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GanttView for WPF
GanttView for WPFは、プロジェクトを効率よく作成、スケジュール、実行、完了できるように設計されたプロ
ジェクト管理コントロールです。GanttView コントロールは、ガントチャートから派生しています。ガントチャー
トは、プロジェクトのスケジュールと管理を行うための最も歴史ある効率のよいツールの 1 つです。

GanttView を使用すると、プロジェクトの管理やスケジュールを次のようなさまざまな観点から追跡できます。
プロジェクトに含まれるさまざまなタスク/アクティビティ。
各タスク/アクティビティの開始と終了。
各タスク/アクティビティに割り当てられた時間。
タスク/アクティビティの重複。
期限の厳守とプロジェクト全体の完了。
プロジェクト全体の開始日と終了日。
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主な機能
データ管理ツールである GanttView には、多数の機能が組み込まれています。これらの機能により、GanttView
は、プロジェクトのスケジュールやリソース管理などの実用アプリケーションとして効果的なツールになりま
す。次に、GanttView が提供する主要な機能を簡単に示します。
主な機能

説明

スケジュールモード

GanttView は、自動スケジュールモードと手動スケジュールモードの両方をサポー
トしており、プロジェクト計画に高い柔軟性と高度な制御を提供します。詳細に
ついては、「スケジュールモード」を参照してください。

組み込みのツールバー

GanttView に組み込まれているツールバーから、実行時にさまざまな操作に即座に
アクセスできます。ツールバーの詳細については、「GanttView ツールバー」を参
照してください。

カスタムカレンダー

GanttView では、週間稼働日、作業タイミング、例外を指定するためのカスタムカ
レンダーを作成および保存できます。

タイムスケール

GanttView は、タイムスケールに大、中、小の 3 つの区分を表示します。これら
の区分の外観は、実行時ダイアログを使用してカスタマイズできます。タイムス
ケールの詳細については、「タイムスケール」を参照してください。

完了割合

GanttView は、タスクバーを通してタスク関連の属性を表示します。さらに、タス
クバーをプログレスバーのように表示して、タスクの現状を視覚化できます。

マイルストーン

GanttView は、プロジェクト管理とスケジュールのさまざまな段階に目印を定義す
るマイルストーンの作成をサポートします。マイルストーンは、期間 0 のタスク
として作成されます。

リソース管理

GanttView では、プロジェクト計画全体でリソースプールを管理できます。人、
物、コストの 3 種類のリソースを扱うことができます。リソースの管理について
は、「リソース」を参照してください。

依存関係

GanttView は、タスクの依存関係をサポートしており、依存タスク間の実行可能な
スケジュール関係を作成できます。GanttView での依存関係の詳細については、
「タスクの依存関係」を参照してください。

プロジェクトスケジュール GanttView では、プロジェクトスケジュールを XML 形式で保存およびロードでき
の XML からのロードと保存 ます。組み込みツールバーに、XML ファイルからプロジェクトスケジュールを直
接ロードまたは保存するボタンが用意されています。
Microsoft Projectからプロジ GanttViewでは、Microsoft Projectからプロジェクトスケジュールをインポートす
ェクトスケジュールのイン ることもできます。詳細については、「XML からのコンテンツのロード」を参照
ポート
してください。
外観のカスタマイズ

GanttView は、タスクバー、フィールドなどの要素のデフォルトの外観をカスタマ
イズするためのさまざまなオプションを提供します。詳細については、「スタイ
ルと外観」を参照してください。

テーマ

GanttViewは、組み込みのComponentOneテーマをサポートしており、アプリケー
ションに一貫したカスタムの外観を提供します。詳細については、「テーマの適
用」を参照してください。
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GanttView の要素
GanttView コントロールは、プロジェクトライフサイクル全体が表示される対話式ユーザーインタフェースを提供
します。GanttView は、主にグリッドとチャートの 2 つの要素で構成されており、これらはドラッグ可能なスプ
リッタで仕切られています。グリッドとチャートは、相互に同期しています。ユーザーがグリッド内でタスクを
変更すると、それがチャートに反映されます。
次に、タスク/アクティビティ名、モード、期間などのプロジェクト関連属性が GanttView コントロールにどのよ
うに表示されるかを示します。

主要な UI 要素
グリッド：グリッドは、各タスク/アクティビティに関連するさまざまな属性を表示します。これらの属性
はグリッドから編集できます。
チャート：チャートは、グリッドに表示されたタスクの詳細を視覚的に表します。これらの詳細は、バー
でチャートに表示されます。
スプリッタ：ドラッグ可能なスプリッタは、チャートとグリッドを仕切ります。
タスク：各タスク/アクティビティは 1 本のバーで表され、その位置と長さによって開始日、終了日、タス
ク期間が示されます。
タイムスケール：GanttView は、タイムライン（水平方向）に沿ってタイムスケールを表示します。タイム
スケールには 3 つの区分があります。
ツールバー：ツールバーから、GanttView で実行できるさまざまな操作に即座にアクセスできます。ツール
バーの詳細については、「GanttView ツールバー」を参照してください。

GanttView ツールバー
GanttView には、ガントビューで実行できるさまざまな操作に即座にアクセスするための組み込みツールバーが付
属しています。たとえば、このツールバーを使用して、ファイルのロードと保存、タスクへのフィルターの適
用、タスクの並べ替え、タスクの上下の移動、タイムスケールの設定などを実行できます。デフォルトでは、こ
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のツールバーは非表示です。ただし、必要に応じて、ShowToolbar プロパティを true または false に設定して、
この動作を変更できます。
次に、GanttView コントロールのツールバーがどのように表示されるかを示します。

ツールバーには、さまざまな操作を実行するボタンが用意されています。各ボタンの上にマウスポインタを置く
と、そのボタンで実行できる操作に関する情報を示すツールチップが表示されます。次の表に、各ツールバーボ
タン、そのツールチップ、および操作をまとめます。
ボタン

ツールチップ

操作

ロード

［XML ファイルからロード］ダイアログを表示します。ここ
で、ガントビューにロードする XML ファイルを参照できます。

保存

［XML として保存］ダイアログを表示します。ここで、ガント
ビューを XML ファイルとして保存できます。

元に戻す

最後に実行したアクションを元に戻します。

やり直し

最後に実行したアクションをやり直します。

グリッド列

［グリッド列］ダイアログを表示します。ここで、ガントビュー
で利用するデフォルトの列を有効または無効にします。

タスクを上に移動

グリッド内の特定のタスクを 1 つ上に移動します。

タスクを下に移動

グリッド内の特定のタスクを 1 つ下に移動します。

タスク情報

［タスク情報］ダイアログを表示します。特定のタスク/アクテ
ィビティに関連するタスク名、期間、開始日、終了日などの属性
がまとめられています。

フィールドスタイル

［フィールド スタイル］ダイアログを表示します。ここで、グ
リッドに表示されるテキストフィールドをカスタマイズできま
す。

タスクの追加

ガントビューに新しいタスクを追加します。

サマリータスクの追加

ガントビューにサマリータスクを追加します。

非アクティブ

グリッド内で選択されたタスクを非アクティブ/再アクティブに
します。

空白行の追加

ガントビューに空白行を追加します。

タスクの削除

グリッドから特定のタスクを削除します。

タスクのレベル上げ

このタスクのアウトラインレベルを上げます。

タスクのレベル下げ

このタスクのアウトラインレベルを下げます。

プロジェクトサマリーの プロジェクトサマリータスクを表示/非表示にします。
表示
グループ化

7

［フィルター］メニューを表示します。ここから、［完了したタ
スク］、［未完了のタスク］、［遅れたタスク］、［マイルスト
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ーン］、［サマリー タスク］、または［期間のタスクのみ］に
基づいてタスクをフィルター処理できます。このメニューには、
既存のフィルターをクリアする［フィルターなし］オプション、
期間にカスタムフィルターを適用するための［期間］フィルター
ダイアログを表示する［期間］オプション、特定のリソースにカ
スタムフィルタを適用するための［使用するリソース］ダイアロ
グを表示する［リソースの使用］オプション、カスタムフィルタ
を適用するための［詳細］フィルタダイアログを表示する［高度
なフィルター］オプション、特定の高度なフィルターを選択する
ための［その他のフィルター］ダイアログを表示する［その他の
フィルター］オプションもあります。［関連するサマリー行を表
示する］オプションを使用すると、関連するサマリーを表示でき
ます。
フィルター

ガントビューに表示されているタスクにフィルターを適用しま
す。

並べ替え

［並べ替え］メニューを表示します。ここから、［名前］、［開
始日］、［終了日］、または［期間］に基づいてタスクを並べ替
えできます。このメニューには、既存の並べ替えをクリアする
［並べ替えの削除］オプション、カスタムソートを適用するため
の［並べ替え基準］ダイアログを表示する［並べ替え基準］オプ
ションもあります。

プロジェクト情報

［プロジェクト情報］ダイアログを表示します。ここで、［開始
日］、［終了日］、［デフォルトの稼働時間］、［既定の非稼働
日］などのプロジェクト詳細を表示できます。

稼働時間の変更

［稼働時間の変更］ダイアログを表示します。ここで、デフォル
トの稼働時間や週間稼働日などを表示および変更できます。

イナズマ線

［イナズマ線］ダイアログを表示します。ここで、ガントビュー
にイナズマ線を作成およびカスタマイズできます。

プロジェクトリソース

［リソース情報］ダイアログを表示します。ここで、リソースを
タスクに割り当てることができます。

タイムスケール

［タイムスケール］ダイアログを表示します。ここで、ガントビ
ューのタイムスケール設定をカスタマイズできます。

バーの設定

［バーの設定］ダイアログを表示します。ここで、タスクバーを
カスタマイズできます。

タスクにスクロール

ガントビューのチャート領域内にバーで表示されているタスクに
スクロールします。

ズーム

［ズームイン］、［ズームアウト］、［ズーム］の各オプション
を提供します。［ズーム］オプションを選択すると、［ズーム］
ダイアログが表示されます。ここで、ガントビューを自由に拡大
縮小できます。

プロジェクト全体のズー ガントビュー内のプロジェクトスケジュール全体にズームしま
ム
す。
選択されたタスクのズー ガントビュー内で選択されたタスクにズームします。
ム
印刷
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［印刷］ダイアログを表示します。ここで、ガントビューに表示
された情報を印刷できます。
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クイックスタート
このクイックスタートセクションは、GanttView コントロールを理解することを目的としています。まず、Visual
Studio で WPF アプリケーションを作成し、MainWindow に GanttView コントロールを追加し、コードから非連結
モードで GanttView にタスクを追加します。
GanttView コントロールがアプリケーションの実行時にどのように表示されるかを確認するには、次の手順を実行
します。
手順 1：アプリケーションの設定
手順 2：コードによる非連結モードでの GanttView へのタスクの追加
手順 3：アプリケーションの実行
次に、いくつかのタスクが表示された基本的な GanttView コントロールを示します。

手順 1：アプリケーションの設定
1. Visual Studio で WPF アプリケーションを作成します。
2. C1GanttView コントロールを MainWindow にドラッグアンドドロップします。
3. XAML コードを編集して、関連する名前空間と GanttView コントロールの基本的なプロパティを設定しま
す。
XAML

copyCode

<Window
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:c1="http://schemas.componentone.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:GanttView="clr-namespace:C1.GanttView;assembly=C1.WPF.GanttView.4"
x:Class="QuickStart.MainWindow"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
<Grid>
<c1:C1GanttView Name="gv">
<c1:C1GanttView.Columns>
<GanttView:TaskPropertyColumn ID="682738157" Property="Mode"/>
9
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<GanttView:TaskPropertyColumn
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Property="DurationUnits" Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Property="PercentComplete" Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Property="ConstraintType" Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Property="ConstraintDate" Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
<GanttView:TaskPropertyColumn
Visible="False"/>
</c1:C1GanttView.Columns>
</c1:C1GanttView>

ID="200464275" Property="Name"/>
ID="1932261525" Property="Duration"
ID="2041428170"
ID="877817002" Property="Start"
ID="1833319410" Property="Finish"
ID="204763723"
ID="2112691121"
ID="1026682979"
ID="46763901" Property="Predecessors"
ID="1809421465" Property="Deadline"
ID="1041667598" Property="Calendar"
ID="223524084" Property="ResourceNames"
ID="2142090402" Property="Notes"

