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本資料について 

 

この資料は、ArctionLightningChart®.NETの取扱説明書の簡易版です。重要な主要機能のみが説明さ

れています。本資料では、数百のクラス、プロパティ、メソッドについて説明していません。付

属のデモアプリケーションを実行すると、LightningChart の機能のクイックプレビューを取得でき

ます。デモアプリケーションのソースコードは、コードで LightningChart コンポーネントを使用す

る方法を理解するのに役立ちます。 

本資料のすべてのコード例は、C＃言語で記述されています。デモアプリケーションの大半は、C

＃および Visual Basic .NET でコードプレビューを提供します。  

また、ご質問がある場合はサポート（support@arction.com）にお気軽にお問い合わせください。   
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1. 概要 
  

LightningChart®.NET SDK は Microsoft Visual Studio のアドオンであり、WPF（Windows Presentation 

Foundation）および Windows Forms .NET プラットフォーム用のデータ視覚化関連ソフトウェア

コンポーネントとツールクラスで構成されています。  

Arctionコンポーネントは、科学、エンジニアリング、測定や取引のソリューション、実行パフ

ォーマンス、特殊なフォーカスにおける高度な機能などに提供されています。 

LightningChart コンポーネントは、低速の GDI / GDI +または WPF Graphics API の代わりに低レベ

ルの DirectX11 および DirectX9 GPU アクセラレーションを使用します。LightningChart は、一部

の仮想マシンプラットフォームなどで GPU にアクセスできない場合、DirectX11 / DirectX10 

WARP ソフトウェアレンダリングにフォールバックします。 

 

1.1 チャートエディション  

 

WPF の場合、異なるパフォーマンスと MVVM（モデル-ビュー-ビューモデル）のバインド可能

性のバランスをとるために、LightningChartコンポーネントはさまざまなバインディングレベル

エディションで利用できます。  

チャートエディション プロパティのバ

インディング 
シリーズデー

タのバインデ

ィング 

データポイン

トごとのバイ

ンディング 

パフォーマンス 

WPF (バインド不可) 不可 不可 不可 素晴らしい 

WPF (セミバインド可能) 可 可 不可 とても良い 

WPF (バインド可能) 可 可 可 良い 

WinForms 不可 不可 不可 最良 
表 1‑1 バインド可能性とパフォーマンスマトリックス 

 

はじめは、Arction は一部バインド可能な API を推奨しています。 

 

• WPF での最高パフォーマンスとマルチスレッドの活用には、バインド不可のチャート

を選択します。   

• WPF のバインド可能性とパフォーマンスをバランス良く両立するには、セミバインド

可能のチャートを選択します。 

• WPF MVVM デザインパターンの完全サポートを得るには、バインド可能なチャートを

選択します。 
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セミバインド可能なチャート API は LightningChart v.6 の WPF チャートに非常に似ていますが、

それにコレクションで作成されたオブジェクトもカバーする拡張プロパティバインディングが

付属しています。 

同じアプリケーションで異なるチャートエディションを使用できます。パフォーマンスが重要

なタスクにバインド不可のチャートを使用しながら、バインド可能なチャートで基本的なチャ

ートを作成し、バインドすることができます。 

セミバインド可能およびバインド可能なチャート（ViewXY 軸、3D ライトなど）のコレクション

プロパティはデフォルトで空であり、XAML エディターを完全にサポートしています。バイン

ド不可や WinForms のコレクションでは、デフォルトのアイテムが事前に入力されています。 

注意：バインド不可の WPF チャートは、XAML での構成に適応していません。コードビハイ

ンドで使用してください。 

 

1.2 コンポーネント 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 WPF ツールボックスコンポーネント（左）と、WinForms ツールボックスコンポーネント（右） 

 

チャート作成アセンブリ 

 

LightningChart Ultimate チャートコンポーネント。さまざまなプレゼンテーションで

データを視覚化します。 
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アイコン上隅の SB =セミバインド可能 WPF チャートおよび B =バインド可能 WPF チ

ャート 

 

ChartManager 複数のチャートコンポーネントの相互運用とリアルタイム測定メモリ

管理を制御します。第 17 章を参照してください。 

 

SignalTools アセンブリ 

UI を持たないコンポーネントには、Xのマークが付いています。 

AudioInput サウンドデバイスから波形オーディオストリームを読み取ります。ライ

ン入力またはマイク入力コネクターは、サウンドデバイスで使用できる一般的なオ

プションです。リアルタイムストリームは、他のコントロールに転送できます。第

20 章を参照してください。 

AudioOutput サウンドデバイスを介して、たとえばスピーカーやライン出力などの

リアルタイムデータストリームを再生します。オーディオストリームである必要は

なく、サンプリングされたリアルタイム信号を使用できます。第 21 章を参照してく

ださい。 

SignalGenerator 複数の構成可能な波形コンポーネントから信号を生成します。第

Error! Reference source not found.章を参照してください。 

SignalReader PCM 形式の WAV などの信号ファイルから波形データを読み取ります。

第 Error! Reference source not found.章を参照してください。 

SpectrumCalculator FFT（高速フーリエ変換）を使用して、信号データ（時間領域）を

スペクトル（周波数領域）に変換します。周波数ドメインから時間ドメインへの逆方

向変換のメソッドも含まれています。第 22 章を参照してください。 

 

1.3 名前空間 

 

チャートエ

ディション 

アセンブリ名 名前空間のルート XML 名前空間 

WPF (バイ
ンド不可) 

Arction.Wpf.Charting. 
LightningChartUltimate.dll 

Arction.Wpf. 
Charting 

xmlns:lcunb= 
"http://schemas.arction.com/ 

charting/ultimate/" 
WPF (セミバ

インド可能) 
Arction. 
Wpf.SemibindableCharting. 
LightningChartUltimate.dll 

Arction.Wpf. 
SemibindableChart

ing 

xmlns:lcusb= 
"http://schemas.arction.com/ 

semibindablecharting/ultimate/" 
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表 1-3 すべての LightningChart®.NET エディションのアセンブリ名と名前空間 

 

 

 

 

  

WPF (バイ
ンド可能) 

Arction. 
Wpf.BindableCharting. 
LightningChartUltimate.dll 

Arction.Wpf. 
BindableCharting 

xmlns:lcufb= 
"http://schemas.arction.com/ 
bindablecharting/ultimate/" 

WinForms Arction. 
WinForms.Charting. 
LightningChartUltimate.dll 

Arction.WinForms. 
Charting 

N/A 



 

 

20   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

2. インストール  
 

2.1 インストール前に 

 

コンピューターの構成が要件を満たしているかどうかを確認します。 

• グラフィックハードウェアなしでレンダリングするための DirectX 9.0c（シェーダーモデル 3

）レベルのグラフィックアダプター以上、または DirectX11 互換のオペレーティングシステ

ム。DirectX11 互換のグラフィックスハードウェアが推奨されています。 

• 32 ビットまたは 64 ビットの Windows Vista 7、8 または 10、Windows Server 2008 R2 以降 

• 開発用の Visual Studio 2010-2017、展開には不要 

• .NET framework v. 4.0 以降のインストール 

 

 

2.2 セットアップウィザードを実行する 

 

LightningChart .NET SDK v8.exe を右クリックします。セットアップにより、コンポーネントが

Visual Studio ツールボックスにインストールされます。また、ツールボックスコントロールに

関連付けられたヘルプファイルもインストールされます。コンポーネントやヘルプのインスト

ールに失敗した場合は、次のセクションの指示に従って手動でインストールしてください。 

LightningChart を試用する場合、SetupDownloader.exe が最も多く使用されます。これにより

SDK がダウンロード、インストールされ、LightningChart .NET SDK v8.exe を実行する必要はあり

ません。  

 

2.3 Arctionコンポーネントを Visual Studio Toolbox に手動で追加する 

 

WinForms  

1. Visual Studio を開きます。新しい WinForms プロジェクトを作成します。[ツールボックス]

を右クリックし、[タブの追加]を選択して「Arction」という名前を付けます。 

2. [Arction]タブを右クリックして、[アイテムの選択...]を選択します。 

3. [ツールボックスアイテムの選択]ウィンドウで、[.NET Framework コンポーネント]ページ

を選択します。[参照...]をクリックします。 

 

コンポーネントがインストールされたフォルダ（通常は C:\Program Files 

(x86)\Arction\LightningChart .NET SDK v.8\LibNet4）から

Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.dll および
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Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalTools.dll を参照し、クリックして開きます。これで

コンポーネントがツールボックスに表示されます。 

 

WPF 

1. Visual Studio を開きます。新しい WinForms プロジェクトを作成します。[ツールボックス]

を右クリックし、[タブの追加]を選択して「Arction」という名前を付けます。 

2. [Arction]タブを右クリックして、[アイテムの選択...]を選択します。 

3. [ツールボックスアイテムの選択]ウィンドウで、[WPF コンポーネント]ページを選択しま

す。[参照...]をクリックします。 

 

コンポーネントがインストールされたフォルダ（通常は C:\Program Files 

(x86)\Arction\LightningChart .NET SDK v.8\LibNet4）から

Arction.Wpf.Charting.LightningChartUltimate.dll、

Arction.Wpf.SemibindableCharting.LightningChartUltimate.dll、

Arction.Wpf.BindableCharting.LightningChartUltimate.dll、

Arction.Wpf.SignalProcessing.SignalTools.dll を参照し、クリックして開きます。これでコン

ポーネントがツールボックスに表示されます。 

 

 

2.4 Visual Studio 2010-2017のヘルプを手動で構成する 

 

この章では、LightningChart®.NET ヘルプコンテンツを手動でインストールする方法について説

明します。Visual Studio 2010-2017 にローカルヘルプコンテンツがインストールされていない場

合、この情報が必要になります。LightningChart®.NET をインストールする際にローカルヘルプ

コンテンツがインストールされていない場合、LightningChart®.NET のヘルプはインストールさ

れません。 

以下の手順により、Visual Studio 2010-2017 から LightningChart®.NET のヘルプを表示できます。

LightningChar のクラス、プロパティなどで F1 キーを押すか、Microsoft ヘルプビューアーを使

用してヘルプコンテンツを参照します。 

 

 Visual Studio 2010 

 

次の手順に従い、Visual Studio 2010 に LightningChart®.NET ヘルプコンテンツを手動でイン

ストールします。 

 

1. Visual Studio 2010 を開きます。 
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2. [ヘルプ]→ [ヘルプ設定の管理]を選択します。 

3. ヘルプライブラリマネージャーで、[設定]リンクをクリックします。 

4. [ローカルヘルプを使用する]が選択されていることを確認します。 

5. [ローカルヘルプを使用する]が選択されている場合、[キャンセル]をクリックして

ヘルプライブラリマネージャーに戻ります。それ以外の場合は、[OK]をクリックし

ます。 

6. [ディスクリンクからコンテンツをインストール]をクリックします。 

7. [参照]ボタンをクリックし、LightningChart®.NET がインストールされているフォルダ

に移動します。デフォルトでは、C:\Program Files (x86)\Arction\LightningChart .NET 

SDK v.8 \MSHelpViewer です。 

8. HelpContentSetup.msha を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

9. [次へ]ボタンをクリックします。 

10. LightningChart®.NET Help の横に[追加]リンクがあります。それをクリックし、[ステ

ータス]列の値が[保留中の更新]に変更されることを確認します。 

11. [更新]ボタンをクリックします。ヘルプライブラリマネージャーが続行するかどう

かを尋ねてきたら、[はい]ボタンをクリックします。ヘルプライブラリの更新が開

始されます。 

12. ヘルプライブラリが更新されたら、[完了]ボタンをクリックしてヘルプライブラリ

マネージャーを閉じます。 

 

 Visual Studio 2012-2017 

 

次の手順に従い、Visual Studio 2012-2017 に LightningChart®.NET ヘルプコンテンツを手動で

インストールします。 

 

1. Visual Studio 2012、2013、2015、または 2017 を開きます。 

2. [ヘルプ]→[ヘルプコンテンツの追加と削除]を選択します。 

3. Microsoft Help Viewer が起動したら、[コンテンツの管理]を選択します。 

4. [インストールソース]の下の[ディスク]を選択します。 

5. ファイルを参照するには、3 つの点があるボタンをクリックします。 

6. LightningChart®.NET がインストールされているフォルダに移動します。デフォルト

では、パスは C:\Program Files (x86)\Arction\LightningChart .NET SDK 

v.8\MSHelpViewer です。  

7. HelpContentSetup.msha を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

8. LightningChart®.NET Help の横に[追加]リンクがあります。それをクリックし、[ステ

ータス]列の値が[保留中に追加]に変更されることを確認します。 
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9. [更新]ボタンをクリックします。ヘルプライブラリマネージャーが続行するかどう

かを尋ねてきたら、[はい]ボタンをクリックします。ヘルプライブラリの更新が開

始されます。 

10. ヘルプライブラリが更新されたら Microsoft Help Viewer を閉じることができます。 

11. Visual Studio のメニュー/ヘルプで、[ヘルプ設定：ヘルプビューアーで起動]を選択

します。 

 

 
 

図 2-1 ヘルプ設定 

 

 

2.5 Visual Studio IntelliSense によるコードのパラメーターとアドバイス 
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LightningChartUltimate.dllファイルがグローバルアセンブリキャッシュから参照されていて、コ

ントロールが自動ツールボックスインストーラーによってインストールされていない場合、

IntelliSense は LightningChart 関連コードを入力するときにコードヒントが表示されない場合が

あります。プロジェクトの参照リストから LightningChartUltimate.dll ファイルを削除します。

次に、インストールディレクトリ（通常は C:\Program files (x86)\Arction\LightningChart .NET SDK 

v.8\LibNet4）から参照して再度追加します。 

 

