合わせて柔軟に、さまざまな角度にレポートビューを回転させることができます。レポートビューをさ

まざまな角度に回転させるには、C1FlexViewer クラスの RotateView プロパティを設定します。RotateView プロパティは、

ビューの回転角度を記述する FlexViewerRotateView 列挙に含まれる次の値を受け取ります。

NoRotation: ビューに回転が適用されません。

Rotation180: ビューを 180 度回転します。
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Rotation90Clockwise: ビューを時計回りに 90 度回転します。

Rotation90CounterClockwise: ビューを反時計回りに 90 度回転します。

プログラムによるレポートビューの回転プログラムによるレポートビューの回転

レポートビューを回転させるには、最初にレポートを作成してロードし、次に FlexViewer コントロールでレポートをプレビュー

する必要があります。その後、FlexViewerRotateView列挙を使用してレポートビューを回転させます。次のコード

は、FlexViewerRotateView 列挙の使用例を示します。

Use Thumbnails and Outlines
FlexViewer provides the Thumbnails feature, which displays the miniature previews of all pages in a document. The
advantage of using page thumbnails is that you can quickly navigate to a selected page. The Thumbnails command
button is available in the View group.

c1FlexViewer1.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise

Visual Basic

Type your example code here. It will be automatically colorized when you switch to 
Preview or build the help system.

C#
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FlexViewer allows you to set Outlines (or bookmarks) in the report, and display all outlines in a side panel. The
Outline's hierarchical view lets the reader present the content of the report in a visual table of contents. The Outline
items enable users to navigate across different regions in the document.

レポートでのナビゲーション

FlexViewer lets you navigate through multiple pages and view various parts of the page in the report. The FlexViewer
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control has a dedicated Navigation group for different command buttons related to navigating across the report
pages.

There are different ways to navigate through the pages in FlexViewer, but the following items are used commonly:

Next and Previous buttons: The Next Page and Previous Page buttons allow you to navigate to the next and
previous pages with respect to the current page in the report. The interactive text box next to them allows you
to enter a page number and navigate directly to that page.
First and Last buttons: The First Page and Last Page buttons allow you to navigate directly to the starting
and ending pages respectively in the report.
Scroll bars: FlexViewer provides horizontal and vertical scroll bars to view other pages or different areas of the
page. You just need to drag the scrollbars.
Hand Tool: By default, when a report is loaded in the FlexViewer control, the Hand Tool is already selected. It
serves the purpose of navigating through the pages of the report.

レポートの縮小拡大

FlexViewer allows you to change the default zooming level options in the report. Magnification or zooming of the
report can be performed in the FlexViewer using the Zoom button in the Zoom group of the ribbon. This invokes the
Zoom dialog box.
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［ズーム］ダイアログボックスには、以下のオプションがあります。

実際のサイズ実際のサイズ - 実際のサイズでページを表示します。

ページ幅ページ幅 - ページをプレビューウィンドウの幅に合わせます。

ページ全体ページ全体 - プレビューウィンドウにページ全体を合わせます。

カスタムカスタム - ページのカスタムズーム % を設定します。

ズームズーム % - ページに設定されたズームパーセンテージを表示します。

デフォルトで広いレイアウトデフォルトで広いレイアウト - 幅広のレポートにデフォルトで段組みレイアウトを適用するかどうかを示します。

見開きページ（表紙右）見開きページ（表紙右） - レポートページを並べて表示します。

連続連続 - ページを連続で表示します。

ビューの回転ビューの回転 - ページの回転角度を選択できます。

ページ列数ページ列数 - プレビューウィンドウに表示するページ列数を選択できます。

ページ行数ページ行数 - プレビューウィンドウに表示するページ行数を選択できます。

テキストの選択とコピー

The FlexViewer control provides the Select and Copy Text feature, which lets you initiate a selection action via

the text select cursor over the text using the Select Tool  in the Tools group. The text selected is marked with a a
light blue background color to make it convenient to modify the current selection in the report. Also, once the
selection is made, if you right click over the text, FlexViewer displays a context menu with different options such as
Copy, Deselect All, Select All, Select Tool, Zoom In, Zoom Out and Find Text. So, you can select all the text in the
report, zoom in/zoom out, find text and even deselect all the text in the report.

The GIF below depicts the text selection and copy feature in FlexViewer.
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レポートのエクスポート

FlexViewer にはエクスポート機能が用意されおり、レポートを印刷する代わりにデジタルファイルとして同僚やクライアントに

送信することができます。FlexViewer コントロールでは、ツールバーの［ファイルに保存］コマンドボタンを使用してレポートをエ

クスポートできます。［ファイルに保存］コマンドボタンをクリックすると、［エクスポート］ダイアログが表示されます。ここから、

PDF、HTML、RTF、Microsoft Excel Open XML、Open XML Word、ZIP、TIFF、BMP、PNG、JPEG、GIF などのさまざまな形式

にレポートをエクスポートすることができます。この機能は、C1FlexViewer クラスの ExportCommand プロパティを使用して

実現されます。

次の図は、［ファイルに保存］コマンドボタンをクリックして FlexReport をエクスポートしたときに表示されるレポートです。
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サポートされる形式と、コードによってレポートをエクスポートする方法の詳細については、「レポートのエクスポートレポートのエクスポート」を参照し

