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製品の概要製品の概要

Reports for WPF を使用して、レポートおよびドキュメント生成機能を Windows Presentation Foundation（WPF）アプリケー

ションに統合します。Reports for WPF の使用により、ネイティブ WPF ドキュメント（FixedDocument オブジェクトと XPS ファ

イル）を生成し、強力なレポートおよびドキュメント生成機能によって WPF アプリケーションを強化し、既存のユーザーを

WinForms から WPF に移行させる明確なアップグレードパスによって時間を節約します。

メモメモ：Reports for WPF は一部の機能を除いて Reports for Windows Forms と機能的に互換性が保たれています。

Reports for Windows Forms と共通の機能や使用方法については、Reports for Windows Forms の製品ヘルプを参

照してください。

Reports for WPF には、以下のツールが用意されています。

C1Report および C1PrintDocument FixedDocumentSequence 表現を含む、ページ付けされた固定ドキュメントをホ

ストする C1DocumentViewer コントロール。詳細については、「C1DocumentViewer の概要」を参照してください。

FixedDocumentSequence および直接プリンタに表示したり、さまざまな移植可能な形式（XLS、HTML、PDF、テキスト

を含む）にエクスポートしたりできる、Access スタイルの、データベース化され、結合されたレポートを生成する

C1Report コンポーネント。

プレビュー、印刷、または外部形式へのエクスポートが可能なドキュメントを表す C1PrintDocument コンポーネント。

コードを記述することなく、C1Report のコンポーネントのレポート定義を作成するために使用されるスタンドアロンアプ

リケーションである C1ReportDesigner。

C1Report デザイナデザイナは、コードを記述しないでレポート定義を作成するためのスタンドアロンアプリケーションです。デ

ザイナを使用して、レポート定義の作成や編集をすばやく行うことができます。また、既存の Microsoft Access 定義や

Crystal Reports の定義をインポートすることもできます。

ComponentOne Studio for WPF のヘルプのヘルプ

はじめにはじめに

ComponentOne Studio for WPF のすべてのコンポーネントで共通の使用方法については、「ComponentOne Studio for
WPF ユーザーガイド」を参照してください。

C1DocumentViewer の概要の概要

C1DocumentViewer は WPF の標準の System.Windows.Controls.DocumentViewer コントロールから継承されます。

C1DocumentViewer でベースコントロールの機能とともに、以下の2つの依存プロパティを使用して C1Report および

C1PrintDocument の2種類のドキュメントをプレビューできます：

FileName プロパティ

レポート定義ファイルまたは C1PrintDocument (C1D または C1DX) ファイルの名前を取得または設定します。

ReportName プロパティ

表示されるレポートの名前を取得または設定します。

上記のプロパティを設計時および実行時に使用できますが、設計時に表示されるレポートのサイズは4ページに限られていま

す(C1D/C1DX ドキュメントの場合は、ページ数の制限はありません)。

C1DocumentViewer を Visual Studio ツールボックスに追加して、WPF ウィンドウまたはページに配置します。ウィンドウ/
ページにビューアを描画する際に、以下の2つが自動的に設定されます：
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アプリケーションに必要なアセンブリが自動的に追加されます。

アプリケーションに Reports for WPF のライセンス情報が追加されます(licenses.licx ファイルが存在しない場合は、作

成されます)。

C1Report およびおよび C1PrintDocument の概要の概要

Reports for WPF は、いずれも Reports for WinForms の一部となった WinForms 製品である Reports for .NET と
Preview for .NET に基づき、WPF 環境に適応するレポートおよびドキュメント生成エンジンを備えています。

WinForms コンポーネントに類似した以下の２つのコンポーネントが提供されます。

C1Report
C1PrintDocument

これらのコンポーネントの両方とも、System.ComponentModel.Component から派生します。それ自体は、Visual Studio の
ツールボックスまたは WPF ウィンドウやページ上に直接配置することはできません。C1DocumentViewer コントロールに

は、C1Report および必要なすべての配線（必要なシステム DLL およびライセンスへの参照など）をすばやくプロジェクトに追

加する便利な方法が用意されています。ただし、C1Report または C1PrintDocument は、標準 DocumentViewer でも表

示できることに注意する必要があります。そしてもちろん、すべての印刷およびエクスポート機能は、C1Report および

C1PrintDocument コンポーネントを介して直接アクセスできます。

以前の Preview for WinForms および Reports for WinForms 製品の既存のユーザーは、従来 C1Preview と C1Report
が異なるアセンブリによって別個の製品として出荷されていましたが、今回のリリースでは、２つのコンポーネントが、同一のア

センブリによって新しい複合 Reports for WinForms として提供されることに注意してください。C1Report ユーザーの場合、

主な相違点は、今回のリリースでは C1Report 名前空間が C1.Win.C1Report から C1.C1Report に変更されたことです。そ

れ以外のユーザーの場合、今回のリリースで提供される C1Report コンポーネントは、以前の C1Report の WinForms バー

ジョンと下位互換性があります。Reports for WPF に含まれる C1PrintDocument コンポーネントは、WinForms バージョン

とほぼ（ただし、100% ではない）互換性があります（詳細については、「WPF バージョンと .NET 2.0 バージョンの相違点」を参

照してください）。

.NET 版のレポートとプレビュー版のレポートとプレビュー

次の表は、 .NET 版のレポートコンポーネントおよびプレビューコンポーネントを示しています。リストには、バージョンを区別す

るための番号が付けられています。この製品（Reports for WPF）は、この表では #6 です。

# 名前名前
.NET
Framework アセンブリアセンブリ Controls

1 VSVIEW for .NET
Preview Edition

.NET 1.x C1.C1PrintDocument.dll

C1.Win.C1PrintPreview.dll

C1PrintDocument

C1PrintPreview

2 VSVIEW for .NET
Reports Edition

.NET 1.x C1 C1.Win.C1Report.dll C1Report

3 True WinReports for
.NET

.NET 2.0 C1.Win.C1Report.2.dll C1Report

4 Preview for .NET .NET 2.0
C1.C1Preview.2.dll

C1.Win.C1Preview.2.dll

C1PrintDocument

C1PreviewPane

C1PrintPreviewControl

C1PrintPreviewDialog

C1PreviewThumbnailView

C1PreviewOutlineView
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C1PreviewTextSearchPan

5 Reports for Windows
Forms

.NET 2.0 C1.C1Report.2.dll

C1.Win.C1Report.2.dll

C1Report

C1PrintDocument

C1PreviewPane

C1PrintPreviewControl

C1PrintPreviewDialog

C1PreviewThumbnailView

C1PreviewOutlineView

C1PreviewTextSearchPanel

6 Reports for WPF .NET 3.0 C1.WPF.C1Report.4.dll

C1.WPF.C1Report.Design.4.dll

C1.WPF.C1Report.VisualStudio.Design.4.dll

C1DocumentViewer

バージョン間の互換性バージョン間の互換性

前述の製品はレポート機能とプレビュー機能を備え、類似のコンポーネントを含んでいることがありますが、これらの製品に下

位互換性があるとは限りません。次に、バージョンをアップグレードする際の考慮事項をいくつか示します。

True WinReports for .NET（（.NET 2.0。前述の表の。前述の表の #3））

これは、古い .NET 2.0 バージョンの ComponentOne のレポートコントロールです。これらのレポートは、すべての

バージョンのプレビューコントロール（前述の表の #1、#4）で表示することができます。それには、プレビューコントロー

ルの Document プロパティに C1Report.Document プロパティを割り当てます。

Preview for .NET（（.NET 2.0。前述の表の。前述の表の #4））

これは、クラシックバージョンより新しいプレビュー製品です。この製品のコードとオブジェクトモデルは、前のバージョン

（前述の表の #1）とは異なります。#1 からこの製品に自動変換することはできませんできません。具体的に

は、Convert2Report.exe ユーティリティを使用して、これらの古いプロジェクトを変換することはできませんできません。#1 から

このプレビュー製品に変換するには、ユーザーコードを記述し直す必要があります。変更の範囲はさまざまで、小さな

変更で済む場合もあります。ただし、コードは手作業で更新する必要があります必要があります。

Reports for Windows Forms（（.NET 2.0。前述の表の。前述の表の #5））

レポートとプレビューが結合された .NET 2.0 用製品です。この製品には、プレビュー機能（前述の表の #4）およびレ

ポート機能（前述の表の #3）が含まれています。以前のバージョンとは異なり、C1Report をプレビューするに

は、Document プロパティではなく、C1Report 自体をプレビューコントロールの Document プロパティに割り当てる

必要があります。このビルドは、#3 および #4 との間にコードの下位互換性があります。ただし、アセンブリへの参照と

名前空間を更新する必要があります。この場合、常に小さな変更を加えるだけで済みます。変更は手作業で、また

はC1Report 移行ツール移行ツールを使って行うことができます。

Reports for WPF（（.NET 3.0。前述の表の。前述の表の #6））

.NET 2.0 版のプレビュー（#4）および .NET 2.0 版のレポート（#3）を含む、WPF バージョンの ComponentOne のレ

ポートコントロールおよびプレビューコントロールです。この製品は、.NET 3.0 と 3.5 のアプリケーションで使用できま

す。

Windows フォーム版との相違点フォーム版との相違点

WPF では、色とブラシを表すための新しい型が定義されました。Windows フォームでは、色は System.Drawing.Color により

表されていましたが、WPF では以下の新しい型が用いられます。
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色を定義するための System.Windows.Media.Color 構造体。

定義済みの色を参照するための System.Windows.Media.Colors クラス。

同様に、Windows フォームでは System.Drawing.Brush がオブジェクトを塗りつぶすために使用されますが、WPF では新しく

System.Windows.Media.Brush が追加されました。

WPF 版の C1PrintDocument では、C1.C1Preview.Style の色とブラシのプロパティに System.Windows.Media の型を使用し

ます。もちろん、既存のコードはすべてそのまま使用することはできませんが、大部分のコードを変更する必要はありません。

一方、WPF 版の C1Reports では、従来通り System.Drawing.Color の型が色の設定に用いられます。

  Reports for WPF
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主な特長主な特長

Reports for WPF 特有の機能特有の機能

WinForms からから WPF レポートへのクリアなアップグレードパスレポートへのクリアなアップグレードパス

既存コンポーネントのユーザーは、Reports for Windows Forms から WPF に移行するクリアなアップグレードパス

を利用できるので、時間を節約することができます。現在のユーザーは、レポート/ドキュメント生成コードを新しい WFP
プラットフォームに簡単にアップグレードできます。小さな変更を加えるだけで、WPF アプリケーションで既存のコードを

実行して、レポートとドキュメントを生成することができます。

C1DocumentViewer またはまたは WPF DocumentViewer でのプレビューでのプレビュー

C1DocumentViewer コントロールまたは標準の Microsoft WPF DocumentViewer コントロールで、レポートとドキュメ

ントをプレビューできます。

XPS 形式での保存形式での保存

XPS（XML Paper Specification）形式で保存できます。これにより、印刷機能の向上、容易なファイル共有、セキュリ

ティの向上など、多くの利点が得られます。

一般的なファイル形式へのエクスポート一般的なファイル形式へのエクスポート

レポートをプリンタに直接レンダリングしたり、Excel、PDF、HTML、テキスト、イメージなどのさまざまな移植可能な形式

にエクスポートできます。

VBScript 式を使用した、条件付き書式設定、グループ化、フィルタ処理、ソートなどの制御式を使用した、条件付き書式設定、グループ化、フィルタ処理、ソートなどの制御

VBScript 式（Sum、Max、Average などの集計式を含む）を使用して、レポートのコンテンツを取得、計算、表示、グ

ループ化、フィルタ、ソート、パラメータ化、および書式設定できます。

広範囲なデータソースのサポート広範囲なデータソースのサポート

レポートを任意のデータソースに柔軟に連結することができます。それには、レポートまたはドキュメント定義で接続文

字列と SQL 文を指定します。これにより、Reports for WPF によってデータが自動的にロードされます。または、XML
ファイル、カスタムコレクションなどのデータソースを使用します。

WPF バージョンとバージョンと WinForms バージョンの間の相互運用性バージョンの間の相互運用性

レポート定義および C1DX/C1D ドキュメントは、Windows フォーム版の C1Report および C1PrintDocument と完全

な互換性があります。

レポート定義ファイルの保存と読み込みレポート定義ファイルの保存と読み込み

WPF のカスタムフィールドを使用してレポート定義ファイルの保存と読み込みが可能です。レポートデザイナアプリケー

ションは Chart、Superlabel、Gradient、Map、QRCode のカスタムフィールドをサポートします。

C1Report の機能の機能

C1Report コントロールは、以下の機能を備えています。

体系的なレポートレイアウト体系的なレポートレイアウト

グループ、セクション、およびフィールドに基づいた水平区切りレポートモデル。

データ連結フィールドデータ連結フィールド

フィールドを単純なデータベースフィールドおよびバイナリ（オブジェクト）データベースフィールドに連結できます。

VBScript イベントハンドライベントハンドラ

レポートに VBScript イベントハンドラを埋め込み、内蔵型として使用することができます。
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サブレポートサブレポート

レポート内の任意のレベルに別のレポートをネストすることができます（サブレポート）。

レポートのパラメータレポートのパラメータ

レポートにはパラメータクエリーを含めることができます。このため、ユーザーは、レポートをレンダリングする前に、レ

ポートに含めるデータを追加または制限して、レポートをカスタマイズすることができます。

高度な高度な WYSIWYG レポートデザイナレポートデザイナ

コードを記述することなく、レポート定義ファイルをすばやく作成、編集、プレビュー、ロード、および保存することができ

ます。

強力で使いやすいレポートウィザード強力で使いやすいレポートウィザード

C1Report のウィザードに示される手順に従うことにより、何もない状態から新しいレポートを簡単に作成することがで

きます。

C1PrintDocument の機能の機能

C1PrintDocument コントロールは、以下の機能を備えています。

ドキュメント指向の強力なオブジェクトモデルドキュメント指向の強力なオブジェクトモデル

C1PrintDocument には、番号が付けられた複雑なドキュメントを作成することに特化した、柔軟な階層型ドキュメントオ

ブジェクトモデルが用意されています。自動レイアウト、書式設定、ページネーションを行う強力なコントロール機能を使

用できるため、ページのレイアウトやページブレークの挿入時などに、手作業で計算する必要がなくなります。

テキストおよびグラフィックの書式を設定するための豊富なオプションテキストおよびグラフィックの書式を設定するための豊富なオプション

複数のフォントによる段落テキスト、テキストと背景の色、テキストの配置（下付き、上付き）、インライン画像、さまざま

なテキスト配置（両端揃えテキストなど）などがサポートされています。

階層化されたスタイル階層化されたスタイル

すべてのドキュメント要素の外観は、階層化されたスタイルで制御されます。このスタイルでは、アンビエントスタイル属

性および非アンビエントスタイル属性がサポートされています。高度な機能としては、１文字ごとのフォント属性（太字、

フォントサイズなど）やテーブルのグリッド線などを指定できる機能があります。

ハイパーリンク、リンクターゲット、ハイパーリンク、リンクターゲット、TOC

どちらのドキュメント要素も、ハイパーリンクまたはハイパーリンクのジャンプ先ターゲットにすることができます。また、

自動的に生成される目次（TOC）の項目であると指定することもできます。

複数のページレイアウト複数のページレイアウト

さまざまな用紙サイズ、ページ設定、列数、ページヘッダーなどに対応した複数のページレイアウトを事前に設定して

おき、実行時に１つのプロパティを設定するだけで選択することができます。

ドキュメント要素のサイズと位置を調整する強力な機能ドキュメント要素のサイズと位置を調整する強力な機能

ドキュメント要素のサイズと位置は、絶対値、他の要素のサイズと位置に対する相対的な値、または絶対値と相対値を

組み合わせた単純な式によって指定できます。たとえば、要素の幅は、親要素や現在のページ幅に対する割合で指定

できます。

Excel 形式の強力なテーブル形式の強力なテーブル

テーブルでは、論理的には無数の列と行を含めることができる Excel 形式のオブジェクトモデルがサポートされていま

す。アクセスするだけでテーブル要素がインスタンス化されるため、正しいテーブルサイズを指定する必要はありませ

ん。テーブル要素は、いくつかの方法でグループ化することができます。グループにスタイルを適用して、グループ内の

すべての要素の外観を変更できます。テーブルには、行ヘッダーと列ヘッダー、および任意の数のネストされたテーブ

ルを含めることができます。また、列の幅や行の高さは、自動的に調整されます。
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水平方向ページ水平方向ページ

幅の広い要素は、複数の水平方向ページにまたがって拡張することができます。

C1DX（（C1D Open XML）ファイル形式のサポート）ファイル形式のサポート

C1DX は、C1PrintDocument オブジェクト向けの新しい OPC ベースのファイル形式です。これは、Microsoft Open
Packaging Conventions に準拠しており、Office 2007 Open XML 形式に似ています。組み込みの圧縮機能により、

生成されるファイルのサイズは小さくなっています。また、C1D 形式では、下位互換性が保証されています。
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Reports for WPF を開始するを開始する

WPF 版の C1Report は内部処理が異なっています。旧バージョンでドキュメント/レポートをプレビュー/印刷するとメタファイル

ページイメージが生成されますが、新しいバージョンではレポートを表す C1PrintDocument が作成されます。

C1PrintDocument には、新しいパブリック読み取り専用プロパティを通じてアクセスできます。

c#

C1PrintDocument C1Report.C1Document {get;}

生成されたドキュメントは必要に応じて使用できます。例えば、ドキュメントを C1PrintDocument がサポートするファイル形式

にエクスポートすることができます。

エクスポートフィルタエクスポートフィルタ

旧バージョンの他のパブリックメンバーとともに、新しい C1Report では従来のC1Report のエクスポートフィルタも提供されて

います。そのため、以下のファイルエクスポート用のコードを変更せずに使用できます。

c#

report.Load(...);
report.RenderToFile("MyReport.rtf",FileFormatEnum.RTF);