2.6 ターゲットフレームワークの選択 

 

C＃プロジェクトでは、[プロジェクト]→[プロパティ]→[アプリケーション]→[ターゲットフレ

ームワーク]でフレームワークを選択できます。 

 

図 2-2 C＃プロジェクトでターゲットフレームワークを選択する 

 

Visual Basic プロジェクトでは、[プロジェクト]→[オプション]→[コンパイル]→[高度なコンパ

イルオプション]→[ターゲットフレームワーク]でフレームワークを選択できます。 
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図 2-3 Visual Basic プロジェクトでターゲットフレームワークを選択する 

 

.NET Framework 4、.NET Framework 4 Client Profile、.NET Framework 4.5、または 4.6 を選択しま

す。  

正しい.NET フレームワークが選択されている場合にのみ、LightningChart®.NET SDK コントロー

ルが Visual Studio ツールボックスに表示されます。 
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3. DevCenter 
 

LightningChart .NET バージョン 8.5 以降では、LightningChart .NET SDK v8.exe セットアップを実

行中に DevCenter が自動的にインストールされます。DevCenter は、LightningChart®.NET の機能

とリソースにすばやくアクセスできる新しいアプリケーションです。マウスを数回クリックす

るだけで、次のタスクを実行できます。 

- デモアプリケーションを開く 

- シードプロジェクトを作成する 

- チュートリアルや取扱説明書などのドキュメントリソースを開く 

- メールでサポートに連絡する 

- 技術サポートに送信できるアプリケーション情報を自動的に収集します。これに

より、サポートチームがより迅速に問題解決するのに役立ちます。 

- Arction Ltd.にフィードバックを送信するためのクイックリンク 

- ライセンスステータスを確認し、ライセンスマネージャーを開いてライセンスを

更新またはアクティブにする 

- 新しいライセンスを購入する 

 

 

図 3-1 すべてのアクションのボタンを表示する DevCenter のメインウィンドウ 
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3.1 デモアプリケーションを開く 

 

デモアプリケーションは、LightningChart のコンポーネントと機能の使用方法を学習する際の

主要な情報源の 1 つです。チャートエディションごとに 1 つずつ、4 つのデモアプリケーショ

ンがあります（WinForms、WPF バインド不可、WPF セミバインド可能、WPF バインド可能。

チャートエディションの詳細については、1.1 章を参照してください）。DevCenter では[デモ]

ボタンをクリックして、すべてのデモアプリケーションを実行できます。WPF -demo を実行す

る場合、ドロップダウンメニューを使用して WPF チャートエディションを選択します。 

 LightningChart .NET SDK をインストールすると、すべてのデモ例のソースコードがコンピュー

ターに自動的に追加されます。DevCenter の[ソースコード]ボタンをクリックすると、これら

のコードファイルのフォルダの場所が開き、Visual Studio または選択したテキストエディター

で開くことができます。 

 

3.2 シードプロジェクトの作成 

 

DevCenter では、シードプロジェクトを作成できます。シードプロジェクトは、少数のデータ

ポイントと少数のプロパティ設定を持つ単一のシリーズのみを含む単純な.NET プロジェクトで

す。これらのプロジェクトは、新しい LightningChart ベースのアプリケーションを作成する際

のベースとして使用できます。 

最初に API バージョンとアプリケーションタイプを選択して、シードプロジェクトを作成しま

す。タイプの選択は、セミバインド可能なシードプロジェクトを作成する場合にのみ関連しま

す。この場合、MVVM ベースのアプリケーションを作成する可能性があります。[作成]ボタン

を押すと、プロジェクトを作成するフォルダを選択できます。フォルダに同様のシードプロジ

ェクトが既にある場合、新しいプロジェクトは作成されないことに注意してください。つまり

古いプロジェクトは上書きされません。 
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図 3-2 シードプロジェクトの作成 
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4. ライセンス管理 
 

4.1 ライセンスを追加する 

 

DevCenter または Windows のスタートメニュー：プログラム/ Arction / LightningChart .NET SDK / 

License Manager から License Manager アプリケーションを実行し、ライセンスを管理します。 

Arction コンポーネントは、ライセンスキー保護システムを使用します。コンポーネントは、

有効なライセンスでのみ使用できます。ライセンスには次の情報が含まれます。 

• ViewXY、View3D、ViewPie3D、Maps、ViewPolar、ViewSmith、ボリュームレンダリング

、シグナルツールなどの有効な機能 

• WPF / WinForms /両方のテクノロジー 

• ライセンスをアクティベートできるユーザー数（標準で 1 人）。 

• サブスクリプションの有効期限（更新およびサポート終了日） 

• 技術サポートの包括性 

• 開発者ごとのライセンスまたはフローティングライセンス 

• 学生ライセンス 

ツールボックスからアプリケーションに初めて Arction コンポーネントをドラッグすると、ラ

イセンスマネージャーウィンドウでライセンスキーが要求されます。受信したライセンスフ

ァイルから、すべてのライセンスキーを一度に追加します。[ファイルからライセンスをイン

ストール…]をクリックして、.alf ファイルを参照します。 

 

 

図 4-1 ライセンスがインストールされていない場合のライセンスマネージャー。ライセンスファイルは[ファイル

からライセンスをインストール]で追加できます。 

開発者ごとのライセンスは、ライセンスファイルを追加した後、インターネット経由で

Arction License Server に対して自動的にアクティベートされます。 
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図 4-2 ライセンスファイルが正常に追加された後のライセンスマネージャーウィンドウ 

 

インターネット接続が利用できない、または接続が遅すぎるなどの理由でオンラインアクテ

ィベーションが不可能な場合、ライセンスは電子メールからもアクティベートできます。そ

れぞれのオンラインアクションが 1〜2 回失敗した後に、[オフラインアクティベーションの

リクエスト]ボタンが使用可能になります。ライセンスをオフラインで無効化する方法も同様

です。 
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オフラインボタンをクリックすると、画面上に指示が表示されます。それに従い、

licensing@arction.com の Arction ライセンスチームにメールを送信します。 

Arctionがライセンスをオフラインでインストールする方法を提供します。2営業日以内に返信

があります。 

 

注意：キーコードには数千の文字が含まれているため、電話でのアクティベーション/アクテ

ィベーション解除はできません。  

注意：LightningChart v.7.1 以降では、ChartManager コンポーネントにライセンスキーは必要あ

りません。 

注意：LightningChart v.8.0 以降では、LIC 形式のライセンスキーはサポートされていません。ALF

ライセンスが必要です。ALFライセンスを受け取っていない場合は、Arctionにお問い合わせく

ださい。 

 

4.2 ライセンスの削除 

 

ライセンスは、[アクティベート解除とアンインストール]ボタンによってシステムから削除で

きます。自動でアクティベート解除するにはオンライン接続が必要です。インターネットに

接続できない場合は、前章の通りメールでアクティベート解除できます。 

ライセンスをアクティベート解除した後、別のコンピューターにインストールできます。 

 

 

 

mailto:licensing@arction.com
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図 4-3 ライセンスの無効化と削除。オンラインのアクティベート解除（左側）が失敗すると、オフラインの代替（右側）

が使用可能になります。 

 

4.3 展開キーの抽出 

 

ソフトウェアが展開されるコンピューターで LightningChart アプリケーションを実行できるよ

うにするには、展開キーをコードに適用する必要があります。展開キーは、[展開キーをクリ

ップボードにコピー]ボタンを押すと、ライセンスキーから抽出できます。 

図 4-4 ライセンスマネージャーで展開キーをクリップボードにコピーする 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   33 
 
 

4.4 アプリケーションでの展開キーの適用 

 

コードでは、目的のコンポーネントに対して静的な SetDeploymentKey メソッドを使用します

。使用されていないコンポーネントのキーを設定する（バインド不可のアプリケーションでバ

インド可能なチャートのキーを設定するなど）必要はありません。コンポーネントを使用する

必要がある前に、SetDeploymentKey メソッドを呼び出します。呼び出すのに最適な場所は、チ

ャートを使用するクラスの静的コンストラクターか、アプリケーションのメインクラスです。 

展開の詳細な手順については、第 Error! Reference source not found.章を参照してください。 

WinForms 

すべての WinForms アプリケーションに対してデフォルトで作成される Program クラスの静的

コンストラクターメソッドでキーを適用する方法の例を示します。 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Windows.Forms; 

 
namespace WindowsFormsApplication1 
{ 

 static class Program 
 { 
 

static Program() 
{ 

            //Set Deployment Key for Arction components 
            string deploymentKey = "VMalgCAAO6kO1RgiNIBJABVcG.R..Kikfd..."; 
 
            Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
            Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalGenerator.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
            Arction.WinForms.SignalProcessing.AudioInput.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
            Arction.WinForms.SignalProcessing.AudioOutput.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
            Arction.WinForms.SignalProcessing.SpectrumCalculator.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
            Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalReader.SetDeploymentKey(deploymentKey);  

} 
 

 // Rest of the class ... 
  } 

} 

 

WPF 

App クラスの静的コンストラクターで、App.xaml.cs の先頭にキーを適用する方法の例を示しま

す。  

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
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using System.Linq; 
using System.Windows; 
using Arction.Wpf.SignalProcessing;  
 
namespace WpfApplication1 
{ 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for App.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class App : Application 
    { 

static App() 
{ 
    // Set Deployment Key for Arction components 
    string deploymentKey = "- DEPLOYMENT KEY FROM LICENSE MANAGER 
    GOES HERE-"; 
  
    // Setting Deployment Key for fully bindable chart 
    Arction.Wpf.BindableCharting.LightningChartUltimate 
    .SetDeploymentKey(deploymentKey); 
  
    // Setting Deployment Key for semi-bindable chart 
    Arction.Wpf.SemibindableCharting.LightningChartUltimate 
    .SetDeploymentKey(deploymentKey); 
  
    // Setting Deployment Key for non-bindable chart 
    Arction.Wpf.Charting.LightningChartUltimate 
    .SetDeploymentKey(deploymentKey); 
  
    // Setting of deployment key to other Arction components 
    SignalGenerator.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
    AudioInput.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
    AudioOutput.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
    SpectrumCalculator.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
    SignalReader.SetDeploymentKey(deploymentKey); 
  
} 

 
    } 
} 

 

注意：アプリケーションに展開キーを設定しないと、LightningChart アプリケーションはターゲ

ットマシンで 30 日間の試用モードに入ります（開発ライセンスキーがインストールされてい

ないコンピューターに適用されます）。 

 

4.5 開発コンピューターで展開キーを使用して実行する 

 

開発ライセンスがインストールされているコンピューターで、展開キーが SetDeploymentKey

で適用されているアプリケーションを実行する場合、ライブラリは開発ライセンスキーを優

先します。展開キーに、ローカルにインストールされたライセンス（シルバーパックなど）よ
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りも高いレベルの機能（ゴールドパックなど）が含まれている場合、ユーザーまたはデバッグ

の混乱につながる可能性があります。開発者はこの制限に注意する必要があります。 

Arction は、すべてのライセンスをチーム全体で同じタイプにすることを推奨しています。  

4.6 デバッガーで実行する 

 

展開キーが正しく設定された状態でデバッガーが接続された Visual Studio からプロジェクトを

実行し、システムから開発ライセンスキーが見つからない場合、チャートはスローレンダリ

ングモードになります。最大 FPS は〜1 であり、チャートにメッセージテキストが表示されま

す。  

開発者ライセンスキーなしの LightningChart による直接開発とデバッグは、LightningChart EULA

で禁止されています。  

 

4.7 試用期間 

 

試用期間は 30 日間です。その後製品の使用を継続するにはライセンスを購入する必要があり

ます。トライアルライセンスでビルドされたすべてのプロジェクトは、適切なライセンスに

更新した後でも機能します。試用版ライセンスで作成されたチャートアプリケーションを実

行すると、試用版のナグメッセージが表示されます。 

 

4.8 フローティングライセンス 

 

フローティングライセンスは、無制限の数のコンピューターにインストールできます。同時

開発者の数は、Arction によって構成されています。購入した同時ユーザーの数だけが同時に

LightningChart で開発できます。開発者が LightningChart の開発を終了すると、別の開発者が使

用を開始できるようになるまで約 10〜15 分のタイムアウトがあります。 

展開キーは、開発者ごとのライセンスと同様に設定する必要があります。  

フローティングライセンスは、デフォルトで Arction Licensing Server によってコントロールさ

れます。開発中は継続的なインターネット接続が必要です。 

顧客側のフローティングライセンスコントローラーも利用できます。開発用コンピューター

は、ローカルエリアネットワークを介して顧客の組織で実行されているサービスに接続しま

す。Arction または他の関係者とのオンライン通信は行われません。ライセンスでは、Arction



 

 

36   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

はコントローラーサービスとフローティングライセンスをインストールするための個別の指

示を提供します。 

5. LightningChartUltimateコンポーネント 
 

5.1 LightningChart®.NET ライブラリの使用 

 

LightningChart®.NET コンポーネントを使用するには、Arction .dll ファイルを参照に追加する必

要があります。これらはインストールフォルダにあります。アプリケーションの開発時には、

以下のアセンブリが必要です。 

Winforms:  Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.dll. 