</Grid>
</Window>

手順 2：コードによる非連結モードでの GanttView へのタスクの追加
非連結モードで GanttView コントロールにタスクを追加できます。それには、デリゲートにタスクを定義し、
Add メソッドを使用して GanttView の Tasks コレクションにタスクを追加します。
1. コードビュー（MainWindow.xaml.cs ファイル）に切り替え、次の Import 文を追加します。
Visual Basic
Imports C1.GanttView
Imports C1.WPF.GanttView
C#
using C1.GanttView;
using C1.WPF.GanttView;
2. MainWindow.xaml.cs に切り替え、次のコードを追加して、C1GanttView クラスの Loaded イベントをサブ
スクライブします。
Visual Basic
AddHandler gv.Loaded, AddressOf gv_Loaded
C#
gv.Loaded += gv_Loaded;
3. 次のコードを Loaded イベントに追加します。これは、タスクを構成し、それらを GanttView コントロー
ルに追加します。
Visual Basic
10
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Private Sub gv_Loaded(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
'タスクを構成します
Dim t As New Task()
t.Mode = TaskMode.Manual
t.Name = "Requirement Gathering"
t.Start = New DateTime(2016, 4, 5)
t.Duration = 5
t.PercentComplete = 0.5
Dim t1 As New Task()
t1.Mode = TaskMode.Manual
t1.Name = "Analysis"
t1.Start = New DateTime(2016, 4, 20)
t1.Duration = 8
t1.PercentComplete = 0
Dim t2 As New Task()
t2.Mode = TaskMode.Manual
t2.Name = "Design"
t2.Start = New DateTime(2016, 4, 8)
t2.Duration = 4
t2.PercentComplete = 0.6
Dim t3 As New Task()
t3.Mode = TaskMode.Manual
t3.Name = "Development"
t3.Start = New DateTime(2016, 5, 1)
t3.Duration = 10
t3.PercentComplete = 0.2
Dim t4 As New Task()
t4.Mode = TaskMode.Manual
t4.Name = "Quality Assurance"
t4.Start = New DateTime(2016, 4, 16)
t4.Duration = 7
t4.PercentComplete = 0.2
Dim t5 As New Task()
t5.Mode = TaskMode.Manual
t5.Name = "Deployment and Release"
t5.Start = New DateTime(2016, 3, 29)
t5.Duration = 1
t5.PercentComplete = 0.5
Dim t6 As New Task()
t6.Mode = TaskMode.Manual
t6.Name = "Maintenance"
t6.Start = New DateTime(2016, 5, 3)
t6.Duration = 4
t6.PercentComplete = 1
Dim t7 As New Task()
t7.Mode = TaskMode.Manual
t7.Name = "Enhancements"
t7.Start = New DateTime(2016, 5, 11)
t7.Duration = 2
t7.PercentComplete = 0.8
'GanttViewにタスクを追加します
gv.Tasks.Add(t)
gv.Tasks.Add(t1)
gv.Tasks.Add(t2)
11
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gv.Tasks.Add(t3)
gv.Tasks.Add(t4)
gv.Tasks.Add(t5)
gv.Tasks.Add(t6)
gv.Tasks.Add(t7)
End Sub
C#
void gv_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//タスクを構成します
Task t = new Task();
t.Mode = TaskMode.Manual;
t.Name = "Requirement Gathering";
t.Start = new DateTime(2016, 4, 5);
t.Duration = 5;
t.PercentComplete = 0.5;
Task t1 = new Task();
t1.Mode = TaskMode.Manual;
t1.Name = "Analysis";
t1.Start = new DateTime(2016, 4, 20);
t1.Duration = 8;
t1.PercentComplete = 0;
Task t2 = new Task();
t2.Mode = TaskMode.Manual;
t2.Name = "Design";
t2.Start = new DateTime(2016, 4, 8);
t2.Duration = 4;
t2.PercentComplete = 0.6;
Task t3 = new Task();
t3.Mode = TaskMode.Manual;
t3.Name = "Development";
t3.Start = new DateTime(2016, 5, 1);
t3.Duration = 10;
t3.PercentComplete = 0.2;
Task t4 = new Task();
t4.Mode = TaskMode.Manual;
t4.Name = "Quality Assurance";
t4.Start = new DateTime(2016, 4, 16);
t4.Duration = 7;
t4.PercentComplete = 0.2;
Task t5 = new Task();
t5.Mode = TaskMode.Manual;
t5.Name = "Deployment and Release";
t5.Start = new DateTime(2016, 3, 29);
t5.Duration = 1;
t5.PercentComplete = 0.5;
Task t6 = new Task();
t6.Mode = TaskMode.Manual;
t6.Name = "Maintenance";
t6.Start = new DateTime(2016, 5, 3);
t6.Duration = 4;
t6.PercentComplete = 1;
Task t7 = new Task();
t7.Mode = TaskMode.Manual;
t7.Name = "Enhancements";
t7.Start = new DateTime(2016, 5, 11);
12
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t7.Duration = 2;
t7.PercentComplete = 0.8;

}

//GanttViewにタスクを追加します
gv.Tasks.Add(t);
gv.Tasks.Add(t1);
gv.Tasks.Add(t2);
gv.Tasks.Add(t3);
gv.Tasks.Add(t4);
gv.Tasks.Add(t5);
gv.Tasks.Add(t6);
gv.Tasks.Add(t7);

手順 3：アプリケーションの実行
［F5］キーを押してアプリケーションを実行し、タスクの属性がコントロールにどのように表示されるかを確認
します。
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データ連結
データ連結は、同期を取りながらデータプロバイダをデータコンシューマーに連結するプロセスを言います。コードを
ほとんど必要とすることなく、GanttView コントロールを任意の .NET データソースに連結し、プロジェクト関連属性を
表示できます。GanttView は、DataTable、DataView、DataSet などの ADO.NET オブジェクトを使用するデータ連結をサ
ポートします。
次に、GanttView コントロールをデータソースに連結する手順を説明します。この例では、連結するデータソースとして
Nwind.mdb サンプルデータベースファイルを使用します。

データソースへの連結
GanttView コントロールをデータソースに連結するには、次の手順を実行します。
1. WPF アプリケーションを（DataBinding という名前で）作成し、MainWindow に C1GanttView コントロールを配
置します。
2. XAML マークアップでコントロールの Name プロパティを「gv」に設定します。
XAML

copyCode

<c1:C1GanttView x:Name="gv" Margin="0,37,0,0">
3. プロジェクトにデータソースを追加するには、［表示］→［その他のウィンドウ］→［データソース］をクリック
します。
4. ［データソース］ウィンドウで、［新しいデータソースの追加］オプションをクリックし、［データの構成ウィ
ザード］ウィンドウを開きます。
5. ［データの構成ウィザード］ウィンドウで、データソースの種類として［データベース］を選択し、［次へ］を
クリックします。
6. データベースモデルとして［データセット］を選択し、［次へ］をクリックします。
7. ［新しい接続］をクリックして、データベースファイルに接続します。［接続の追加］ダイアログが表示されま
す。
8. ［接続の追加］ダイアログで、接続を設定するデータベースファイルを参照します。
Nwind.mdb データベースファイルは、デフォルトでは、インストールフォルダの次の場所に保存されてい
ます。
C:¥ユーザー¥...¥ドキュメント¥ComponentOne Samples¥Common¥Nwind.mdb
9. ［テスト接続］をクリックして、接続に成功するかどうかをテストし、［OK］をクリックします。
10. ［次へ］をクリックしてから、［OK］をクリックして、プロジェクト内にデータベースファイルをコピーしま
す。
11. ［テーブル］ドロップダウンリストで、オブジェクトモデルとしてCalendars、Properties、Resources、Tasks
の各テーブルを選択し、［完了］をクリックします。

データの保存と取得
データセットにデータを保存したり、GanttView にさまざまなプロジェクト関連属性を表示するためにデータを取得する
には、次の手順を実行します。
1. 次の Import 文を追加します。
Visual Basic
Imports C1.GanttView
Imports DataBinding.C1NWindDataSetTableAdapters
C#
using C1.GanttView;
using DataBinding.C1NWindDataSetTableAdapters;

14

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

GanttView for WPF
2. NwindDataSet のオブジェクトと、Calendars、Properties、Resources、Tasks の各テーブルのデータアダプタを作
成します。
Visual Basic
Private c1NwindDataSet1 As New C1NWindDataSet()
Private tasksTableAdapter As New TasksTableAdapter()
Private calendarsTableAdapter As New CalendarsTableAdapter()
Private resourcesTableAdapter As New ResourcesTableAdapter()
Private propertiesTableAdapter As New PropertiesTableAdapter()
C#
private C1NWindDataSet c1NwindDataSet1 = new C1NWindDataSet();
private TasksTableAdapter tasksTableAdapter = new TasksTableAdapter();
private CalendarsTableAdapter calendarsTableAdapter = new CalendarsTableAdapter();
private ResourcesTableAdapter resourcesTableAdapter = new ResourcesTableAdapter();
private PropertiesTableAdapter propertiesTableAdapter = new PropertiesTableAdapter();
3. データアダプタを使用して、テーブルにデータを挿入します。
Visual Basic
Me.tasksTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Tasks)
Me.resourcesTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Resources)
Me.propertiesTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Properties)
Me.calendarsTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Calendars)
C#
this.tasksTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Tasks);
this.resourcesTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Resources);
this.propertiesTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Properties);
this.calendarsTableAdapter.Fill(c1NwindDataSet1.Calendars);
4. C1GanttView クラスの Loaded イベントをサブスクライブします。
Visual Basic
AddHandler gv.Loaded, AddressOf gv_Loaded
C#
gv.Loaded+=gv_Loaded;
5. 次のコードを追加して、Loaded イベントで C1GanttViewStorage クラスにさまざまなストレージマッピングを設
定します。
Visual Basic
Private Sub gv_Loaded(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
Dim storage As C1GanttViewStorage = gv.DataStorage
storage.CalendarStorage.Mappings.CalendarID.MappingName = "CalendarID"
storage.CalendarStorage.Mappings.Data.MappingName = "Data"
storage.CalendarStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id"
storage.CalendarStorage.Mappings.Name.MappingName = "Name"
storage.CalendarStorage.DataMember = "Calendars"
storage.CalendarStorage.DataSource = Me.c1NwindDataSet1
storage.PropertyStorage.Key.MappingName = "Key"
storage.PropertyStorage.Value.MappingName = "Value"
storage.PropertyStorage.DataMember = "Properties"
storage.PropertyStorage.DataSource = Me.c1NwindDataSet1
storage.ResourceStorage.Mappings.Cost.MappingName = "Cost"
storage.ResourceStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id"
storage.ResourceStorage.Mappings.Name.MappingName = "Name"
storage.ResourceStorage.Mappings.Notes.MappingName = "Notes"
storage.ResourceStorage.Mappings.ResourceID.MappingName = "ResourceID"
storage.ResourceStorage.Mappings.ResourceType.MappingName = "ResourceType"
storage.ResourceStorage.Mappings.UnitOfMeasure.MappingName = "UnitOfMeasure"
storage.ResourceStorage.DataMember = "Resources"
storage.ResourceStorage.DataSource = Me.c1NwindDataSet1
storage.TasksStorage.Mappings.CalendarID.MappingName = "CalendarID"
storage.TasksStorage.Mappings.ConstraintDate.MappingName = "ConstraintDate"
storage.TasksStorage.Mappings.ConstraintType.MappingName = "ConstraintType"
storage.TasksStorage.Mappings.CustomFields.MappingName = "CustomFields"
storage.TasksStorage.Mappings.Deadline.MappingName = "Deadline"
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storage.TasksStorage.Mappings.Duration.MappingName = "Duration"
storage.TasksStorage.Mappings.DurationUnits.MappingName = "DurationUnits"
storage.TasksStorage.Mappings.Finish.MappingName = "Finish"
storage.TasksStorage.Mappings.HideBar.MappingName = "HideBar"
storage.TasksStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id"
storage.TasksStorage.Mappings.Initialized.MappingName = "Initialized"
storage.TasksStorage.Mappings.Mode.MappingName = "Mode"
storage.TasksStorage.Mappings.Name.MappingName = "Name"
storage.TasksStorage.Mappings.NextID.MappingName = "NextID"
storage.TasksStorage.Mappings.Notes.MappingName = "Notes"
storage.TasksStorage.Mappings.Parts.MappingName = "Parts"
storage.TasksStorage.Mappings.PercentComplete.MappingName = "PercentComplete"
storage.TasksStorage.Mappings.Predecessors.MappingName = "Predecessors"
storage.TasksStorage.Mappings.Resources.MappingName = "Resources"
storage.TasksStorage.Mappings.Start.MappingName = "Start"
storage.TasksStorage.Mappings.TaskID.MappingName = "TaskID"
storage.TasksStorage.DataMember = "Tasks"
storage.TasksStorage.DataSource = Me.c1NwindDataSet1
End Sub
C#
private void gv_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
C1GanttViewStorage storage = gv.DataStorage;
storage.CalendarStorage.Mappings.CalendarID.MappingName = "CalendarID";
storage.CalendarStorage.Mappings.CalendarID.MappingName = "CalendarID";
storage.CalendarStorage.Mappings.Data.MappingName = "Data";
storage.CalendarStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id";
storage.CalendarStorage.Mappings.Name.MappingName = "Name";
storage.CalendarStorage.DataMember = "Calendars";
storage.CalendarStorage.DataSource = this.c1NwindDataSet1;
storage.PropertyStorage.Key.MappingName = "Key";
storage.PropertyStorage.Value.MappingName = "Value";
storage.PropertyStorage.DataMember = "Properties";
storage.PropertyStorage.DataSource = this.c1NwindDataSet1;
storage.ResourceStorage.Mappings.Cost.MappingName = "Cost";
storage.ResourceStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id";
storage.ResourceStorage.Mappings.Name.MappingName = "Name";
storage.ResourceStorage.Mappings.Notes.MappingName = "Notes";
storage.ResourceStorage.Mappings.ResourceID.MappingName = "ResourceID";
storage.ResourceStorage.Mappings.ResourceType.MappingName = "ResourceType";
storage.ResourceStorage.Mappings.UnitOfMeasure.MappingName = "UnitOfMeasure";
storage.ResourceStorage.DataMember = "Resources";
storage.ResourceStorage.DataSource = this.c1NwindDataSet1;
storage.TasksStorage.Mappings.CalendarID.MappingName = "CalendarID";
storage.TasksStorage.Mappings.ConstraintDate.MappingName = "ConstraintDate";
storage.TasksStorage.Mappings.ConstraintType.MappingName = "ConstraintType";
storage.TasksStorage.Mappings.CustomFields.MappingName = "CustomFields";
storage.TasksStorage.Mappings.Deadline.MappingName = "Deadline";
storage.TasksStorage.Mappings.Duration.MappingName = "Duration";
storage.TasksStorage.Mappings.DurationUnits.MappingName = "DurationUnits";
storage.TasksStorage.Mappings.Finish.MappingName = "Finish";
storage.TasksStorage.Mappings.HideBar.MappingName = "HideBar";
storage.TasksStorage.Mappings.IdMapping.MappingName = "Id";
storage.TasksStorage.Mappings.Initialized.MappingName = "Initialized";
storage.TasksStorage.Mappings.Mode.MappingName = "Mode";
storage.TasksStorage.Mappings.Name.MappingName = "Name";
storage.TasksStorage.Mappings.NextID.MappingName = "NextID";
storage.TasksStorage.Mappings.Notes.MappingName = "Notes";
storage.TasksStorage.Mappings.Parts.MappingName = "Parts";
storage.TasksStorage.Mappings.PercentComplete.MappingName = "PercentComplete";
storage.TasksStorage.Mappings.Predecessors.MappingName = "Predecessors";
storage.TasksStorage.Mappings.Resources.MappingName = "Resources";
storage.TasksStorage.Mappings.Start.MappingName = "Start";
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storage.TasksStorage.Mappings.TaskID.MappingName = "TaskID";
storage.TasksStorage.DataMember = "Tasks";
storage.TasksStorage.DataSource = this.c1NwindDataSet1;