上記のコードでエクスポートされたファイル(この場合は RTF 形式のファイル)は、C1PrintDocument を使用して作成されたファ

イルとは異なります。

c#

report.Load(...);
report.C1Document.Export("MyReport.rtf");

通常、ターゲット形式が固定レイアウト(PDF など)である場合は、上記のどちらのコードを使用しても、ほぼ同一のエクスポート

ドキュメントが生成されますが、それ以外の場合は、RenderToFile メソッドを使用したドキュメントの方が良い結果が得られま

す。

また、RenderToFile メソッドは XPS 形式へのエクスポートをサポートしないことに注意してください。XPS 形式へエクスポート

するためには C1Report のC1Document プロパティを使用する必要があります。

クイックスタートクイックスタート

このセクションでは、Reports for WPF の3種類のコントロールを使って最もシンプルなレポートアプリケーションを作成します。

Reports for WPF を初めて使う人でも、以下の手順に従って簡単にレポートアプリケーションを作成することができます。

C1DocumentViewer クイックスタートクイックスタート

このセクションでは、レポートおよびドキュメントをプレビューするために C1DocumentViewer コントロールを使用した簡単な

VisualStudio プロジェクトの作成方法を説明します。

メモ：メモ：このクイックスタートガイドでは "CommonTasks.xml" のレポート定義ファイルを使用します。このファイルはデフォ

ルトで "C:\Program Files\Common Files\C1Studio\Report" ディレクトリに保存されています。

レポートおよびドキュメントをプレビューする基本的なフォームを作成するには：レポートおよびドキュメントをプレビューする基本的なフォームを作成するには：

1. Visual Studio で新しい WPF アプリケーションプロジェクトを作成します。
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2. Visual Studio ツールボックスを開いて、C1DocumentViewer コントロール (C1.WPF.C1Report アセンブリに存在する)
を追加します。

3. ツールボックスに移動し、［C1DocumentViewer］ アイコンをダブルクリックして、デザイナのアプリケーションウィンドウ

にコントロールを追加します。ウィンドウとウィンドウ内の C1DocumentViewer コントロールのサイズを調整します。

4. デザイナで C1DocumentViewer を選択するとプロパティウィンドウに「C1Report」 グループが表示されます。

5. C1Report グループエディタのFileName テキストボックスの横にある (...) ボタンをクリックします。

6. エディタにレポート定義ファイルを表示するには、[ファイルを開く]ダイアログボックスから「CommonTasks.xml」を選択

します。

7. ReportName プロパティの横にあるドロップダウンをクリックしてレポートを選択します。例えば「01: 1行おきに変化す

る背景色」レポートを選択すると、レポートが C1DocumentViewer ウィンドウに表示されます。

それだけです。コードは必要ありません。アプリケーションを実行し、レポートをプレビューできます。 
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C1Reports クイックスタートクイックスタート

このセクションでは、レポートおよびドキュメントをプレビューするために Reports for WPF を参照する簡単な Visual Studio プ
ロジェクトの作成方法を説明します。

メモ：メモ：このクイックスタートガイドでは "CommonTasks.xml" のレポート定義ファイルを使用します。このファイルはデフォ

ルトで"C:\Program Files\Common Files\C1Studio\Report" ディレクトリに保存されています。

レポートおよびドキュメントをプレビューする基本的なフォームを作成するには：レポートおよびドキュメントをプレビューする基本的なフォームを作成するには：

1. Visual Studio で新しい WPF プロジェクトを作成します。

2. プロジェクトに C1.WPF.C1Report アセンブリの参照を追加します。

プロジェクトの［プロジェクト］メニューから［参照の追加］オプションを選択します。

［.NET］タブまたは［参照］タブのリストから ComponentOne C1WPFReport アセンブリを選択し、

C1.WPF.C1Report.4.dll ファイルを参照して見つけたら、〈OK〉をクリックします。

ウィンドウのキャプション領域をダブルクリックして、コードウィンドウを開きます。ファイルの先頭に、次の

Imports 文 (C# の場合は using) を追加します。

Imports C1.C1Report

これにより、 C1WPFReport アセンブリで定義されているオブジェクトがプロジェクトに表示されます。
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3. [表示]メニューから[デザイナ]を選択して、デザインビューに戻ります。

4. ツールボックスで標準の DocumentViewer および Button コントロールをダブルクリックしてウィンドウに追加します。

ウィンドウとコントロールのサイズを調整します。

5. Button コントロールを選択して、プロパティウィンドウで Button.Content プロパティを「レポートを表示」に設定します。

6. Button コントロールをダブルクリックしてコードビューを表示します。Button_Click イベントにて以下のコードを追加しま

す。

VisualBasic

Dim rep As New C1.C1Report.C1Report()
rep.Load("C:\Program Files\Common Files\C1Studio\Report\CommonTasks.xml", "01: 1
行おきに変化する背景色")
DocumentViewer1.Document = rep.FixedDocumentSequence

C#

C1.C1Report.C1Report rep =  new C1.C1Report.C1Report();
rep.Load(@"C:\Program Files\Common Files\C1Studio\Report\CommonTasks.xml", "01: 
1行おきに変化する背景色");
documentViewer1.Document = rep.FixedDocumentSequence;

7. アプリケーションを実行して、〈レポートを表示〉をクリックします。以下の通りレポートが表示されます。
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C1PrintDocument クイックスタートクイックスタート

このセクションでは、レポートおよびドキュメントをプレビューするために Reports for WPF を参照する簡単な Visual Studio プ
ロジェクトの作成方法を説明します。

レポートおよびドキュメントをプレビューする基本的なフォームを作成するには：レポートおよびドキュメントをプレビューする基本的なフォームを作成するには：

1. Visual Studio で新しい WPF プロジェクトを作成します。

2. プロジェクトに C1.WPF.C1Report アセンブリの参照を追加します。

プロジェクトの［プロジェクト］メニューから［参照の追加］オプションを選択します。

［.NET］タブまたは［参照］タブのリストから ComponentOne C1WPFReport アセンブリを選択し、

C1.WPF.C1Report.4.dll ファイルを参照して見つけたら、〈OK〉をします。

ウィンドウのキャプション領域をダブルクリックして、コードウィンドウを開きます。ファイルの先頭に、次の

Imports 文(C# の場合は using)を追加します。

Imports C1.C1Preview

これにより、C1WPFReport アセンブリで定義されているオブジェクトがプロジェクトに表示されます。
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3. [表示]メニューから[デザイナ]を選択して、デザインビューに戻ります。

4. ツールボックスで標準の DocumentViewer および Button コントロールをダブルクリックしてウィンドウに追加します。

ウィンドウとコントロールのサイズを調整します。

5. Button コントロールを選択して、プロパティウィンドウで Button.Content プロパティを「ドキュメントの表示」に設定しま

す。

6. Button コントロールをダブルクリックしてコードビューを表示します。Button_Click イベントにて以下のコードを追加しま

す。

VisualBasic

Dim doc As New C1.C1Preview.C1PrintDocument()
doc.Body.Children.Add(New RenderText("Hello World!"))
DocumentViewer1.Document = doc.FixedDocumentSequence

C#

C1.C1Preview.C1PrintDocument doc = new C1.C1Preview.C1PrintDocument();
doc.Body.Children.Add(new RenderText("Hello World!"));
documentViewer1.Document = doc.FixedDocumentSequence;

7. リケーションを実行して、〈ドキュメントの表示〉をクリックします。以下の通りレポートが表示されます。

レポート生成方法の違いレポート生成方法の違い

C1WPFReport は、レポートを生成するために以下の2つの方法を提供します。

ImportC1Report メソッドを使用

C1 Reportコンポーネントを使用
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どちらの方法でも既存のレポートを正常に生成できますが、上記の2つの方法の主な相違点は以下の通りです。

データ連結データ連結:

インポートするとデータ連結された C1PrintDocument が生成され、データが取得されます。したがって、データが更新されると

ドキュメントも更新されます。

一方、C1Report コンポーネントを使用する場合は、作成されたドキュメントで生成中に取得されたデータは既に組み込まれて

います。したがって、ドキュメントはデータと連結されていませんので、データを更新したときは、再びレンダリングする必要があ

ります。

ドキュメント構造ドキュメント構造:

レポートを C1PrintDocument でインポートする場合は、フィールドおよびセクションのすべてはそれぞれRenderField クラス

およびRenderSection クラスとして示されています。レポートの定義でグループが含まれている場合は、各グループ

はRenderArea オブジェクトとして表されます。グループ内のヘッダとフッタはRenderSection クラス、ネストされたグループ

はRenderArea クラスが使用されます。

C1Report コンポーネントを使用すると、各セクションはRenderArea オブジェクトとしてレンダリングされます。フィールドのレン

ダリングは以下の通りです。

LineSlant プロパティが指定されている場合は、RenderLine クラス が生成されます。

画像またはバーコードが指定されている場合はRenderImage クラスが生成されます。

RTF プロパティは True に設定されている場合は、RenderRichText が生成されます。

その他の場合は、RenderText クラスが生成されます。

ページサイズページサイズ:

CustomWidth およびCustomHeight がどちらも0に設定されているレポートをプリンタがインストールされていないシステム

にインポートすると、C1PrintDocument では、現在のロケールに基づいて用紙サイズが決定されます (たとえば、用紙サイズ

はアメリカやカナダではレター、日本やヨーロッパでは A4 に設定されます)。

同じレポートを C1Report コンポーネントで読み込んだ場合は、用紙サイズは C1.Win.C1Report.C1Report と同様に現在のロ

ケールに基づいて用紙サイズが決定されます。

デフォルトプリンタデフォルトプリンタ:

1つ以上のプリンタがインストールされているシステムでは、インポートされたレポートのデフォルトページサイズは通常の

C1PrintDocument と同じロジックを使用して決定されます (プリンタを決定するには、MeasurementPrinterName プロパ

ティが使用されます)。この動作は、デフォルトネットワークプリンタがインストールされているシステムで長い保留時間を回避す

るために提供されています。C1Report コンポーネントの場合は、システムのデフォルトプリンタのデフォルトページサイズが使

用されます。

Import メソッドの制限メソッドの制限:

C1Report を C1PrintDocument にインポートする際は、次の制限があります。

1. インポートした場合は、C1Report のオブジェクトモデルを参照するまたはレポートのイベントを使用することができませ

ん。つまり、C# または VB.NET イベントハンドラに依存するレポートをインポートすると、正しくレンダリングできません。

2. スクリプトの制限：

C1PrintDocument オブジェクトオブジェクト

- Font プロパティは読み取り専用です。

Field オブジェクトオブジェクト

-Section,Font, およびSubreport プロパティは読み取り専用です。
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- LineSpacing、 SubreportHasData および LinkValue プロパティはサポートされません。LinkTarget プロパ

ティに式が含まれる場合は、評価されずに文字列として使用されます。

Layout オブジェクトオブジェクト

- ColumnLayout プロパティはサポートされません。列は常に上から下、左から右に並べられます。

- LabelSpacingX,、LabelSpacingY、OverlayReplacements プロパティはサポートされません。

- ForcePageBreak を OnPrint ハンドラに使用することはできません。

3. レポートのパラメータを入力するためのダイアログは表示されません。その代わりに、パラメータの種類によってデフォ

ルト値が使用されます (数値には0、文字列には空文字列、日付には現在の日付が使用されます)。

4. PageHeader および PageFooter では、データベースフィールドを使用できません。

5. C1Report では、段組みレポートのレポートヘッダがすべての列に出力されますが、C1PrintDocument では、最初の

列だけに出力されます。

6. 左から右方向の列はサポートされません。列は常に上から下方向へ設定されます。

7. C1Report で画像を格納しているField クラスのCanGrow プロパティが True、PictureScale プロパティが Clip に設定

されている場合は、フィールドの幅と画像の幅が等しくなります。これをインポートすると、フィールドの幅は画像幅と比

例的にスケールされます。

レポート生成方法の選択レポート生成方法の選択

レポート生成方法の選択Reports for WPF でレポートを生成する方法は 2 つ(C1Report コンポーネントの使用、または、

C1PrintDocumentをインポート)ありますが、最適な方法を選択するには以下の条件を確認します。

1. アプリケーションで必須機能は制限事項に記載されている場合は、C1Report を使用します (Import の制限事項の詳

細については、レポート生成方法の違いを参照してください) 。

2. 今まで C1Report の旧バージョンを使用しており、C1PrintDocument のオブジェクトモデルに慣れていない場合は、

C1Preview が提供する C1Report コンポーネントを使用できます。

3. 一方、C1PrintDocument を使用した経験があるか、新しいプロジェクトを開始する場合は、インポートを使用することを

推奨されています。インポートのメリットは以下の通りです：

C1PrintDocument にレポート定義ファイルをインポートすると、生成されたドキュメントを普通の

C1PrintDocument として調整できます。例えば、本文にオブジェクトを追加したり、プロパティを変更したりする

ことができ、これらの修正はドキュメントを更新してからも表示されます。

C1Report のいくつかの問題はインポートで修正されました。例えば、C1Report で隣接したオブジェクトを複数

ページに正しくスプリットできません。また、スプリットされたオブジェクトの境界線が正しく描画されません。

C1PrintDocumentにインポートされたレポートでこの問題が発生しません。

メモリおよびスピード上にインポートは最適な方法です。

将来の機能拡張はインポートを注目にして行われます。

FixedDocumentSequence プロパティの使い方プロパティの使い方
Reports for WPF では C1Report および C1PrintDocument で 新規読み取り専用プロパティの

FixedDocumentSequence が含まれています。

FixedDocumentSequence FixedDocumentSequence {get;},

このプロパティを使用するとレポート/ドキュメントを表す FixedDocumentSequence のインスタンスをアクセスできます。

ドキュメント/レポートをプレビューするために、FixedDocumentSequence プロパティの値を C1DocumentViewer または

Reports for WPF  

18 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



WPF 標準の DocumentViewer コントロールの Document プロパティに割り当てます。ここで、FixedDocumentSequence
プロパティの値にアクセスするとドキュメント/レポートが生成(再生成)されることに注意してください。

C1Report のFixedDocumentSequence プロパティにアクセスすると、前回生成されたレポートが変更されていればレポート

が再描画されます。一方、C1PrintDocument のFixedDocumentSequence にアクセスすると、ドキュメントは

C1PagesCollection が空の場合にのみ生成されます。

XPS へのエクスポートへのエクスポート

C1PrintDocument を XMLPaperSpecification (XPS) 形式にエクスポートすることができます。C1PrintDocument がサポート

する他のエクスポート形式と同様に、ドキュメントをいくつかの方法で XPS 形式にエクスポートできます。Export メソッドのオー

バーロードを使用する方法は以下の通りです。

VisualBasic

Dim doc As New C1PrintDocument()
doc.Export("MyDocument.xps")

C#

C1PrintDocument doc = new C1PrintDocument();
doc.Export("MyDocument.xps");

Export メソッドは C1Report コンポーネントの C1Document プロパティを使用して呼び出すこともできます。

VisualBasic

Dim rep As New C1Report()
rep.Load(…)
rep.C1Document.Export("MyReport.xps")

C#

C1Report rep = new C1Report();
rep.Load(…);
rep.C1Document.Export("MyReport.xps");

C1PrintDocument により作成された XPS ファイルは1 つの固定ドキュメントが格納されます。以下の C1PrintDocument オブ

ジェクトはエクスポートされたドキュメントで PNG 形式の画像として表示されます。

RenderRichText (RTF テキスト)

印刷する場合は XPS ドキュメントの RTF テキストを通常のテキストとして選択すると高解像度の装置でテキストが正常

に表示されない可能性があります。RenderText または RenderParagraph を使用する場合は、このような問題は発生

しません。

RenderGraphics クラス

C1Report の WinForms バージョンで RenderGraphics は拡張した Windows メタファイルとして表示されますが、XPS
で PNG 形式の画像として表示されます。したがって、画像は正しく表示されない可能性もあります。
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RenderText クラスまたはRenderParagraph クラスのオブジェクトの一部分

テキストに組み込まれないフォントは PNG 形式の画像として表示されます。

XPS 基準でJPEG、PNG および TIFF 形式の画像はサポートされます。ソースドキュメント(C1PrintDocument)でその以外の形

式の画像は存在する場合は、画像形式はPNGに変換されます。

C1DXへのエクスポートへのエクスポート

Reports for WPF で C1PrintDocument オブジェクトの OPC に準拠した新しいファイル形式 C1DX (C1D Open XML) を提供

します。この新しい形式は Office Open XML と同様に Microsoft Open Packaging Conventions に適合します。C1DX ファイ

ルは Zip アーカイブファイルでアーカイブの各要素はドキュメントの一部分を示しています。組み込み圧縮機能により C1DX
ファイルの小さいサイズはこの新しい形式の重要なメリットです。

C1DX 形式を完全にサポートするには以下のプロパティ、メソッドなどは追加されます：

public enum C1DocumentFormatEnum

C1DocumentFormatEnumはファイル形式を定義します。オリジナルのC1D 形式(単一の圧縮されないXMLファイル)
およびOPCに準拠した新しい C1DX 形式を提供します。

C1PrintDocument のSave、Load、FromFile　およFromStream メソッドの新規オーバーロードが追加されました。

public void Save(Stream stream, C1DocumentFormatEnum documentFormat)

現在のドキュメントを指定した形式にストリームに保存します。

public void Save(string fileName, C1DocumentFormatEnum documentFormat)