WPF バインド不可: Arction.Wpf.Charting.LightningChartUltimate.dll 

  Arction.DirectX.dll 

  Arction.RenderingDefinitions.dll 

WPF セミバインド可能:Arction.Wpf.SemibindableCharting.LightningChartUltimate.dll 

  Arction.DirectX.dll 

  Arction.RenderingDefinitions.dll 

WPF バインド可能:  Arction.Wpf.BindableCharting.LightningChartUltimate.dll 

  Arction.DirectX.dll 

  Arction.RenderingDefinitions.dll 

SignalTools を使用する場合:Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalTools.dll または 

  Arction.Wpf.SignalProcessing.SignalTools.dll 

   

上記の参照が追加されると、プロジェクトをビルドする時に必要なすべてのアセンブリが出力

フォルダーに自動的にコピーされます。第 28 章では、LightningChart アプリケーションを展開

するときに必要なアセンブリを説明します。 

 

Arction.DirectXFiles.dll は初期化時間を延長させる可能性がある大きなファイルであるため、 自

動的には参照として含まれません。システムに正しい DirectX アセンブリが既に存在しない場

合にのみ必要になります。Arction.DirectXInit.dll ルーチンは、既存の dll をチェックして必要に

応じてそれらをロードします。一度ロードされると DirectX-dll が Windows の一時フォルダーに

書き込まれ、LightningChart は今後そこにアクセスできるようになり、初期化が高速になりま

す。 

Arction.DirectXFiles.dll を参照に含めず、exe の横にコピーすることを推奨します。 
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5.2 コードでチャートを作成する 

 

LightningChartUltimate コンポーネントを追加するには、ツールボックスからドラッグするか、

完全にコードビハインドで作成します。コードでチャートオブジェクトを作成すると、バージ

ョンの更新が簡単になるという利点があります。さらに、（非）シリアル化に関連する問題を

回避できます。 

以下は、コードビハインド（.xaml.cs -file）で WPF バインド不可のチャートを作成する方法の

一つです。 

 

 

using Arction.Wpf.Charting; 

 

namespace ExampleProject 

{ 

    public partial class ExampleApp : Page 

    { 

        private LightningChartUltimate _chart = null; 

 

        public ExampleApp() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            CreateChart(); 

        } 

 

        private void CreateChart() 

        { 

            _chart = new LightningChartUltimate(); 

 

            // Chart control into the parent container. 

            (Content as Grid).Children.Add(_chart); 

 

            // Disable rendering until the whole chart is set up correctly. 

            _chart.BeginUpdate(); 

 

            // Configure chart here. 

 

            // Allow rendering the chart. 

            _chart.EndUpdate(); 

        } 

    } 

} 
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5.3 ツールボックスからWindows フォームプロジェクトに追加する 

 

ツールボックスからフォームに LightningChartUltimate コントロールを追加します。チャート

がフォームに表示され、そのプロパティがプロパティウィンドウに表示されます。 

 

 
図 5-1 LightningChartUltimate コントロールを Windows フォームデザイナーに追加する 

 

 プロパティ 

 

プロパティは自由に変更できます。また、新しいシリーズやその他のオブジェクトをコレ

クションに挿入できます。シリーズデータポイントはコードで指定する必要があります。 

 

 イベントハンドラー 

 

チャートのメインレベルのイベントハンドラーは、プロパティグリッドで割り当てること

ができます。コレクションに追加されたオブジェクトの場合、イベントハンドラーをコー

ドで割り当てる必要があります。   
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 バージョン更新に関するベストプラクティス 

 

チャートプロパティデータは、Visual Studioプロジェクトの.resxファイルにシリアル化され

ます。LightningChartUltimate API はバージョンの更新によって少し変更される傾向があり、

新しいバージョンが.resx ファイルで機能するために互換性のないシリアル化がされる場合

があります。 

バージョンを簡単に更新するには、コードでチャートオブジェクトを作成し、すべてのシ

リーズ、イベントハンドラーなどを追加することを推奨します。そうした場合プロジェク

トは正しく読み込まれ、起こりうるエラーがコンパイル時に表示されるため、.resx ファイ

ルを修正するよりも簡単に修正できます。.resx ファイルでは、一部のプロパティ定義が失

われる場合がありますが、コードでは常に指定されます。 

 

5.4 ツールボックスからWPFプロジェクトに追加する 

 

LightningChartUltimate セミバインド可能またはバインド可能な WPF コントロールをツールボ

ックスから Window または別のコンテナーに追加します。チャートがデザイナーに表示され、

そのプロパティが[プロパティ]ウィンドウに表示されます。XAMLエディターは、チャートのデ

フォルトプロパティの内容と変更を表示します。 

 

 プロパティ  

 

プロパティは自由に変更でき、新しいシリーズや他のオブジェクトをコレクションに挿入

できます。  

• セミバインド可能チャートでは、系列データポイントはコードで指定する必要があ

ります 

• バインド可能なチャートでは、シリーズにデータをバインドするか、またはコード

ビハインドで、シリーズデータポイントを指定できます。 

 

 

 イベントハンドラー 
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チャートのメインレベルのイベントハンドラーは、プロパティグリッドで割り当てること

ができます。コレクションに追加されたオブジェクトの場合、イベントハンドラーをコー

ドで割り当てる必要があります。 

 

 

図 5-2 LightningChartUltimate コントロールを WPF デザイナーに追加する 

 

5.5 Blend WPF プロジェクトに追加する 

 

[プロジェクト]タブで、[参照設定]に移動します。右クリックして[参照の追加...]を選択しま

す 。c:\program files (x86)\Arction\LightningChart .NET SDK v.8\LibNet4 から

Arction.WPF.Charting.LightningChartUltimate.dll を参照します。 

[アセット]タブに移動します。検索ボックスに「Lightning」と入力します。

LightningChartUltimate が検索結果にあがります。オブジェクトを WPF ウィンドウにドラッグ

アンドドロップします。 
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図 5-3 LightningChartUltimate コントロールを Blend For Visual Studio 2013 デザイナーに追加する 

 

 バージョン更新に関するベストプラクティス 

 

チャートプロパティデータは XAML に保存されます。新しいバージョンではプロパティセ

ットが若干異なる場合があり、LightningChartUltimate オブジェクトがデザイナーに表示さ

れないことがあります。その場合は、関連する XAML へ変更が必要です。XAML タグツリー

が大きすぎて編集が非常に難しい場合があります。  

簡単に更新するためには、グラフオブジェクトを作成し、デザイナーでレイアウトと配置

に関連するプロパティを設定することを推奨します。それ以外はコードで設定します。ま

たは、コードでチャートオブジェクトも作成します。 

 

 チャートのぼやけを防ぐ 

 

これは WPF の一般的な特徴であり、チャート自体とは関係ありませんが、LightningChart の

正確なレンダリングで明確になります。 

チャートがぼやけて表示されないようにするには、チャートのペアレントであるコントロ

ールの UseLayoutRounding = True を設定します。デザイナではチャートがまだぼやけて見え
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る場合がありますが、アプリケーションを実行するとシャープに見えます。ペアレントコ

ントロールは、たとえば Grid、Canvas、DockManager などです。  

5.6 オブジェクトモデル 

 

LightningChart のオブジェクトモデルを学習する最良の方法は、Visual Studio のプロパティエデ

ィターを使用することです。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 LightningChart 固有のプロパティは、Windows フォームと WPF プロパティウィンドウの両方のチャートカテ

ゴリにあります。ノードを展開するか、WPF で新しいオブジェクトを作成すると、膨大なプロパティのセットを

見ることができます。 
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 WindowsフォームとWPFの違い 

 

Windows フォームと WPF の間のプロパティツリーとオブジェクトモデルは、チャートカテゴ

リに関してほぼ同一です。主な違いは次のとおりです。 

 

 Windows フォーム WPF 

レンダリングオプションプ

ロパティ 

RenderOptions ChartRenderOptions 

背景塗りつぶしプロパティ Background ChartBackground 

フォント System.Drawing.Font Arction.WPF.LightningChartUltimate.WPFFont 

カラー System.Drawing.Color System.Windows.Media.Color 

 

             表 4-1 Windows フォームと WPF の違い 

 

以下の章では、特に明記しない限り、Windows フォームのプロパティ名が参照されます。 

 

5.7 LightningChartビュー 

 

LightningChart の主なビューは次のとおりです：  

- ViewXY (第 6 章を参照) 

- View3D (第 7 章を参照) 

- ViewPie3D (第 9 章を参照) 

- ViewPolar (第 10 章を参照) 

- ViewSmith (第 11 章を参照) 

ActiveViewプロパティを設定することにより、表示ビューを変更できます。デフォルトのビュ

ーは ViewXY です。 

// Set 3D as the visible view 

chart.ActiveView = ActiveView.View3D; 
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5.8 ビューとズーミングエリアの定義 

 

LightningChart ビューには、保持する情報によって決定される複数のエリアが含まれます。エ

リアは、ビューのコンテンツに基づいた 2 次元の長方形として見ることができます。これらの

定義は、ビューの種類に関係なく統一されています。特に、チャートのどのエリアが表示され

るかを決定するために、ズーム操作で使用されます。 

-ChartArea/ViewArea: チャートとマージンを含むエリア全体。 

-MarginRectangle: MarginRectangle（または MarginRect）はマージン内のエリアを含みます。 

-GraphArea: 軸の範囲によって定義されるエリア。メジャーグリッドとマイナーグリッドが含

まれます。一部のデータ値が軸の範囲を超えない限り、データはこのエリアに描画されます。 

-Background area / circle: GraphArea とほぼ同じです。軸範囲とグリッドの外側のグラフの部分

も含まれます。 

-LabelsArea: グラフと軸ラベルで構成されるエリア。データは無視します。 

-Data: データのみを含むエリア。データの最小値と最大値によって定義されます。 

-DataAndLabelsArea: データと LabelsArea が組み合わさったエリア。すべてのデータ、軸、ラベ

ル、マーカーが含まれます。 

-Border: マージンの位置を示す、カスタマイズ可能な 1 ピクセル幅の長方形。その可視性は、

無効/有効にすることで変更できます。 

-Margins: マージンは、グラフエリアの周りの空のスペースです。ビューのほとんどのコンテン

ツはマージンの内側に収まり、外側でクリップされます。 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   45 
 
 

-ZoomPadding: ズーム操作後に余白と別の事前定義されたエリアの間に残されたスペース（第

7.18.3 章を参照）。ViewXY には影響しません。 

 

        図 5-5 ビューとズーミングエリアの定義 
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5.9 背景の塗りつぶしの設定 

 

すべてのビューには共通の背景塗りつぶしがあります。  

• WinForms で chart.Background を使用する場合 

 
chart.Background.Color = Color.DarkBlue; 

 

• WPF で chart.ChartBackground を使用する場合 

 
chart.ChartBackground.Color = Colors.DarkBlue; 

 

背景塗りつぶしは以下が可能です： 

• 単色の塗りつぶし。GradientFill = Solid を設定し Color を使用して色を定義します。 

• Color から GradientColor へのグラデーション塗りつぶし。GradientFill = Linear / Radial 

/ RadialStretched / Cylindrical を設定します。GradientDirection を使用して、線形およ

び円筒形のグラデーションで塗りつぶしの方向をコントロールします。 

 
chart.ChartBackground.GradientFill = GradientFill.Cylindrical; 

chart.ChartBackground.GradientColor = Colors.Black; 

chart.ChartBackground.GradientDirection = -45; 

 

• さまざまなタイリングやストレッチオプションのあるビットマップ塗りつぶし。半

透明のビットマップを塗りつぶすために、ビットマップの色合いとアルファもサポ

ートされています。 

 

 

図 5-6 ViewXY の下で背景を設定。GradientFill = Solid、 Color = DimGray。 
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図 5-7 View3D で、Background をグラデーション円筒に設定。GradientFill = Cylindrical、Color = Maroon、

GradientColor = Black、GradientDirection = -45°。 
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図 5-8 背景をタイル状のビットマップ塗りつぶしに設定。Style = Bitmap、Bitmap.Image に設定された画像、

Bitmap.Layout = ViewPolar の下の Tile。 

 透明な背景を設定する 

 

WPF ではチャートを透明に見せることができるため、チャートの下に配置されたオブジェクト

が透けて見えます。 

 

 

図 5-9 WPF チャートの透明な背景 

 

ChartBackground.Color = #00000000 (黒透明)を設定。 

注意：「透明」（＃00FFFFFF）を設定しないでください。見えなくなります。 

 

WinForms は、コントロールの透明な背景をサポートしていません。 
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5.10 外観/パフォーマンス設定の構成 

 

ChartRenderOptions（WinForms の RenderOptions）には、外観とパフォーマンスを構成するた

めのプロパティが含まれています。 

 

 

図 5-10 RenderOptions プロパティ 

 

 

DeviceType  

 
// Changing the rendering device in code  

chart.ChartRenderOptions.DeviceType = RendererDeviceType.Auto; 

 

 Auto は AutoPreferD11 オプションのエイリアスです。 これがデフォルト設定です。 

AutoPreferD9 は DirectX9 ハードウェアレンダリングを優先し、可用性に基づいて

HW9-> HW11-> SW11-> SW9 の順にデバイスを自動的に選択します。ハードウェアが

利用できない場合、WARP（SW11）ソフトウェアレンダリングにフォールバックし

ます。  

AutoPreferD11 は DirectX11 ハードウェアレンダリングを優先し、可用性に基づいて

HW11-> HW9-> SW11-> SW9 の順にデバイスを自動的に選択します。ハードウェアが

利用できない場合、WARP（SW11）ソフトウェアレンダリングにフォールバックし
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ます。これを最良の性能と外観の一般的な設定として使用します。外観は、DirectX9