}
6. アプリケーションを実行し、GanttView が NwindDataSet 内のテーブルに連結されたことを確認します。
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設計時サポート
GanttView コントロールには、設計時にさまざまな GanttView 要素にプロパティを適用するためのコレクション
エディターが用意されています。これらのエディタの詳細については、次のリンクをクリックしてください。
BaseColumn コレクション エディター
CustomCalendars コレクション エディター
CalendarException コレクション エディター
Task コレクション エディター
WorkWeek コレクション エディター
BarStyle コレクション エディター
FieldStyle コレクション エディター
ResourceRef コレクション エディター

BaseColumn コレクション エディター
BaseColumn コレクション エディターでは、設計時に TaskPropertyColumn や CustomFieldColumn を追加した
り、プロパティを変更することができます。BaseColumn コレクション エディターにアクセスするには、デザイ
ナ（MainWindow）に配置された GanttView コントロールを選択し、プロパティウィンドウに移動して、Columns
プロパティの横にある省略符ボタンをクリックします。
次の図に、BaseColumn コレクション エディターを示します。

CustomCalendar コレクション エディター
CustomCalendar コレクション エディターは、設計時にカスタムカレンダーを追加、変更、または削除するために
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使用されます。CustomCalendar コレクション エディターにアクセスするには、デザイナ（MainWindow）に配置
された GanttView コントロールを選択し、プロパティウィンドウに移動して、CustomCalendarCollection プロパ
ティの横にある省略符ボタンをクリックします。
次の図に、CustomCalendar コレクション エディターを示します。

CalendarException コレクション エディター
CalendarException コレクション エディターは、設計時にカスタムカレンダーの例外を追加、削除、または変更す
るために使用されます。CalendarException コレクション エディターにアクセスするには、デザイナ
（MainWindow）に配置された GanttView コントロールを選択し、プロパティウィンドウに移動して、
CalendarExceptionCollection プロパティの横にある省略符ボタンをクリックします。
次の図に、CalendarException コレクション エディターを示します。

Task コレクション エディター
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Task コレクション エディターは、設計時に GanttView にタスクを追加、変更、または削除するために使用されま
す。Task コレクション エディターにアクセスするには、デザイナ（MainWindow）に配置された GanttView コン
トロールを選択し、プロパティウィンドウに移動して、Tasks プロパティの横にある省略符ボタンをクリックしま
す。
次の図に、Task コレクション エディターを示します。

WorkWeek コレクション エディター
WorkWeek コレクション エディターは、設計時にカスタムカレンダーの週間稼働日を追加、変更、または削除す
るために使用されます。WorkWeek コレクション エディターは、CustomCalendar コレクション エディターから
アクセスできます。
次の図に、WorkWeek コレクション エディターを示します。
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BarStyle コレクション エディター
BarStyle コレクション エディターを使用すると、設計時にバースタイルを追加し、そのプロパティを変更できま
す。BarStyle コレクション エディターにアクセスするには、MainWindow に配置された GanttView コントロール
を選択し、プロパティウィンドウに移動して、BarStyles プロパティの横にある省略符ボタンをクリックします。
次の図に、BarStyle コレクション エディターを示します。

FieldStyle コレクション エディター
FieldStyle コレクション エディターを使用すると、設計時にフィールドスタイルを追加し、そのプロパティを変更
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できます。FieldStyle コレクション エディターは、Task コレクション エディターからアクセスできます。
次の図に、FieldStyle コレクション エディターを示します。

Predecessor コレクションエディター
Predecessor コレクションエディターを使用すると、設計時に先行タスクを追加し、そのプロパティを変更できま
す。Predecessor コレクションエディターは、Task コレクションエディターからアクセスできます。
次の図に、Predecessor コレクションエディターを示します。
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ResourceRef コレクション エディター
ResourceRef コレクション エディターは、特定のタスクにさまざまなリソースを追加するために使用されます。
ResourceRef コレクション エディターは、Task コレクション エディターからアクセスできます。
次の図に、ResourceRef コレクション エディターを示します。
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実行時操作
GanttView には、コントロールのシームレスな操作に役立つさまざまな実行時機能が付属します。コードを 1 行
も書くことなく、新しいタスクの作成、タスクの削除、グリッド列の構成、プロジェクトスケジュールの表示と
変更を行うことができます。
GanttView には、次のように、実行時にさまざまな機能にアクセスするためのダイアログが用意されています。
［グリッド列］ダイアログ
［タスク情報］ダイアログ
［フィールド スタイル］ダイアログ
［グループ］ダイアログ
［期間］ダイアログ
［リソースの使用］ダイアログ
［高度なフィルター］フィルタダイアログ
［その他のフィルター］ダイアログ
［並べ替え］ダイアログ
［プロジェクト情報］ダイアログ
［稼働時間の変更］ダイアログ
［イナズマ線］ダイアログ
［リソース情報］ダイアログ
［タイムスケール］ダイアログ
［バーの設定］ダイアログ
［ズーム］ダイアログ
［印刷］ダイアログ

［グリッド列］ダイアログ
［グリッド列］ダイアログは、GanttView の列に表示されるさまざまな属性を指定するために使用されます。この
ダイアログは、実行時にツールバーの［グリッド列］ボタンをクリックすると表示されます。ガントビューに列
を表示するには、列名に対応するチェックボックスをオンにします。
次の図に、［タスクモード］や［タスク名］などのデフォルトの表示列が表示された［グリッド列］ダイアログ
を示します。
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［タスク情報］ダイアログ
［タスク情報］ダイアログは、新しいタスクの詳細（タスク名、タスクモード、開始日、終了日など）を指定す
るために使用されます。このダイアログは、ツールバーの［タスク情報］ボタンをクリックすると表示されま
す。
次の図に、［タスク情報］ダイアログを示します。
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［タスク情報］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

タスク名

タスク名をテキストボックスで指定します。

達成率

タスクの完了度（パーセント単位）を数値ボックスで指定します。

スケジュールモード

ラジオボタンを選択してタスクモードを選択します。

期間

チェックボックスをオンにすると、タスク期間の入力が有効になります。

開始日

開始日をドロップダウンリストから選択します。

終了日

終了日をドロップダウンリストから選択します。

さらに、［タスク情報］ダイアログには、［先行タスク］、［リソース］、［詳細］、［メモ］の 4 つのタブに
さまざまなオプションがあります。

先行タスク
次の図に、［先行タスク］タブを示します。

［先行タスク］タブには次のオプションがあります。
オプション

目的

先行タスク名

先行タスクをドロップダウンリストから指定します。

依存タイプ

依存関係のタイプをドロップダウンリストから指定します。

追加

依存関係を追加するには、このボタンをクリックします。

削除

選択した依存関係を削除するには、このボタンをクリックします。

間隔（日）

依存タスク間の遅延日数を数値ボックスで指定します。

リソース
次の図に、［リソース］タブを示します。
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［リソース］タブには次のオプションがあります。
オプション

目的

リソース名

リソース名をドロップダウンリストから指定します。

合計

選択したリソースの数量を指定します。

追加

リソースを追加するには、このボタンをクリックします。

削除

選択したリソースを削除するには、このボタンをクリックします。

詳細
次の図に、［詳細］タブを示します。

［詳細］タブには次のオプションがあります。
オプション

目的

カレンダー

カレンダーをドロップダウンリストから選択します。

制約のタイプ

適用する制約のタイプをドロップダウンリストから指定します。

指定日

ドロップダウンカレンダーで指定日を指定します。

期限

このチェックボックスをオンにすると、ドロップダウンカレンダーから期限を
指定するオプションが有効になります。

バーを非表示にする

タスクバーを非表示にするには、このチェックボックスをオンにします。

27

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

GanttView for WPF
メモ
［メモ］タブには、タスクに関連する参照情報を入力するためのテキストボックスがあります。

［フィールド スタイル］ダイアログ
［フィールド スタイル］ダイアログは、コントロールのグリッドビューに表示されるテキストフィールドのカス
タマイズに使用されます。このダイアログには、独自フォント、背景色などのスタイルを他のテキストフィール
ドに適用するためのオプションが用意されています。このダイアログは、ツールバーの［フィールド スタイル］
ボタンをクリックすると表示されます。
次の図に、［フィールドスタイル］ダイアログを示します。

［フィールドスタイル］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
28
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オプション

目的

フィールド

カスタマイズを適用するフィールドをドロップダウンリストから選択
します。

背景色

選択したフィールドに適用する背景色をドロップダウンリストから選
択します。

フォントファミリ

選択したフィールドに適用するフォントをドロップダウンリストから
選択します。

前景の色

選択したフィールドに適用する前景色をドロップダウンリストから選
択します。

フォントスタイル

選択したフィールドに適用するフォントスタイルをドロップダウンリ
ストから選択します。

フォントの太さ

フォントウェイトをドロップダウンリストから選択します。

フォントサイズ

フォントサイズを数値ボックスで指定します。

下線

選択したフィールドに下線を引くには、このチェックボックスをオン
にします。

取り消し線

選択したフィールドに取り消し線を引くには、このチェックボックス
をオンにします。

［グループ］ダイアログ
［グループ］ダイアログは、タスクのグループ化を実行できるように設計されています。このダイアログは、ツ
ールバーの［グループ化］ボタンから［新規グループ化］オプションを選択すると表示されます。
次の図に、［グループ］ダイアログを示します。

［グループ］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

グループ化

グループ化するフィールドをドロップダウンリストから選択します。

並び順

グループ化の順序として［昇順］または［降順］をドロップダウンリ
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ストから選択します。

［期間］ダイアログ
［期間］ダイアログは、指定した日付範囲内にカスタムフィルタを適用するために使用されます。このダイアロ
グは、ツールバーの［フィルター］メニューから［期間］オプションを選択すると表示されます。
次の図に、［期間］ダイアログを示します。

［リソースの使用］ダイアログ
［リソースの使用］ダイアログは、プロジェクト内で割り当てられたリソースに基づいてカスタムフィルタを適
用するために使用されます。このダイアログは、ツールバーの［フィルター］メニューから［リソースの使用］
オプションを選択すると表示されます。
次の図に、［リソースの使用］ダイアログを示します。

［リソースの使用］ダイアログには、次のオプションがあります。
オプション

目的

リソースの使用

フィルター処理するリソースをドロップダウンリストに表示します。

OK

フィルターを適用します。

キャンセル

ダイアログを閉じます。

［高度なフィルター］フィルターダイアログ
［高度なフィルター］ダイアログは、ガントビューにカスタムフィルタを作成して適用できるように設計されて
います。このダイアログは、ツールバーの［フィルター］ボタンから［高度なフィルター］オプションを選択す
ると表示されます。
30
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次の図に、［高度なフィルター］フィルタダイアログを示します。

［高度なフィルター］フィルターダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

かつ/または

［かつ］または［または］条件演算子をドロップダウンリストから選択します。

フィールド名

フィルター処理するフィールドをドロップダウンリストから選択します。

条件

条件をドロップダウンリストから選択します。

値

［フィールド名］オプションで選択されたフィールドに対応する値を表示しま
す。たとえば、［フィールド名］が［モード］に設定されている場合、［値］ド
ロップダウンメニューには、［自動］オプションと［手動］オプションが表示さ
れます。

クリア

フィルターをクリアするには、このボタンをクリックします。

適用

フィルターを適用するには、このボタンをクリックします。

保存

フィルターを保存するには、このボタンをクリックします。

キャンセル

ダイアログを閉じるには、このボタンをクリックします。

［その他のフィルター］ダイアログ
［その他のフィルター］ダイアログは、ガントビューにカスタムフィルターを作成して適用できるように設計さ
れています。このダイアログは、ツールバーの［フィルター］メニューから［その他のフィルター］オプション
を選択すると表示されます。
次の図に、［その他のフィルター］ダイアログを示します。
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［その他のフィルター］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