現在のドキュメントを指定した形式にファイルに保存します。

public void Load(Stream stream, C1DocumentFormatEnum documentFormat)

ドキュメントをストリームから指定した形式に読み込みます。

public void Load(string fileName, C1DocumentFormatEnum documentFormat)

ドキュメントをファイルから指定した形式に読み込みます。

public static C1PrintDocument FromFile(string fileName, C1DocumentFormatEnum documentFormat)

C1PrintDocument クラスのインスタンスを生成して、指定したファイルからドキュメントを読み込みます。

public static C1PrintDocument FromStream(Stream stream, C1DocumentFormatEnum documentFormat)

C1PrintDocument クラスのインスタンスを生成して、指定したストリームからドキュメントを読み込みます。

形式を指定せずにドキュメントをストリームから読み込むまたはストリームに保存するすべてのメソッドは現在 C1D 形
式を使用します。

形式を指定せずにドキュメントをファイルから読み込むまたはファイルに保存するメソッドはファイルの拡張子により正確な形

式を決定します。ファイルの拡張子から形式を識別できない場合 (ファイルに拡張子が指定されない) は C1D 形式を使用しま

す。

メモ：メモ：デフォルト形式は次期リリースに変更される可能性がありますので、ファイル形式を明示的に設定することが勧め

られています。
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デザイン時のサポートデザイン時のサポート

Reports for WPF には、本格的なレポートアプリケーションをすばやくかつ簡単に作成できるデザイン時のサポートが含まれ

ています。サポートには、レポート定義の作成とカスタマイズを容易に行えるデザイナが含まれています。以下のトピックで

は、Reports for WPF で利用可能なデザイン時のサポートについて詳しく説明しています。

C1DocumentViewer のコンテキストメニューのコンテキストメニュー
C1DocumentViewer コントロールには、コントロールを右クリックし、デザイン時に Visual Studio でアクセスできるコンテキス

トメニューが含まれています。コンテキストメニューは次のように表示されます。

コンテキストメニューには、標準オプションに加えて、C1DocumentViewer コントロールに固有の以下の２つのオプションが

含まれています。

レポートの編集レポートの編集

(レポートの編集レポートの編集〉をクリックし、レポート定義を作成していない場合は C1Report ウィザードウィザードを開き、レポートを作成して

ある場合は C1ReportDesigner を開きます。 C1Report ウィザードウィザードの使用方法の詳細については、「基本レポート定

義の作成」を参照してください。C1ReportDesigner の使用方法の詳細については、「C1ReportDesigner での作業」

を参照してください。

注意：注意： Edit Report コマンドが［タスク］メニューまたはプロパティウィンドウに表示されない場合は、おそらくコン

トロールが C1ReportDesigner アプリケーションを検出できなかったためです。この問題を解決するに

は、C1ReportDesigner アプリケーションをスタンドアロンモードで１回実行します。デザイナは、その場所をレジ

ストリに保存し、コントロールが後で検出できるようにします。

Reports for WPF のバージョン情報のバージョン情報

〈Reports for WPF のバージョン情報のバージョン情報〉をクリックすると、Reports for WPF のバージョン番号とオンラインリソースを

確認するのに便利な［Reports for WPF のバージョン情報のバージョン情報］ダイアログボックスが表示されます。

C1DocumentViewer プロパティウィンドウプロパティウィンドウ
Visual Studio でのデザイン時に、プロパティウィンドウを使用して C1DocumentViewer のプロパティとイベントにアクセスで

きます。プロパティウィンドウを開くには、C1DocumentViewer コントロールを右クリックし、コンテキストメニューから［プロパプロパ

ティティ］を選択します。プロパティウィンドウが表示されます。
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プロパティウィンドウを通じて、デザイン時にすべてのコントロールのプロパティとイベントに簡単にアクセスし、プロパティの値

を設定することができます。プロパティウィンドウでは、プロパティはカテゴリ別またはアルファベット順に整理して表示されま

す。上の図では、プロパティはカテゴリ別に整理されています。カテゴリ別に整理されている場合、ユーザーがオブジェクトやコ

レクションにアクセスできるように、プロパティウィンドウは、オブジェクトを拡張／縮小して、構成するプロパティの表示／非表

示を切り替えできるツリー表示構造をサポートします。

使用可能なイベントを表示するには、稲妻の〈イベントイベント〉ボタンをクリックします。

C1ReportDesigner アプリケーションアプリケーション
C1ReportDesigner アプリケーションには、C1DocumentViewer コンテキストメニューまたはプロパティウィンドウからアクセ

スでき、レポート定義を作成し、カスタマイズするオプションが用意されています。

C1ReportDesigner の詳細については、「C1Report デザイナの使い方デザイナの使い方」を参照してください。
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C1RdlReport の使い方の使い方
C1RdlReport クラスは、RDL（Report Definition Language：レポート定義言語）仕様の 2008 バージョンを使用して定義され

た RDL レポートを表すクラスです。C1RdlReport クラスは、RDL がサポートされること以外はC1Report クラスとほぼ同じで

す。

C1PrintDocument の RDL インポート（ImportRdl および FromRdl メソッドから提供）は使用停止になりました。代わりに

C1RdlReport を使用してください。

.NET 2.0/3.0 バージョンユーザーのための重要なメモ：バージョンユーザーのための重要なメモ：

C1.C1Report.2 アセンブリは、System.Windows.Forms.DataVisualization.dll アセンブリを使用します。このアセンブリは

.NET Framework 3.5 以降にのみ含まれ、Reports for WPF をインストールするときにシステムにインストールされま

す。Reports for WPF を使用するアプリケーションを別のシステムに配置する場合は、このアセンブリを他の Reports アセン

ブリに含める必要があります。

また、Reports for WPF の DLL を手作業でアップデートする場合は、これらのアセンブリがある場所に DataVisualization
を置き、これをプロジェクトで参照する必要があります。DataVisualization は .NET 4.0 Framework に含まれるため、以上は

.NET 4.0 ユーザーには適用されません。

レポート定義言語（レポート定義言語（RDL））
レポート定義言語（RDL）は、レポートを表すマイクロソフト標準の XML スキーマです。RDL の目的は、レポート定義の互換を

可能にする共通のスキーマを定義することで、レポート製品の相互運用性を促進することです。RDL は、出力書式が中立的に

なるように設計されています。つまり、RDL を使用して定義されたレポートは、Web 形式、印刷形式、XML などのデータ中心

の形式などのさまざまな書式に出力できるということです。

C1RdlReport クラスは、RDL ファイルの柔軟性を活用するために、Reports for WPF の 2010 v3 リリースで追加されまし

た。C1RdlReport を使用すると、RDL ファイルをレポートアプリケーションに簡単にインポートできます。使い慣れた形式を使

用できるため、柔軟性と機能性が向上します。

C1RdlReport の利点の利点
C1RdlReport コントロールには、標準の Microsoft Reporting Services を使用するより優れた点がいくつかありま

す。C1RdlReport の主な利点は、次のとおりです。

最新の RDL 2008 仕様のサポート。

RDL オブジェクトモデル（2008 RDL 仕様に従う）へのプログラムによるアクセス - これにより、コードで既存の RDL レ
ポートを変更したり、新しいレポートを作成することができます。

データソース（.mdb ファイルなど）を利用する RDL レポートの生成。

外部への依存（Microsoft Reporting Services サーバーへのアクセスなど）がない自己完結型の RDL レポートソリュー

ション。

C1Report やC1PrintDocument などの他の Reports for WPF レポートエンジンとのシームレスな統合。

C1RdlReport の制限の制限

C1RdlReport コントロールは、RDL 機能の大部分をサポートします。ただし、C1RdlReport の初期リリースには、いくつかの

制限があります。 次のオブジェクトはサポートされていません。

ゲージオブジェクトはサポートされていません。
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次の RDL プロパティは、現在サポートされていません。

Document.AutoRefresh

Document.Width

Document.Language

Document.DataTransform

Document.DataSchema

Document.DataElementName

Document.DataElementStyle

DataSet.CaseSensitivity

DataSet.Collation

DataSet.AccentSensitivity

DataSet.KanatypeSensitivity

DataSet.WidthSensitivity

DataSet.InterpretSubtotalsAsDetails

TextBox.UserSort

TextBox.ListStyle

TextBox.ListLevel

TextRun.ToolTip

TextRun.MarkupType

.NET 2.0/3.0 バージョンユーザーのための重要なメモ：バージョンユーザーのための重要なメモ：

C1.C1Report.2 アセンブリは、System.Windows.Forms.DataVisualization.dll アセンブリを使用します。このアセンブリは

.NET Framework 3.5 以降にのみ含まれ、Reports for WPF をインストールするときにシステムにインストールされま

す。Reports for WPF を使用するアプリケーションを別のシステムに配置する場合は、このアセンブリを他の Reports アセン

ブリに含める必要があります。

また、Reports for WPF の DLL を手作業でアップデートする場合は、これらのアセンブリがある場所に DataVisualization
を置き、これをプロジェクトで参照する必要があります。DataVisualization は .NET 4.0 Framework に含まれるため、以上は

.NET 4.0 ユーザーには適用されません。

RDL ファイルのロードファイルのロード
C1RdlReport クラスに RDL ファイルをロードするには、Load メソッドを使用します。RDL ファイルを削除するには、Clear メ
ソッドを使用します。このメソッドは、それまでC1RdlReport コントロールにロードされていた RDL ファイルをクリアします。

RDL ファイルをコードでロードするには、次の手順に従います。ファイルをコードでロードするには、次の手順に従います。

C1RdlReport コンポーネントに RDL ファイルをロードするには、Load メソッドを使用します。

VisualBasic
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C1RdlReport1.Load("C:/Report.rdl")
C1RdlReport1.Render()

C#

c1RdlReport1.Load(@"C:/Report.rdl");
c1RdlReport1.Render();
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C1Report デザイナの使い方

C1Report デザイナについてデザイナについて
C1Report デザイナデザイナアプリケーションは、C1Report レポート定義ファイルの作成と編集に使用するツールです。デザイナで

は、C1Report コンポーネントによって読み取ることができるファイル（XML）を作成し、編集し、ロードし、保存することができま

す。Microsoft Access ファイル（MDB）と VSReport 1.0（VSR）からレポート定義をインポートすることもできます。

デザイナを実行するには、スタートメニューから 「C1Report デザイナデザイナ」 をクリックします。このディレクトリは、デフォルトのイン

ストールパスを反映したものであり、インストールパスを変更した場合、パスが異なることがあることに注意してください。Visual
Studio からデザイナを実行する手順については、「Visual Studio からの C1Report デザイナへのアクセス」を参照してくださ

い。

CommonTasks.xml ファイルを開いたときに表示されるデザイナを以下に示します。

メインデザイナウィンドウには、以下のコンポーネントがあります。

〈アプリケーション〉ボタン〈アプリケーション〉ボタン：〈アプリケーション〉ボタンをクリックしてメニューを開き、レポート定義ファイルをロードおよび

保存し、レポート定義をインポートおよびエクスポートします。詳細については、「〈アプリケーション〉ボタン」を参照して

ください。

「ホーム」タブホーム」タブ：［プレビュー］、［編集］、［フォント］、［グリッド］、および［表示］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。

「デザイン」タブデザイン」タブ：［フィールド］、［データ］、および［スタイル］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、「「デザイン」タブ」を参照してください。

「レイアウト」タブレイアウト」タブ：［ページ設定］および［配置］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、「「レイア

ウト」タブ」を参照してください。

「プレビュー」タブプレビュー」タブ：レポートが印刷プレビューに表示されているときにのみ表示されます。詳細については、「「プレ

ビュー」タブ」を参照してください。
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〈ヘルプ〉ボタンヘルプ〉ボタン：C1Report デザイナヘルプと［バージョン情報バージョン情報］画面を表示するオプションを提供します。この画面は、

アプリケーションに関する情報を表示します。

「レポート」タブレポート」タブ：現在のレポート定義ファイルに含まれるすべてのレポートをリスト表示します。レポート名をダブルク

リックして、レポートをプレビューまたは編集できます。リストを使用して、レポートを名前変更し、コピーし、削除すること

もできます。

「フィールド」タブフィールド」タブ：現在のレポートに含まれるすべてのフィールドをリスト表示します。

「プロパティ」タブプロパティ」タブ：デザイナで選択したオブジェクトのプロパティを編集できます。

「ページ」タブページ」タブ：プレビューモードでのみ使用できます。このタブには、ドキュメント内のすべてのページのサムネイルが

含まれます。

「アウトライン」タブアウトライン」タブ：プレビューモードでのみ使用できます。このタブでは、ドキュメントのテキストの輪郭が表示されま

す。

「検索」タブ検索」タブ：プレビューモードでのみ使用できます。このタブには、ドキュメント内のテキストを検索できる詳細ペインが

表示されます。

［プレビュー／デザイン］ペインプレビュー／デザイン］ペイン：このペインは、デザイナの主作業領域です。プレビューモードでは、現在のレポートを

表示します。デザインモードでは、レポートのセクションとフィールドが表示され、レポート定義を変更できます。

ステータスバーステータスバー：ステータスバーは、デザイナが現在実行している作業（ロード、保存、印刷、表示、インポートなど）に

関する情報を表示します。ステータスバーの右側にあるズームスライダをドラッグして、選択したレポートをズームでき

ます。

以下のトピックでは、C1Report デザイナデザイナアプリケーションを使用して、レポート定義ファイルを作成、編集、使用、および保存

する方法について説明します。

〈アプリケーション〉ボタン〈アプリケーション〉ボタン
〈アプリケーションアプリケーション〉ボタンでは、レポート定義ファイルをロードおよび保存し、レポート定義をインポートおよびエクスポートする

ためのショートカットメニューが提供されます。［アプリケーションアプリケーション］メニューを介して C1Report デザイナデザイナアプリケーションのオプ

ションにアクセスすることもできます。

〈アプリケーションアプリケーション〉ボタンをクリックして、メニューを開きます。この結果、次のようになります。
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メニューには、以下のオプションが含まれています。

［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開きます。これにより、既存のファイルを選択し、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。

［上書き保存上書き保存］：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。これにより、レポート定義を XML ファイル

として保存できます。

［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開きます。これにより、Microsoft Access（.mdb および

.adp）ファイルと Crystal Reports（.rpt）ファイルをインポートできます。詳細については、「Microsoft Access レポートの

インポート」と「Crystal Reports レポートのインポート」を参照してください。

［エクスポートエクスポート］：現在のレポートファイルを HTML、PDF、RTF、XLS、XLSX、TIF、TXT、または ZIP ファイルとしてエクス

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表示します。ファイルを再び開くには、それをリスト

から選択します。

［オプションオプション］：［C1Report デザイナオプションデザイナオプション］ダイアログボックスを開きます。これにより、C1Report デザイナデザイナアプリ

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。詳細については、「C1Report デザイナオプションの設

定」を参照してください。

［終了終了］：C1Report デザイナデザイナアプリケーションを閉じます。

「ホーム」タブ「ホーム」タブ
「ホームホーム」タブは C1Report デザイナデザイナの［リボン］メニューにあり、［プレビュー］、［編集］、［フォント］、［グリッド］、および［表示］

メニュー機能へのショートカットを提供します。詳細は、以下の各トピックを参照してください。
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「編集」グループ「編集」グループ
「ホームホーム」タブの「編集編集」グループは、次のように表示されます。

このグループは、以下のオプションで構成されます。

〈プレビュープレビュー〉：〈プレビュー〉ボタンをクリックすると、レポートの印刷プレビュー表示が開きます。プレビューを終了する

には、〈印刷プレビューを閉じる印刷プレビューを閉じる〉ボタンをクリックします。詳細については、「「プレビュー」タブ」と「レポートのプレビュー

と印刷」を参照してください。

〈貼り付け貼り付け〉：直前にコピーした項目を貼り付けます。

〈切り取り切り取り〉：選択した項目を切り取ります。レポートから選択した項目を削除し、他の場所に貼り付けることができます。

〈コピーコピー〉：選択した項目をコピーして、他の場所に貼り付けます。

〈元に戻す元に戻す〉：レポート定義に加えた直前の変更を元に戻します。

〈繰り返し繰り返し〉：レポート定義に加えた直前の変更をやり直します。

「フォント」グループ「フォント」グループ
「ホームホーム」タブの「フォントフォント」グループは、次のように表示されます。

このグループは、以下のオプションで構成されます。

［フォント名フォント名］：選択したテキストの現在のフォントを表示します。選択した項目に対して別のフォントを選択できます（こ

れを行うには、フォント名の横にある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を表示すると共に、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値を入力するか、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できます。

[フォントサイズの拡大フォントサイズの拡大]：フォントサイズを１ポイントずつ拡大します。

[フォントサイズの縮小フォントサイズの縮小]：フォントサイズを１ポイントずつ縮小します。

[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引きます（［Ctrl］+［U］キーを押すこともできます）。

[左揃え左揃え]：テキストを左に揃えます。

[中央揃え中央揃え]：テキストを中央に揃えます。

  Reports for WPF

29 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



[右揃え右揃え]：テキストを右に揃えます。>

[両端揃え両端揃え]：選択したテキストの両端を揃えます。

[テキストの色テキストの色]：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。

「グリッド」グループ「グリッド」グループ
リボンの「ホームホーム」タブにある「グリッドグリッド」グループは、次のように表示されます。

「グリッドグリッド」グループは、以下のボタンで構成されます。

〈グリッドの設定グリッドの設定〉：［C1Report デザイナオプションデザイナオプション］ダイアログボックスを開きます。詳細については、「C1Report デザ