レンダラーよりも優れています。 

HardwareOnlyD9 は、ハードウェア 9 レンダリングのみを使用します。 

 HardwareOnlyD11 は、ハードウェア 11 レンダリングのみを使用します。 

SoftwareOnlyD11 は DirectX11 WARP を使用します（DirectX9 参照ラスタライザーと比

較すると非常に高速ですが、ハードウェアオプションよりも低速です）。 

  SoftwareOnlyD9 は DirectX9 参照ラスタライザーを使用します（非常に遅い）。 

None はチャートが非表示の場合、またはバックグラウンドで非アクティブの場合で

す。DeviceType を None に設定すると、グラフィックリソースが他のチャートに解放

されます。  

 

GPUPreference 

 

 chart.ChartRenderOptions.GPUPreference = GPUPreference.SystemSetting; 

 

CPU /チップセットに統合された低パフォーマンスグラフィックスプロセッシングユ

ニット（GPU）を搭載したラップトップと、より高性能のグラフィックス GPU（AMD

や Nvidia など）を搭載したデュアルグラフィックスアダプターシステムを搭載したマ

シンに適用できる選択肢です。  

SystemSetting は、Windows、AMD または Nvidia コントロールパネルのグラフィック

設定で選択されたオプションを使用します。 

PreferHighPerformanceGraphics は、システムに存在する場合、高性能 GPU を使用し

ます。一般にパフォーマンスは向上しますが、エネルギー消費量が増える可能性が

あります。 

PreferLowPowerGraphics は、システムに高性能 GPU がインストールされている場合

でも、より低速な統合 GPU を使用します。 

デフォルトでは PreferHighPerformanceGraphics が推奨オプションです。最良のパフ

ォーマンスを得るために、こちらを選択してください。 

 

FontsQuality 

 
chart.ChartRenderOptions.FontsQuality = FontsRenderingQuality.High;

  

Lowは最良のパフォーマンスを提供し、フォントはアンチエイリアス処理されません

。許容可能な外観を得るにはフォントの書体を慎重に選択します。 
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Mid は、Low とほぼ同様のパフォーマンスを提供します。フォントの周りの単純なア

ンチエイリアシングがあります。これがデフォルト設定です。 

High は最良の外観を提供しますが、パフォーマンスが大幅に低下します。 

注意:  透明な背景は、質設定が High の DirectX 11 レンダリングには適用されません。

DirectX9 の場合は動作します。これはレンダリングテクノロジーの限度です。 

 

 

AntiAliasLevel  
 chart.ChartRenderOptions.AntiAliasLevel = 1; 

  

シーン全体のアンチエイリアス係数。可用性はハードウェアによります。値が大き

いほど外観は良くなりますが、パフォーマンスは低下します。パフォーマンスを最

大化するには、0 または 1 を設定します。使用可能なアンチエイリアス設定の詳細に

ついては、第 5.12 章を参照してください。 

 

 

WaitForVSync  

 
 chart.ChartRenderOptions.WaitForVSync = true; 

  

推奨事項：デフォルト値のままにしてください。有効にすると、ディスプレイの次

の更新が行われるまで（1/60 の次の倍数など）レンダリングを保持します。たとえば

ストライピングを防ぐために外部スクリーンキャプチャアプリケーションとの同期

を使用する場合や、画面上の上部の画像が下部のものと同期していない場合など、

一時的にのみ有効にすることを推奨します。破損した波形データとして表示される

場合があります。特に WPF では有効にするとパフォーマンスが大幅に低下します。 

 

 

UpdateType  

 
chart.ChartRenderOptions.UpdateType = ChartUpdateTypes.Sync;  

 

Sync (デフォルト ):  チャートは同期方式で更新されます。チャートは、最後の

EndUpdate()呼び出しの後、またはプロパティの設定（またはメソッドの呼び出し）に

よってチャートに何らかの変更が加えられたときに更新されます。BeginUpdate…

EndUpdate なしのプロパティの変更により、すぐに新しいフレームがレンダリングさ

れます。 
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Async: チャートは非同期方式で更新されます。プロパティの変更後、チャートは可

能な限り高速に更新されますが、チャートは後から新しいフレームをレンダリング

します。これにより、場合によってはチャートを使用しやすくなります。 

LimitedFrameRate: フレームレートは、FrameRateLimit プロパティで指定された値に制

限されます。0 =無制限です。たとえば、最大 10 リフレッシュ/秒が必要な場合は、

10 を設定します。これは非同期方式のオプションに似ていますが、新しいフレーム

が最初のフレームの直後にレンダリングされるのを防ぐため、フレームレートは低

下しますが、システムリソースは節約されます。 

注意：LimitedFrameRate および Async モードでも正しいスレッド処理を確認してくだ

さい。チャートが非同期方式で更新され、チャートプロパティが同時に更新される

と、競合が発生してチャートまたはアプリケーションがクラッシュする可能性があ

ります。 

 

InvokeRenderingInUIThread 

 
chart.ChartRenderOptions.InvokeRenderingInUIThread = true; 

 

 アプリケーションでバックグラウンドスレッドを使用する場合、スレッドからのす

べての UI 更新は Invoke（WinForms では Control.Invoke()、WPF では

Dispatcher.Invoke()）を経由する必要があります。  

有効の時は、レンダリングパーツは UI スレッドへの内部呼び出しを使用します。  

デフォルト値は False です。このプロパティが有効になっている場合でも、プロパテ

ィを設定して安全な方法でメソッドを呼び出すことで、チャートの内部状態でのス

レッドの衝突を防ぐ必要があるためです。 

 

HeadlessMode 

 
chart.ChartRenderOptions.HeadlessMode = true; 

 

 これを True に設定すると、ユーザーインターフェイスなしで、バックグラウンドサ

ービス、コンソールアプリケーション、または他のアプリケーションでチャートを

使用できます。第 Error! Reference source not found.章を参照してください。 

 

 

5.11 DPIハンドリング 
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デフォルトでは、WPF アプリケーションは DPI（Dots Per Inch）を認識しますが、WinForms ア

プリケーションは認識しません。また、サイズの測定にはピクセルの代わりに DPI が使用され

ます。LightningChart はモニターごとの DPI 認識をサポートしていませんが、システム認識をサ

ポートしています。つまり、WPF アプリは DPI システム認識が可能です。WinForms のデフォ

ルトの DPI は 72 ですが、wpf .dll ファイルがロードされると、値が 96 に変更されることに注

意してください。 

ただし、LightningChart は異なる DPI 設定で別の画面に移動しても自動的にサイズ変更されませ

ん。サイズ変更を有効にするには、ChartOptions の下の AllowDPIChangeInduceWindowsResize

プロパティを true に設定する必要があります。あるいは、OnDPIChanged イベントに登録し、

allowWindowResize 属性を変更できます。これらは WinForms には影響しません。 

 

// Enabling automatic resizing  

chart.Options.AllowDPIChangeInduceWindowResize = true; 

 

// Via OnDPIChanged -event 

chart.OnDPIChanged += chart_OnDPIChanged; 

 

private void chart_OnDPIChanged(LightningChartUltimate chart, float dpix, 

float dpiy, ref bool allowWindowResize) 

{ 

 allowWindowResize = true; 

} 

 

 DpiHelper クラス 

 

LightningChart には DpiHelper クラスがあり、DPI 関連の問題に関するヘルパーが含まれます。 

DpiAware は、システムプロセスが DPI 対応かどうかを示します。ただし、システム対応とモ

ニターごとの対応を区別することはできません。 

bool isDPIAware = DpiHelper.DpiAware; 

 

DpiXFactor/ DpiYFactor は、画面の幅/高さのシステム DPI の有効なズーム係数です。X / Y 方向

の 1 DPI あたりの実ピクセル数を説明します。 

float dpiXFactor = DpiHelper.DpiXFactor; 
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DipToPx と PxToDip メソッドは、システム DPI 設定を使用して、DIP をピクセルまたはその逆に

変換します。単一のポイントまたはピクセル、あるいは長方形のサイズと位置の値を変換でき

ます。 

double pixelValue = DpiHelper.DipToPx(dipValue); 

 

5.12 アンチエイリアシング 

 

LightningChart® .NET はアンチエイリアスレンダリングをサポートしています。AntiAliasing-

property を持つオブジェクトに適用できます。アンチエイリアスを使用すると線などを滑らか

なエッジでレンダリングできるため、グラフィック表現がより洗練されたものになりますが、

CPU / GPU オーバーヘッドが増加するため、パフォーマンスコストがかかります。 

 

 アンチエイリアスの有効化 

 

アンチエイリアスは、関連コンポーネントに応じてブール値または LineAntialias-enumeration

を介して設定される AntiAliasing-property を介してコントロールできます。後者の場合、2 つ

のオプションが使用可能です。 

LineAntialias.None; アンチエイリアスなし  

LineAntialias.Normal; アンチエイリアスあり 

 

seriesEventMarker.Symbol.Antialiasing = true; 

pointLineSeries.LineStyle.AntiAliasing = LineAntialias.Normal; 

 

アンチエイリアスは、チャートの AntiAliasLevel の影響も受けます。これは、選択したレンダ

リングエンジン（DirectX9 および DirectX11）に基づいて適用されるアンチエイリアスモードを

定義する要因です。アンチエイリアスレベルを 0 または 1 に設定すると、個々のコンポーネン

トの AntiAliasing-property が true または LineAntialias.Normal に設定されていても、レンダリン

グ時にアンチエイリアスは適用されません。 

AntiAliasLevel は、グラフのレンダリングオプションで設定できます。 

// Anti-aliasing factor. Values 0 and 1 result into no anti-aliasing applied. 

chart.ChartRenderOptions.AntiAliasLevel = 2; 

値を手動で設定しない場合、AntiAliasLevel のデフォルトは 4 です。 
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 DirectX11のアンチエイリアシング 

 

DirectX11 には、アンチエイリアスを使用してレンダリングする際に考慮する必要がある一般

的な機能がいくつかあります。 

•  AntiAliasLevel を設定すると、1 より大きい値に設定されている場合、AntiAliasing-

property がオーバーライドされます。つまり、AntiAliasing-property が false または

LineAntialias.None.に設定されていても、アンチエイリアスを使用してレンダリン

グが実行されます。これの唯一の例外は、LineOptimization.Hairlineが適用され

ている場合です（3D レンダリングでのみ使用可能）。 

• LineAntiAliasType を使用して、アルファブレンディング（ALAA）または四辺形アンチエ

イリアス（QLAA）のどちらを使用するかを選択できます。 

 

LineAntiAliasingType.ALAA; アルファブレンディング 

LineAntiAliasingType.QLAA; 四辺形アンチエイリアス 

 
chart.ChartRenderOptions.LineAAType2D = LineAntiAliasingType.ALAA; 

 

RasterizerStateDescription の IsMultisampleEnabled および IsAntialiasedLineEnabled 設定は、QLAA

および ALAA レンダリングにも影響します（ラインレンダリングにのみ適用可能）。 

• RasterizerStateDescription.IsMultisampleEnabled == true の場合、QLAA が使用されます。 

• RasterizerStateDescription.IsMultisampleEnabled == false の場合、ALAA が使用されます。 

• RasterizerStateDescription.IsAntialiasedLineEnabled == true の場合、同時に

RasterizerStateDescription.IsMultisampleEnabled == false である場合にのみ、ALAA が使用

されます。 

 

注意： DirectX11 を使用した 3D レンダリングでは、AntiAliasLevel が 0 または 1 に設定されて

いない限り、すべての三角形の線が常にアンチエイリアスでレンダリングされます。 
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6. ViewXY  
 

ViewXYでは、さまざまなポイントラインシリーズ、エリアシリーズ、ハイローシリーズ、強度

シリーズ、ヒートマップ、バーシリーズ、バンド、ラインシリーズカーソルなどをデカルト、

XY グラフ形式で表示できます。シリーズは X 軸と Y 軸にバインドされ、割り当てられた軸の値

の範囲を使用しています。 

ViewXY は地理マップも表示できます。第 Error! Reference source not found.章を参照してくださ

い。 

 

 

図 6-1 ViewXY オブジェクトツリー 
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表 6-2 ViewXY の簡単な概要 

 

グラフのマージン 

 

マージンは軸数とその設定によって自動的にデフォルトで調整されます。

ViewXY.AxisLayout.AutoAdjustMargins = False を設定すると、Margins プロパティが適

用され、マージンサイズを手動で設定できます。すべてのマージンを 0に設定して、

グラフがビューエリア全体を埋めるようにします。詳細については、第 Error! 

Reference source not found.章を参照してください。 

 

 

グラフの境界線 

 

グラフエリアの周囲のマージンに境界線が描かれます。Border プロパティを使用し

て、色と可視性を変更したり、シリーズの背後にレンダリングするかどうかを決定

したりできます。詳細については、第 Error! Reference source not found.章を参照して

ください。 

 

 

背景 

Graph background Background

Y axis

Y axis

title

TitleGraph margins, top

Graph margins,

bottom

Graph margins,

right

Graph margins,

left

X axis X axis title

Y axis

value labels

Legend box
Scrollbar
with 64-bit 

value range

Another Y axis

Another X axis

Annotation
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Background（WPF では ChartBackground）プロパティで背景の塗りつぶしを設定しま

す。利用可能なオプションがたくさんあります。第 Error! Reference source not found.