新しいフィルター

［高度なフィルター］フィルターダイアログを表示します。ここで、カスタムフィ
ルターを作成できます。

編集

選択されたフィルターを編集するために、［高度なフィルター］フィルタダイアロ
グを表示します。

削除

選択されたフィルターを削除します。

クリア

すべてのフィルターをクリアします。

適用

有効なフィルターを適用します。

キャンセル

ダイアログを閉じます。

［並べ替え］ダイアログ
［並べ替え］ダイアログは、複数列の並べ替えを実行できるように設計されています。このダイアログは、ツー
ルバーの［並べ替え］メニューにあるさまざまな並べ替えのオプションを選択すると表示されます。
次の図に、［並べ替え］ダイアログを示します。
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［並べ替え］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

昇順/降順

並べ替え順をドロップダウンリストから選択します。

リセット

選択された並べ替え順をリセットします。

OK

選択された並べ替え順を適用します。

キャンセル

ダイアログを閉じます。

［プロジェクト情報］ダイアログ
［プロジェクト情報］ダイアログは、新しいプロジェクトのスケジュールに使用されます。このダイアログは、
ツールバーの［プロジェクト情報］ボタンをクリックすると表示されます。［プロジェクト情報］ダイアログ
は、［スケジュール］と［カレンダーオプション］の 2 つのタブで構成されます。また、［プロジェクト情報］
ダイアログには、［デフォルトの休日］グループボックスが含まれます。ここで、プロジェクトスケジュールの
休日を選択できます。

スケジュール
次の図に、［プロジェクト情報］ダイアログの［スケジュール］タブを示します。
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［スケジュール］タブには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

スケジュールの基点

［プロジェクト開始日］または［プロジェクト終了日］からプロジェクトを
スケジュールします。デフォルトでは、プロジェクトスケジュールはプロジ
ェクト開始日から始まります。

開始日

プロジェクト開始日からプロジェクトをスケジュールする場合は、ドロップ
ダウンカレンダーからプロジェクト開始日を選択します。

終了日

プロジェクト終了日からプロジェクトをスケジュールする場合は、ドロップ
ダウンカレンダーからプロジェクト終了日を選択します。

カレンダーオプション
次の図に、［プロジェクト情報］ダイアログの［カレンダーオプション］タブを示します。
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［カレンダーオプション］タブには、次の項目が含まれます。
オプション

目的

週の開始曜日

スケジュールされたタスクが開始される曜日をドロップダウンリストから指定
します。デフォルトでは、このフィールドは日曜日に設定されています。

日の時間

スケジュールされたタスクの 1 日の時間数を数値ボックスで指定します。
GanttView は、1 日を 8 時間として期間の単位を計算します。

グリッドの日付形式

グリッドに表示される日付の形式をテキストボックスで指定します。

月の日数

自動スケジュールされたタスクの通常のカレンダー月の合計稼働日数を数値ボ
ックスで指定します。デフォルトの稼働日数は、1 か月に 20 日です。

週の時間

自動スケジュールされたタスクの 1 週間の稼働時間数を数値ボックスで指定し
ます。デフォルトでは、1 週間の稼働時間は 40 時間です。

チャートの日付形式

チャートに表示される日付の書式をテキストボックスで指定します。この書式
は、標準またはカスタム書式指定子に基づいて指定されます。

期間形式
次の図に、［プロジェクト情報］ダイアログの［期間形式］タブを示します。
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［期間形式］タブには、次のオプションがあります。
オプション

目的

分

分の書式文字列を指定します。

時

時間の書式文字列を指定します。

日

日の書式文字列を指定します。

週

週の書式文字列を指定します。

月

月の書式文字列を指定します。

［稼働時間の変更］ダイアログ
［稼働時間の変更］ダイアログは、プロジェクトカレンダーで稼働時間を変更するために使用されます。このダ
イアログは、ツールバーの［稼働時間の変更］ボタンをクリックすると表示されます。
［稼働時間の変更］ダイアログには、次のオプションがあります。
オプション

目的

カレンダー(For Calendar)

選択するカレンダーを指定します。

新しいカレンダーの追加 (Add New
Calendar...)

新しいカレンダーを作成するか、デフォルトのカレンダーまたはカス
タムカレンダーに基づいてカレンダーのコピーを作成します。

カスタムカレンダーの管理...

カスタムカレンダーを追加または削除します。
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次の図に、［稼働時間の変更］ダイアログを示します。

［稼働時間の変更］ダイアログには、［カレンダー］、［稼働日］、［例外］の 3 つのタブが表示されます。
［カレンダー］タブにはカレンダーが表示されます。このカレンダーで日をクリックして、週間稼働日に基づく
稼働時間を表示したり、デフォルトのカレンダーの例外を考慮するかどうかを確認することができます。

稼働日
［稼働日］タブには、プロジェクトカレンダー、リソースカレンダー、または作成したカスタムカレンダーのデ
フォルトの稼働日を変更するオプションがあります。デフォルトの稼働日とは異なる日付範囲のスケジュールを
選択または作成することもできます。
次の図に、［稼働日］タブを示します。
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［稼働日］タブには、次のようなオプションがあります。
オプション

目的

曜日の選択

週間稼働日を構成する 1 日以上の日を選択します。

開始日

週間稼働日の開始日を指定します。

終了日

週間稼働日の終了日を指定します。

稼働日から非稼働日以外（またはその逆）に変更する日を選択したら、次の 1 つを選択できます。
［選択した曜日に既定の稼働時間を使用する］- 週間稼働日の選択された日にデフォルトの稼働時間（午前
8 時から午前 12 時、午後 1 時から午後 5 時）を指定します。
［選択した曜日を非稼働日に設定する］- 稼働日以外を選択します。
［選択した曜日に指定の稼働時間を設定する］- スケジュール全体で選択された日に稼働時間を設定しま
す。稼働を開始する時間を［開始］ボックスに、稼働を終了する時間を［終了］ボックスに入力します。

例外
［例外］タブには、祝日や休日などの例外をカレンダーに追加するオプションがあります。次の図に、このタブ
が実行時にどのように表示されるかを示します。
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［例外］タブには、次のオプションがあります。
オプション

目的

開始日

例外の開始日を選択するためのカレンダーがドロップダウンメニューに表
示されます。

終了日

例外の終了日を選択するためのカレンダーがドロップダウンメニューに表
示されます。

定期的パターン...

スケジュール全体に例外の繰り返しを設定するためのボタンを表示しま
す。このボタンをクリックすると、［繰り返しパターン］ダイアログが表
示されます。ここで、繰り返しが起こる日を指定できます。例外を含むよ
うにスケジュールされたタスクは、自動的に再スケジュールされます。

次の図に、［定期的パターン］ダイアログが実行時にどのように表示されるかを示します。
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［イナズマ線］ダイアログ
［イナズマ線］ダイアログは、スケジュールより進んでいるか遅れているタスクを強調表示するために、チャー
トビューにイナズマ線を表示する場合に使用されます。このダイアログは、ツールバーの［イナズマ線］ボタン
をクリックすると表示されます。
次の図に、［イナズマ線］ダイアログを示します。

［イナズマ線］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

状況報告日

状況の確認を開始する日を設定するには、このチェックボックスをオンにし
ます。

表示する

イナズマ線を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

線の種類

イナズマ線として描画される線の種類をドロップダウンリストから選択しま
す。
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線の色

イナズマ線の色をドロップダウンメニューから選択します。

進捗点の形状

イナズマ線の開始点のインジケータの形をドロップダウンリストから選択し
ます。

進捗点の色

イナズマ線ポイントの色をドロップダウンメニューから選択します。

［リソース情報］ダイアログ
［リソース情報］ダイアログは、リソースの追加と削除、およびリソース名、リソースタイプ、コスト、単位な
どの属性の指定に使用されます。このダイアログは、ツールバーの［プロジェクトリソース］ボタンをクリック
すると表示されます。
次の図に、［リソース情報］ダイアログを示します。

［リソース情報］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

追加

テキストボックスに新しいリソースを追加するには、このボタンをクリックしま
す。

削除

テキストボックスから選択したリソースを削除するには、このボタンをクリック
します。

リソース名

テキストボックスに追加されたリソースのリソース名を指定します。

種類

［コスト］、［マテリアル］、［稼働］などのリソースタイプをドロップダウン
リストから選択します。

コスト

選択したリソースタイプの単位あたりのコストを数値ボックスで指定します。

数量単価型の単位

選択したリソースタイプの単位をテキストボックスで指定します。たとえば、通
常、［コスト］タイプのリソースは金額で測定され、［マテリアル］タイプのリ
ソースはトン、メートルなどで測定され、［稼働］タイプのリソースは時間数で
測定されます。
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メモ

単位に基づいてリソースをどのように計算したかわかるように、テキストボック
スで詳細またはメモを指定します。

［タイムスケール］ダイアログ
［タイムスケール］ダイアログは、さまざまなタイムスケール区分の表示/非表示の設定や日時の設定を行うほ
か、現在の日、稼働時間以外、プロジェクト開始/終了ラインの外観をカスタマイズするために使用されます。こ
のダイアログは、実行時にツールバーの［タイムスケール］ボタンをクリックすると表示されます。
［タイムスケール］ダイアログは、次の図のように、［中区分］、［表示区分］の 3 つのタブで構成されます。

［中区分］タブと［小区分］タブ
次の図に、［タイムスケール］ダイアログの［中区分］タブと［小区分］タブを示します。

［中区分］タブと［小区分］タブには、次のようなオプションが含まれます。
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オプション

目的

単位

時間の単位をドロップダウンリストから選択します。

期間の間隔

タイムスケール区分に単位ラベルを表示する間隔を数値ボックスで指定しま
す。

最小セル幅

各区分の最小セル幅（ピクセル単位）を数値ボックスで指定します。

形式

時間を表示する書式をドロップダウンリストから指定します。デフォルトの書
式は、「nnnn d」に設定されています。

時点

インスタントラベルを配置する場所（［開始］、［終了］、［中間］、［範
囲］、［重複範囲］）をドロップダウンリストから指定します。

例

［形式］ドロップダウンで選択した日付書式の結果を表示します。

ラベルの配置

タイムスケール区分の配置（［左］、［中央］、［右］、［両端揃え］オプシ
ョン）をドロップダウンリストから指定します。

［バーの設定］ダイアログ
［バーの設定］ダイアログは、コントロールのチャートビューに表示されるタスクバーのカスタマイズに使用さ
れます。このダイアログは、ツールバーの［バーの設定］ボタンをクリックすると表示されます。
次の図に、［バーの設定］ダイアログを示します。

［バーの設定］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

タスク

バーのスタイルをカスタマイズするタスクをドロップダウンリストから選択し
ます。

形状

選択したタスクのバータイプをドロップダウンリストから選択します。
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［バーの設定］ダイアログには、タスクバーの形、パターン、および色を詳細にカスタマイズするための 2 つの
タブ（［バーの形］と［バーの文字列］）があります。これらのタブには、次のようなカスタマイズオプション
があります。
オプション

目的

バーの形

タスクバーの開始、中間、終了の各部分の［形状］、［パターン］、および
［色］をドロップダウンリストから設定します。

バーの文字列

タスクバーに対して表示されるテキストをドロップダウンリストから指定しま
す。

［ズーム］ダイアログ
［ズーム］ダイアログは、チャートビューでタイムスケール区分のスケールビューをズームインまたはズームア
ウトするために使用されます。このダイアログは、ツールバーの［ズーム］メニューにある［ズーム］オプショ
ンを選択すると表示されます。
次の図に、［ズーム］ダイアログを示します。

［ズーム］ダイアログには、次のようなオプションが含まれます。
オプション

目的

ズーム

ガントビューをズームして表示する時間範囲をラジオボタンから選択します。

カスタム

数値ボックスでカスタムの時間範囲をカウント数で設定し、同時にドロップダウ
ンリストから単位を選択します。

リセット

選択をリセットするには、このボタンをクリックします。

OK

選択したズームを適用するには、このボタンをクリックします。

キャンセル

ダイアログを閉じるには、このボタンをクリックします。
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［印刷］ダイアログ
［印刷］ダイアログは、印刷スタイルの選択、ヘッダー/フッター/凡例のコンテンツの指定とフォント設定、印刷
範囲の指定などの印刷オプションを管理するために使用されます。このダイアログは、ツールバーの［印刷］ボ
タンをクリックすると表示されます。［印刷］ダイアログには、［通常］、［外側の余白/内側の余白］、［ヘッ
ダー/フッター］、［Legend］、［View］の5 つのタブが表示されます。

通常

外側の余白/内側の余白
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ヘッダー/フッター

凡例
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ビュー
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機能
GanttView は、プロジェクトの効果的な管理とスケジュールに役立つ多くの機能をサポートします。これらの機能
の詳細については、次の各リンクをクリックしてください。
タスク管理
スタイルと外観