イナオプションの設定」を参照してください。

〈グリッドに合わせるグリッドに合わせる〉：要素をグリッドに配置します。この項目を選択した場合、グリッドの線の間には要素を配置でき

ません。

〈グリッドの表示グリッドの表示〉：プレビュー内のレポートの背景にグリッドを表示します。グリッドは、要素の配置と位置揃えに便利で

す。デフォルトで、このオプションは ON です。

〈フィールドのロックフィールドのロック〉：フィールドを希望する位置に配置した後に、不注意によってマウスまたはキーボードで位置が移

動されないように、これらをロックします。

「表示」グループ「表示」グループ
「ホームホーム」タブの「表示表示」グループは、次のように表示されます。

このグループは、以下のオプションで構成されます。

〈プロパティグリッドプロパティグリッド〉：この項目を選択すると、左ペインに「プロパティプロパティ」タブが表示されます。［F4］キーを使用して「プロ

パティ」タブを表示することもできます。

〈フィールドリストフィールドリスト〉：この項目を選択すると、左ペインに「フィールドフィールド」タブが表示されます。

〈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。

「デザイン」タブ「デザイン」タブ
「デザインデザイン」タブは C1Report デザイナデザイナの［リボン］メニューにあり、［フィールド］、［データ］、および［スタイル］メニュー機能への

ショートカットを提供します。そのグループについての詳細は「「編集」グループ」、その他のグループの詳細は以下のトピックを

参照してください。
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「フィールド」グループ「フィールド」グループ
C1Report デザイデザイナアプリケーションの「デザインデザイン」タブの「フィールドフィールド」グループは、レポートフィールドを作成するツールを提供

します。このツールバーは、デザインモードでのみ有効になります。「デザインデザイン」タブの「フィールドフィールド」グループは、次のように表示

されます。

各フィールドボタンは、フィールドを作成し、そのプロパティを初期化します。「フィールド」グループは、以下のオプションで構成

されます。

〈矢印矢印〉：マウスカーソルを矢印カーソルに戻します。

〈データフィールドデータフィールド〉：ソースレコードセットにバインドされた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、ソースレコードセットフィールドを選択できます。バインドされたフィールドは、データベースからの未処理

データの表示に限定されません。Text プロパティを編集し、VBScript 式を使用できます。

〈ラベルラベル〉：固定テキストを表示するフィールドを作成します。

〈チェックボックスの追加チェックボックスの追加〉（ ）：ブール値をチェックボックスとして表示するバインドされたフィールドを作成します。デ

フォルトで、チェックボックスは通常のチェックマークを表示します。フィールドを作成後、フィールドのCheckbox プロパ

ティの値を変更して、ラジオボタンまたは×印に変更できます。

〈バーコードの追加バーコードの追加〉（ ）：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、バーコードとして表示される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できます。

〈RTF フィールドの追加フィールドの追加〉（ ）：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、メニューが表示され、RTF 形
式で表示される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できます。

〈集計フィールドの追加集計フィールドの追加〉（ ）：集計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、表示する値を含む VBScript 式を入力できます。

〈一般的集計フィールドの追加一般的集計フィールドの追加〉（ ）：一般的に使用される式を含む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、レポートを作成または出力した日時、ページ番号、ページ数、「n／m」形式のページ、または

レポート名を表示する式を選択できます。

〈バインドされていない画像の追加バインドされていない画像の追加〉（ ）：ロゴなどの固定画像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、ダイアログボックスが表示され、画像ファイルをレポートに挿入するように求められます。選択した画像のコ

ピーが作成され、同じディレクトリにレポートファイルとして配置されます。アプリケーションにレポートファイルを埋め込

んでいない場合、このファイルをアプリケーションによって配布する必要があります。アプリケーションにレポートファイ

ルを埋め込んでいない場合、バインドされていない画像ファイルも埋め込まれます。

〈バインドされた画像の追加バインドされた画像の追加〉（ ）：レコードセットに格納された画像（またはオブジェクト）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、メニューが表示され、ソースレコードセットで画像フィールドを選択できます（フィー

ルドが１つの場合、すべてのレコードセットにこの型のフィールドが含まれているわけではありません)。

〈線の追加線の追加〉（ ）：線を作成します。通常、線はセパレータとして使用されます。

〈矩形の追加矩形の追加〉（ ）：矩形を作成します。通常、矩形はフィールドのグループのハイライト表示、またはテーブルとグリッ

ドの作成に使用されます。

〈サブレポートの追加サブレポートの追加〉（ ）：他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、メニューが

表示され、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できます。詳細については、「サブレポートを使用
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したマスター／詳細レポートの作成」を参照してください。

〈改ページの追加改ページの追加〉（ ）：改ページを挿入するフィールドを作成します。

〈グラフの追加グラフの追加〉（ ）：グラフを表示するフィールドを作成します。ほとんどのバインドされていないフィールドと異なり、

グラフフィールドには複数の値が表示されます。表示するデータを選択するには、グラフフィールドの Chart.DataX と
Chart.DataY プロパティを設定します。X 軸と Y 軸に沿った値を書式設定するには、Chart.FormatX と
Chart.FormatY プロパティを設定します。詳細については、「グラフフィールドの追加」を参照してください。

〈グラデーションの追加グラデーションの追加〉（ ）：グラデーションフィールドを作成します。通常、グラデーションは、他のフィールドを目立

つようにする背景機能として使用されます。詳細については、「グラデーションフィールドの追加」を参照してください。

〈拡張バーコードの追加拡張バーコードの追加〉（ ）：拡張バーコードを作成します。JAN コード、カスタマバーコード、QR コードなどに対応

しています。さらに、バーの幅や画像の DPI なども設定可能です。

〈均等割り付けの追加均等割り付けの追加〉（ ）：均等割り付けテキストを作成します。1 行のテキストのみ表示可能です。

〈角丸四角形の追加角丸四角形の追加〉（ ）：角が丸い四角形を作成します。4 隅の 1 つだけを丸くすることもできます。

〈文字幅の追加文字幅の追加〉（ ）：文字幅を指定可能なテキストを作成します。

〈自動サイズの追加自動サイズの追加〉（ ）：文字のサイズが自動的に調整されるテキストを作成します。文字のサイズは、フィールド

に 1 行で収まるように調整されます。

〈文字間隔の追加文字間隔の追加〉（ ）：文字間隔を指定可能なテキストを作成します。

詳細については、「フィールドによるレポートの強化」を参照してください。レポートへのフィールドの追加についての詳細は、

「レポートフィールドの作成」を参照してください。

「データ」グループ「データ」グループ
「データデータ」グループは、次のように表示されます。

このグループは、以下の項目で構成されます。

〈並び替え並び替え/グループ化グループ化〉：このボタンをクリックして、［ソートとグループ化ソートとグループ化］ダイアログボックスを開きます。これにより、

ソートとグループ化の基準を追加／削除できます。

〈データソースデータソース〉：このボタンをクリックして、［データソースの選択データソースの選択］ダイアログボックスを開きます。［データソースの選

択］ダイアログボックスでは、新しいデータソースを選択し、接続文字列を変更し、SQL ステートメントを編集できます。

〈データソースデータソース〉ラジオボタンをクリックして、現在のデータソース内のテーブルとビューを表示します。〈SQL ステートメステートメ

ントント〉ラジオボタンをクリックすると、現在の SQL ステートメントを表示できます。
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変更する接続文字列を選択して、〈...〉ボタンをクリックします。これによって、［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。XML スキーマ定義ファイル（XDS）を開くには、〈開く開く〉ボタンをクリックします。SQL ステートメントを編集

または変更するには、〈SQL ステートメントのビルドステートメントのビルド〉ボタンをクリックし、［SQL ビルダビルダ］ダイアログボックスを開きます。

〈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を開きます。このダイアログボックスでは、レポートの［タイトル］、

［作成者］、［件名］、［クリエータ］、および［キーワード］を設定できます。レポート情報をすべてのレポートに適用するこ

とを選択することもできます。

「スタイル」グループ「スタイル」グループ
リボンの「デザイン」タブにある「スタイル」グループは、次のように表示されます。
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「スタイルスタイル」グループは、以下のオプションで構成されます。

〈スタイルスタイル〉：［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ます。このダイアログでは、組み込みスタイルを選択

したり、独自のスタイルを編集できます。

〈スタイルの統一スタイルの統一〉：現在選択されている複数の項目のスタイルを統一します。

〈テーブル行テーブル行〉：現在選択されている項目をテーブル行に合わせて書式設定します。

レポートスタイルエディタレポートスタイルエディタ

「スタイルスタイル」グループの〈スタイルスタイル〉ボタンをクリックして、［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。［レレ

ポートスタイルエディタポートスタイルエディタ］ダイアログボックスは、次のように表示されます。

このダイアログボックスには、以下の要素が含まれています。

［スタイルギャラリー］リストスタイルギャラリー］リスト：［スタイルギャラリー］リストには、現在利用可能なすべての組み込みおよびカスタムスタイ

ルが表示されます。

〈追加追加〉ボタンボタン：〈追加追加〉ボタンを使用して、カスタムスタイルを［スタイルギャラリー］リストに追加します。追加されるスタ

イルは、〈追加〉ボタンをクリックしたときに［スタイルギャラリー］リストで選択したスタイルに基づいています。

〈削除〉ボタン削除〉ボタン：〈削除削除〉ボタンを使用して、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 スタイルを選択したときにのみ使用可能になります。
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プロパティグリッドプロパティグリッド：プロパティグリッドでは、プロパティを変更し、カスタムスタイルを編集できます。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 スタイルを選択したときにのみ使用および編集可能になります。

プレビューウィンドウプレビューウィンドウ：プレビューウィンドウには、［スタイルギャラリー］リストで選択したスタイルのプレビューが表示さ

れます。

〈適用〉ボタン適用〉ボタン：〈適用適用〉ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じることなく、選択した内容をスタイルに適用しま

す。

〈OK〉ボタンボタン：〈OK〉ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じ、変更内容を適用し、選択したスタイルを現在選択さ

れているスタイルとして設定します。

〈キャンセル〉ボタンキャンセル〉ボタン：〈キャンセルキャンセル〉ボタンをクリックして、スタイルに加えた変更内容をキャンセルできます。

「レイアウト」タブ「レイアウト」タブ
「レイアウトレイアウト」タブは C1Report デザイナデザイナの［リボン］メニューにあり、［ページ設定］および［配置］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、「「編集」グループ」と「「ページレイアウト」グループ」を参照してください。

「ページ設定」グループ「ページ設定」グループ

リボンの「レイアウトレイアウト」タブにある「ページ設定ページ設定」グループは、次のように表示されます。

「ページ設定ページ設定」グループは、以下のオプションで構成されます。

〈縦縦〉：レポートのレイアウトを縦長縦長表示（高さが幅より長い）に変更します。

〈横横〉：レポートのレイアウトを横長横長表示（高さが幅より短い）に変更します。

〈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。

「配置」グループ「配置」グループ

リボンの「レイアウトレイアウト」タブにある「配置配置」グループは、次のように表示されます。

「配置配置」グループは、以下のオプションで構成されます。

〈最前面へ移動最前面へ移動〉：選択した項目を、層化されたすべての項目の前面に移動します。

〈最背面へ移動最背面へ移動〉：選択した項目を、層化されたすべてのオブジェクトの背面に移動します。

〈配置配置〉：〈配置配置〉メニューは次のオプションで構成されます。

〈左揃え左揃え〉：選択した項目を水平方向の左側に揃えます。

〈右揃え右揃え〉：選択した項目を水平方向の右側に揃えます。

〈中央揃え中央揃え〉：選択した項目を水平方向の中央に揃えます。
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〈上揃え上揃え〉：選択した項目を垂直方向の上部に揃えます。

〈下揃え下揃え〉：選択した項目を垂直方向の下部に揃えます。

〈上下中央揃え上下中央揃え〉：選択した項目を垂直方向の中央に揃えます.

項目は水平方向と垂直方向の両方に揃えることができます。たとえば、項目を左側の上部に揃えることができます。

〈間隔間隔〉：要素間のスペースと要素を層化する方法を制御します。〈間隔間隔〉メニューは次のオプションで構成されます。

〈水平方向の間隔を均等化水平方向の間隔を均等化〉：要素の水平方向の間隔が等しくなるように配置します。

〈水平方向の間隔を拡大水平方向の間隔を拡大〉：要素の水平方向の間隔を拡大します。

〈水平方向の間隔を縮小水平方向の間隔を縮小〉：要素の水平方向の間隔を縮小します。

〈垂直方向の間隔を均等化垂直方向の間隔を均等化〉：要素の垂直方向の間隔が等しくなるように配置します.
〈垂直方向の間隔を拡大垂直方向の間隔を拡大〉：要素の垂直方向の間隔を拡大します。

〈垂直方向の間隔を縮小垂直方向の間隔を縮小〉：要素の垂直方向の間隔を縮小します。

〈サイズサイズ〉：要素を配置し、サイズを変更する方法を制御します。〈サイズサイズ〉メニューは次のオプションで構成されます。

〈グリッドに合わせるグリッドに合わせる〉：選択した項目をグリッドに揃えます。

〈最も高い項目に合わせる最も高い項目に合わせる〉：選択した項目のすべての高さを最も高い項目に設定します.
〈最も低い項目に合わせる最も低い項目に合わせる〉：選択した項目のすべての高さを最も低い項目に設定します。

〈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〉：選択した項目をグリッドのサイズに設定します。

〈最も広い項目に合わせる最も広い項目に合わせる〉：選択した項目のすべての幅を最も広い項目に設定します。

〈最も狭い項目に合わせる最も狭い項目に合わせる〉：選択した項目のすべての幅を最も狭い項目に設定します。

「プレビュー」タブ「プレビュー」タブ

「プレビュー「プレビュー」タブは C1Report デザイナデザイナの［リボン］メニューにあり、［印刷］、［ページレイアウト］、［ズーム］、［ナビゲーショ

ン］、［ツール］、［エクスポート］、および［プレビューを閉じる］メニュー機能へのショートカットを提供します。「プレビュー」タブと

レポートの印刷プレビューにアクセスするには、リボンの「編集」グループにある［プレビュープレビュー］オプションをクリックします。詳細

については、「「編集」グループ」を参照してください。

そのグループについての詳細は「「ページレイアウト」グループ」、「プレビュープレビュー」タブのその他のグループの詳細は以下のトピッ

クを参照してください。

「印刷」グループ「印刷」グループ
リボンの「プレビュープレビュー」タブにある「印刷印刷」グループは、次のように表示されます。

「印刷印刷」グループは、以下の［印刷］オプションで構成されます。［印刷印刷］オプションをクリックして、レポート印刷のプリンタオプ

ションを開きます。

「ズーム」グループ「ズーム」グループ

リボンの「プレビュープレビュー」タブにある「ズームズーム」グループは、印刷プレビューをズームする方法を制御し、次のように表示されます。
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「ズームズーム」グループは、以下のオプションで構成されます。

〈１ページ表示１ページ表示〉：一度に１ページをプレビューできます。

〈２ページ表示２ページ表示〉：一度に２ページをプレビューできます。

〈３ぺージ以上を表示３ぺージ以上を表示〉：ドロップダウン矢印をクリックして、一度に３ぺージ以上をプレビューできます。［４ページ表４ページ表

示示］、［８ページ表示８ページ表示］、［12 ページ表示ページ表示］という３つのオプションがあります。

〈ズームズーム〉：特定の倍率またはウィンドウに収まるようにページをズームします。

「ナビゲーション」グループ「ナビゲーション」グループ

リボンの「プレビュープレビュー」タブにある「ナビゲーションナビゲーション」グループは、印刷プレビューを移動する方法を制御し、次のように表示され

ます。

「ナビゲーションナビゲーション」グループは、以下のオプションで構成されます。

〈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値を入力し、そのページにプレビューを移動します。

〈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。

〈前の履歴に戻る前の履歴に戻る〉：直前に表示したページに戻ります。

〈次の履歴に進む次の履歴に進む〉：次に表示したページに移動します。これは、〈前の履歴に戻る前の履歴に戻る〉ボタンをクリックした後でのみ表示

されます。

「ツール」グループ「ツール」グループ

リボンの「プレビュープレビュー」タブにある「ツールツール」グループは、プレビュー内の項目を選択および検出するツールを備え、次のように

表示されます。

「ツールツール」グループは、以下のボタンで構成されます。

〈てのひらツールてのひらツール〉：てのひらツールでは、ドラッグ＆ドロップ操作を使って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テキスト選択ツールでは、ドラッグ＆ドロップ操作を使ってテキストを選択できます。その後、こ

のテキストをコピーし、別のアプリケーションに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、ドキュメント内のテキストを検索できる［検索検索］ペインが開きます。テキストを

検索するには、検索対象テキストを入力し、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。
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検索結果をクリックし、それをドキュメント内で見つけることができます。

「エクスポート」グループ「エクスポート」グループ

リボンの「プレビュープレビュー」タブにある「エクスポートエクスポート」グループは、レポートをさまざまな形式にエクスポートするオプションを備え、次

のように表示されます。

「エクスポート」グループ内の各項目を使用して、エクスポートするファイルの場所を選択できる［レポートをファイルにエクスレポートをファイルにエクス

ポートポート］ダイアログボックスを開きます。「エクスポートエクスポート」グループは、以下のオプションで構成されます。

〈Pdf〉：ドキュメントを 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、システムフォントを使用するか、選

択したフォントを PDF ファイルに埋め込むかを選択する［PDF（システムフォント（システムフォント）］と［PDF（埋め込みフォント（埋め込みフォント）］オプショ