章を参照してください。 

 

 

グラフの背景 

 

GraphBackground プロパティでグラフの背景の塗りを設定します。グラフは、すべて

のグリッド、シリーズ、シリーズカーソル、イベントマーカーなどがレンダリング

されるエリアです。 

 
 chart.ViewXY.GraphBackground.Color = Colors.DarkBlue; 

 

 

タイトル  

 

チャートのメインタイトルです。Title.Text、Title.Shadow…プロパティを使用して、

テキスト、影、色、テキストの境界、回転、フォント、配置などを設定します。 

 
 chart.Title.Text = "Title text"; 

 

 

Y 軸  

 

 Y 値を表す縦軸です。第 6.2 章を参照してください。 

 

 

X 軸 

 

 X 値を表す水平軸です。第 6.3 章を参照してください。 

 

 

注釈 

 

注釈を使用すると、グラフエリアの任意の場所にマウスインタラクティブなテキス

トラベルまたはグラフィックを表示できます。第 Error! Reference source not found.章

を参照してください。 

 

 

凡例ボックス 

 

 チャートのすべてのシリーズをリストします。第 Error! Reference source not found.章

を参照してください。 
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スクロールバー 

 

スクロールバーには符号なしの 64 ビット値範囲があり、サンプルインデックスの大

量のカウントを直接サポートします。実際、HorizontalScrollBars と VerticalScrollBars

はチャートルートレベルのコレクションプロパティですが、ViewXY のマージンを認

識しています。第 13 章を参照してください。 

 

6.1 軸レイアウトオプション 

 

軸の配置、自動マージンなどを調整する一般的なプロパティは、ViewXY.AxisLayout プロパティ

とサブプロパティにあります。 

 

 

図 6-3 AxisLayout プロパティツリー 

 

 軸の配置方法を設定する 

 

6.1.1.1 X軸の自動配置 

 

デモ例：自動軸配置；複数の軸 

 

XAxisAutoPlacement は、X 軸を垂直に配置する方法をコントロールします。 
chart.ViewXY.AxisLayout.XAxisAutoPlacement = XAxisAutoPlacement.AllBottom; 
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図 6-4 XAxisAutoPlacement = AllBottom。3 つの X 軸が追加され、すべてがグラフの下に配置されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5 XAxisAutoPlacement = AllTop。すべての X 軸はグラフの上に配置されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6 XAxisAutoPlacement = BottomThenTop。軸は下から開始してグラフの下と上に交互に配置されます。 
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図 6-7 XAxisAutoPlacement = TopThenBottolm。軸は上から開始してグラフの下と上に交互に配置されます。 

 

 

図 6-8 XAxisAutoPlacement = Explicit。軸は、選択した側に表示されます。XAxis1 には ExplicitAutoPlacementSide

プロパティが Bottom に設定されていますが、XAxis2 および XAxis3 は Top に設定されています。 
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図 6-9 XAxisAutoPlacement = Off。自動軸配置は無効になっており、各軸の位置と配置のプロパティは個別に適用

されます。1 番目の軸の位置= 0、2 番目の軸の位置= 50、3 番目の軸の位置= 100 になっています。 

6.1.1.2 Y軸の自動配置 

 

デモ例：Y 軸のレイアウト；自動軸配置；複数の軸 

 

YAxisAutoPlacement は、Y 軸の水平方向の配置をコントロールします。 

 
chart.ViewXY.AxisLayout.YAxisAutoPlacement = YAxisAutoPlacement.AllLeft; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-10 YAxisAutoPlacement = AllLeft。3 つの Y 軸が追加され、すべてがグラフの左側に配置されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-11 YAxisAutoPlacement = AllRight。すべての Y 軸はグラフの右側に配置されます。 
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図 6-12 YAxisAutoPlacement = LeftThenRight。軸はグラフの左側と右側に分配され、左から開始してグラフの左と

右に交互に配置されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-13 YAxisAutoPlacement = RightThenLeft。軸はグラフの左側と右側に分配され、右から開始してグラフの左

と右に交互に配置されます。 

 

 

図 6-14 YAxisAutoPlacement = Explicit。軸は、選択した側に表示されます。YAxis1 および YAxis2 には

ExplicitAutoPlacementSide プロパティが Left に設定されていますが、 YAxis3 は Right に設定されています。  
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図 6-15 YAxisAutoPlacement = Off。自動軸配置は無効になっており、各軸の位置と配置のプロパティは個別に適

用されます。1 番目の軸の位置= 0、2 番目の軸の位置= 20、3 番目の軸の位置= 80 になっています。 

 

 グラフセグメントと Y軸の配置 

複数の Y 軸が定義されている場合、3 つの異なる方法 Layered、Stacked、Segmented で縦に並

べることができます。これは ViewXY.AxisLayout.YAxesLayout プロパティで選択できます。 

 

6.1.2.1 Layered  

 

デモ例：Y 軸のレイアウト；自動軸配置 

Layered では、すべての Y 軸はグラフの上部から始まり、グラフの下部まで伸びます。軸と

それらにバインドされたシリーズは、同じ垂直方向のスペースを共有します。 

chart.ViewXY.AxisLayout.YAxesLayout = YAxesLayout.Layered; 

 

図 6-16 YAxesLayout = Layered の時の 4 つの Y 軸の表示例 
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6.1.2.2 Stacked  

 

デモ例：Y 軸のレイアウト；マルチチャネルカーソルトラッキング；連続データ破壊 

Stacked では、各 Y 軸に独自の垂直方向のスペースがあります。すべての Y 軸の高さは同じ

です。 

chart.ViewXY.AxisLayout.YAxesLayout = YAxesLayout.Stacked; 

 

図 6-17 YAxesLayout = Stacked の時の 4 つの Y 軸の表示例 

 

6.1.2.3 Segmented 

 

デモ例：Y 軸のレイアウト；複数の凡例；スプリッター付きのセグメント 

Segmented では、垂直方向のスペースがセグメント間で分割されます。各セグメントには

複数の Y 軸を含めることができます。各セグメントの関係の高さを設定でき、セグメント

内のすべての Y 軸がセグメントの高さを取得します。 

chart.ViewXY.AxisLayout.YAxesLayout = YAxesLayout.Segmented; 

 

Segmentsは AxisLayout.Segments コレクションで作成する必要があります。最初に追加され

たセグメントは、チャートの下部に配置されます。セグメントには、Height プロパティが

1 つのみあります。他のセグメントと比較したリレーショナルサイズです。セグメントは

チャートのサイズに合わせて再スケーリングする必要があるため、スクリーンピクセルで

は定義されません。 

       // Adding two segments, the second one is twice as high as the first one 

chart.ViewXY.AxisLayout.Segments.Add(new YAxisSegment());             

chart.ViewXY.AxisLayout.Segments.Add(new YAxisSegment()); 
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chart.ViewXY.AxisLayout.Segments[0].Height = 1; 

chart.ViewXY.AxisLayout.Segments[0].Height = 2; 

 

Y 軸は、yAxis.SegmentIndex プロパティを設定することでセグメントに割り当てることがで

きます。SegmentIndex は、AxisLayout.Segments コレクションのインデックスです。 

chart.ViewXY.YAxes[0].SegmentIndex = 0; 

chart.ViewXY.YAxes[1].SegmentIndex = 1; 

 

図 6-18 YAxesLayout = Segmented の時の 4 つの Y 軸の表示例。最初の 2 つのセグメントは Height = 1 で、最後の

セグメントは Height = 2.5 です。Axis1.SegmentIndex = 0、Axis2.SegmentIndex = 1、Axis3 and Axis4.SegmentIndex = 

3 になっています。 

Stacked または Segmented が選択されている場合、ViewXY.AxisLayout.SegmentsGap プロパテ

ィを使用して、グラフセグメント間の垂直方向のスペースを調整できます。 

chart.ViewXY.AxisLayout.SegmentsGap = 10; // Sets 10 pixel gap between each segment 

 

大量の Y 軸が定義されている場合、AutoShrinkSegmentsGap プロパティを有効にしてギャッ

プを自動的に減少させる必要があります。そうすることにより、すべての Y 軸に垂直方向の

スペースができます。 

chart.ViewXY.AxisLayout.AutoShrinkSegmentsGap = false; 

 

ViewXY.GetGraphSegmentInfo() メソッドは、セグメント固有のユーザーインターフェイスロジ

ックを実装する必要がある場合に、グラフセグメントの境界がどこにあるかを調べるために

使用できます。 

// Getting top and bottom coordinates of every segment 

float[] topCoords = chart.ViewXY.GetGraphSegmentInfo().SegmentTops; 

float[] bottomCoords = chart.ViewXY.GetGraphSegmentInfo().SegmentBottoms; 
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 軸グリッドストリップ 

 

デモ例：過去のデータレビュー；ズーム棒グラフ 

 

軸グリッド（分割）間隔は、グラフの背景上に塗りつぶしとして表示できます。

ViewXY.AxisLayout.AxisGridStrips を X に設定すると、X 軸を使用してストリップが設定されます

。同様に、AxisGridStrips を Y に設定すると、Y 軸を使用してストリップが設定されます。Both

オプションは X 軸と Y 軸の両方にストリップを設定しますが、None はグリッドストリップが

全く使用されないことを示します。 

 
chart.ViewXY.AxisLayout.AxisGridStrips = XYAxisGridStrips.X; 

 

XGridStripAxisIndex は、複数の軸がある場合にストリップに使用される X 軸を設定します。一

度に設定できる X 軸は 1 つだけです。 

 
chart.ViewXY.AxisLayout.XGridStripAxisIndex = 0;  

 

YGridStripAxisIndexLayered は、Layered YAxisLayout オプションが使用されている場合、ストリ

ップに使用される Y 軸を設定します。Stacked の場合、すべての Y 軸には独自のストリップが

あります。 

 
chart.ViewXY.AxisLayout.YGridStripAxisIndexLayered = 0; 

 

ストリップの色は X 軸と Y 軸オブジェクトの GridStripColor プロパティでも調整できます。 

 
chart.ViewXY.YAxes[0].GridStripColor = Color.FromArgb(80, 0, 0, 100); 

 

 

 

図 6-19 AxisGridStrips = None 
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図 6-20 AxisGridStrips = X  

 

図 6-21 AxisGridStrips = Y 

 

 

図 6-22 AxisGridStrips = Both。GridStripColor が Y 軸に対しても変更されます。 
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 その他の AxisLayoutオプション 

 

AutoAdjustAxisGap は、XAxisAutoPlacement または YAxisAutoPlacement が有効な場合、2 つの隣

接する軸エリアをピクセル単位で設定します。 

chart.ViewXY.AxisLayout.XAxisAutoPlacement = XAxisAutoPlacement.AllBottom; 

chart.ViewXY.AxisLayout.AutoAdjustAxisGap = 10; 

 

XAxisTitleAutoPlacement（または YAxisTitleAutoPlacement）を有効にすると、値ラベルの長さ、

軸の整列オプション、目盛り線に基づき、軸タイトルの距離が自動的に計算されます。

XAxisTitleAutoPlacement（または YAxisTitleAutoPlacement）が無効になっている場合、軸オブジ

ェクトプロパティの Title.DistanceToAxis は、代わりに軸線までの距離を設定します。 

 
chart.ViewXY.AxisLayout.XAxisTitleAutoPlacement = false; 

chart.ViewXY.XAxis[0].Title.DistanceToAxis = -20; 

 

6.2 Y軸 

 

Y 軸は無制限の数を定義できます。YAxes コレクションプロパティを使用して、Y 軸を追加しま

す。 

// Adding Y-axes to the chart 

chart.ViewXY.YAxes.Add(new AxisY()); 

 

AxisY axisY = new AxisY(_chart.ViewXY); 

axisY.Title.Text = "Y-axis"; 

chart.ViewXY.YAxes.Add(axisY); 

 



 

 

70   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

 AxisYクラスのプロパティ 

 

         

図 6-23 Y 軸、分割とグリッド 

 

 目盛り値ラベルの書式設定 

 

デモ例：ハイロー；温度グラフ；マルチチャネルカーソルトラッキング；地図ルート 

AutoFormatLabels を使用すると、小数のカウント、時間形式の表現、または指数表現の使用を

自動的に計算して、表示範囲に適したものにすることができます。値のフォーマットを手動で

設定するには、AutoFormatLabels を無効にする必要があります。 

 
chart.ViewXY.YAxes[0].AutoFormatLabels = false; 

 

 

LabelsNumberFormat を使用して、数値の形式を設定できます。 

 

// Always use two decimals 
chart.ViewXY.YAxes[0].LabelsNumberFormat = "0.00"; 

 

// Exponential presentation with one decimal 
chart.ViewXY.YAxes[0].LabelsNumberFormat = "0.0E+00";  
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時間の書式設定を手動で設定するには、LabelsTimeFormat プロパティを使用します。正確なズ

ームビューを可能にする 2 番目の端数（“.ffffffff”など）をサポートします。 

 

// Show hours, minutes, seconds and four significant digits 
_chart.ViewXY.YAxes[0].LabelsTimeFormat = "HH:mm.ss.ffff"; 

 

 値タイプ 

 

ValueType プロパティは、軸ラベルで使用される値タイプを設定します。 

   // Changing axis value type 

chart.ViewXY.YAxes[0].ValueType = AxisValueType.DateTime; 

 

ValueType には次のオプションがあります： 

 

Number   

 

整数および 10 進表示の通常の数値形式。AutoFormatLabels が無効な場合、

LabelsNumberFormat が適用されます。これがデフォルト値です。 

 

Time 

 

時刻の表示。AutoFormatLabels が無効な場合、LabelsTimeFormat が適用されます。 

 

DateTime 

 

日付の表示、時刻のオプション付き。AutoFormatLabels が無効な場合、Time タイプと

同様に、LabelsTimeFormat が適用されます。 

 