てください。

レポートの印刷

FlexViewer では、FlexViewer ツールバーの［印刷］コマンドボタンを使用して、FlexReport をプレビューまたは印刷することが

できます。［印刷］［印刷］コマンドボタンをクリックすると、［印刷］ダイアログが表示されます。ここで、プリンタの設定を指定することが

できます。この機能は、C1FlexViewer クラスの PrintCommand プロパティを使用して実現されます。

次の図に、［印刷］コマンドボタンをクリックしたときに表示される［印刷］ダイアログを示します。
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コードによる FlexReport の印刷の詳細については、「FlexReport の印刷」を参照してください。

FlexViewerペイン

FlexViewerPane コントロールは、FlexReport と SSRS レポートの表示に使用できるプレビューコントロールです。さらに、

FlexViewerPane では、実際のサイズ、ページ幅などのズーム設定、サムネイルの表示、レポートビューの回転角度の指定、

見開きページを並べて表示などを行うことができます。FlexViewerPane コントロールは、印刷もサポートします。

FlexReport とと FlexViewerPane の連結の連結
FlexReport を FlexViewerPane と連結するには、まずレポートをロードする必要があります。レポート定義を作成して
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C1FlexReport にロードしたら、C1FlexViewer コントロールを XAML デザイナに追加し、C1FlexViewerPane クラスの

DocumentSource プロパティを使用してレポートをコントロールに連結できます。

FlexReport を FlexViewerPane と連結するには、次のコードを使用して、C1FlexViewerPane コントロールの名前を

ViewerPane に設定します。

レポートプレビューのズームレポートプレビューのズーム

C1FlexViewerPaneには、FlexViewerPane コントロールに表示されるレポートのズームレベルを設定するための

ZoomFactorプロパティが用意されています。 ZoomFactorプロパティに浮動小数点値を設定して、レポートのズームレベル

を設定することができます。MinZoomFactorと MaxZoomFactorを設定して、表示されるレポートのズームレベルを制限す

ることもできます。

さらに、 C1FlexViewerPaneでは、FlexViewrPane コントロール内でプレビューされたレポートのズーム動作を管理することが

できます。プレビューズームモードを指定するには、 ZoomModeプロパティを使用します。 ZoomModeプロパティは、

FlexViewerZoomMode列挙の次の値を受け取ります。この列挙は、FlexViewerPane コントロールでサポートされるズーム

モードを記述しています。

実際のサイズ実際のサイズ：実際のサイズでページを表示します。

カスタムカスタム： カスタムズームモードを設定します。

ページ幅ページ幅：ページをプレビューウィンドウの幅に合わせます。

ページ全体ページ全体：プレビューウィンドウにページ全体を合わせます。

ZoomMode プロパティの値は、XAML とコードで設定することができます。ズームモードを設定するには、XAML の
<c1:C1FlexViewerPane></c1:C1FlexViewerPane> タグ内に次のコードを追加します。

XAML

<c1:C1FlexViewerPane x:Name="ViewerPane" Grid.Row="1" ZoomMode="WholePage"/>

コードでプレビューズームモードを設定するには、ZoomMode プロパティと FlexViewerZoomMode列挙を使用します。次

のコードは、ZoomMode プロパティと FlexViewerZoomMode 列挙の使用方法を示します。この例では、「クイックスタート」

で作成したサンプルを使用します。

C1FlexReport rep = new C1FlexReport();
//レポート定義をロードします
rep.Load(@"..\..\Products Report.flxr", "Products Report");
//レポートをプレビューします
ViewerPane.DocumentSource=rep;

C#

ViewerPane.ZoomMode = FlexViewerZoomMode.WholePage

Visual Basic

ViewerPane.ZoomMode = FlexViewerZoomMode.WholePage;

C#
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FlexViewerPane では、要件に合わせて柔軟に、さまざまな角度にレポートビューを回転させることができます。レポートビュー

をさまざまな角度に回転させるには、C1FlexViewerPane クラスの RotateView プロパティを設定します。RotateView プロパ

ティは、ビューの回転角度を記述する FlexViewerRotateView 列挙に含まれる次の値を受け取ります。

NoRotation: ビューに回転が適用されません。

Rotation180: ビューを 180 度回転します。

Rotation90Clockwise: ビューを時計回りに 90 度回転します。

Rotation90CounterClockwise: ビューを反時計回りに 90 度回転します。

Rotate View of Report at Runtime

You can rotate the view of a report at runtime by selecting one of the rotate views from the View dropdown list on
the top right corner of the FlexViewer control.

プログラムでレポートのビューを回転させるプログラムでレポートのビューを回転させる

次のコードは、FlexViewerRotateView 列挙を使用して、レポートのビューを時計回りに 90 度回転します。この例では、

「FlexReport クイックスタート」で作成したサンプルを使用します。

ViewerPane.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise

Visual Basic

ViewerPane.RotateView = FlexViewerRotateView.Rotation90Clockwise;

C#

FlexReport for WPF  

144 Copyright © GrapeCity inc. All rights reserved.         



同様に、レポートのビューを反時計回りに 90 度および 180 度回転することができます。
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