ンが含まれています。

〈Html〉：ドキュメントを HTML ファイルにエクスポートします。その後、このテキストをコピーし、別のアプリケーションに

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 HTML ファイル、組み込まれた矢印リンクを使用して

ページ付けできる複数の HTML ファイル、またはドリルダウンできるコンテンツを表示する HTML ファイルにエクス

ポートするかを選択できる［プレーンプレーン HTML］、［ページ付けされるページ付けされる HTML］、および［ドリルダウンドリルダウン HTML］オプションが

含まれています。

〈Excel〉：ドキュメントを 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、ドキュメントを XLS
ファイルとして保存するか、XLSX ファイルとして保存するかを選択できる［Microsoft Excel 97］と［Microsoft Excel
2007 ? OpenXML］オプションが含まれています。

〈Rtf〉：ドキュメントをリッチテキストファイル（RTF）にエクスポートします。

〈テキストテキスト〉：ドキュメントをテキストファイル（TXT）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して、レポートをエクスポートする際に以下の追加オプションを使用で

きます。［TIFF ファイル］（TIFF としてエクスポート）、［RTF（固定配置（固定配置）］、［単一ページテキスト単一ページテキスト］、［圧縮メタファイル圧縮メタファイル］

（ZIP としてエクスポート）。

「プレビューを閉じる」グループ「プレビューを閉じる」グループ

リボンの「プレビュープレビュー」タブにある「プレビューを閉じるプレビューを閉じる」グループは、次のように表示されます。
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このグループには、プレビュー表示を閉じて、デザインビューに戻ることができる〈印刷プレビューを閉じる印刷プレビューを閉じる〉ボタンが１つだけ含

まれています。プレビュー表示にもう一度戻るには、「編集編集」グループの〈プレビュープレビュー〉ボタンをクリックします。

Visual Studio からのからの C1Report デザイナへのアクセスデザイナへのアクセス
Visual Studio から C1Report デザイナデザイナアプリケーションにアクセスするには、以下の方法のいずれかを使用します。

［［C1Report タスク］メニュータスク］メニュー

C1Report コンポーネントの右上端にあるスマートタグ（）をクリックし、［C1Report タスクタスク］メニューを開き、［レポートのレポートの

編集編集］を選択します。

コンテキストメニューコンテキストメニュー

C1Report コンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから［レポートの編集レポートの編集］を選択します。

プロパティウィンドウプロパティウィンドウ

プロパティウィンドウの下部にある［レポートの編集レポートの編集］リンクをクリックします。
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C1Report デザイナオプションの設定デザイナオプションの設定

［C1Report デザイナオプションデザイナオプション］ダイアログボックスにアクセスするには、〈アプリケーションアプリケーション〉ボタンをクリックし、［オプションオプション］

をクリックします。〈アプリケーションアプリケーション〉ボタンについての詳細は、「〈アプリケーション〉ボタン」を参照してください。［C1Report デデ
ザイナオプションザイナオプション］ダイアログボックスは、次のように表示されます。

［C1Report デザイナオプションデザイナオプション］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オプションが含まれてい

ます。以下のオプションがあります。
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［プロパティグリッドの分類プロパティグリッドの分類］：プロパティタイプによってプロパティグリッドを分類します。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部にある「プロパティプロパティ」タブをクリックします。

［フィールドプロパティのフィルタリングフィールドプロパティのフィルタリング］：設定したプロパティによって、プロパティグリッドをフィルタリングします。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部にある「プロパティプロパティ」タブをクリックします。

［元に戻す／やり直しの有効化元に戻す／やり直しの有効化］：アプリケーションの［元に戻す］と［やり直し］を有効にします。

［レポートリストのソート］：「レポートレポートリストのソート］：「レポート」タブにリストされたレポートの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部にある「レポートレポート」タブをクリックします。

［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。

［グリッドへ配置グリッドへ配置］：すべてのオブジェクトをレポートのグリッドに配置します。このオプションを選択した場合、グリッド線

の間にオブジェクトを配置できません。

［グリッドの単位グリッドの単位］：グリッドのスペースを設定する方法を示します。オプションには、［自動自動］、［ヤード・ポンド法（インヤード・ポンド法（イン

チチ）］、［メートル法（センチメートルメートル法（センチメートル）］、および［カスタムカスタム］があります。

［グリッドのスペースグリッドのスペース］：グリッド線のスペースを設定します。このオプションは、［グリッドの単位］を［カスタム］に設定した

場合にのみ利用できます。

［グリッドの主な色グリッドの主な色］：主なグリッド線の色を設定します。

［グリッドの副次的な色グリッドの副次的な色］：副次的なグリッド線の色を設定します。

［フィールドの端の色フィールドの端の色］：レポート内のフィールドの端の色を設定します。

［サブレポートのコンテンツの表示サブレポートのコンテンツの表示］：レポート内のサブレポートのコンテンツを表示します。

［起動時に直前のファイルをリロード起動時に直前のファイルをリロード］：このオプションを ON にすると、C1Report デザイナデザイナアプリケーションを起動した

ときに、直前に開いたファイルが常に表示されます。

［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 ON にすると、レポートの保存時に画像が XML に埋め込まれ

ます。

［表示する前に変更を保存表示する前に変更を保存］：このオプションを ON にすると、表示する前に変更が保存されます。

［デフォルトのエクスポート形式デフォルトのエクスポート形式］：デフォルトのエクスポート形式を設定します。エクスポートについての詳細は、「「エク

スポート」グループ」を参照してください。

［自動構文チェック自動構文チェック］：［VBScript エディタエディタ］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。

［構文の色分け構文の色分け］：［VBScript エディタエディタ］ダイアログボックスで、構文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 エディタエディタ］ダイアログボックスで使用するテキストの外観を定義します。

〈OK〉：〈OK〉をクリックして、変更内容を保存します。

〈キャンセルキャンセル〉：〈キャンセルキャンセル〉をクリックして、実行した変更をキャンセルします。

基本的なレポート定義ファイルの作成基本的なレポート定義ファイルの作成
レポートを設計することで、印刷されるページ上にさまざまな方法でデータを表示できます。C1Report デザイナを使用して、総

合リスト、サマリーレポート、またはデータの特別なサブセット（請求書など）を設計できます。

新しいレポートの作成を開始するには、「新規レポートウィザード」を使用するのが最も簡単です。メインツールバーの
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「レポートの新規作成」ボタンをクリックするか、［ファイル｜レポートの新規作成］メニューオプションを選択します。新規レポー

トウィザードが表示されるので、案内に従って５つの簡単な手順を実行します。

1) 新規レポートのデータソースを選択する新規レポートのデータソースを選択する

このページでは、レポートデータの取得に使用されるConnectionString とRecordSource を選択しま

す。ConnectionString は、次の３つの方法で指定できます。

文字列をエディタに直接入力します。

ドロップダウンリストを使用して、最近使った接続文字列を選択します。デザイナは、最近使用された接続文字列を８つ

まで記録します。

省略符（...）の付いたボタンをクリックして、標準の接続文字列ビルダを起動します。

RecordSource の文字列は、次の２つの方法で指定できます。

［テーブル］ボタンをクリックし、リストからテーブルを選択します。

［SQL］ボタンをクリックし、エディタに SQL 文を入力（または貼り付け）します。

2) レポートに含めるフィールドを選択するレポートに含めるフィールドを選択する
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このページには、手順１で選択したレコードセットで利用できるフィールドのリスト、およびレポートのグループフィールドと詳細

フィールドを定義する２つのリストがあります。グループフィールドは、データのソート方法と集計方法を定義します。また、詳細

フィールドは、レポートに表示する情報を定義します。

フィールドは、ドラッグによってリスト間を移動できます。[詳細]リストにフィールドをドラッグすると、そのフィールドをレポートに

含めることができます。また、リスト内でフィールドをドラッグすると、フィールドの順番を変更できます。フィールドをドラッグして

[利用可能]リストに戻すと、レポートからそのフィールドが削除されます。

3) 新規レポートのレイアウトを選択する新規レポートのレイアウトを選択する

このページには、ページ上でのデータの構成方法を定義するためのさまざまなオプションが用意されています。レイアウトを選

択すると左側にサムネールが表示され、ページ上でのレイアウトの外見を確認できます。レイアウトは２種類に分かれており、

一方はグループなしのレポート、もう一方はグループ付きのレポートです。作成するレポートの外見に最も近いレイアウトを選

択します。

また、このページでは用紙の方向とフィールドをページ幅に合わせて調整するかどうかを選択できます。

［ラベル］レイアウトオプションは、Avery スタイルのラベルを印刷するために使用されます。このオプションを選択すると、印刷

するラベルの種類を指定するためのページが表示されます。
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4a) 新規レポートのスタイルを選択する（ラベル以外のレイアウトを選択した場合）新規レポートのスタイルを選択する（ラベル以外のレイアウトを選択した場合）

このページでは、新しいレポートで使用するフォントと色を選択できます。手順３のページと同様に、選択したスタイルの外見を

確認できるプレビューが表示されるので、好みのスタイルを選択します。スタイルは、後で詳細に設定したり、設定を変更する

こともできます。
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4b) 印刷するラベルの種類を選択する（ラベルレイアウトを選択した場合）印刷するラベルの種類を選択する（ラベルレイアウトを選択した場合）

このページでは、作成するラベルの種類を選択できます。デザイナでは、170種類の定義済みラベルを選択できます。ラベル

は、長さの単位（センチメートルまたはインチ）および使用する用紙の種類（単票または連続用紙）に基づいて、４つのグループ

に分かれています。
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5) 新規レポートのタイトルを選択する新規レポートのタイトルを選択する

この最後の手順のページでは、新しいページのタイトルを選択します。また、新しいレポートをすぐにプレビューするか、プレ

ビューする前に編集モードに移動してデザインに手を加えるかを指定します。
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レポートのプレビューを選択し、［完了］をクリックすると、すぐにデザイナのプレビューペインにレポートが表示されます。次に

表示例を示します。

レポートレイアウトの変更レポートレイアウトの変更
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デザイン機能を使用するには、ビューツールバーのデザインボタン をクリックするか、［表示｜デザイン］メ

ニューを選択します。メインウィンドウの右側のペインがプレビューモードからデザインモードに切り替わり、レポートを構成する

コントロールとフィールドが表示されます。

上の図は、レポートがどのようなセクション（ヘッダ、ページヘッダなど）に分割されているかを示しています。各セクションには、

印刷されるレポートで必要なラベル、変数、式などを含むフィールドがあります。この例では、ヘッダセクションにレポートのタイ

トルを含むラベルがあります。また、ページヘッダセクションには、詳細セクションに表示されるフィールドを識別するラベルが

あり、ページフッタセクションには、現在の時刻、ページ番号、およびレポートの総ページ数を表示するフィールドがあります。

レポートのセクションは、各ページ、グループ、およびレポートの最初と最後の外観を決定します。次の表に、各セクションがレ

ポート内のどこに表示されるか、および通常はどのような目的で使用されるかについて説明します。

セクション 表示位置 通常の内容

レポートヘッ

ダ

レポートごとに一

度

レポート全体のタイトルやサマリー情報。

ページヘッダ ページごとに一度 詳細フィールドについて説明するラベルやページ番号。

グループヘッ

ダ

グループごとに一

度

現在のグループを識別するフィールドやグループの集計値（合計、総計に対する割合な

ど）など。

詳細 レコードごとに一

度

ソースレコードセットからのデータを含むフィールド。

グループフッ

タ

グループごとに一

度

グループの集計値。

ページフッ

タ/td
ページごとに一度 ページ番号、ページ数、印刷日、レポート名など。

レポートフッタ レポートごとに一

度

レポート全体のサマリー情報。

セクションは、直接追加または削除できないことに注意してください。レポート内のセクションの数は、グループの数によって決

まります。すべてのレポートには、５つの固定セクション（レポートヘッダ／フッタ、ページヘッダ／フッタ、詳細）と、グループごと

に２つのセクション（グループヘッダとグループフッタ）があります。セクションの Visible プロパティを False に設定することに

Reports for WPF  

48 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



よって、任意のセクションを非表示にできます。

レポートの見栄えをよくするために、任意のセクションに直線、四角形、画像などを追加できます。また、プロパティウィンドウで

プロパティを変更することによって、既存のフィールドやセクションに変更を加えることもできます。さらに、マウスを使ってセク

ションを移動したり、サイズを変更したりすることもできます。

セクションのサイズを変更するには、セクションの境界線を目的の位置までドラッグします。設計ウィンドウの左側と上部にある

ルーラーに、各セクションのサイズが（ページマージンを除いて）表示されます。セクションは、その内部にあるフィールドの表

示に必要な高さと幅より小さくすることはできません。セクションのサイズをそれより小さくするには、内部にあるフィールドを移

動またはサイズ変更した後で、セクションをサイズ変更します。

この操作を確認するために、ページヘッダセクションの下部と詳細セクションの上部にある灰色のバーとの間の領域にマウス

を移動してみます。ポインタが変化して、ポインタがサイズ変更領域にあることがわかります。マウスをクリックし、セクションの

高さが元の高さの２倍程度になるまで線をドラッグします。ボタンを離すと、セクションのサイズが変更されます。

フィールドによるレポートの強化フィールドによるレポートの強化
レポートを強化するには、任意のセクションにフィールド（線、矩形、ラベル、画像、グラフなど）を追加します。プロパティウィン

ドウでプロパティを変更して既存のフィールドを変更したり、マウスを使ってフィールドのサイズを変更したりすることもできま

す。

レポートフィールドレポートフィールド

C1Report デザイナデザイナアプリケーションの「デザインデザイン」タブの「フィールドフィールド」グループは、レポートフィールドを作成するツールを提供

します。このツールバーは、デザインモードでのみ有効になります。各ボタンは、フィールドを作成し、そのプロパティを初期化

します。「フィールドフィールド」グループについての詳細は、「「フィールド」グループ」を参照してください。レポートへのフィールドの追加

についての詳細は、「レポートフィールドの作成」を参照してください。

グラフフィールドの追加グラフフィールドの追加

グラフフィールドは、C1Chart コントロールを使用して実装します。

メモ：メモ：グラフを使用する場合は、アプリケーションと共に C1Chart アセンブリを配置する必要があります。

レポートにグラフフィールドを追加するには、以下の手順を実行します。

1. C1Report デザイナデザイナアプリケーションでレポートを開きます。

2. ツールバーの〈グラフフィールドの追加グラフフィールドの追加〉ボタン  をクリックして、グラフを表示するレポート内の領域をマークします。

3. その後、通常どおり、フィールドプロパティを設定します。

グラフフィールドの通常と異なる唯一の側面は、大部分のバインドされたフィールドと異なり、複数の値を表示することです。表示

するデータを選択するには、グラフフィールドの Chart.DataX と Chart.DataY プロパティを設定します。X 軸と Y 軸に沿った値を

書式設定するには、Chart.FormatX と Chart.FormatY プロパティを設定します。Chart.ChartType、、Chart.Palette などの他の

プロパティを設定して、グラフの外観をカスタマイズすることもできます。

埋め込みグラフを含む新しいレポートを作成するには、 C1Report ウィザードウィザードを使用します。以下の手順を実行します。

1. 新しいレポートのデータソースを選択します。新しいレポートのデータソースを選択します。

a. 接続文字列のビルド接続文字列のビルドの省略記号ボタン（〈…〉）をクリックします。［データデータ リンクリンク プロパティプロパティ］ダイアログボックスが表

示されます。

b. 「プロバイダ」タブを選択し、リストから「Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider」を選択します。

c. 〈次へ次へ〉をクリックします。

接続ページで、〈…〉ボタンをクリックして、Nwind.mdb データベースを参照します。

これは、標準 Visual Studio Northwind データベースです。デフォルトで、データベースは C:\Program
Files\ComponentOne Studio.NET 2.0\Common ディレクトリにインストールされます。

〈テーブル〉ラジオボタンを選択し、区分別売上区分別売上高ビューを選択します。この手順は、次の画像に示されています。
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2. 表示するフィールドを選択します表示するフィールドを選択します.
この例では、区分別にデータをグループ化し、レポートの［詳細］セクションに ProductName と ProductSales を表示しま

す。グループと詳細フィールドを追加するには、マウスポインタを使って、これらを左側の「使用可能使用可能」なリストから右側の

「グループグループ」または「詳細詳細」リストにドラッグします。
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ウィザードが完了するまで、〈次へ次へ〉をクリックして操作を続行します。ウィザードにより、レポートの初期バージョンが作成さ

れます。

3. レポートの［グループヘッダー］セクションにグラフを追加しますレポートの［グループヘッダー］セクションにグラフを追加します。

通常、グラフは、グループの詳細を要約して示すために、レポートの［グループヘッダー］セクションに表示します。［グルー

プヘッダー］セクションにグラフを追加するには、以下の手順を実行します。

a. 「プレビューを閉じるプレビューを閉じる」グループの〈印刷プレビューを閉じる印刷プレビューを閉じる〉ボタンをクリックし、デザインモードに切り替えて、レポー

トの編集を開始します。

b. セクションの境界でドラッグ＆ドロップ操作を実行して、［グループヘッダー］セクションを拡大します。

c. 次に、「デザインデザイン」タブの「フィールドフィールド」グループにある〈グラフフィールドの追加グラフフィールドの追加〉ボタン  をクリックして、［グループ

ヘッダー］セクションのレポートにフィールドを配置します。

d. グラフフィールドをクリックし、ドラッグして、グラフのサイズを変更します。

e. プロパティウィンドウから、グラフ化する値(この場合、ProductSales)を含むフィールドの名前に Chart.DataY プロ

パティを設定します。

Chart.DataY プロパティは、複数の一連のグラフに指定できることに注意してください。フィールドまたは集計式を

必要な数だけ追加し、セミコロンで区切ります。

f. また、各データポイントのラベル（この場合、ProductName）を含むフィールドの名前に Chart.DataX プロパティを

設定します。

g. プロパティウィンドウから、Chart.FormatY プロパティを「#,###」に設定し、軸に沿った値を 1000 単位で区切られ

た値に設定します。

ここで、グラフコントロールにいくつかのサンプルデータが表示され、現在の設定によるプロパティの効果を確認できます

（デザイン時に、実際のデータは使用できません）。Chart.ChartType、Chart.DataColor、Chart.GridLines など、いくつ

かのプロパティの値を変更し、試してみることができます。Font、ForeColor など、通常のフィールドプロパティを使用する

こともできます。

レポートは次のように表示されます。
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〈プレビュープレビュー〉ボタンをクリックしてレポートを確認し、〈次のページ次のページ〉ボタンをクリックしてレポートをスクロールし、各グループ