タスク管理
GanttView は、カスタム列の作成、リソースの割り当て、フィルタの適用、タイムスケールのカスタマイズなど、
さまざまなタスク管理機能を提供しています。これらの機能の詳細と実装方法について説明します。
タスク
コードでタスクを作成して追加する方法について説明します。
列
GanttView のデフォルトの列を表示する方法について説明します。
カスタム列
要件どおりにカスタム列を作成して GanttView に追加する方法について説明します。
スケジュールモード
コードでタスクのスケジュールモードを設定する方法について説明します。
完了割合
コードでタスクの完了割合状態を設定する方法について説明します。
タスクの期限
コードで特定のタスクの期限を設定する方法について説明します。
タイムスケール
コードでタイムスケールとタイムスケールの書式をカスタマイズする方法について説明します。
マイルストーンタスク
コードでマイルストーンタスクを作成する方法について説明します。
イナズマ線
コードでイナズマ線を作成してカスタマイズする方法について説明します。
リソース
コードでリソースを作成、追加、およびタスクに割り当てる方法について説明します。
制約
制約をコードで適用する方法を説明します。
フィルタ処理
実行時およびコードでタスクをフィルタ処理する方法について説明します。
ソート
名前、開始/終了日、期間などに基づいてタスクをソートする方法について説明します。
XML へのコンテンツの保存
ガントビューのコンテンツおよびレイアウトを XML ファイルに保存する方法について説明します。
XML からのコンテンツのロード
ガントビューのコンテンツおよびレイアウトを XML ファイルからロードする方法について説明します。
タスクの依存関係
コードで先行タスクを作成し、別のタスクへの依存関係を設定する方法について説明します。
タスクの分割
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コードでタスクを分割する方法について説明します。
プロジェクトサマリータスク
コードでサマリータスクを作成する方法について説明します。

タスク
プロジェクト計画の中心はタスクです。タスクは、一連の目標を達成するために行う作業の量を表します。タス
クは、期間、依存関係（ある場合）、およびリソース要件によって作業を定義します。
GanttView は、実行時にもコードでも、プロジェクト計画にタスクを追加できます。
実行時には、ツールバーにある［タスクの追加］ボタンからタスクを追加することができます。［タスクの追
加］ボタンをクリックすると、タスク情報ダイアログが表示されます。ここで、タスクの名前、完了割合、開始
日、終了日などの基本的なプロパティを設定します。また、チャートビュー内でマウスをドラッグして、新しい
タスクを作成することもできます。マウスドラッグによって日曜日や土曜日などの勤務日以外を開始日としたタ
スクを作成すると、競合を解決するためのダイアログが表示されます。次の図に、［Conflict Resolver競合回避
モジュール］ダイアログを示します。

［Conflict Resolver競合回避モジュール］ダイアログには、競合を解決するためのオプションが 3 つあります。
勤務日以外の日からタスクを開始する
タスクを次の勤務日に移動する
日曜日または土曜日を勤務日にする
次の図に、GanttView に追加されたタスクを示します。
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さらに、GanttView はマイルストーンやサマリータスクなどのさまざまなタスクをサポートします。これらは、マ
イルストーンタスクセクションとプロジェクトサマリータスクセクションで説明します。

コードによるタスクの作成と追加
コードでは、Task クラスのインスタンスを定義し、Name プロパティや Duration プロパティを使用して名前や
期間などの基本的なプロパティを設定して、タスクを作成することができます。GanttView にタスクを追加するに
は、TaskCollection クラスの Add メソッドを使用します。次のコードは、タスクの作成、基本的なプロパティの
設定、およびタスクを GanttView に追加する方法を示します。

Visual Basic
'タスクの作成と基本的なプロパティの設定
Dim t As New Task()
t.Mode = TaskMode.Manual
t.Name = "Requirement Gathering"
t.Start = New DateTime(2016, 4, 5)
t.Duration = 5
'GanttView へのタスクの追加
gv.Tasks.Add(t)

C#
//タスクの作成と基本的なプロパティの設定
Task t = new Task();
t.Mode = TaskMode.Manual;
t.Name = "Requirement Gathering";
t.Start = new DateTime(2016, 4, 5);
t.Duration = 5;
//GanttView へのタスクの追加
gv.Tasks.Add(t);
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列
GanttView は、タスク名、モード、開始日、終了日などのタスク関連属性をタスクプロパティ列（または単に
「列」）に表示します。このコントロールには、これらの属性をグリッドビューに表示する次の 14 のデフォルト
の列が用意されています。
列名

説明

タスクモード

タスクモードとして［手動］または［自動］を表示します

タスク名

タスク名を表示します

期間

タスクの期間を表示します

期間の単位

期間の単位を表示します

開始

開始日を表示します

終了

終了日を表示します

達成率

タスクの完了状況（パーセント単位）を表示します

制約のタイプ

制約タイプを表示します

指定日

制約日を表示します

先行タスク

先行タスクを表示します

期限

タスクの期限を表示します

カレンダー

カレンダーを表示します

リソース名

特定のタスクに割り当てられたリソースの名前を表示します

メモ

特定のタスクに対応するメモを表示します

列の追加
デザイナに GanttView コントロールを表示すると、デフォルトで［タスクモード］列と［タスク名］列が表示さ
れます。その他の列をガントビューに表示するには、実行時に［グリッド列］ダイアログを使用します。

カスタム列
GanttView コントロールは、デフォルトのタスクプロパティ列に制限されません。ユーザーは、要件に合わせてカ
スタム列を作成できます。このコントロールには、カスタム列の作成に使用できる CustomFieldColumn クラス
が用意されています。このクラスには、カスタム列のさまざまな属性を指定するためのプロパティも用意されて
います。たとえば、DataType プロパティはデータ型の設定に使用でき、Format プロパティはデータの表示形式
の指定に使用できます。
次の図に、「予算」というタイトルが付いたカスタム列を含むガントビューを示します。この列は数値データを
受け取り、それを「¥」書式で表示します。
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コードによるカスタム列の作成
カスタム列を作成するには、CustomFieldColumn クラスのオブジェクトを作成し、Name、Caption、Format、
DataType などの基本的なプロパティを設定します。次のコードは、数値データを受け取るカスタム列の作成方法
を示します。この列に、タイトル「予算」および通貨書式「¥」を指定します。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。
Visual Basic
' カスタム列を作成します
Dim customColumn As New CustomFieldColumn()
customColumn.Caption = "予算"
customColumn.Name = "Budget"
customColumn.DataType = GetType(Decimal)
customColumn.Format = "¥#0"
customColumn.Width = 100
gv.Columns.Add(customColumn)
C#
// カスタム列を作成します
CustomFieldColumn customColumn = new CustomFieldColumn();
customColumn.Caption = "予算";
customColumn.Name = "Budget";
customColumn.DataType = typeof(decimal);
customColumn.Format = "¥#0";
customColumn.Width = 100;
gv.Columns.Add(customColumn);

スケジュールモード
GanttView は、GanttView 内でタスクをスケジュールするために、手動と自動の 2 種類のモードをサポートしてい
ます。
手動モード
これは、GanttView 内のタスクのデフォルトのタスクモードです。手動モードは、プロジェクトスケジュールを計
画して管理する際により高い柔軟性を実現します。手動タスクでは、プロジェクトリソースなどのスケジュール

52

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

GanttView for WPF
を変更しません。このモードは、プロジェクトのタスクに関連する適切な情報がない場合に最適です。
自動モード
自動モードは、より構造化された方法でプロジェクトスケジュールを管理します。自動モードでは、ユーザーが
タスク期間やリソースの数などの情報を入力すると、GanttView コントロールがタスクに最適な日付（最も早いス
ケジュールと遅いスケジュール）を計算します。スケジュールに変更があった場合は、最適な結果が得られるよ
うに、GanttView がプロジェクトスケジュールを自動的に調整します。
スケジュールモードは、実行時に［タスク情報］ダイアログから設定できます。このダイアログは、［タスク情
報］ボタンを ツールバーでクリックしてアクセスできます。.
次の図に、実行時にタスクモードを設定する方法を示します。

コードによるタスクモードの設定
GanttView でタスクのスケジュールモードを設定するために、Task クラスには、TaskMode 列挙に含まれる次の値
を受け取る Mode プロパティが用意されています。
Manual - 特定のタスクの開始日を設定できます。
Automatic - タスクの開始日を自動的に計算します。
次のコードは、タスクの Mode プロパティを設定する方法を示します。

Visual Basic
Dim t As New Task()
t.Mode = TaskMode.Manual

C#
Task t = new Task();
t.Mode = TaskMode.Manual;

達成率
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GanttView には、タスクの完了状況をパーセント単位で指定する達成率機能が用意されています。この機能は、プ
ロジェクトスケジュール内のすべてのタスクの追跡に役立ちます。タスクの達成率は、ガントビューで［タスク
情報］ダイアログから設定できます。このダイアログは、［タスク情報］ボタンをツールバーでクリックしてア
クセスできます。
タスクの達成率は、タスクバー内に描画される濃い色のバーで表されます。

コードによる完了割合の設定
タスクの達成率の状況を設定するために、Task クラスに PercentComplete プロパティが用意されています。こ
のプロパティは、0 から 1 までの double 型の正の値を受け取ります。0 はタスクが開始されていないことを示
し、1 はタスクが完了したことを示します。
次のコードは、タスクの PercentComplete プロパティを設定する方法を示します。

Visual Basic
' PercentComplete 値 0.6 は、タスクが 60% 完了していることを意味します
Dim t As New Task()
t.PercentComplete = 0.6

C#
// PercentComplete 値 0.6 は、タスクが 60% 完了していることを意味します
Task t = new Task();
t.PercentComplete = 0.6;

タスクの期限
タスクの期限を使用して、プロジェクトに含まれるすべてのアクティビティを監視できます。GanttView では、設
定された期限日を超えているタスクも追跡できます。次の図のように、期限日を超えているタスクは赤色のイン
ジケータで強調表示され、マウスポインタを置くとメッセージボックスが表示されます。
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タスクの期限は、実行時に［タスク情報］ダイアログから設定できます。このダイアログは、［タスク情報］ボ
タンをツールバーでクリックしてアクセスできます。

コードによるタスクの期限の設定
特定のタスクの期限を設定するには、Task クラスから提供される Deadline プロパティを使用できます。
Deadline プロパティは、期限日を設定するために DateTime クラスのオブジェクトを受け取ります。タスクの期
限を設定するには、コードで Task クラスのインスタンスを作成し、その Deadline プロパティに DateTime クラ
スのオブジェクトを設定します。
次の例は、タスクの期限日を設定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。

Visual Basic
'期限の設定
Dim t As New Task()
t.Name = "Taskbar Interactivity"
t.Start = New DateTime(2016, 4, 5)
t.Deadline = New DateTime(2016, 4, 11)

C#
//期限の設定
Task t = new Task();
t.Name = "Taskbar Interactivity";
t.Start = new DateTime(2016, 4, 5);
t.Deadline = new DateTime (2016, 4, 11);

タイムスケール
GanttView は、タイムライン（水平方向）に沿って、いくつかの段（区分）に分かれたタイムスケールを表示しま
す。タイムスケールをカスタマイズして、最大 3 つの区分（大区分、中区分、小区分）を表示できます。小区分
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には曜日の省略名が表示され、中区分には週間稼働日が表示されます。大区分には月または年が表示され、デフ
ォルトでは非表示です。
次の図は、タイムスケールに 3 つの区分がすべて表示されたガントビューを示します。

コードによるタイムスケールの設定
GanttView コントロールには、タイムスケールの表示設定を調整する Timescale クラス、3 つの区分の書式と単位
をカスタマイズする ScaleTier クラスが用意されています。Timescale クラスには、3 つの区分の設定を指定する
BottomTier、MiddleTier、TopTier の各プロパティがあります。ScaleTier クラスには、タイムスケールの区分の
表示/非表示を設定する Visible プロパティ、3 つの区分内に表示されるラベルの書式文字列を設定する Format プ
ロパティなどがあります。
次のコードは、大区分の表示/非表示と、そのラベルの書式文字列の設定を示します。

Visual Basic
'TopTier の表示/非表示と書式の設定
gv.Timescale.TopTier.Visible = True
gv.Timescale.TopTier.Format = "nnnn"

C#
//TopTier の表示/非表示と書式の設定
gv.Timescale.TopTier.Visible = true;
gv.Timescale.TopTier.Format = "nnnn";

タイムスケールの書式
GanttView は、タイムスケールラベルに対してさまざまな書式指定子をサポートします。書式指定子は、
ScaleTier クラスの Format プロパティを使用して指定できます。
標準的な日付/時刻書式
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書式

説明

s

s は、標準的な日付/時刻の書式指定子です。たとえば、s(x) です。ここで、'x' は d、D、f、
g、m、t、y のいずれかの文字になるプレースホルダです。

sd

短い日付パターン（11/11/2016）

sD

長い日付パターン（Thursday, November 11, 2016）

sf

完全な日時パターン（Friday, November 11, 2016 10:00 AM）

sg

標準の日付/時刻パターン（11/11/2016 10:00 AM）

sm

月日パターン（April 10）

st

短い時刻パターン（10:00 AM）

sy

年月パターン（April, 2008）

年の書式
書式

説明

yy

年を 2 桁の数値で表します

yyy

年を 3 桁以上で表します

yyyy

年を 4 桁の数値で表します

半期の書式
書式

説明

h

半期を数値 1 または 2 で表します

h {N1,
N2}

カスタマイズされた半期表現

四半期の書式
書式
q

説明
四半期を数値 1 ～ 4 で表します

q {N1, カスタマイズされた四半期表現
N2, N3,
N4}
カレンダー月の書式
書式

説明

m

月を数値 1 ～ 12 で表します

mm

月を数値 01 ～ 12 で表します

n

1 文字の月名

nnn

DateTimeFormatInfo.GetAbbreviatedMonthName を使用します

nnnn

DateTimeFormatInfo.GetMonthName を使用します

57

Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.