注意：最高の精度を得るには、DateOriginYear、DateOriginMonth、DateOriginDay をチ

ャートに示されている日付のすぐ下に設定することを推奨します。

DateTimeToAxisValue メソッドを使用して、シリーズデータで使用される .NET 

DateTime オブジェクトから軸値を取得します。 

 
// Convert current time to Y value  

data[0].Y = chart.ViewXY.YAxes[0].DateTimeToAxisValue(DateTime.Now); 

 

MapCoordsDegrees 

 

 地理マップの座標表示（度数小数単位）。  

例： 40.446195° -79.948862° 
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MapCoordsDegNESW 

 

 地理マップの N、E、S、W を示す座標の度数表示。 

例： 40.446195N 79.948862W 

 

MapCoordsDegMinSecNESW 

 

地理マップの N、E、S、W を示す度、アーク分、アーク秒単位の座標表示。 

例： 40°2'13"N 9°58'2"W 

 

MapCoordsDegPadMinSecNESW 

 

地理マップの N、E、S、Wを示す度、アーク分、アーク秒単位の座標表示。アークの

分と秒の値は、10 未満の場合はゼロが埋め込まれます。数値が整列しているため、Y

軸に座標を表示するのに最適な方法です。 

例： 40°02'13"N 9°58'02"W 

 

 

 範囲設定 

 

Minimum プロパティと Maximum プロパティに値を指定して、軸の値の範囲を設定します。

Minimum には Maximum よりも小さい値を設定します。Minimum > Maximum、またはその逆を

設定しようとすると、内部リミッターは他の近い値を制限します。両方の値を同時に設定する

には、SetRange(…)メソッドを使用します。SetRange で Minimum > Maximum にすると、これら

の値が自動的に反転し、Minimum < Maximum になります。 
chart.ViewXY.YAxes[0].Minimum = 5; 

chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange(5, 10); 

 

MouseScrolling を有効にしてマウスで軸をドラッグすることで、Y 軸の値の範囲を直接スクロ

ールできます。Minimum または Maximum は、MouseScaling プロパティを有効にしてスケール

ペン先領域（軸の端）を上下にドラッグすることで変更できます。 

 
// Enabling / disabling dragging with mouse  

chart.ViewXY.YAxes[0].MouseScrolling = true; 

chart.ViewXY.YAxes[0].MouseScaling = true; 

 

 復元範囲 
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軸には、RangeRevertEnabled、RangeRevertMaximum、RangeRevertMinimum のプロパティがあ

ります。これらは、マウスのズームが右から左に適用されるときに、軸の範囲を特定の値に戻

すために使用できます。詳細は第 6.22.5 章を参照してください。 

 

 区分 

 

MajorDiv および MinorDiv プロパティによって設定される区分は、チャートの大目盛りおよび

小目盛りの量を決定します。たとえば、5 つの主要な区分を設定すると、目盛りと主要なグリ

ッド線で区切られた 5 つの等しいサイズのスペースに Y 軸が分割されます。デフォルトでは、

大目盛りが有効、小目盛りが無効になっています。 

 
// Enabling minor division ticks 

chart.ViewXY.YAxes[0].MinorDivTickStyle.Visible = true; 

 

AutoDivSpacing プロパティを使用すると、主要な部門を自動的に計算できます。これはデフォ

ルトで有効になっています。間隔は、可能な限りユーザーフレンドリーになるように、値ラベ

ルのフォントサイズと AutoDivSeparationPercent プロパティに基づいて計算されます。

AutoDivSeparationPercent は、値ラベルの間にスペースを残します。これは、ラベルの高さに

基づいています。値を大きくすると、主要な区分の量が減ります。AutoDivSpacing と

AutoDivSeparationPercent は、小区分に影響しません。代わりに、MinorDivCount プロパティ値

に基づいて主要な部門間で計算されます。 

 
// 100 percent of value labels’ height left between each label  

chart.ViewXY.YAxes[0].AutoDivSeparationPercent = 100; 

 

AutoDivSpacing が無効になっている場合、MajorDiv および MajorDivCount プロパティを使用し

て、分割間隔を手動で設定できます。MajorDiv は大きさによって間隔を設定しますが、

MajorDivCount は分割数によって間隔を設定します。KeepDivCountOnRangeChange プロパティ

を使用すると、MajorDiv の設定に関係なく、軸の範囲が変更されるたびに分割カウントを強制

的に維持できます。 

 
// Major ticks after each 20 units (0, 20, 40, 60…) 
chart.ViewXY.YAxes[0].MajorDiv = 20; 

 

// Show exactly five major divisions 

chart.ViewXY.YAxes[0].MajorDivCount = 5; 

// Keep the division count the same even if the axis range is changed 

chart.ViewXY.YAxes[0].KeepDivCountOnRangeChange = true; 

 

大目盛りの目盛りスタイルは、 MajorDivTickStyle プロパティから設定できます。

MajorDivTickStyle.Alignment プロパティを使用して、目盛りとラベルの方向を編集します。値
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ラベルは、主要な目盛りの横に描画されます。小区分のプロパティはそれぞれ

MinorDivTickStyle プロパティで変更できます。 

 
// Changing alignment and tick length of the major division ticks 
chart.ViewXY.YAxes[0].MajorDivTickStyle.Alignment = Alignment.Far; 

chart.ViewXY.YAxes[0].MajorDivTickStyle.LineLength = 20; 

 

 グリッド 

 

水平グリッド線は、目盛りの垂直位置に描かれます。主要な目盛りには大きなグリッド、小目

盛りには小グリッドが描かれます。MajorGridおよびMinorGridプロパティを使用して、グリッ

ドの外観を編集できます。 

 
// Modifying the grid styles 
chart.ViewXY.YAxes[0].MajorGrid.Color = Color.FromArgb(100, 200, 200, 200); 

chart.ViewXY.YAxes[0].MinorGrid.Pattern = LinePattern.Dash; 

 

 カスタム目盛り 

 

デモ例：軸の目盛りをカスタマイズ；日付軸とカスタム目盛り 

軸の目盛りの位置とラベルテキストは、カスタムの目盛りを使用して手動で設定できます。

CustomTicksEnabled を trueに設定し、CustomTicksリストプロパティで目盛りの位置を定義しま

す。 

 

 

          図 6-24 カスタム目盛りのプロパティ 

 

カスタム目盛りは、Tick、Grid、またはその両方で構成できます。Style を使用して、それぞれ

Tick、Grid、または TickAndGrid を選択します。目盛りまたはグリッドの色は、Color プロパティ
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を介して変更できます。Length プロパティで目盛りの長さを設定します。グリッド線のパター

ンは、軸の MajorGrid.Pattern および PatternScale プロパティの設定に従います。 

 

CustomAxisTick には、位置と対応するラベルテキストを定義する AxisValue プロパティと

LabelText プロパティがあります。カスタム目盛りを使用する場合、AutoFormatLabels を無効に

してカスタムラベルテキストを表示します。さらに、コードで新しいカスタム目盛りを設定し

た後に InvalidateCustomTicks()を呼び出す必要があります。 

 

// Adding a custom tick with a green tick and grid line 

_chart.ViewXY.YAxes[0].CustomTicks.Add(new CustomAxisTick(_chart.ViewXY.YAxes[0],  

14, "Sell level\nUSD 14", 10, true, Colors.Green, CustomTickStyle.TickAndGrid)); 

 

// White tick with no grid line 

_chart.ViewXY.YAxes[0].CustomTicks.Add(new CustomAxisTick(_chart.ViewXY.YAxes[0], 

12.2, "Month\nmedian", 20, true, Colors.White, CustomTickStyle.Tick)); 

 

// Red tick and grid line 

_chart.ViewXY.YAxes[0].CustomTicks.Add(new CustomAxisTick(_chart.ViewXY.YAxes[0], 

11, "Buy level\nUSD 11", 10, true, Colors.Red, CustomTickStyle.TickAndGrid)); 

 

// Allow showing the custom tick strings 

_chart.ViewXY.YAxes[0].CustomTicksEnabled = true; 

_chart.ViewXY.YAxes[0].AutoFormatLabels = false; 

_chart.ViewXY.YAxes[0].MajorGrid.Pattern = LinePattern.Dot; 

_chart.ViewXY.YAxes[0].InvalidateCustomTicks(); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-25 Y 軸のカスタム目盛り。左は axis.AutoFormatLabels = false、右は AutoFormatLabels = True。 

 

CustomAxisTicksEnabled が true の場合、小さな目盛りまたはグリッドは表示されません。任意

の小目盛りまたはグリッドを設定するには、CustomTicks コレクションに異なる色または線の

長さで CustomAxisTicks を追加するだけです。 
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 イベントベースの軸値のフォーマット 

 

デモ例：軸範囲の編集と値ラベル；ビジネスダッシュボード；強度持続レイヤーと信号 

 

CustomAxisTicks の他に、軸値ラベルは FormatValueLabel イベントを使用して設定することもで

きます。返された文字列値に基づいて、対応する軸の各値ラベルを変更します。イベントには

e.Axisプロパティと e.Valueプロパティがあり、これらを使用して軸オブジェクトと変更される

ラベル値にアクセスできます。CustomAxisTicks とは異なり、FormatValueLabel を使用してラベ

ルの位置を変更することはできません。ラベルは軸の分割設定（第 6.2.6 章を参照）に引き続き

従うためです。 

 

 
// Subscribing to FormatValueLabel -event for the Y-axis 

_chart.ViewXY.YAxes[0].FormatValueLabel += Chart_FormatValueLabel; 

   // Modifying the value labels inside the event 

   private string Chart_FormatValueLabel(object sender, FormatValueLabelEventArgs e) 

   { 

         return "Y-axis value: " + e.Value.ToString(); 

} 

 

 

 

         図 6-26 下部の y 軸で使用される FormatAxisValues。 値は ”Y-axis value: ” + current value として表示されます。 
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FormatValueLabel は、View3D のすべての軸と同様に、Y 軸と X 軸の両方で使用できます。 

 

 

 X軸と Y軸の反転 

 

X 軸と Y 軸は反転して表示でき、最小値は最大値より上/後となります。たとえば、Y 軸に割り

当てられたシリーズデータの極性を視覚的に否定する場合に便利な機能です。 

 
chart.ViewXY.YAxes[0].Reversed = true; 

 

 対数軸 

 

デモ例：対数軸；最小対数値；対数軸の適合とゼロの無視 

 

対数プレゼンテーションを使用するには、ScaleType を Logarithmic に設定します。LogBase プ

ロパティで対数ベース値を設定します。チャートには、0〜1 の対数値も表示できます。

LogZeroClamp を使用して、軸の最小値を設定します。対数軸の一般的な最小値を使用するに

は、1 を設定します。ゼロ未満の値を使用するには、使用するデータに適した小さい正の値（

1.0E-20 など）を設定します。目盛りラベルに特別なフォーマットを使用するには、

LogLabelsType を設定します。  

 
// Setting a logarithmic axis 

chart.ViewXY.YAxes[0].ScaleType = ScaleType.Logarithmic; 

chart.ViewXY.YAxes[0].LogBase = 10; 

chart.ViewXY.YAxes[0].LogZeroClamp = 1; 

chart.ViewXY.YAxes[0].LogLabelsType = LogLabelsType.Log10Exponential; 

 

6.2.11.1 10ベースの指数表示 
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図 6-27 値がゼロに近い対数 Y 軸。LogZeroClamp は 1.0E-20 に設定されています。LogBase を 10、LogLabelsType を

Log10Exponential に設定し、1.0E プレゼンテーションで値を表示します。 
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6.2.11.2 自然対数 

 

 

 

 軸の値と画面座標の間の変換 

 

軸には、軸値（データポイント値）を画面座標に変換し、画面座標を軸値に変換するメソッド

があります。ValueToCoord メソッドを使用して軸値を画面座標に変換し、CoordToValue を使用

して画面座標を軸値に変換します。ピクセルが優先される場合は、密度非依存ピクセル（DIP）

ではなく、UseDIP = False に設定します。 

float screenCoordinate = _chart.ViewXY.XAxes[0].ValueToCoord(axisValue); 

ValueToCoord および CoordToValue メソッドは、チャートの最終サイズが取得された後に使用

可能になります。たとえば、chart.AfterRendering イベントにサブスクライブして、チャートが

完全にレンダリングされたことを確認します。 

複数の値または座標を一度に変換するには、ValuesToCoords および CoordsToValues メソッドを

使用します。これらは、軸値を double 配列（X 軸 CoordToValue の整数配列）として受け取り、

画面座標を float 配列として返します。 
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chart.ViewXY.YAxes[0].CoordsToValues(coordArray, out doubleValueArray, false); 

 MiniScale 

 

MiniScale は、ミニチュア X および Y 軸の代替品です。一部のアプリケーションでは、この種の

スケール表示は、データの大きさをすばやく視覚的に確認したり、実際の軸にスペースがない

場合に適しています。MiniScale は、Visible プロパティから有効にできます。MiniScale は、Y 軸

クラスのサブプロパティです。ただし、X 次元は常に最初の X 軸（XAxes [0]）にバインドされ

ます。X および Y 軸の Units.Text プロパティを変更して、表示単位を設定します。MiniScale は

対数軸と一緒に使用できません。 

 
// Configuring a MiniScale 

chart.ViewXY.YAxes[0].MiniScale.Visible = true; 

chart.ViewXY.YAxes[0].MiniScale.VerticalAlign = AlignmentVertical.Bottom; 

chart.ViewXY.YAxes[0].MiniScale.Offset.SetValues(-10, -30); 

chart.ViewXY.YAxes[0].MiniScale.PreferredSize = new Size(30, 30); 

chart.ViewXY.XAxes[0].Units.Text = "s"; 

chart.ViewXY.YAxes[0].Units.Text = "µV"; 