のグラフフィールドを表示します。サンプルレポートは、次のような表示になります。

レポートフィールドは、そのレポート内の位置によって表示が異なることに注意してください。レポートフィールドは［グループ

ヘッダー］セクション内にあるため、そのグループ内のデータのみが表示されます。グラフフィールドを［詳細］セクションに配

置すると、レポート全体のすべてのデータが表示されます。各［詳細］セクションには１つのグラフが存在し、それらは同じよ
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うに見えるので、この処理は有用ではありません。グラフ内に表示するデータを詳細に制御する必要がある場合は、グラフ

フィールドそのものに DataSource プロパティを使用できます。

これで、レポートを保存し、それを Windows Forms と ASP.NET アプリケーションで使用できるようになりました。

グラデーションフフィールドの追加グラデーションフフィールドの追加
グラデーショングラデーションフフィールドは、グラフより簡単です。グラデーションは、主に他のフィールドを目立つようにする背景機能として

使用されます。

以下の画面は、［グループヘッダー］セクションのラベル上にグラデーションフフィールドを使用するレポートを示しています。

同じようなグラデーションフフィールドを作成するには、以下の手順を実行します。

1. デザイナのデザインモードで、「デザインデザイン」タブの「フィールドフィールド」グループから、〈グラデーションフィールドの追加グラデーションフィールドの追加〉ボタン

を選択します。

2. ［グループヘッダー］セクションのラベル上にマウスカーソルを移動し（十字に変わります）、フィールドを希望するサイズ

にドラッグします。<
3. フィールドがラベルの背後にあることを確認するには、グラデーションフィールドを右クリックして、［最背面へ移動最背面へ移動］を選

択します。

4. 次に、Gradient.ColorFrom プロパティと Gradient.ColorTo プロパティを、それぞれ SteelBlue と White に設定し

ます。

Gradient.Angle プロパティを別の値（デフォルト値はゼロ）に設定して、グラデーションフィールドの角度を変更できることに注

意してください。

フィールドの選択、移動、およびコピーフィールドの選択、移動、およびコピー

マウスを使って、通常どおり、C1Report デザイナデザイナアプリケーション内のフィールドを選択できます。

  Reports for WPF

53 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



フィールドをクリックして、それを選択します。

［Shift］キーを押しながらフィールドをクリックして、選択状態を切り替えます。

［Ctrl］キーを押しながらドラッグして、選択したフィールドのコピーを作成します。

空領域をクリックし、マウスポインタをドラッグして、複数のフィールドを選択します。

マウスポインタを使用し、フィールドの角をドラッグして、フィールドのサイズを変更します.
フィールドの右または下端をダブルクリックして、フィールドのサイズを自動調整します。

レポートの垂直または水平領域を交差するフィールドを選択するには、デザイナの端に沿ったルーラー上でマウスをクリックし

て、ドラッグします。フィールドが小さいか、またはお互いに接近している場合、名前で選択した方が容易な場合があります。プ

ロパティウィンドウ上のドロップダウンリストからフィールドとセクションを選択し、それらを選択できます。

グリッドの表示グリッドの表示

 

「外観外観」タブの「グリッドグリッド」グループにある〈グリッドへ配置グリッドへ配置〉と〈グリッドの表示グリッドの表示〉ボタンは、離散した位置にある位置の制御に役立

つグリッドを提供します。グリッドが ON の場合、フィールドを作成または移動するときに、フィールドの左上端がグリッドに配置

されます。〈アプリケーションアプリケーション〉ボタンをクリックし、メニューから［オプションオプション］を選択して、グリッドの単位（ヤード・ポンド法または

メートル法）を変更できます。

書式フィールド書式フィールド

 

複数のフィールドを選択した場合、「外観外観」タブの「コントロールの配置コントロールの配置」、「位置位置」、および「サイズサイズ」グループ上のボタンを使用で

きます。これらのボタンのいずれかをクリックした場合、選択した最後のフィールドが参照として使用され、設定が選択した残り

のフィールドに適用されます。

タイルの適用タイルの適用

 

〈スタイルを選択に適用スタイルを選択に適用〉ボタンは、参照フィールドのスタイルを選択した項目全体に適用します。フィールドのスタイルには、す

べてのフォント、色、線、配置、および余白プロパティが含まれています。プロパティウィンドウを使用して、個別のプロパティの

値を選択した項目全体に設定できます。

重複するフィールドの順序の指定重複するフィールドの順序の指定
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いくつかのフィールドが重複する場合、「位置位置」グループの〈最前面へ移動最前面へ移動〉／〈最背面へ移動最背面へ移動〉ボタンを使用して、それらの z-
order を制御できます。これにより、他のフィールドの前（または背後）に表示するフィールドを指定します。

キーボードの使用によるフィールドの移動キーボードの使用によるフィールドの移動

C1Report デザイナデザイナアプリケーションでは、キーボードを使用してフィールドを選択および移動することもできます。

［Tab］キーを使用して、次のフィールドを選択します。

［Shift］+［Tab］キーを使用して、前のフィールドを選択します。

矢印キーを使用して、選択した項目を一度に１ピクセルずつ（または［Shift］キー + 矢印を５ピクセルずつ）移動しま

す。

［Delete］キーを使用して、選択したフィールドを削除します。

１つのフィールドを選択した場合、そのフィールドに入力して Text プロパティを設定できます

フィールドのロックフィールドのロック

 

フィールドを希望する位置に配置した後に、不注意によってマウスまたはキーボードで位置が移動されないように、これらを

ロックできます。〈フィールドのロックフィールドのロック〉ボタンを使用して、フィールドをロックおよびロック解除できます。

プロパティの変更プロパティの変更
オブジェクトを選択すると、プロパティウィンドウを使用してそのプロパティを編集できます。

複数のフィールドが選択されている場合、プロパティウィンドウには、すべてのフィールドに共通のプロパティの値が表示され、

その他のプロパティは空欄になります。フィールドを選択せずにセクション（または、セクションの上部のバー）をクリックすると、

セクションのプロパティが表示されます。背景の灰色の領域をクリックすると、レポートのプロパティが表示されます。

この操作を確認するために、ヘッダセクションのラベルをダブルクリックして、Font プロパティと ForeColor プロパティを変更し

てみます。Left、Top、Width、Height の各プロパティに新しい値を入力することによって、フィールドの位置やサイズを変更

することもできます。

プロパティウィンドウに表示される測定値はすべて Twips 単位（C1Report が使用するネイティブの単位）ですが、他の単位で

値を入力することもできます。入力した値は、自動的に Twips 単位に変換されます。たとえば、フィールドのHeight プロパティ

を 0.5in に設定した場合、プロパティウィンドウではそれが 720Twips に変換されます。

データソースの変更データソースの変更

データソースは、ConnectionString、RecordSource、Filter の各プロパティを使用して定義します。これらは、通常のレポー

トプロパティであり、次のいずれかの方法を使用して設定できます。

プロパティウィンドウで、DataSource プロパティの横にある省略符ボタンを選択します。背景の灰色の領域をクリックす

ると、レポートのプロパティが表示されます。
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データソース］ボタン をクリックすると、［データソースの選択］ダイアログボックスが表示されます。

ここで、ConnectionString プロパティと RecordSource プロパティを直接設定できます。

サブレポートを使用したマスター／詳細レポートの作成サブレポートを使用したマスター／詳細レポートの作成

サブレポートは、他のレポート（メインレポート）内のフィールドに含まれる通常のレポートです。通常、サブレポートは、マスター

／詳細レポートシナリオでのメインレポートの現在の値に基づく詳細情報を表示するように設計されています。

以下の例では、メインレポートに商品区分が含まれ、［詳細］セクション内のサブレポートに現在の商品区分の商品明細が含ま

れています。

商品区分商品区分および商品テーブルに基づいてマスター／詳細レポートを作成するには、区分別レポート（マスタービュー）と商品レ

ポート（詳細ビュー）を作成する必要があります。

手順１：マスターレポートの作成手順１：マスターレポートの作成

1. C1Report ウィザードウィザードを使用して、基本的なレポート定義を作成します

A. Northwind データベースから商品区分商品区分テーブルを選択します（Nwind.mdb は、ComponentOne Studio.NET
2.0\Common フォルダーにあります）。

B. CategoryName と Description フィールドをレポートに取り込みます。

2. C1Report デザイナデザイナアプリケーションで、〈印刷プレビューを閉じる印刷プレビューを閉じる〉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］セクションと［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、それを直接［CategoryNameCtl］の下に移動します。

5. プロパティウィンドウを使用して、外観の設定（Font および ForeColor）を変更します。この例では、［グラデーショングラデーション］

フィールドが［詳細］セクションに追加されています。［グラデーション］フィールドについての詳細は、「グラデーションフィー

ルドの追加」を参照してください。
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6. 〈プレビュープレビュー〉ボタンを選択すると、区分別レポートは次の画面のように表示されます。

手順２：詳細レポートの作成手順２：詳細レポートの作成

1. C1Report デザイナデザイナ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、C1Report ウィザードウィザードを使用して基本的な

レポート定義を作成します。

A. Northwind データベースから、商品商品テーブルを選択します。

B. レポートに以下のフィールドを取り込みます。ProductName、QuantityPerUnit、UnitPrice、UnitsInStock、および

UnitsOnOrder。
2. レポートデザイナで、〈印刷プレビューを閉じる印刷プレビューを閉じる〉ボタンをクリックしてレポートの編集を開始します。

A. ［ページヘッダー］セクションと［ヘッダー］セクションの Visible プロパティを False に設定します。

B. ［詳細］セクションで、見出しラベルの揃うようにコントロールを配置します。プロパティウィンドウを使用して、外観

の設定を変更します。

手順３：サブレポートフィールドの作成手順３：サブレポートフィールドの作成

ここでは、C1Report デザイナデザイナアプリケーションには、区分別レポート区分別レポートと商品レポート商品レポートの２つの別個のレポートが存在します。次の

手順では、サブレポートを作成します。

1. デザイナの［レポート］リストから、区分別レポート区分別レポート（マスターレポート）を選択します.
2. デザインモードで、「デザイン」デザイン」タブの「フィールドフィールド」グループにある〈サブレポートの追加サブレポートの追加〉ボタンをクリックし、ドロップダウン

メニューから商品レポート商品レポートを選択します。
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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。

手順４：マスターレポートへのサブレポートのリンク手順４：マスターレポートへのサブレポートのリンク

マスター／詳細レポートの関係は、サブレポートフィールドのText プロパティによって制御されます。このプロパティには、サブレ

ポートのデータソースに適用できるフィルタ条件を評価する式が含まれています。

レポートデザイナでは、この数式を自動的にビルドできます。以下の手順を実行します。
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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。

2. リンクするフィールドを選択できるダイアログボックスが表示されます。

3. 選択を行い、〈OK〉をクリックすると、レポートデザイナは、リンク式をビルドし、それをサブレポートフィールドのText プロ

パティに割り当てます。この場合、式は次のとおりになります。

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

または、以下の手順を実行して、サブレポートをマスター レポートにリンクさせることもできます。

1. プロパティウィンドウで、サブレポートフィールドのText プロパティをクリックし、ドロップダウンリストから［スクリプトエディ

タ］を選択します。
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2. 2.VBScript エディタで、次の式を入力します。

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

3. 〈OK〉をクリックし、VBScript エディタを閉じて、式をビルドします。

レポートのプレビューと印刷レポートのプレビューと印刷

レポートをプレビューするには、デザイナウィンドウの左ペイン上の［レポート］リストから表示するレポートを選択し、各「リボン」

タブで表示される〈プレビュープレビュー〉ボタンをクリックします。

または、メニューから［表示表示］-［プレビュープレビュー］を選択できます。以下のスクリーンショットに示すように、レポートが右ペインに表示

されます。
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メインウィンドウには、ドキュメントのページを移動できるボタンを含むプレビューナビゲーションツールバーが表示されます。

この時点で、〈印刷印刷〉ボタンをクリックして、レポートを印刷できます。

レポートのエクスポートと配布レポートのエクスポートと配布
レポートを印刷するのではなく、ファイルにエクスポートして、クライアントや同僚に電子メールで配布する場合もあります。デザ

イナは、次のエクスポート形式をサポートしています。

フォーマットフォーマット 説明説明

PDF（システムフォ

ント）

フォントを埋め込まない PDF ファイルを作成します。

PDF（埋め込みフォ

ント）

フォントを埋め込んだ PDF ファイルを作成します。

Excel Microsoft Excel で表示可能な BIFF8 形式の Excel ファイルを作成します。

Excel 2007 Microsoft Excel 2007 で表示可能な Open XML Excel ファイルを作成します。

ページ化 HMTL レポートの１ページごとに HTML ファイルを１つ作成します。HTML ページには、レポート内を移動する
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ためのリンクが含ます。

ドリルダウン

HTML
クリックしてセクションを折りたたみ／展開することが可能な単一の HTML ファイルを作成します。

プレーン HMTL 単一のプレーンな HTML ファイルを作成します。

RTF
多くのワープロソフトで表示可能な RTF ファイルを作成します。/p

テキスト

プレーンなテキストファイルを作成します。

TIFF マルチページ TIFF ファイルを作成します。/td

圧縮されたメタファ

イル

ページ数分の EMF ファイルを圧縮した ZIP ファイルを作成します。

エクスポートファイルを作成するには、［ファイル｜エクスポート］メニューを選択し、ファイルの保存ダイアログボックスを使用し

て、作成するファイルの種類、名前、および場所を選択します。

レポートのエクスポートと公開レポートのエクスポートと公開

形式形式 説明説明

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。

固定配置の 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

イルを固定配置で作成します。

Microsoft Excel 97（*.xls） Microsoft Excel で開くことができる XLS ファイルを作成します。

Microsoft Excel 2007/2010 Open
XML (*.xlsx)

Microsoft Excel 2007 以降で開くことができる XLS ファイルを作成します。

TIFF（*.tif） 複数ページの TIFF（Tag Image File Format）ファイルを作成します。

テキスト（*.txt） プレーンテキストファイルを作成します。

シングルページテキスト（*.txt） シングルページのプレーンテキストファイルを作成します。

圧縮されたメタファイル（*.txt） 圧縮されたメタファイルテキストファイルを作成します。

メモ：メモ： ［ページ区切りを保存］オプションを選択してドキュメントを RTF または DOCX 形式にエクスポートすると、テキスト

がテキストボックスに配置され、生成されるドキュメントにテキストをリフローする機能が制限されます。

レポート定義ファイルの管理レポート定義ファイルの管理

レポート定義ファイルには、複数のレポートを入れることができますが、レポートをファイルからファイルに移動することもできま

す。

レポートをあるファイルから別のファイルに移動するには、デザイナを２つ開き、レポートを一方のデザイナからもう一方のデザ

イナにドラッグします。［Ctrl］キーを押したままドラッグすると、レポートをコピーできます。［Ctrl］キーを押さずにドラッグすると、

レポートを移動できます。

同じファイルにレポートをコピーすることもできます。これにより、同じレポートのコピーが作成されます。既存のレポートに似た

レポートを新しく設計する場合は、このコピーから開始すると便利です。

レポート定義ファイルは XML 形式で保存されるため、テキストエディタを使って編集および管理することもできます。
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Microsoft Access レポートのインポートレポートのインポート

C1Report デザイナの最も強力な機能の１つは、Microsoft Access を使って作成されたレポートをインポートできることです。

*.mdb ファイルのほかにも、Access 2007 の *.accdb ファイルにも対応しています。この機能を使用するには、Microsoft
Access がコンピュータにインストールされている必要があります。ただし、レポートをデザイナにインポートしてしまえば、

Microsoft Access は必要なくなります。

Access ファイルからレポートをインポートするには、［インポート］ボタンをクリックするか、［ファイル｜インポート］メニューを選

択します。ダイアログボックスが表示され、インポートするファイルの名前の入力を求められます。
デザイナは自動的にファイルをスキャンし、インポートするファイルを選択できるダイアログを表示します。

ダイアログでは、インポート処理を行う前に既存のすべてのレポート定義をクリアするかどうか指定できます。
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インポート処理が正しく動作すると、ソースレポートのほとんどの要素が処理されます。ただし、次に挙げるいくつかの例外が

あります。

イベントハンドラコードイベントハンドラコード

Access は、VBA、マクロ、およびフォームを使ってレポートを動的に書式設定できます。C1Reports でも同様の処理が

可能ですが、C1Reports では VBScript だけが使用されるため、レポートのコードはすべて手作業で変換する必要があ

ります。

フォーム指向のフィールドタイプフォーム指向のフィールドタイプ

Access レポートには、デザイナのインポートプロシージャによって処理されないフィールドが含まれていることがありま

す。サポートしないフィールドタイプは、Chart、CommandButton、ToggleButton、OptionButton、OptionGroup、
ComboBox、ListBox、TabCtl、および CustomControl です。