GanttView for WPF
n {N1, N2, N3, N4,
N5, N6, N7, N8, N9,
N10, N11, N12}

月のカスタム名

e {N1, N2, N3}

旬のカスタム名

年通算週の書式
書式

説明

k

年通算週を数値 1 ～ 53 で表します

kk

年通算週を数値 01 ～ 53 で表します

月通算日の書式
書式

説明

d

年通算日を数値 1 ～ 31 で表します

dd

年通算日を数値 01 ～ 31 で表します

年通算日の書式
書式

説明

b

年通算日を数値 1 ～ 366 で表します

bbb

年通算日を数値 001 ～ 366 で表します

1 文字の曜日書式
書式

説明

w

1 文字の曜日（S、M、T、W など）

ww

DateTimeFormatInfo.GetShortestDayName を使用します

www

DateTimeFormatInfo.GetAbbreviatedDayName を使用します

wwww

DateTimeFormatInfo.GetDayName を使用します

w {N1, N2,
N3, N4, N5,
N6, N7}

曜日のカスタム名

時刻書式
書式

説明

a

時間を数値 1 ～ 12 で表します

aa

時間を数値 01 ～ 12 で表します

u

時間を数値 0 ～ 23 で表します

uu

時間を数値 00 ～ 23 で表します

i

分を数値 0 ～ 59 で表します

ii

分を数値 00 ～ 59 で表します
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t

AM/PM 指定子の最初の文字を表します

tt

AM/PM 指定子を表します

他の指定子
書式

説明

:

DateTimeFormatInfo.TimeSeparator を使用します

/

DateTimeFormatInfo.DateSeparator を使用します

"

引用符で囲まれた文字列を表します（引用符）

'

引用符で囲まれた文字列を表します（アポストロフィ）

\c

文字 'c' をリテラルとして表示します

他の文
字

結果文字列にコピーされます

マイルストーンタスク
マイルストーンタスク（または単に「マイルストーン」）は、プロジェクトスケジュール内の重要なイベントを
認識するために使用されます。この機能は、計画目標の追跡に役立ちます。たとえば、プロジェクトスケジュー
ル内の重要な段階の完了といったイベントをマークしたり、次のプロジェクト段階の開始などを示すためにマイ
ルストーンを作成できます。マイルストーンには作業が含まれていないため、ゼロ期間のタスクとして作成され
ます。
GanttView はマイルストーンをサポートします。これは、Duration プロパティをゼロに設定し、Start プロパティ
と Finish プロパティを同じ日に設定したタスクとして作成できます。マイルストーンタスクは、設計時にプロパ
ティウィンドウから Task コレクションエディターを使用して作成することもできます。GanttView のチャートビ
ューでは、マイルストーンタスクはダイアモンド形の項目で表されます。
次の図に、「Project Review - Phase 1」という名前のマイルストーンタスクが表示されたガントビューを示しま
す。
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コードによるマイルストーンの作成
コードでマイルストーンタスクを作成するには、Task クラスのインスタンスを定義し、Duration、Start、Finish
の各プロパティを設定する必要があります。次の例では、「クイックスタート」で作成したサンプルを使用しま
す。
Visual Basic
'マイルストーンタスクの作成
Dim t As New Task()
t.Name = "Project Review - Phase 1"
t.Start = New DateTime(2016, 4, 29)
t.Finish = New DateTime(2016, 4, 29)
t.Duration = 0
'ガントビューへのマイルストーンタスクの追加
gv.Tasks.Add(t)
C#
//マイルストーンタスクの作成
Task t = new Task();
t.Name = "Project Review - Phase 1";
t.Start = new DateTime(2016, 4, 29);
t.Finish = new DateTime(2016, 4, 29);
t.Duration = 0;
//GanttViewへのマイルストーンタスクの追加
gv.Tasks.Add(t);

イナズマ線
イナズマ線は、特定の状況報告日に対して、タスクがプロジェクトスケジュールより進んでいるか遅れているか
を示すために描画される垂直線です。イナズマ線は、完了率を表すタスクバー内の点と状況報告日を結びます。
たとえば、タスクが 50% 完了している場合、イナズマ線はタスクバーの中央と状況報告日を結びます。イナズマ
線は、左または右に向かって山形を描きます。左に向かって山を描くイナズマ線は、タスクが遅れていることを
示し、右に向かう山は、タスクがスケジュールより進んでいることを示します。
プロジェクト計画/スケジュールコントロールである GanttView は、特定の時点におけるタスクの状況をイナズマ
線で示すことができます。イナズマ線は、実行時にツールバーにある［イナズマ線］ボタンから作成できます。
このボタンをクリックすると、［イナズマ線］ダイアログが表示されます。このダイアログを使用して、状況報
告日の選択、イナズマ線の有効/無効、イナズマ線のさまざまな要素（色、形、スタイルなど）のカスタマイズを
行うことができます。
GanttView は、特定の時点で単一のイナズマ線をサポートします。
次の図に、ガントビューで描画されたイナズマ線を示します。
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コードによるイナズマ線の作成
GanttView コントロールには、イナズマ線を管理するさまざまなプロパティを含む ProgressLine クラスが用意さ
れています。たとえば、イナズマ線の表示/非表示を有効または無効にする Boolean 値を受け取る Visible プロパ
ティ、状況報告日を設定する StatusDate プロパティ、イナズマ線の色を設定する LineColor プロパティ、および
線の種類を指定する LineStyle プロパティがあります。さらに詳細なカスタマイズを行うために、PointColor プ
ロパティと PointShape プロパティを使用して、タスクバーと状況報告日につながるポイントの色と形を設定す
ることもできます。
次のコード例は、イナズマ線の作成とカスタマイズを示します。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。
Visual Basic
'イナズマ線の作成
gv.ProgressLine.Visible = True
gv.ProgressLine.StatusDate = New DateTime(2016, 4, 29)
gv.ProgressLine.LineColor = Colors.Blue
C#
//イナズマ線の作成
gv.ProgressLine.Visible = true;
gv.ProgressLine.StatusDate = new DateTime(2016, 4, 29);
gv.ProgressLine.LineColor = Colors.Blue;

リソース情報
GanttView は、次に示すように、作業リソース、マテリアルリソース、コストリソースの 3 種類のリソースをサ
ポートします。
リソースタイプ

説明

作業リソース

プロジェクトで定義された一連のタスクの実行に必要な人員と設備です。

マテリアルリソース

プロジェクトの一連のタスクの実行に必要な消耗品的原材料および物品で
す。
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コストリソース

プロジェクトに必要なタスクに関連する財務費用です（移動費、交際費、
雑費など）。

次の図に、ガントビューでタスクに割り当てられたリソースを示します。

タスクに対するリソースの作成、追加、割り当て
GanttView には、リソースを管理するための Resource クラスが用意されています。リソースを作成して管理する
には、Resource クラスのインスタンスを作成し、Name プロパティと Cost プロパティを使用してそれぞれ名前
とコストを設定します。ResourceType プロパティを設定して、リソースのタイプを指定できます。
ResourceType プロパティは、ResourceType 列挙に含まれる次の値を受け取ります。
Work - 作業リソースを指定します。
Material - マテリアルリソースを指定します。
Cost - コストリソースを指定します。
TaskResources クラスには、ローカルで定義されたリソースディクショナリにリソースを追加するための Add メ
ソッドも用意されています。ただし、リソースを作成するだけでは役に立ちません。ResourceRef クラスが提供
されたタスクにリソースを割り当てる必要があります。ResourceRef クラスのオブジェクトを作成し、その
Resource プロパティを設定し、Add メソッドを使用してそれをタスクに追加する必要があります。
次のコード例は、タスクに対するリソースの作成、追加、および割り当てを示します。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。
Visual Basic
'リソースの作成
Dim r As New Resource()
r.ResourceType = ResourceType.Work
r.Name = "Gary"
r.Cost = 300D
'GanttViewへのリソースの追加
gv.TaskResources.Add(r, "Gary")
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'タスク 't1'にリソースを割り当てる
Dim t1 As Task = gv.Tasks.Search("Requirement Gathering")
If t1 IsNot Nothing AndAlso t1.ResourceRefs.Count = 0 Then
Dim rRef As New ResourceRef()
rRef.Resource = r
rRef.Amount = 0.5
t1.ResourceRefs.Add(rRef)
End If
C#
//リソースの作成
Resource r = new Resource();
r.ResourceType = ResourceType.Work;
r.Name = "Gary";
r.Cost = 300m;
//GanttViewへのリソースの追加
gv.TaskResources.Add(r, "Gary");
//タスク 't1'にリソースを割り当てる
Task t1 = gv.Tasks.Search("Requirement Gathering");
if (t1 != null && t1.ResourceRefs.Count == 0)
{
ResourceRef rRef = new ResourceRef();
rRef.Resource = r;
rRef.Amount = 0.5;
t1.ResourceRefs.Add(rRef);
}

制約
制約は、プロジェクトスケジュール内でタスクを再スケジュールできる程度または範囲を定義します。この機能
は、開始日、終了日、制約のタイプ、タスクの優先度、期間など、さまざまな要因に基づいて自動タスクをスケ
ジュールする場合に役立ちます。制約は、手動タスクに適用できません。GanttView は手動タスクをスケジュール
せず、制約を適用しても効果がないからです。
GanttView で制約を追加して自動タスクをスケジュールするには、特定のタスクの（Task クラスの）
ConstraintDate プロパティと ConstraintType プロパティを設定します。ConstraintDate プロパティは、適用さ
れる制約の開始日と終了日を指定し、ConstraintType プロパティは制約のタイプを指定します。ConstraintType
プロパティは、ConstraintType 列挙に含まれる次の値を受け取ります。
列挙値

説明

Default

プロジェクトを開始日からスケジュールする場合は、可能な限り早くタスク
をスケジュールします。終了日からスケジュールする場合は、可能な限り遅
くタスクをスケジュールします。

FinishNoEarlierThan

定義した制約日またはそれ以降にタスクが終了するようにタスクをスケジュ
ールします。

FinishNoLaterThan

定義した制約日またはそれ以前にタスクが終了するようにタスクをスケジュ
ールします。

MustFinishOn

定義した制約日またはそれにタスクが終了するようにタスクをスケジュール
します。
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MustStartOn

定義した制約日にタスクが開始されるようにタスクをスケジュールします。

StartNoEarlierThan

制約日またはそれ以降にタスクが開始されるようにタスクをスケジュールし
ます。

StartNoLaterThan

制約日またはそれ以前にタスクが開始されるようにタスクをスケジュールし
ます。

コードによる制約の適用
制約を適用するには、コードで ConstraintDate プロパティと ConstraintType プロパティを設定する必要がありま
す。次の例では、「クイックスタート」 で作成したサンプルを使用します。
Visual Basic
'制約の適用
t.ConstraintDate = New DateTime(2016, 5, 5)
t.ConstraintType = ConstraintType.MustFinishOn
C#
//制約の適用
t.ConstraintDate = new DateTime(2016, 5, 5);
t.ConstraintType = ConstraintType.MustFinishOn;

フィルター処理
GanttView は、実行時に特定のタスクやリソースを表示するために役立つフィルター処理をサポートします。フィ
ルターを適用して、完了タスク、未完了タスク、遅延中のタスク、マイルストーン、指定した期間内のタスク、
特定のリソースを使用するタスクなどを表示できます。このコントロールには、GanttView ツールバーの［フィル
ター］メニューの下にさまざまなフィルターオプションがあります。

次の表で、GanttView にあるフィルターオプションについて説明します。
フィルターオプション
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フィルターなし

既存のフィルターを削除できます。

完了したタスク

完了タスクをフィルター処理して表示できます。

期間

指定した期間内のタスクをフィルター処理して表示できます。

未完了のタスク

未完了タスクをフィルター処理して表示できます。

遅れたタスク

遅れたタスクをフィルター処理して表示できます。

マイルストーン

プロジェクトスケジュール内のマイルストーンをフィルター処理して表示で
きます。

期間のタスクのみ

期間付きのタスクだけをフィルター処理して表示できます。

リソースの使用

特定のリソースに割り当てられたタスクをフィルター処理できます。

高度なフィルター

［詳細］ダイアログからカスタムフィルターを作成して適用できます。

その他のフィルター

新しいカスタムフィルターを作成できます。

GanttView では、要件に従ってカスタムフィルターを作成することもできます。カスタムフィルタの設定について
は、以下のリンクをクリックしてください。
カスタムフィルター処理

カスタムフィルター処理
ツールバーにあるデフォルトのフィルターオプションのほかに、GanttView コントローラーでは、ビジネスニーズ
に合わせてカスタムフィルタを作成することもできます。そのために、このコントロールには［高度なフィルタ
ー］フィルターダイアログが用意されています。これには、ツールバーの［フィルター］ボタンからアクセスで
きます。［フィールド名］でフィールドを指定し、［テスト］フィールでテスト条件を指定して、独自のフィル
ターを作成できます。
次の図に、［高度なフィルター］フィルターダイアログを示します。

コードによるカスタムフィルタの作成
C1GanttView クラスライブラリには、コードでカスタムフィルターを作成する場合に使用できるさまざまなクラ
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スがあります。たとえば、LateTasksFilter クラスを使用して、遅延中のタスクをフィルター処理できます。ま
た、ConditionTasksFilter クラスと AdvancedFilter クラスを使用して、特定の日付範囲内にスケジュールされた
タスクをフィルター処理できます。このようなフィルターをコードで作成するには、次の手順を実行します。次
のコード例では、「クイックスタート」セクションで作成したサンプルを使用します。
1. XAML ビューで、MainWindow に配置された GanttView コントロールをサイズ変更し、フォームに 2 つの
標準ボタンコントロールを配置します。