 

 

 

 

 

 

図 6-28 グラフの右下隅にある MiniScale 

 

6.3 X軸 

 

X 軸の分割とグリッド設定は、Y 軸の設定と同じです。したがって、前の章で説明したすべて

のプロパティと機能は、X軸にも適用できます。ただし、X軸には、Y軸にはないリアルタイム

スクロール関連のプロパティがいくつかあります。 

 

 リアルタイムモニタリングスクロール  

 

デモ例：10 億ポイント；温度グラフ；スレッドフィードマルチチャネルデータ 

 

リアルタイムモニタリングソリューションを作成する場合、X 軸をスクロールして現在の監視

位置を正しく表示する必要があります。これは通常、最新の信号ポイントのタイムスタンプで

MiniScale
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す。新しい信号ポイントがシリーズに設定された後、最新のタイムスタンプを ScrollPosition プ

ロパティに設定します。 

 
// Set real-time monitoring scroll position to the latest X value  

chart.ViewXY.XAxes[0].ScrollPosition = latestDataPoint.X; 

 

LightningChart has several scrolling modes, selected using ScrollMode property. 

 
chart.ViewXY.XAxis[0].ScrollMode = XAxisScrollMode.Scrolling; 

 

6.3.1.1 None 

 

デフォルトオプションです。ScrollPosition を None に設定するとスクロールは適用されません。

多くの場合、これはリアルタイムモニタリングを使用しない場合に使用します。 

 

6.3.1.2 ステッピング 

 

収集されたデータが X 軸の終わりに達すると、すべての系列データを含む軸が、ステップ間隔

分だけ左にシフトされます。このシフトは、X 軸の終点に到達するたびに実行されます。

SteppingInterval プロパティは、値の範囲として定義されます。 

chart.ViewXY.XAxes[0].SteppingInterval = 3; 

 

 

図 6-29 X 軸スクロールモード：ステッピング 
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6.3.1.3 スクローリング 

 

X 軸は、スクロールギャップに達するまで固定され、その後すべてのシリーズの X 軸が連続的

に左にシフトされます。スクロール位置が X 軸の最後に達したときにスクロールが有効になる

場合は、ScrollingGap を 0 に設定します。ScrollingGap プロパティはグラフ幅のパーセントとし

て定義されます。 

chart.ViewXY.XAxes[0].ScrollingGap = 15; 

 

 

図 6-30 X 軸スクロールモード：スクローリング 

 

スクロール中の波形の安定性 

LightningChart は、series.AddPoints()、AddValues()、または AddSamples()メソッドを使

用する場合、リアルタイム信号のインクリメンタルレンダリングデータ構築をサポ

ートします。つまりレンダリングデータはデータの新しい部分からのみ計算され、

既存のレンダリングデータと結合されます。 

PointLineSeries 、 SampleDataSeries 、 AreaSeries 、および HighLowSeries には、

ScrollMode = Scrolling の特定のプロパティがあります。これは、波形の品質を維持し

ながら、スクロールされたシリーズの視覚的な安定性に影響します。このプロパテ

ィは ScrollingStabilizing と呼ばれます。 

chart.ViewXY.PointLineSeries[0].ScrollingStabilizing = true; 

ScrollingStabilizing を有効にすると、浮動小数点座標が最も近い整数座標に繰り上げ

られ、視覚的に安定した、変動のない波形になります。ほとんどの場合、これが最

適のアプローチです。ただし、座標を繰り上げるときに位相情報がわずかに歪む場

合があります。  
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ScrollingStabilizing が無効になっている場合、データレンダリングは浮動小数点座標

を使用します。これは、GPU がピクセル座標を決定したときにわずかに変動する波

形として表示されます。これにより、特にほぼすべてのピクセルで上下に遷移する

正弦データを表示する場合に、より優れた視覚品質が得られます。 

インクリメンタルレンダリングデータ構築を使用するには、次のように新しいポイ

ントを追加します  

chart.BeginUpdate(); 

series.AddPoints(array,false);  

xAxis.ScrollPosition = latestXValue;  

chart.EndUpdate();  

 

一連の InvalidateData()呼び出しを使用して、レンダリングデータの完全なリフレッ

シュをいつでも行うことができます。 

chart.BeginUpdate(); 

series.AddPoints(array,false);  

series.InvalidateData();  

xAxis.ScrollPosition = latestXValue;  

chart.EndUpdate();  

 

 

 パフォーマンス 安定性 フェーズ 
series.AddPoints(), 
ScrollStabilizing 
disabled  

完全 低下 良い 

series.AddPoints(), 
ScrollStabilizing 
enabled 

完全 最良 若干低下 

series.AddPoints(), 
InvalidateData() 

低下 低下 完全 

 

             表 5-1 スクロール中の波形の安定性 

 

6.3.1.4 スイーピング 

 

スイープは、おそらく最もユーザーフレンドリーなリアルタイムモニタリングビューを提供し

ます。スイープは 2 つの X 軸を使用します。最初の軸が完全に収集された後、スイープギャッ

プが表示されます。次に、2 番目の X 軸が最初の X 軸の上にスイープされます。両方の X 軸に

は、独自の値ラベルが表示されます。SweepingGap プロパティは、グラフ幅のパーセントとし

て定義されます。 
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chart.ViewXY.XAxes[0].SweepingGap = 5; 

 

 

         図 6-31 X 軸スクロールモード：スイープ 

 

6.3.1.5 トリガー 

X 軸の位置は、トリガーレベルを超過または下回るシリーズ値によって決定されます。

Triggering プ ロ パ テ ィ を 使 用 し て 、 ト リ ガ ー オ プ シ ョ ン を 設 定 し ま す 。

Triggering.TriggeringActive プロパティを有効にするとトリガーをアクティブに設定できます。 

1 つのシリーズをトリガーシリーズとして設定する必要があります。許容されるトリガーシリ

ーズタイプは、PointLineSeries および SampleDataSeries です。Triggering.TriggerLevel でトリガ

ーY レベルを設定します。Triggering.TriggeringXPosition を使用して、レベルトリガーポイント

がグラフ幅のパーセントとして水平に描画される場所を指示します。 

 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   85 
 
 

図 6-32 X 軸スクロールモード：静的 X グリッドによるトリガー 

 

トリガーされた X 軸のスクロール位置を使用する場合、通常、着信シリーズデータに基づいて

場所から別の場所にジャンプするため、値とグリッドで通常の X 軸を表示するのは適していま

せん。  

• 方法 1：静的 X グリッドを使用します。XAxis.Visible = false（または LabelsVisible = 

false、MajorGrid.Visible = false および MinorGrid.Visible = false）を設定して、通常の X

軸オブジェクトを非表示にします。次に、Triggering.StaticMajorXGridOptions および

Triggering.StaticMinorXGridOptions を設定して、静的 X グリッドを表示します。 

 

• 方法 2：希望の縮尺で別の X 軸を作成し、ViewXY コレクションに設定します。シリ

ーズに 2 番目の XAxis を割り当てないでください。 

スケールを表示するには、Y 軸 MiniScale を使用するか、Annotation オブジェクト（第 Error! 

Reference source not found.章を参照）を定義して、「200 ms / div」などの範囲を表示します。  

 スケールブレイク 

 

デモ例：スケールブレイク；前の終値があるストックコース 

 

X 軸はバージョン 8 以降、ScaleBreaks をサポートします。ScaleBreaks では、非アクティブな

取引時間/日付または機械の非生産時間など、特定の X 範囲を除外できます。指定された X 軸

に割り当てられたすべての系列は、軸とラベル自体を含めてクリップされます。 

ScaleBreaks を使用できるタイミングには制限があります。ScrollMode を None に設定し、

ScaleType を Linear に設定する必要があります。 

ScaleBreak オブジェクトを X 軸の ScaleBreaks コレクションに挿入します。 

 

 

図 6-33 ScaleBreak プロパティ 
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Begin と End でブレークの範囲を指定します。それらは DateTimes ではなく、軸の値として与

えられます。DateTimes を使用している場合、axis.DateTimeToAxisValue メソッドを使用して変

換します。 

ギャップ幅は Gap で調整できます。また、ギャップが表示されない場合は 0 も受け入れられ

ます。ギャップの外観は Style で設定できます。 

• Style = 'Fill'の場合、Fill プロパティで塗りつぶしを調整します。  

• Style=DiagonalLineUp または DiagonalLineDown で、DiagonalLineSpacing および

LineStyle プロパティを使用して外観を調整します。  

Enabled = False に設定すると、ブレークは無効になります。 

PointLineSeries、AreaSeries、および HighLowSeries には ContinuousOverScaleBreak プロパティが

あります。有効にすると、接続線がギャップ上にレンダリングされます。 

 

 

図 6-34 月曜日から金曜日、午前 10 時から午後 6 時の元の取引データ。 ScaleBreaks は適用されていません。証券取引所

が閉鎖され、重要な情報が見づらくなったため、時間範囲の大半にはデータがありません。終値間は PointLineSeries が

とんでいます。 

 
図 6-35 ScaleBreaks は、非アクティブな取引時間を除外するために適用されます。重要なデータにはより多くの画面スペ

ー ス が 利 用 可 能 で す 。 Style = Fill 、 Gap = 10 、 終 値 間 は PointLineSeries が と ん で お り 、

PointLineSeries.ContinuousOverScaleBreak = True になっています。 
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図 6-36 アクティブでない取引時間中に ScaleBreaks が適用されています。Style = DiagonalLinesUp、Gap = 20、

PointLineSeries.ContinuousOverScaleBreak = True になっています。 

 

図 6-37  PointLineSeries.ContinuousOverScaleBreak = False になっています。線は、ギャップの前のポイントから次のポイン

トまで接続されていません。代わりに、スケールブレイクが定義されていない場合のように元の方向に進みます。 

 

6.4 マージン 

 

マージンはグラフエリアの周りの空のスペースです。表示中のすべてのコンテンツは、注釈、

凡例ボックス、およびチャートタイトルを除き、マージン内に収まります。 
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図 6-38 グラフエリアを囲むマージン。コンテンツはマージン領域内に収まります。グラフのタイトルと凡例ボック

スはマージンに配置できます。 

 

AutoAdjustMargins が有効になっている場合、グラフのサイズは、すべての軸とチャートタイ

トルに十分なスペースがあるように調整されます。無効の場合、ViewXY.Margins プロパティが

適用され、マージンを手動で設定できます。 

 

デフォルトでは、カスタマイズ可能な境界長方形、Border は、マージンの位置でグラフエリア

の周りに描かれます。Border.Visible = False に設定することでオフにできます。Border の色は、

Colorプロパティを使用して変更することもできます。さらに、RenderBehindSeriesを Trueに設

定することで、Border をシリーズの背後にレンダリングすることもできます。 

 

実行時に、ViewXY.GetMarginsRect メソッドを呼び出すことにより、ピクセル単位のマージン

長方形を取得できます。これは、自動マージンと手動マージンの両方に適用されます。画面座

標ベースの計算またはオブジェクト配置を行う必要がある場合に役立ちます。 

 

ViewXY.MarginsChanged イベントは、たとえばサイズ変更のためにマージンの長方形が変更さ

れたときにトリガーするように設定できます。 
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6.5 一般の ViewXYシリーズ 

 

ViewXYシリーズでは、さまざまな方法と形式でデータを視覚化できます。すべての系列は軸の

値の範囲にバインドされます。また、系列は 1 つの Y 軸にバインドする必要があります。シリ

ーズには、X 軸と Y 軸を割り当てるための AssignXAxisIndex プロパティと AssignYAxisIndex プロ

パティがあります。コードでは、代わりにシリーズコンストラクターパラメーターを使用して

X 軸と Y 軸を割り当てます。 

 

 

6.6 PointLineSeries 

 

デモ例：ポイントライン；温度グラフ；ライン；パレットカラーリング 

 

 

           図 6-39 PointLineSeries の概要 
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図 6-40 三つの異なる PointLineSeries 

 

PointLineSeries は、シンプルライン、ポイント（散布）、またはその両方をポイントラインとし

て表示できます。PointLineSeriesオブジェクトを PointLineSeriesリストに追加して、系列をグラ

フに追加します。 

chart.ViewXY.PointLineSeries.Add(series); // Add series to the chart 

 

 ラインのスタイル 

 

LineStyle プロパティでラインスタイルを定義します。ラインを表示しない場合は、LineVisible 

= false を設定します。 

 

 ポイントのスタイル 

 

ポイントを表示するには、PointsVisible = true を設定します。PointStyle プロパティを設定して

、ポイントスタイルを変更します。PointStyle.Shape にある予め定義されたスタイルから、形

状を選択します。シェイプスタイルの 1 つの Bitmap では、ポイントの場所にビットマップイ

メージを描画できます。まず BitmapImage プロパティでビットマップ画像を定義します。

BitmapAlphaLevel プロパティを使用して、ビットマップの透明度を変更できます。

BitmapImageTintColor を白以外の色に変更して、ビットマップの色調を調整します。Circle、

Triangle、Cross などの事前定義されたポイントスタイルを使用する場合、描画の色と塗りつぶ

しスタイルを定義できます。すべての色や塗りつぶしがすべての形状スタイルに適用できる
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わけではないことに注意してください。ポイントの幅と高さの設定、ポイントの回転もでき

ます。 

 

 ポイントに単独で色をつける  

 