VBScript の予約語を使用するレポートの予約語を使用するレポート

Access は VBScript を使用しないため、レポートオブジェクトやデータセットフィールド名の識別子として VBScript の予

約語を使用するレポートが設計されている可能性があります。その場合は、VBScript エンジンが式を評価するときに

問題が発生し、レポートが正しく出力されない原因になります。

識別子として使用できない予約語には、Date、Day、Hour、Length、Minute、Month、Second、Time、TimeValue、
Value、Weekday、Year などがあります。完全なリストについては、VBScript のリファレンスを参照してください。

日付を四半期順（または、曜日、月など）でソートするレポート日付を四半期順（または、曜日、月など）でソートするレポート

C1Reports は、ADO.NET データセットのSort プロパティを使ってグループをソートします。このプロパティは、フィール

ドの値に基づいてデータセットをソートし、式は使用しません（任意の式に基づいてグループ化はできますが、ソートは

できません）。グループを四半期順にソートする Access レポートをインポートすると、ソートは日付順に行われるように

なります。これを解決する方法は２つあります。１つは、ソートの基準にする式の値を含むフィールドを作成する方法、も

う１つは、データセットを作成する SQL 文を変更し、四半期順にソートを実行する方法です。

上のような制限を受けるレポートは比較的少ないですが、レポートをインポートしたら、すべてのレポートをプレビューし、正しく

動作するかどうかを確認してください。

デザイナが実際に行う処理の一例として、製品に付属の NWind.mdb ファイルをインポートしてみます。このファイルには、次

に示す13のレポートが含まれています。そこで、これらのレポートに対する処理について説明します。C1Reports に付属する

NWind.XML ファイルには、以下で説明する変更がすべて行われています。

1. Alphabetical List of Products（製品のアルファベット順リスト）

処理は不要です。

2. Catalog（カタログ）

処理は不要です。

3. Customer Labels（顧客ラベル）

処理は不要です。

4. Employee Sales by Country（地域別従業員売上高）

このレポートには、手作業で変換する必要があるコードが含まれます。次のコードを Group 1 のヘッダセクション

のOnPrint プロパティに割り当てます。

If SalespersonTotal > 5000 Then
ExceededGoalLabel.Visible = True
SalespersonLine.Visible = True
Else
ExceededGoalLabel.Visible = False
SalespersonLine.Visible = False
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End If

5. Invoice（請求書）

処理は不要です。

6. Products by Category（カテゴリ別製品）

処理は不要です。

7. Sales by Category（カテゴリ別売上高）

このレポートには、インポートされないグラフコントロールが含まれます。グラフをレポートに追加するには、アンバウン

ドピクチャフィールドを使用します。イベントハンドラを記述してグラフを作成し、それを画像としてアンバウンドピクチャ

フィールドに割り当てます。

8. Sales by Category Subreport（カテゴリ別売上高サブレポート）

処理は不要です。

9. Sales by Year（年度別売上高）

このレポートには、手作業で変換する必要があるコードおよび Form オブジェクトへの参照が含まれます。Form オブ

ジェクトを置き換えるには、RecordSource プロパティを編集して [Show Details] パラメータを追加します。

PARAMETERS [Beginning Date] DateTime 1/1/1994,
[Ending Date] DateTime 1/1/2001,
[Show Details] Boolean False; ...

レポートのOnOpen プロパティで新しいパラメータを使用します。

VisualBasic

Report.OnOpen = "b = [Show Details]" & vbCrLf & _
" Detail.Visible = b" & vbCrLf & _
" [Group 0 Footer].Visible = b" & vbCrLf & _
" DetailsLabel.Visible = b" & vbCrLf & _
" LineNumberLabel2.Visible = b" & vbCrLf & _
" Line15.Visible = b" & vbCrLf & _
" SalesLabel2.Visible = b" & vbCrLf & _
" OrdersShippedLabel2.Visible = b" & vbCrLf & _
" ShippedDateLabel2.Visible = b" & vbCrLf & _
" Line10.Visible = b"

C#

Report.OnOpen = "b = [Show Details]\r\n" +
" Detail.Visible = b\r\n" +
" [Group 0 Footer].Visible = b\r\n" +
" DetailsLabel.Visible = b\r\n" +
" LineNumberLabel2.Visible = b\r\n" +
" Line15.Visible = b\r\n" +
" SalesLabel2.Visible = b\r\n" +
" OrdersShippedLabel2.Visible = b\r\n" +
" ShippedDateLabel2.Visible = b\r\n" +
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" Line10.Visible = b";

最後に、２行のコードを書き換える必要があります。

VisualBasic

Sections ("Detail").OnPrint = _
"PageHeader.Visible = True"
Sections("Group 0 Footer).OnPrint = _
"PageHeader.Visible = False"

C#

Sections["Detail"].OnPrint =
"PageHeader.Visible = true";
Sections["Group 0 Footer].OnPrint =
"PageHeader.Visible = false";

10. Sales by Year Subreport（年度別売上高サブレポート）

処理は不要です。

11. Sales Totals by Amount（金額別総売上高）

このレポートには、手作業で変換する必要があるコードが含まれます。次のコードをページヘッダセクションのOnPrint
プロパティに割り当てます。

PageTotal = 0

次のコードを詳細セクションのOnPrint プロパティに割り当てる必要があります。

PageTotal = PageTotal + SaleAmount
HiddenPageBreak.Visible = (Counter = 10)

12. Summary of Sales by Quarter（四半期別売上高のサマリー）

このレポートには、四半期順にソートされるグループがあります（前述の４番目の例外を参照）。これを解決するに

は、RecordSource プロパティを次のように変更することによって、ShippedDate 四半期の値を含むフィールドをソー

スデータセットに追加します。

SELECT DISTINCTROW Orders.ShippedDate,
Orders.OrderID,
[Order Subtotals].Subtotal,
DatePart("q",Orders.ShippedDate) As ShippedQuarter
FROM Orders INNER JOIN [Order Subtotals]
ON Orders.OrderID = [Order Subtotals].OrderID
WHERE (((Orders.ShippedDate) Is Not Null));

新しいフィールド ShippedQuarter を使用するように、グループのGroupBy プロパティを変更します。

13. Summary of Sales by Year（年度別売上高のサマリー）

処理は不要です。
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以上をまとめると、NorthWind データベースからインポートされる 13 のレポートのうち、編集の必要がないレポートが８つ、

コードを変換する必要があるレポートが３つ、SQL 文を変更する必要があるレポートが１つ、置き換えられないグラフコントロー

ルがあるレポートが１つあるということになりますが、それでも編集に必要な手間はわずかです。インポート機能を使用すれば

既存レポートの移行がいかに簡単かお分かりいただけたことと思います。

Crystal Reports レポートのインポートレポートのインポート

C1Report デザイナは、Crystal Reports 定義ファイル（fpt レポート）をインポートすることができます。

Crystal Reports 定義ファイルからレポートをインポートするには、［インポート］ボタンをクリックするか、［ファイル｜インポート］

メニューを選択します。ダイアログボックスが表示され、インポートするファイルの名前の入力を求められます。

Crystal Reports 定義ファイル（RPT）を選択すると、デザイナはC1Reports フォーマットにレポートを変換します。

Crystal オブジェクトモデルによって公開されていないか、C1Reports によってサポートされていない要素などのいくつかの例

外を除き、インポート処理が正しく動作すると、ソースレポートのほとんどの要素が処理されます。その例外には、イメージ

フィールド、チャート、クロスタブフィールドが含まれます。
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タスク別ヘルプタスク別ヘルプ

タスク別ヘルプは、ユーザーが .NET のプログラミングに精通しており、レポートの基本的な知識を身に付け、コントロールの

一般的な使用方法を理解していることを前提にしています。ヘルプに示される手順に従って作業を進めるだけで、Reports for
WPF のさまざまな機能を具体的に紹介するプロジェクトを作成しながら、Reports for WPF の主要な機能と特長を理解できま

す。

画像フィールドの追加画像フィールドの追加

C1Report デザイナを使用して、非連結または連結の画像を追加したり、透かし模様を作成することができます。

非連結画像の作成非連結画像の作成
非連結画像は、データベースに格納されないロゴや透かし模様などの静的画像です。レポートに非連結画像フィールドを追加

するには、次のタスクを実行します。

1. C1Report デザイナを開き、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。C1Report デザイナにレポートを

開いたら、レポートのプロパティを変更することができます。

2. レポートの編集を開始するには、［設計］ボタンをクリックします。

3. 設計モードで、［非連結画像の追加］ボタン  をクリックします。 ［開く］ダイアログボックスが表示されます。

4. レポートに入れる画像ファイルを選択し、［開く］をクリックします。

5. 画像を配置するレポートをクリックし、フィールドをサイズ変更して画像を表示します。 次の非連結画像がレポートに追

加され、サイズ変更されています。

画像ファイルは、レポート定義に埋め込むことも、外部ファイルを参照することもできます。オプションを選択するには、

デザイナで［表示｜オプション］を選択します。［C1Report デザイナオプション］ダイアログボックスが表示され、ここで

選択を行うことができます。
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CommonTasks.xml にあるレポート「03: アンバウンド画像」を参照してください。

連結画像の作成連結画像の作成
連結画像は、データベースフィールドに格納される画像です。レポートに連結画像を表示するには、レポートにフィールドを追

加し、そのフィールドの Picture プロパティに、画像が格納されている列の名前を含む文字列を設定します。

たとえば、データベースの「Photo」フィールドに埋め込み OLE オブジェクトまたは未加工画像ストリームが格納されており、レ

ポートに「fEmployeePhoto」という名前のフィールドがある場合は、次のコードで、そのフィールドに従業員の写真を表示でき

ます。

VisualBasic

fEmployeePhoto.Picture = "Photo"

C#

fEmployeePhoto.Picture = "Photo";

C1Report デザイナで連結画像フィールドを追加するには、［バウンドピクチャの追加］ボタンをクリックします。これにより、現

在のデータソースに含まれるすべてのバイナリフィールドがメニューに表示されます。このメニューで、レポートに追加する

フィールドを選択できます。

CommonTasks.xml にあるレポート「04: バウンド画像」を参照してください。

  Reports for WPF

69 Copyright © GrapeCity, Inc. All rights reserved.         



透かし模様を含むレポートを作成する透かし模様を含むレポートを作成する

透かし模様は、レポートコンテンツの背後に表示される画像です。通常、透かし模様の画像は、実際のレポートコンテンツの邪

魔にならないように薄く表示されます。

画像を透かし模様として表示するには、Picture プロパティに画像を含むファイルを設定します。PictureAlign プロパティ

とPictureShow プロパティを使用して、透かし模様の拡大縮小と透かし模様を表示するページを制御することもできます。

CommonTasks.xml にあるレポート「05: 透かし模様」を参照してください。

レポートフィールドの作成

カスタムフィールドについてカスタムフィールドについて

Reports for WPF の CustomFields アセンブリを使用して、カスタムフィールドを含むレポートをロードできます。C1ReportDesigner アプリ

ケーションによって作成されたレポートは、以下のカスタムフィールドを提供します。

Chart
SuperLabel
Gradient
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QRCode
Map

以下に示すような一部のカスタムフィールドを参照するには、追加の ComponentOne アセンブリが必要です。

Chart：C1.Win.C1Chart
SuperLabel：C1.Win.C1SuperTooltip
QRCode：C1.Win、C1.Win.BarCode
Map：C1.WPF.Maps

次の例は、Chart カスタムフィールドを含むレポート定義を作成し、それを WPF アプリケーション内の C1DocumentViewer にロードしてレン

ダリングします。

1. レポート定義を作成します。

1. C1ReportDesigner アプリケーションを開きます。C1ReportDesigner にアクセスする方法の詳細については、「Visual Studio
から C1ReportDesigner へのアクセス」を参照してください。

2. C1Report Wizard を使用して新しいレポートを作成します。データソースとして C1NWind.mdb の Employees テーブルを

設定し、それらのフィールドを選択し、レポート名を「Chart」に設定します。

3. レポートの編集を開始するには、［設計］［設計］ボタンをクリックします。

4. ［挿入］［挿入］タブの［カスタムフィールド］［カスタムフィールド］グループで、［チャート］［チャート］ボタンをクリックします。

5. レポートに Chart フィールドを配置し、チャートが表示されるようにフィールドのサイズを変更します。

6. プロパティウィンドウから、Chart フィールドのプロパティを次のように設定します。

DataX：Country
DataY：EmployeeID
Aggregate：Count
ChartType：Column
YMin：0

7. ［［F5］］キーを押して、レポートをプレビューします。

8. ファイル名を「ChartField.xml」にして、レポート定義ファイルを保存します。レポート定義のデザインビューは次のようになりま

す。

2. WPF アプリケーションを作成します。

1. 新しい WPF アプリケーションを作成します。C1NWind.mdb にアクセスするには、プロジェクトのプラットフォームターゲットを
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x86 に設定します。

2. プロジェクトの References に次のアセンブリを追加します。

C1.WPF.C1Report.CustomFields
C1.WPF.C1Report
C1.WPF
C1.Win.C1Chart

3. レポート定義ファイル ChartField.xml をプロジェクトフォルダに追加します。［出力ディレクトリにコピー］プロパティを［新しい

場合はコピーする］に設定します。

4. C1DocumentViewer コントロールを MainWindow に追加します。

5. コードビューで、次のコードを追加します。

C#

public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            var report = new C1.C1Report.C1Report();
            report.Load("ChartField.xml", "Chart");
            this.c1DocumentViewer.Document = report.C1Document.FixedDocumentSequence;
        }

VB

Public Sub New()
    InitializeComponent()
    Dim report = New C1.C1Report.C1Report()
    report.Load("ChartField.xml", "Chart")
    Me.c1DocumentViewer.Document = report.C1Document.FixedDocumentSequence
End Sub

3. アプリケーションを実行します。次のように、C1DocumentViewer にカスタムフィールドがレンダリングされたレポートが表示されま

す。

チャートカスタムフィールドの作成の詳細については、「チャートフィールドの追加」を参照してください。デフォルトの場所

Documents\ComponentOne Samples\WPF\C1.WPF.C1Report\C1WPFReport\XML\CommonTasks\ にあるレポート定義

CustomFields.xml には、すべてのカスタムフィールドが含まれます。

2015v2 以降、C1.WPF.C1Report.CustomFields.4 dll を参照する WPF アプリケーションでは、プロジェクトに C1.Win.4 and
C1.Win.Barcode.4 dll を追加してください。

グラフフィールドの追加グラフフィールドの追加

レポートにグラフフィールドを追加するには、C1Report デザイナを使ってグループヘッダセクションに Chart フィールドを追加

し、Chart フィールドの DataX プロパティと DataY プロパティに、グラフで表示する値を設定します。DataY プロパティにフィー

ルドのリストをセミコロンで区切って設定すると（「UnitsInStock;ReorderLevel」など）、複数の系列を表示できます。
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グラフデータは自動的に現在のレポートグループを対象にするため、Beverages セクションをレンダリングするときには、その

カテゴリに属するデータだけがグラフに表示されます。ChartType、GridLines、Palette などのさまざまなプロパティを使ってグ

ラフをカスタマイズできます。

CommonTasks.xml にあるレポート「11: グラフ」を参照してください。

ページヘッダのカスタマイズ

ページヘッダへ継続状態を示す文字列を追加するページヘッダへ継続状態を示す文字列を追加する

Repeat プロパティが true に設定されているグループヘッダセクションは、ページ区切りの後にも繰り返し表示されます。これ

でレポートは読みやすくなりますが、ページ内のグループヘッダがグループの始まりを示すのか、単なる続きなのかがわかり

にくくなる可能性があります。

これを解決する１つの方法は、「Continued」（続き）というラベルを付けたフィールドをグループヘッダに追加し、ラベルの表示

をスクリプトで制御することです。

たとえば、ラベル付きフィールドの名前が fContinued で、最初は非表示状態である場合、次のスクリプトは、続きのグループ

ヘッダにだけラベルを表示します。

VBScript

' VBScript: Detail.OnPrint
fContinued.Visible = true
' VBScript: GroupFooter.OnPrint
fContinued.Visible = false

このスクリプトは、fContinued フィールドがグループ内で表示されるようにします。グループフッタの後や次の詳細セクションの

前に作成されるページ区切りには、ラベルが表示されません。

CommonTasks.xml にあるレポート「18: 連続を示すヘッダー」を参照してください。
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ページヘッダを動的に変更するページヘッダを動的に変更する

C1Report のPageHeader プロパティとPageFooter プロパティを使用して、ページヘッダーセクションやページフッタセクショ

ンをすべてのページに表示したり、レポートヘッダセクションやレポートフッターセクションを含むページでは非表示にすることを

指定できます。

さらにカスタマイズが必要な場合もあります。たとえば、奇数ページと偶数ページで異なるヘッダーをレンダリングする場合で

す。それには、レンダリングするページに基づいてフィールドを表示または非表示にするスクリプトを使用します。

たとえば、レポートヘッダーに「h<x>odd」および「h<x>even」という名前のいくつかのフィールドがある場合は、次のスクリプト

で、これらのフィールドをページの奇数偶数に応じて表示または非表示にできます。

VBScript

' VBSsript: PageHeader.OnFormat イベント

odd = (page mod 2 <> 0)
h1odd.Visible = odd
h2odd.Visible = odd
h1even.Visible = not odd
h2even.Visible = not odd

ページヘッダに空白が表示されないようにするには、すべてのフィールドのCanShrink プロパティを true に設定しておく必要

があります。

CommonTasks.xml にあるレポート「09: 動的なページヘッダ」を参照してください。
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ページレイアウトのカスタマイズページレイアウトのカスタマイズ
次のトピックでは、レポートのレイアウトをカスタマイズする方法について説明します。