2. XAML でボタンの基本的なプロパティを設定します。
XAML
<Button Content="Filter Tasks by Date" Width="110" />
<Button Content="Filter Late Tasks" Width="114"/>
3. XAML ビューで、2 つのボタンの Click イベントをサブスクライブします。
XAML
<Button Content="Filter Tasks by Date" Width="110" Click="Button1_Click" />
<Button Content="Filter Late Tasks" Width="114" Click=Button2_Click"/>
4. MainPage.xaml.cs ファイルで、Button1_Click イベントのハンドラに次のコードを追加します。
Visual Basic
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
Dim filter As New AdvancedFilter()
' 2016年4月8日から始めるタスクをフィルタリングします
Dim startCondition As New ConditionTaskFilter()
startCondition.FilterField = FilterField.Start
startCondition.TestOperator = TestOperators.IsGreaterThanOrEqualTo
startCondition.FilterValue = New DateTime(2016, 4, 8)
filter.Conditions.Add(startCondition)
' 2016年5月10日前または5月10日に終了するタスクをフィルタリングします
Dim finishCondition As New ConditionTaskFilter()
finishCondition.FilterField = FilterField.Finish
finishCondition.TestOperator = TestOperators.IsLessThanOrEqualTo
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finishCondition.FilterValue = New DateTime(2016, 5, 10)
filter.Conditions.Add(finishCondition)
gv.ApplyFilter(filter)
End Sub
C#
private void Button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
AdvancedFilter filter = new AdvancedFilter();
// 2016年4月8日から始めるタスクをフィルタリングします
ConditionTaskFilter startCondition = new ConditionTaskFilter();
startCondition.FilterField = FilterField.Start;
startCondition.TestOperator = TestOperators.IsGreaterThanOrEqualTo;
startCondition.FilterValue = new DateTime(2016, 4, 8);
filter.Conditions.Add(startCondition);

}

// 2016年5月10日前または5月10日に終了するタスクをフィルタリングします
ConditionTaskFilter finishCondition = new ConditionTaskFilter();
finishCondition.FilterField = FilterField.Finish;
finishCondition.TestOperator = TestOperators.IsLessThanOrEqualTo;
finishCondition.FilterValue = new DateTime(2016, 5, 10);
filter.Conditions.Add(finishCondition);
gv.ApplyFilter(filter);

上のコードは、2016 年 4 月 8 日に開始され、2016 年 5 月 10 日またはそれ以前に終了するタスクをフィル
ター処理します。
5. MainPage.xaml.cs ファイルで、Button2_Click イベントのハンドラに次のコードを追加します。
Visual Basic
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
Dim filter As New LateTasksFilter(New DateTime(2016, 5, 10))
gv.ApplyFilter(filter)
End Sub
C#
private void Button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
LateTasksFilter filter = new LateTasksFilter(new DateTime(2016, 5, 10));
gv.ApplyFilter(filter);
}
上のコードは、開始日が 2016 年 5 月 10 日またはそれ以降のタスクをフィルター処理します。
6. ［F5］キーを押してアプリケーションを実行し、カスタムフィルターボタンがどのように表示されるかを
確認します。
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［日でタスクをフィルターする］ボタンをクリックすると、GanttView には、2016 年 4 月 8 日に開始され、2016
年 5 月 10 日またはそれ以前に終了するタスクが表示されます。［遅れたタスクをフィルターする］をクリック
すると、開始日が 2016 年 5 月 10 日またはそれ以降のタスクが表示されます。

並べ替え
並べ替えは、指定した順序でデータを表示するために役立ち、データ管理には重要な要件です。GanttView コント
ロールでは、GanttView ツールバーの［並べ替え］ボタンにあるさまざまなソートオプションを使用し、タスク
名、開始日/終了日、および期間に基づいてタスクを並べ替えできます。［並べ替え］メニューには、タスクを複
数列に基づいて並べ替えすることができる［並べ替え基準］オプションが用意されています。

次の表で、GanttView にあるソートオプションについて説明します。
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オプション

説明

名前順

タスクをタスク名のアルファベット順に並べ替えできます。

開始日順

タスクを開始日で並べ替えできます。

終了日順

タスクを終了日で並べ替えできます。

期間順

各タスクに割り当てられた期間でタスクを並べ替えできます。

並べ替えの削除

既存の並べ替え条件を削除できます。

並べ替え...

複数列並べ替えを実行できます。

デフォルトでは、［並べ替え］ボタンのすべての並べ替えオプションは、データを昇順に表示します。ただ
し、［並べ替え］ダイアログを使用して、デフォルトの並べ替え順を「降順」に変更できます。
GanttView で複数列の並べ替えを実行することもできます。詳細については、「複数列の並べ替え」を参照してく
ださい。

複数列の並べ替え
GanttView では、ツールバーの［並べ替え］ボタンの下にあるオプションを使用して、複数列の並べ替えを実行で
きます。複数列の並べ替えを実行するために、GanttView には［並べ替え］ダイアログが用意されています。ここ
で、実行時に複数の列に並べ替え順を設定できます。
次の図は、タスク名、タスクモード、期間の 3 つの列で並べ替え順を作成した［並べ替え］ダイアログを示しま
す。

XML へのコンテンツの保存
GanttView では、コンテンツとレイアウトを XML ファイルに保存できます。この機能は、実行時にツールバーの
［保存］ボタンから使用できます。［保存］ボタンをクリックすると、［XML として保存］ダイアログが表示さ
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れます。ここで、コンテンツを XML ファイルに保存できます。

コードによる XML へのコンテンツの保存
XML ファイルにコンテンツを保存する機能は、SaveXml メソッド（C1GanttView クラス）を使用してプログラ
ムで実行することもできます。SaveXml メソッドには、コンテンツを保存する次の 3 つのオーバーロードが用意
されています。
オーバーロード

説明

SaveXml (String)

コンテンツを XML ファイルに保存し
ます。

SaveXml (Stream)

コンテンツを IO ストリームオブジェ
クトに保存します。

SaveXml (StreamWriter)

コンテンツを XmlWriter オブジェクト
に保存します。

次のコードは、SaveXml メソッドを使用して、コンテンツを XML ファイルに保存する方法を示します。

Visual Basic
Dim dlg As New OpenFileDialog()
dlg.DefaultExt = ".xml"
dlg.FileName = "gantt"
dlg.Filter = "XML files|*.xml|All files|*.*"
dlg.Title = "Save Gantt View As Xml File"
If dlg.ShowDialog().Value Then
gv.SaveXml(dlg.FileName)
End If

C#
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
dlg.DefaultExt = ".xml";
dlg.FileName = "gantt";
dlg.Filter = "XML files|*.xml|All files|*.*";
dlg.Title = "Save Gantt View As Xml File";
if (dlg.ShowDialog().Value)
{
gv.SaveXml(dlg.FileName);
}

XML からのコンテンツのロード
GanttView では、コンテンツとレイアウトを XML ファイルからロードできます。この機能は、実行時にツールバ
ーの［ロード］ボタンから使用できます。［ロード］ボタンをクリックすると、［XML ファイルからロード］ダ
イアログが表示されます。ここで、XML ファイルをロードできます。さらに、GanttViewは、Microsoft Projectか
らプロジェクトスケジュールをロードするための ImportFromMsProjectXmlメソッドを提供します。

コードによる XML からのコンテンツのロード
XML ファイルからコンテンツをロードする機能は、LoadXml メソッド（C1GanttView クラス）を使用してプロ
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グラムで実行することもできます。LoadXml メソッドには、コンテンツをロードする次の 3 つのオーバーロード
が用意されています。
オーバーロード

説明

LoadXml (String)

コンテンツを XML ファイルからロードし
ます。

LoadXml (Stream)

コンテンツを IO ストリームオブジェクト
からロードします。

LoadXml (StreamWriter)

XmlWriter オブジェクトからコンテンツを
ロードします。

次のコードは、LoadXml メソッドを使用して、コンテンツを XML ファイルからロードする方法を示します。

Visual Basic
Dim dlg As New OpenFileDialog()
dlg.DefaultExt = ".xml"
dlg.Filter = "XML files|*.xml|All files|*.*"
dlg.Title = "Load Gantt View From Xml File"
If dlg.ShowDialog().Value Then
gv.LoadXml(dlg.FileName)
Else
MessageBox.Show("Bad C1GanttView XML.", dlg.Title)
End If

C#
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
dlg.DefaultExt = ".xml";
dlg.Filter = "XML files|*.xml|All files|*.*";
dlg.Title = "Load Gantt View From Xml File";
if (dlg.ShowDialog().Value)
{
gv.LoadXml(dlg.FileName);
}
else
{
MessageBox.Show("Bad C1GanttView XML.", dlg.Title);
}

タスクの依存関係
実行可能なスケジュール関係を作成するために、プロジェクト計画内に作成されたタスクどうしがリンクされる
ことはよくあります。これをタスクの依存関係（または単に「依存関係」）と呼びます。たとえば、ソフトウェ
ア開発プロジェクトには、要件収集、製品分析、設計、開発、品質保証、リリースなど、プロジェクトフェーズ
に対応するさまざまなタスクが含まれます。この例では、各タスクが別のタスクの完了に大きく依存していま
す。たとえば、品質保証は製品開発に依存し、製品開発は要件収集と製品分析に依存します。品質保証に関連す
るタスクは、製品開発が終わった後でないと開始できません。これは「終了-開始」依存関係になります。この場
合、製品開発は、それに依存するタスクに先行するタスクなので、先行タスクと言います。品質保証は、それが
依存するタスクに続くタスクなので、後継タスクと言います。
考えられるすべての関係に基づき、2 つのタスクは次の依存関係を持ち得ます。
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依存関係

説明

終了-開始関係

先行タスクの終了日によって後継タスクの開始日が決定されます。

終了-終了関係

先行タスクの終了日によって後継タスクの終了日が決定されます。

開始-終了関係

先行タスクの開始日によって後継タスクの終了日が決定されます。

開始-開始関係

先行タスクの開始日によって後継タスクの開始日が決定されます。

GanttView は、実行時にも、コードでも、タスクの依存関係をサポートします。［タスク情報］ダイアログにある
［先行処理］タブを使用して、実行時にタスクの依存関係を作成できます。また、実行時に依存タスクをマウス
でリンクすることもできます。コードによるタスクの依存関係の作成と操作については、このトピックの後半で
説明します。
GanttView では、依存タスク間を接続する線でタスクの依存関係を視覚化できます。ガントビューのグリッド領域
の［先行処理］列にも、先行タスクや依存関係が表示されます（表示を有効にした場合）。［先行処理］列に
は、先行タスクのシリアル番号と依存関係タイプの略称（SS、SF、または FF。デフォルトの依存関係「終了-開
始」は省略）が表示されます。
次の図に、ガントビューで作成されたタスクの依存関係を示します。

コードによるタスクの依存関係の作成
タスクの依存関係を作成して操作するために、GanttView コントロールには Predecessor クラスが用意されてい
ます。このクラスを使用して、あるタスクに対する 1 つ以上のタスクの依存関係を指定できます。このクラスに
は、タスクの優先度とタスク間の依存関係を設定する PredecessorTask プロパティと PredecessorType プロパテ
ィがあります。Lag プロパティを使用して、依存タスク間の遅延日数を設定することもできます。
PredecessorType プロパティは、PredecessorType 列挙から、依存関係のタイプを示す次の値を受け取ります。
FinishToStart - 先行タスクが終了するまで依存タスクを開始できないことを示すデフォルト値です。
FinishToFinish - 先行タスクが終了するまで依存タスクを終了できることを示します。
StartToFinish - 先行タスクが開始するまで依存タスクを終了できることを示します。
StartToStart - 親タスクが開始するまで依存タスクを開始できないことを示します。
次のコード例では、先行タスクを作成し、別のタスクへの依存関係とそのタイプを設定します。この例では、
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「クイックスタート」で作成したサンプルを使用します。
Visual Basic
Dim task1 As Task = gv.Tasks.Search("Development")
Dim task2 As Task = gv.Tasks.Search("Quality Assurance")
If task1 IsNot Nothing AndAlso task2 IsNot Nothing AndAlso task2.Predecessors.Count = 0 Then
'自動スケジューリモードに切り替える
task2.Mode = TaskMode.Automatic
Dim p As New Predecessor()
p.PredecessorTask = task1
p.PredecessorType = PredecessorType.FinishToStart
task2.Predecessors.Add(p)
'手動モードを復元します
task2.Mode = TaskMode.Manual
End If
C#
Task task1 = gv.Tasks.Search("Development");
Task task2 = gv.Tasks.Search("Quality Assurance");
if (task1 != null && task2 != null && task2.Predecessors.Count == 0)
{
//自動スケジューリングモードに切り替える
task2.Mode = TaskMode.Automatic;
Predecessor p = new Predecessor();
p.PredecessorTask = task1;
p.PredecessorType = PredecessorType.FinishToStart;
task2.Predecessors.Add(p);

}

//手動モードを復元します
task2.Mode = TaskMode.Manual;

タスクの分割
GanttView では、予期せず作業が中断した場合に対応するために、タスクの分割機能を提供します。作業の中断に
は、既存の計画に新しいタスクが追加される、リソースが使用できなくなる、タスクの優先度が変更される、計
画にない休暇が入るなど、さまざまな要因があります。この機能を使用して、タスクを途中で簡単に保留にし
て、一部を後で再開したり、他の優先度の高いタスクを実行することができます。さらに、要件に応じて、タス
クを何度も分割できます。
GanttView では、実行時でもコードでもタスクを分割できます。ツールバーの［タスクの分割］ボタンは、タスク
を 2 つ以上のセグメントに分割します。
次の図に、GanttView で 2 つのセグメントに分割されたタスクを示します。
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実行時にタスクを分割するには
1. ツールバーで、［タスクの分割］ボタンを一度クリックします。
スクリーンチップが表示され、マウスポインタが変化します。
2. 分割するタスクのタスクバーの上にマウスポインタを移動します。
3. 分割セグメントの開始日にマウスポインタを移動します。
4. 目的の開始日でマウスポインタをクリックします。
5. スケジュールに応じて、分割セグメントを別の日付にドラッグします。

メモ： スクリーンチップには、分割セグメントの開始予定日が表示されます。タスクバー上でマウスポイン
タを移動すると、スクリーンチップに表示される開始予定日が変化します。

タスクバーで特定のポイント（日付）を右クリックし、コンテキストメニューから［タスクの分割］オプション
を選択すると、実行時にもタスクを分割できます。［タスクの分割］オプションは、間に 1 日の間隔を入れて、
タスクを 2 つのセグメントに分割します。分割されたタスクセグメントは、必要に応じて別の日付にドラッグで
きます。

コードでタスクを分割するには
Task クラスの SplitTask メソッドを呼び出すと、コードからタスクを分割できます。このメソッドで、タスクセグ
メントの開始日と中断日数を指定して、タスクを分割できます。次の例では、コードからタスクを分割します。
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。
Visual Basic
'タスクを2つのセグメントに分割します
gv.Tasks(2).SplitTask(gv.Tasks(2).Start.Value.AddDays(2), 2)
C#
//タスクを2つのセグメントに分割します
gv.Tasks[2].SplitTask(gv.Tasks[2].Start.Value.AddDays(2), 2);

制限：
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設計により、GanttView のタスクの分割機能は、次の条件では適用されません。
1. 分割セグメントがタスクの開始日より前または終了日より後に開始するようにスケジュールされる場
合。
2. 分割されるタスクの期間が 1 日以下である場合。
DurationUnit が「Days」で期間が 1 日未満の場合はタスクを分割できません。
DurationUnit が「Hours」で期間が 24 時間未満の場合はタスクを分割できません。
3. メインタスクが営業日以外に開始される場合、分割セグメントは営業日に開始されます。

プロジェクトサマリータスク
プロジェクトサマリータスクは、その下のレベルのタスクのサマリーを表します。それらのタスクをサブタスク
または子タスクと呼びます。GanttView でサマリータスクを作成すると、タスクをいくつかのフェーズにわかりや
すく分類したり、プロジェクト計画のアウトラインを明確にすることができます。サマリータスクには、少なく
とも 1 つの子タスクが含まれている必要があります。プロジェクトサマリータスクの期間はサブタスクの期間に
依存するため、デフォルトでは、プロジェクトサマリータスクは常に自動的にスケジュールされます。つまり、
プロジェクトサマリータスクの期間は、基底のサブタスクの最も早い開始日と最も遅い終了日に基づいて自動的
に調整されます。
次の図に、GanttView のプロジェクトサマリータスクを示します。

サマリータスクの作成
サブタスクの上にサマリータスクを作成するために、ツールバーに［サマリータスクの追加］ボタンが用意され
ています。プロジェクトサマリー全体を表示するには、ツールバーにある［プロジェクトサマリーの表示］ボタ
ンをクリックします。
コードでは、他のタスクと同様にサマリータスクを作成できます。サマリータスクに ID を割り当てるには、ID プ
ロパティを設定します。特定のサマリータスクのサブタスクを作成するには、プロジェクトサマリーの ID をサブ
タスクの OutlineParentID プロパティに割り当てます。
次の例は、コードでサマリータスクを作成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。
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Visual Basic
'プロジェクトサマリータスクの作成
Dim summary As New Task()
summary.Name = "サンプルサマリー"
summary.ID = 1
summary.Mode = TaskMode.Automatic
Dim subtask1 As New Task()
subtask1.Name = "通常のタスク"
subtask1.ID = 2
subtask1.Mode = TaskMode.Manual
subtask1.OutlineParentID = 1
subtask1.Start = DateTime.Today
subtask1.Duration = 5
gv.Tasks.Add(summary)
gv.Tasks.Add(subtask1)
C#
//プロジェクトサマリータスクの作成
Task summary = new Task();
summary.Name = "サンプルサマリー";
summary.ID = 1;
summary.Mode = TaskMode.Automatic;
Task subtask1 = new Task();
subtask1.Name = "通常のタスク";
subtask1.ID = 2;
subtask1.Mode = TaskMode.Manual;
subtask1.OutlineParentID = 1;
subtask1.Start = DateTime.Today;
subtask1.Duration = 5;
gv.Tasks.Add(summary);
gv.Tasks.Add(subtask1);

スタイルと外観
GanttView は、タスクバー、フィールド、コントロール自体などの要素のデフォルトの外観をカスタマイズするた
めのさまざまなオプションを提供します。これらの機能およびコードでこれらの機能を実装する方法について説
明します。
カスタムバースタイル
コードでタスクバーをカスタマイズする方法について説明します。
カスタムバースタイル
コードでフィールドにカスタムスタイルを適用する方法について説明します。
テーマの適用
コードで ComponentOne テーマを GanttView に適用する方法について説明します。
曜日の背景色の設定
コードで特定の曜日に背景色を適用する方法について説明します。

カスタムバースタイル
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ガントビューでは、プロジェクト計画内のすべてのタスクがタスクバーで表されます。タスクバーは、開始日、
終了日、期間、完了割合、現在の状況などの属性を表します。このバーの色、形、ハッチスタイルをカスタマイ
ズして、視覚効果を高めることができます。
そのために、GanttView では BarStyle クラスを使用します。このクラスには、タスクバーの背景色、形、ハッチ
スタイルを設定するさまざまなプロパティが含まれます。実行時には、［バーの設定］ダイアログを使用してタ
スクバーをカスタマイズすることもできます。このダイアログには、ツールバーの［バーの設定］ボタンをクリ
ックしてアクセスできます。さらに、GanttView に適用されたフォントに応じてタスクバーの高さを調整すること
もできます。C1GanttView クラスには AdaptiveBarHeight プロパティがあり、これを true に設定することで、
GanttView のフォントサイズに応じてタスクバーの高さが自動的に調整されます。AdaptiveBarHeight プロパティ
を false に設定し、BarHeight プロパティを使用して高さを設定することで、明示的に高さを設定することもでき
ます。
次の図に、タスクバーをカスタマイズしたガントビューを示します。

タスクバーをカスタマイズするために、BarStyle クラスには次のプロパティが用意されています。
プロパティ

目的

BarType

カスタマイズを適用するバーを指定します。

BarColor

タスクバーの背景色を設定します。

BarShape

タスクバーの形を設定します。

BarPattern

タスクバーを塗りつぶすためのハッチスタイルを設定します。

EndPattern

タスクバーの端の形を塗りつぶすためのハッチスタイルを設定します。

次のコードは、タスクバーをカスタマイズ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。
Visual Basic
'バースタイルのインスタンスを作成します
Dim bs As New BarStyle()
'手動タスクのみにカスタマイズ化を適用する
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bs.BarType = BarType.ManualTask
bs.BarColor = Colors.Red
bs.BarShape = BarShape.Frame
bs.BarPattern = HatchPattern.DiagonalCross
bs.EndPattern = HatchPattern.Empty
'ガントビューにバースタイルオブジェクトを追加します
gv.BarStyles.Add(bs)
C#
//バースタイルのインスタンスを作成します
BarStyle bs = new BarStyle();
//手動タスクのみにカスタマイズ化を適用します
bs.BarType = BarType.ManualTask;
bs.BarColor = Colors.Red;
bs.BarShape = BarShape.Frame;
bs.BarPattern = HatchPattern.DiagonalCross;
bs.EndPattern = HatchPattern.Empty;
//ガントビューにバースタイルオブジェクトを追加します
gv.BarStyles.Add(bs);

カスタムフィールドスタイル
GanttView では、アプリケーションのユーザーインタフェースの要件に合わせて、タスクフィールドのスタイルと
外観をカスタマイズすることができます。Field、FieldName、FontStyle、ForegroundColor、
BackgroundColor、Underline など、FieldStyle クラスのさまざまなプロパティを使用して、グリッドビューの
フィールドを書式設定することができます。
次の図に、フィールドにカスタムスタイルを適用した GanttView を示します。

次のコードは、フィールドにカスタムスタイルを適用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。
Visual Basic
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Dim fs As New FieldStyle()
fs.Field = StyleField.All
fs.ForegroundColor = System.Windows.Media.Colors.Brown
fs.BackgroundColor = System.Windows.Media.Colors.BlanchedAlmond
fs.FieldName = "タスク名"
fs.FontStyle = FontStyles.Italic
For Each task As Task In gv.Tasks
Dim fsc As FieldStyleCollection = task.FieldStyles
fsc.Add(fs)
Next
C#
FieldStyle fs = new FieldStyle();
fs.Field = StyleField.All;
fs.ForegroundColor = System.Windows.Media.Colors.Brown;
fs.BackgroundColor = System.Windows.Media.Colors.BlanchedAlmond;
fs.FieldName = "タスク名";
fs.FontStyle = FontStyles.Italic;
foreach (Task task in gv.Tasks)
{
FieldStyleCollection fsc = task.FieldStyles;
fsc.Add(fs);
}

テーマの適用
GanttView は、C1.WPF.Theming ライブラリにある組み込みの ComponentOne テーマをサポートします。有効な
C1 テーマのいずれかを GanttView コントロールに適用することで、カスタマイズ済みの一貫した外観をアプリケ
ーションに提供することができます。テーマを効果的に使用する方法については、「テーマ」を参照してくださ
い。
次の図に、C1WhistlerBlue テーマを適用した GanttView を示します。

次の手順では、GanttView に C1 テーマを適用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. クイックスタートアプリケーションを作成し、アプリケーションに次の .dll ファイルを追加します。
C1.WPF.Theming
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C1.WPF.Theming.WhistlerBlue
2. MainWindow.xaml.cs クラスファイルに切り替え、次の Import 文を追加します。
Visual Basic
Imports C1.WPF.Theming
Imports C1.WPF.Theming.WhistlerBlue
C#
using C1.WPF.Theming;
using C1.WPF.Theming.WhistlerBlue;
3. C1Themes クラスのオブジェクトを作成するためのクラス MyTheme を作成します。
Visual Basic
Public Class MyThemes
Private Shared _myTheme As C1Theme = Nothing
Public Shared ReadOnly Property MyTheme() As C1Theme
Get
If _myTheme Is Nothing Then
_myTheme = New C1ThemeWhistlerBlue()
End If
Return _myTheme
End Get
End Property
End Class
C#
public class MyThemes
{
private static C1Theme _myTheme = null;
public static C1Theme MyTheme
{
get
{
if (_myTheme == null)
{
_myTheme = new C1ThemeWhistlerBlue();
}
}

return _myTheme;

}
}
4. Loaded イベントに次のコードを追加して、GanttView コントロールに ComponentOne テーマを適用しま
す。
Visual Basic
'GanttViewにC1Themeを適用します。
C1Theme.ApplyTheme(gv, MyThemes.MyTheme)
C#
//GanttViewにC1Themeを適用します。
C1Theme.ApplyTheme(gv, MyThemes.MyTheme);

曜日の背景色の設定
GanttView では、背景色を設定することで特定の曜日を強調表示できます。たとえば、週末を平日と区別するために
別の色で強調表示できます。それには、コードで PaintDay イベントをサブスクライブし、BackColor プロパティを
設定して特定の日の色を設定します。
次の図に、週末が別の背景色で強調表示された GanttView を示します。
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次のコードは、週末の背景色を設定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。
Visual Basic
'特定の曜日に対して背景色を設定します
Private Sub gv_PaintDay(sender As Object, e As PaintDayEventArgs)
If e.[Date].DayOfWeek = DayofWeek.Saturday OrElse e.[Date].DayOfWeek = DayofWeek.Sunday Then
e.BackColor = Colors.MistyRose
End If
End Sub
C#
//特定の曜日に対して背景色を設定します
private void gv_PaintDay(object sender, PaintDayEventArgs e)
{
if (e.Date.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday || e.Date.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)
{
e.BackColor = Colors.MistyRose;
}
}

MSProjectへのエクスポートとインポート
The GanttView control supports exporting GanttView schedules to MS Project, and importing MS Project XML to
GanttView by using ExportToMsProjectXml and ImportFromMsProjectXml respectively.
The ExportToMsProjectXml (string fileName) method is useful in exporting to Microsoft Project's xml file. It takes
the parameter fileName, which is the file name to export. The ImportFromMsProjectXml (string fileName, [bool
roundToDurationUnit = True]) helps in importing Microsoft Project's xml file. It takes the parameter fileName,
which is the File name to import, and roundToDurationUnit, which Indicates whether the Start and Finish will be
rounded according to the C1.WPF.GanttView.DurationUnits enumeration.
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