改ページを制御する改ページを制御する

デフォルトでは、C1Report は各ページを下端まで出力し、ページ区切りを挿入し、次のページのレンダリングを続行します。い

くつかのプロパティを使ってこの動作を上書きできます。

KeepTogether：グループヘッダセクションを単独で１つのページにレンダリングできるか、グループヘッダセクションを

１つ以上の詳細セクションと共にレンダリングする必要があるか、それともグループ全体を１つのページにまとめて置く

必要があるかを決定します。

KeepTogether：セクション内にページ区切りを入れることができるかどうかを決定します。優先度はKeepTogether
より下です。

ForcePageBreak：ページ区切りをセクションの前、後、または前後に挿入するかどうかを指定できます。

KeepTogether：フィールド内にページ区切りを入れることができるかどうかを決定します。これにより、長いテキスト

フィールドを複数のページに続けることができます。優先度はKeepTogether より下です。

ForcePageBreak：ページ区切りをフィールドの前、後、または前後に挿入するかどうかを指定できます。

これらのプロパティを設計時に設定したり、レポートのレンダリング中にスクリプトを使って変更することができます。たとえば、

次のスクリプトは、詳細セクション 10 個ごとにページ区切りを挿入します。

VBScript

' VBScript: Report.OnOpen イベント

cnt = 0 ' 詳細カウンタを初期化します

' VBScript: Detail.OnPrint イベント

cnt = cnt + 1
detail.forcepagebreak = "none"
if cnt >= 10 then
cnt = 0
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detail.forcepagebreak = "after"
endif

CommonTasks.xml にあるレポート「07: 強制的な改ページ」を参照してください。

フィールドのサイズを自動的に調整するフィールドのサイズを自動的に調整する

レポートフィールドに複数の行にまたがるコンテンツやまったく行を占有しないコンテンツが含まれることはよくあります。場合

によっては、はみ出たコンテンツを切り捨てたり、レポートに余白を残すのではなく、コンテンツの大きさに合わせてフィールドを

拡大縮小する必要があります。

それには、Field オブジェクトのCanGrow プロパティとCanShrink プロパティを true に設定します。

フィールドが拡大すると、その下にあるフィールドが押し下げられます。同様に、フィールドが縮小すると、その下にあるフィー

ルドが押し上げられます。この場合の「下」とは、次の図に示すように、狭い意味での下（真下）です。

フィールド１が拡大または縮小すると、フィールド２とフィールド３は上下に移動します。フィールド４は、フィールド１の真下にな

いため、影響を受けません。図の影付きの部分は、フィールド１の影響を受ける領域を示します。

フィールド４をフィールド２やフィールド３と並べて配置する場合は、全領域にわたる特別なフィールドをフィールド２～４の上に

追加します。新しいフィールドがフィールド１によって下に移動すると、フィールド２～４も下に移動します。次の図は、この新し

いレイアウトを示します。
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CommonTasks.xml にあるレポート「06: 高さと表示位置の自動調整」を参照してください。

綴じ代を含むレポートを作成する綴じ代を含むレポートを作成する
ガターマージンは、綴じ代のような余白に追加される特別なスペースです。ガターマージンがあると、ページをバインダーや冊

子などにまとめやすくなります。

レポートにガターマージンを追加するには、奇数ページではMarginLeft プロパティの値を増やし、偶数ページではデフォルト

値を使用します。それには、レンダリングするページに基づいてマージンを変更するスクリプトを使用します。次に例を示しま

す。

VBScript

' VBScript: Report.OnOpen
gutter = report.layout.marginleft ' 変数を初期化します

' VBScript: Report.OnPage
report.layout.marginleft = _
iif(page mod 2 = 1, gutter, gutter - 1440)

CommonTasks.xml にあるレポート「10: ガターマージン」を参照してください。
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ページに出力する行数を制御するページに出力する行数を制御する

特別なメカニズムはありません。レポートに非表示フィールドを追加し、そのフィールドの値をグローバルパラメータとして使用

するだけです。

レポートに「linesPerPage」という名前の非表示フィールドを追加し、そのフィールドのText プロパティに数値、Visible プロパ

ティに false を設定すると、ページごとに表示する詳細行の数を制御できます。

VBScript

' VBScript: Report.OnOpen イベント

cnt = 0 ' 詳細カウンタを初期化します

' VBScript: Detail.OnPrint イベント

cnt = cnt + 1
detail.forcepagebreak = "none"
if cnt >= linesPerPage then
cnt = 0
detail.forcepagebreak = "after"
endif

フィールドのText プロパティを変更すれば、レポートのレンダリング前に linesPerPage フィールドの値を設定できます。

CommonTasks.xml にあるレポート「08: グローバル定数」を参照してください。
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カスタム用紙サイズのレポートを作成するカスタム用紙サイズのレポートを作成する

デフォルトでは、C1Report は、デフォルトのプリンタとデフォルトの用紙サイズを使ってレポートを作成します。

用紙のサイズと方向は、PaperSize プロパティとOrientation プロパティを使って指定できます。ただし、選択した用紙サイズ

を現在のプリンタで使用できるかどうかがレンダリング前にチェックされ、選択した設定が無効な場合は、デフォルトの用紙サ

イズに変更されます。

特定の用紙サイズを指定し、使用できるプリンタに関係なくその用紙サイズを使用する場合は、PaperSize プロパティを

Custom に設定し、CustomWidth プロパティとCustomHeight プロパティに用紙サイズ（ツイップ単位）を設定します。

たとえば、次のコードは、使用できるプリンタに関係なく、レポートのページサイズを 25 × 11 インチに設定します。

VisualBasic

c1r1.Layout.PaperSize = PaperKind.Custom
' ツイップ単位

c1r1.Layout.CustomHeight = 25 * 1440
c1r1.Layout.CustomWidth = 11 * 1440

C#

c1r1.Layout.PaperSize = PaperKind.Custom;
// ツイップ単位

c1r1.Layout.CustomHeight = 25 * 1440;
c1r1.Layout.CustomWidth = 11 * 1440;

これらの設定は、レポートデザイナのプロパティグリッドを使って行うことができます。プロパティグリッドでは、単位を付けてサ

イズを入力すると、それらが自動的にツイップ単位に変換されます。「11in」と入力すると、グリッドにはツイップ単位（36000）で
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表示されます。

CommonTasks.xml にあるレポート「02: カスタム用紙サイズ」を参照してください。

空行を挿入して毎ページ同じ行数で出力する空行を挿入して毎ページ同じ行数で出力する
全ページ同じレイアウトのレポートはよく用いられます。ページごとのデータ数が異なっていても全ページ同じレイアウトで出力

するためには、一般的に空のレコードを挿入するなどの複雑な処理が必要になります。

しかし、C1Report では、RecordsPerPage プロパティを設定するだけで次の動作を実現できます。

１ページに含まれるレコード数が指定した行数を超える場合は、指定した行数で改ページする。

１ページに含まれるレコード数が指定した行数に満たない場合は、指定した行数になるまで空の行を出力する。

メモ：メモ：１ページに収まりきらない行数を指定した場合でも、指定した行数を出力してから改ページが挿入され、その結果、

ページに収まりきらない行は次のページに出力されます。望ましい結果をえるためには、RecordsPerPage プロパティ

には１ページに収まるような行数を指定してください。

この機能が非常に簡単に利用できることを示すために、まず C1Report デザイナでサンプルレポート定義ファイル NWind.xml
の「カタログ」レポートを読み込みます。

初期状態では、次のように出力されます。
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１ページに複数のグループが出力され、さらに各グループに含まれる行数は異なっています。

次に、RecordsPerPage プロパティを 20 に設定して、プレビュー表示します。

空の行数が挿入され、毎ページ同じ行数だけ出力されていることが確認できます。

レポートのフォーマットレポートのフォーマット
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次のトピックでは、レポートに書式設定を適用する方法について説明します。プロパティウィンドウでプロパティを変更したり、

VBScript 式に数行のスクリプトを追加するだけで、レポートを見栄えよくすることができます。

１行おきに背景色を変更する１行おきに背景色を変更する

２色の背景色を交互に表示するレポートを作成するには、詳細セクションの OnPrint イベントを使用して、セクション

のBackColor プロパティを変更します。次に例を示します。

VBScript

' VBScript: Report.OnOpen イベント

' カウンタを初期化します

cnt = 0
' VBScript: Detail.OnPrint イベント

' 背景色を切り替えます

cnt = cnt + 1
if cnt mod 2 = 0 then
detail.backcolor = rgb(200,220,200)
else
detail.backcolor = rgb(255,255,255)
endif

詳細セクションがレンダリングされるたびに、カウンタが加算され、詳細セクションの BackColor プロパティが切り替えられま

す。

CommonTasks.xml にあるレポート「01: 1行おきに変化する背景色」を参照してください。
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条件によって書式を変更する条件によって書式を変更する

表示するデータに応じてフィールドの外観を変更する必要がある場合があります。たとえば、価格が高い品目や在庫が少ない

品目を強調表示する場合です。

それには、目的のフィールドを含むセクションのOnFormat プロパティにスクリプトを割り当てます。たとえば、次のスクリプト

は、UnitsInStock、UnitsOnOrder、ReorderLevel、および Discontinued フィールドの値に基づいて詳細セクション

のBackColor プロパティを変更します。

VBScript

' VBScript: Detail.OnFormat
If UnitsInStock + UnitsOnOrder < ReorderLevel And _
Discontinued = False Then
Detail.BackColor = rgb(255,190,190)
Else
Detail.BackColor = vbWhite
Endif

CommonTasks.xml にあるレポート「16: 条件付き書式設定」を参照してください。

値に基づいたフィールドの書式の編集値に基づいたフィールドの書式の編集
値に基づいたフィールドの書式の編集

詳細セクションのOnFormat プロパティに式を指定することで、値に基づいてレポートフィールドの書式を変更できます。

OnFormat プロパティで式を指定するには、次の手順を実行します。

1. C1Report デザイナを開き、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。C1Report デザイナにレポートを

開いたら、レポートのプロパティを変更することができます。
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2. レポートの編集を開始するには、［設計］ボタンをクリックします。

3. 設計モードで、プロパティウィンドウのドロップダウンリストから［詳細］を選択します。 これで、プロパティウィンドウに詳

細セクションのプロパティが表示されます。

4. OnFormat プロパティを探し、プロパティの横の省略符ボタンをクリックします。

5. VBScript エディタが表示され、ここで式を指定できます。

次の式は、UnitsInStock 値と UnitsOnOrder 値の合計が ReorderLevel 値より小さい場合に、UnitsInStock フィールド

の ForeColor を赤色に変更します。このような式を複数の方法で記述できます。

オプションオプション 1:

VBScript

UnitsInStockCtl.Forecolor = Iif(UnitsInStock + UnitsOnOrder < ReorderLevel, 
vbRed, vbBlack)

オプションオプション 2:

VBScript

lowStock = UnitsInStock + UnitsOnOrder < ReorderLevel
UnitsInStockCtl.Forecolor = Iif(lowStock, vbRed, vbBlack)

オプションオプション 3:

VBScript

If UnitsInStock + UnitsOnOrder < ReorderLevel Then
UnitsInStockCtl.Forecolor = vbRed
Else
UnitsInStockCtl.Forecolor = vbBlack
End If

オプションオプション 4:

VBScript

color = Iif(UnitsInStock + UnitsOnOrder < ReorderLevel, vbred, vbblack)
UnitsInStockCtl.Forecolor = color

このトピックの作業結果このトピックの作業結果

UnitsInStock と UnitsOnOrder の合計が ReorderLevel より小さいため、Outback Lager の UnitsInStock 値が赤色に書式設

定されています。
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ゼロの表示と非表示を制御するゼロの表示と非表示を制御する

値０のフィールドを非表示にするには、フィールドのFormat プロパティを「#」に設定します。シャープ記号は、有効桁だけを表

示する（先頭および末尾の０は表示しない）書式設定記号です。

特定の桁数を表示するには、「0000」などの書式を使用します。この「0」は表示する桁を示し、必要に応じて先頭または末尾

の０も表示されます。

各書式文字列では、最大３つのセクションをセミコロンで区切って指定できます。２つのセクションが指定されている場合、最初

のセクションは正の値と０に対して使用され、２番目は負の値に使用されます。３つのセクションが指定されている場合、最初

のセクションは正の値に対して使用され、２番目は負の値に使用され、３番目は０に使用されます。たとえば、「#;(#);ZERO」と

指定します。

CommonTasks.xml にあるレポート「21: ゼロの表示と非表示」を参照してください。

重複する値を表示しない重複する値を表示しない

詳細セクションに同じ値が繰り返し出力される場合には、重複する値を表示しないことで見やすいレポートを作成できます。重

複値を表示しないようにするには、Field.HideDuplicates プロパティを True に設定します。
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VisualBasic

C1Report1.Fields("Field1").HideDuplicates = True

C#

c1Report1.Fields["Field1"].HideDuplicates = true;

サブレポートの制御サブレポートの制御

このセクションでは、サブレポートを変更する方法について説明します。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。サブレポートの詳細については、リファレンスでSubreport プロパティを参照して

ください。

サブレポートのヘッダーを表示するサブレポートのヘッダーを表示する
C1Report は、サブレポートのページヘッダセクションとページフッタセクションを無視します。代わりに、メインレポートで定義さ

れたページヘッダセクションとページフッタセクションを使用します。これは、Microsoft Access と同じ動作です。

ただし、ページ区切りの後にもサブレポートのヘッダー情報を入れたいことはよくあります。それには、グループヘッダセクショ

ンにヘッダーを置き、セクションのRepeat プロパティを true に設定します。サブレポートにグループがない場合は、空のグ

ループを追加します。

CommonTasks.xml にあるレポート「14: サブレポートのページヘッダ」を参照してください。

サブレポートから値を取得するサブレポートから値を取得する

サブレポートからメインレポートにデータを渡す必要がある場合があります。各レポートが独自のスクリプトスコープを持つため

（これにより、変数名の競合が回避される）、この目的でスクリプト変数を使用することはできません。

サブレポートからメインレポートにデータを渡すには、サブレポートのフィールドまたはサブレポートのTag プロパティに値を格

納し、これらの値をメインレポートで読み取ります。
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この例で、サブレポートでは、製品カテゴリごとの平均単価を計算し、その値をサブレポートの Tag プロパティに格納します。メ

インレポートでは、その値を取得して表示します。

CommonTasks.xml にあるレポート「15: サブレポートの値を取得」を参照してください。

レポート定義の保存レポート定義の保存

C1ReportDesigner アプリケーションでレポートの作成や表示作業が終わったら、〈アプリケーションアプリケーション〉ボタンを選択し、［保存保存］

を選択して、レポート定義ファイルを保存します。デザイナはレポート定義を XML 形式で保存します。保存されたレポート定義

はデザイナに読み戻したり、C1Report コンポーネントに直接読み込むことができます。

C1DocumentViewer コントロールへのレポートのロードコントロールへのレポートのロード

レポートをC1DocumentViewer コントロールにロードするには、FileName プロパティとReportName プロパティを設定しま

す。デザイナ、コード、または XAML で、これを実行できます。

デザイナの場合デザイナの場合

デザイナでレポートをロードするには、以下の手順を実行します。

1. C1DocumentViewer コントロールを選択して、プロパティウィンドウに移動します。

2. FileName プロパティの横にある〈...〉ボタンをクリックし、［開く開く］ダイアログボックスを開きます。
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3. レポート定義ファイルを探して開きます。たとえば、サンプルインストールディレクトリに、デフォルトでインストールされ

た CommonTasks.xml ファイルを開きます。

レポートファイル内の利用可能なレポートが、［ReportName］ドロップダウンボックスに表示されます。

4. ［ReportName］ドロップダウンボックスをクリックして、レポートを選択します。たとえば、［01: Alternating
Background (Greenbar report)］を選択します。

コードの場合コードの場合

コードで、FileName プロパティとReportName プロパティを適切なレポート定義ファイルの場所とレポート名に設定します。

たとえば、次のコードを Page_Load イベントに追加して、CommonTasks.xml レポート定義ファイルをC1DocumentViewer
コントロールにロードします。

VIsualBasic

C1DocumentViewer1.FileName = "C:\Documents and Settings\username\My 
Documents\ComponentOne 
Samples\C1WPFReport\C1Report\Samples\XML\CommonTasks\CommonTasks.xml"
C1DocumentViewer1.ReportName = "01: Alternating Background (Greenbar report)"

C#

C1DocumentViewer1.FileName = "@C:\Documents and Settings\<username>\My 
Documents\ComponentOne 
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Samples\C1WPFReport\C1Report\Samples\XML\CommonTasks\CommonTasks.xml";
C1DocumentViewer1.ReportName = "01: Alternating Background (Greenbar report)";

注意：注意：上記のコードのディレクトリを、お使いのマシン上の正しいサンプルインストールディレクトリに更新してください。

XAML の場合の場合

FileName プロパティとReportName プロパティを、<my:C1DocumentViewer> タグの適切なレポート定義ファイルの場所と

レポート名に設定します。たとえば、次の XAML を使用して、CommonTasks.xml レポート定義ファイル

をC1DocumentViewer コントロールにロードします。

XAML

<my:C1DocumentViewer Name="C1DocumentViewer1" FileName="C:\Documents and Settings\
<username>\My Documents\ComponentOne 
Samples\C1WPFReport\C1Report\Samples\XML\CommonTasks\CommonTasks.xml" ReportName="01: 
Alternating Background (Greenbar report)"></my:C1DocumentViewer>

注意：注意：上記のコードのディレクトリを、お使いのマシン上の正しいサンプルインストールディレクトリに更新してください。

アプリケーションを実行して、以下を確認します。アプリケーションを実行して、以下を確認します。

［01: Alternating Background (Greenbar report)］レポートがC1DocumentViewer コントロールにロードされました。
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