デモ例：ポイントライン；個別に色付けされたポイント；散布図；個別に色付け 

v.7.2 以降の PointLineSeries、FreeformPointLineSeries、AreaSeries、および HighLowSeries には、

データポイント構造に PointColor フィールドがあります。 

個々のポイントの色付けを有効にするには、IndividualPointColoring を Color1、Color2、Color3

または BorderColor 設定に設定します。個々のポイントの色付けを無効にするには、

IndividualPointColoring = Off に設定します。色の設定は、PointStyle プロパティの色に対応して

います。 

 

 
図 6-41 上部は IndividualPointColoring = Color1（単色のポイント）、中央は IndividualPointColoring = BorderColor、下

部は IndividualPointColoring = Color2（Color1 =透明のグラデーションカラーリング）になっています。 

 

 ポイントの追加 

シリーズポイントをコードに追加する必要があります。AddPoints(SeriesPoint[], bool invalidate)

メソッドを使用して、既存のポイントの最後にポイントを追加します。 

chart.ViewXY.PointLineSeries[0].AddPoints(pointsArray); //Add points to the 

end 
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古いポイントを上書きしながら系列データ全体を一度に設定するには、新しいポイント配列

を直接割り当てます。 

chart.ViewXY.PointLineSeries[0].Points = pointsArray; //Assign the points 

array 

 

注意：PointLineSeries のポイント X 値は昇順である必要があります。別の方法で設定する必要

がある場合は、代わりに FreeformPointLineSeries を使用します。 

例えば、次の定義が有効です：Points[0].X = 0, Points[1].X = 5, Points[2].X = 5, Points[3].X = 6  

しかし、次の値配列は PointLineSeries 有効ではありません：Points[0].X = 2, Points[1].X =1, 

Points[2].X = 6, Points[3].X =7 

 

 ポイントの追加の代替方法 

 

ポイントは X値と Y値の配列に追加することもできます。これは、多くのアプリケーションで

より便利な方法になります。  

chart.ViewXY.PointLineSeries[0].AddPoints(xValuesArray,yValuesArray,false); 

 

古いデータを上書きしながらシリーズデータ全体を一度に設定するには、 X および Y 値配列を

直接割り当てます（WinForms および WPF のバインド不可能な API に適用可能）。 

chart.ViewXY.PointLineSeries[0].SetValues(xValuesArray, yValuesArray);  

 

6.7 SampleDataSeries 
 

デモ例：10 億ポイント；スレッドフィードのマルチチャネルデータ；シグナルリーダー 
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          図 6-42 SampleDataSeries の概要 

 

SampleDataSeries オブジェクトを SampleDataSeries リストに追加して、系列をグラフに追加し

ます。 

chart.ViewXY.SampleDataSeries.Add(sampleDataSeries); //Add a SampleDataSeries 

to the chart 

 

 

図 6-43 サンプルデータシリーズの例 

  

SampleDataSeries は、サンプリングされた信号データ（離散信号データ）を表示するために使

用されるラインシリーズです。これは通常、リアルタイム DSP アプリケーションで使用され

ます。視覚的には PointLineSeries に似ているため、すべてのラインとポイントの書式設定オプ

Sample interval = 1 / SamplingFrequency

Just Y values are stored in SamplesSingle or SamplesDouble array
 => Very compact memory footprint

VERY FAST TO RENDER

SampleDataSeries - for fixed interval progressing data

FirstSampleTimeStamp

X

Samples[0]

Samples[1]

Samples[2]

Samples[3]

Samples[4]

Samples[5]

Samples[6]

Samples[7]

Samples[8]

Samples[9]

Samples[10]

Samples[11]

Samples[12]

Samples[13]
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ションが適用されます。SampleDataSeries のサンプル間隔は固定されているため、ポイント X

の値を保存するためにメモリを予約する必要はありません。 

注意：SampleDataSeries は、指定されたデータをリサンプリングまたはダウンサンプリングし

ません。指定されたすべてのデータ値は、SamplesSingle または SamplesDouble 配列に保持さ

れます。LightningChart はデータの品質を低下させたり、データのピークや精度を失ったりし

ません。 

 

 Y精度 

SampleDataSeries は、単精度および倍精度のサンプル Y 値をサポートしています。メモリ予約

を可能な限り低く保つ場合は、単精度値を使用することを推奨します。 SampleFormat プロパ

ティでサンプル形式を選択します。 

シリーズ SamplingFrequency（1 /サンプル間隔）を使用して、固定サンプル間隔を設定します

。サンプルが始まる X 値（タイムスタンプ）を設定するには、FirstSampleTimeStamp プロパテ

ィを設定します。 

 

 ポイントの追加 

 

サンプルはコードで追加する必要があります。 AddSamples メソッドを使用して、既存のサン

プルの最後にサンプルを追加します。 

chart.ViewXY.SampleDataSeries[0].AddSamples(samplesArray,false); //Add 

samples to the end 

 

古いデータを上書きしながらシリーズデータ全体を一度に設定するには、新しいサンプル配

列を直接割り当てます。 

SampleFormat が SingleFloat の場合 
chart.ViewXY.SampleDataSeries[0].SamplesSingle = samplesSingleArray;  

 

SampleFormat が DoubleFloat の場合 
chart.ViewXY.SampleDataSeries[0].SamplesDouble = samplesDoubleArray;  

 

6.8 FreeformPointLineSeries 
 

デモ例：散布点；地図のルート；マーカーを使用した値の追跡；カーブノードの編集 
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         図 6-44 FreeformPointLineSeries の概要 

 

FreeformPointLineSeries は、シンプルライン、ポイント（散布）、またはその両方をポイントラ

インとして表示できます。FreeformPointLineSerie では、前のポイントから任意の方向にライン

ポイントを描画できます。 PointLineSeries のすべてのラインおよびポイントのフォーマットオ

プションが適用されます。FreeformPointLineSeries オブジェクトを FreeformPointLineSeries リス

トに追加して、系列をグラフに追加します。 

chart.ViewXY.FreeformPointLineSeries.Add(freeformPointLineSeries); //Add a 

FreeformPointLineSeries to the chart 

 

 

 

図 6-45  自由形式のポイントラインシリーズ 
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DropOldSeriesDataが有効になっていて、ポイントが現在のビューからスクロールアウトされ

ても、自由形式のポイントラインシリーズのラインポイントは自動的に破棄されません。リ

アルタイムモニタリングソリューションで古いシリーズポイントを自動的に破棄するには、

ポイントカウントリミッターを使用します。 PointCountLimitEnabled = trueに設定し、

PointCountLimitプロパティに制限を設定します。リミッターが有効な場合、Points配列は、ポ

イントカウントの制限に達した後、リングバッファーとして動作します。OldestPointIndexか

ら値を取得することにより、Points配列から最も古いポイントを常に見つけることができます

。ポイントカウント制限バッファから既存のデータを読み取る必要がある場合は、次の方法

を使用します。 

 

• OldestPointIndexが0の場合、 Points[0] から Points[PointCount-1]まで読み取ります。 

• OldestPointIndex > 0の場合、はじめにPoints[OldestPointIndex] からPoints[PointCountLimit-1]

を読み取ります。その後、Points[0] からPoints[OldestPointIndex-1]を読み取ります。 

 

最後のシリーズポイントを直接取得するには、GetLastPoint()メソッドを呼び出します。 
 

6.9 ラインシリーズのラインの高度な色付け 

 

デモ例：ライン、パレットの色付け；インデックスによる行ベースのイベントベースのカラー

リング；ライン、イベントベースのカラーリング 

 

ラインの色は、データ値または他の外部ロジックに基づいて変更できます。  
 
 

 Y値ベースのラインの色付けと値範囲パレットによる塗りつぶし 

 

SampleDataSeries、PointLineSeriesまたはFreeformPointLineSeriesのUsePaletteプロパティを有

効にすると、ValueRangePaletteプロパティによって線の色付けが適用できます。

ValueRangePalette には、Y値と色のペアが含まれています。 ValueRangePalette.Typeは、グ

ラデーションまたは均一ステップパレットを設定します。 

 

パレットの色は、Y軸のラインにも設定できます。 Y軸のUsePaletteプロパティを有効にし

、PaletteSeriesプロパティで優先シリーズを割り当てます。 
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図 6-46  左側ではグラデーションパレットを使用して、Y 値に基づいてラインに色付けします。右側では、均一

パレットが使用されています。 UsePalette は Y 軸でも有効です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-47  バイポーラ信号データのグラデーションパレットカラーリング。 Y 軸の UsePalette は無効です。 

 

 CustomLinePointColoringAndShaping イベントを使用したカスタムシェーピングと色付

け 

 

CustomLinePointColoringAndShapingイベントを使用して、カスタムの色付けと座標調整を行

うことができます。このイベントは、グラフのレンダリング段階に入る直前に呼び出され

ます。 
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カスタムスタイルの色付けは、LineStyle.Pattern = Solidの場合に利用可能です。また、ベク

ターファイルのエクスポートには制限があります。   

 

 

図 6-48  CustomLinePointColorAndShaping イベントハンドラーを使用して、変化する参照レベルによってライン

の色を変更します。 

 

イベント引数には次の情報があります。 

• CanModifyColors: 色の変更が可能です。  

• Colors: 事前に入力された色は、LineStyleの色で配列されます。 CanModifyColorsがtrueの

場合、事前に入力された色に新しい値を割り当てるか、新しい色配列を作成すること

により、変更を行うことができます。 CanModifyColorsがfalseの場合、入力しないでく

ださい。 

• CanModifyCoords: 座標の変更が可能です。 

• Coords: 事前に入力された画面が配列を調整します。CanModifyCoordsがtrueの場合、事

前に入力された座標に新しい値を割り当てるか、新しい座標配列を作成することによ

り、変更を行うことができます。新しい配列の長さは、事前に入力されたものと同じ

である必要はありません。イベントハンドラーを終了するときに、Coords とColors配列

の長さが同じであることを確認してください。CanModifyCoordsがfalseの場合、入力し

ないでください。 

• HasDataPointIndices: FreeformPointLineSeriesでのみ適用可能。 

• DataPointIndices: 座標と色の配列に含まれていたデータポイントインデックス。 XとYの

値または座標が等しい場合、チャートはライン構築の後続のポイントをスキップしま

す。DataPointIndices情報を使用すると、例えばデータポイントのPointColorフィールド

または外部カラー配列からラインポイントの色を選択できます。  
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• SweepPageIndex: XAxis.ScrollMode = ‘Sweeping’の場合、ページインデックス（0または1）

を示します。 

 

6.10 High-lowSeries  
 

デモ例：ハイロー；積み上げエリア；前の終値のストックコース；エリア/ハイロー；スケール
ブレイク 

 

ハイローシリーズは、データを高値と安値の間の塗りつぶされた領域として表します。

HighLowSeries オブジェクトを HighLowSeries リストに追加して、シリーズをチャートに追加し

ます。 

 
//Add high-low series to the chart 
chart.ViewXY.HighLowSeries.Add(highlowSeries); 

 

 

図 6-49  マーカーが付いたハイローシリーズ 

 

 塗りつぶし、ライン、ポイントのスタイル 

 

塗りつぶしは、Fill プロパティとそのサブプロパティで設定できます。LineStyleHigh と

LineStyleLow プロパティでラインスタイルを定義します。ラインを表示しない場合は、それぞ

れ LineVisibleHigh = false および LineVisibleLow = false を設定します。PointStyleHigh と
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PointStyleLow プロパティでポイントスタイルを定義します。ポイントを表示しない場合は、

PointsVisibleHigh = false、PointsVisibleLow = false を設定します。 

ラインとポイントのスタイルの詳細については、第 Error! Reference source not found. と Error! 

Reference source not found.章を参照してください。データの高値が安値よりも小さい場合、そ

の部分に逆塗りが適用されます。 ReverseFill プロパティで逆塗りを編集できます。 

 

図 6-50  4 番目のデータ項目が逆（高値<低値）になっています。 

 

 制限 
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 UseLimits を有効にすると、シリーズは超過限度を超えた、あるいは下回るさまざまな単色を

表示します。通常の Fill と ReverseFill は、制限間の範囲にのみ適用されます。  

 

図 6-51 UseLimits = true、ExceedLimit = 48000、DeceedLimit = 28000 

 

 値範囲パレットによるカラーリング 

 

UsePalette を有効にすると、塗りつぶしは ValueRangePalette ステップを使用します。均一と

グラデーションの両方の色がサポートされています。 

 

図 6-52 UsePalette = True、いくつかのステップが ValueRangePalette で定義されています。均一なカラーリング。 
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 データの追加 

 

データ値はコードに追加する必要があります。データは、Points[i+1].X ≥ Points[i].XのX値の昇

順で指定する必要があります。  

AddValues(HighLowSeriesPoint[], bool invalidate) メソッドを使用して、既存の値配列の最後にデ

ータ値を追加します。 

HighLowSeriesPoint[]dataArray = new HighLowSeriesPoint[6]; 

dataArray [0] = new HighLowSeriesPoint(2004, 37000, 22000); 

dataArray [1] = new HighLowSeriesPoint(2005, 35000, 27000); 

dataArray [2] = new HighLowSeriesPoint(2006, 47000, 25000); 

dataArray [3] = new HighLowSeriesPoint(2007, 37000, 49000); 

dataArray [4] = new HighLowSeriesPoint(2008, 40000, 50000); 

dataArray [5] = new HighLowSeriesPoint(2009, 56000, 56000); 

 

//Add data to the end 

chart.ViewXY.HighLowSeries[0].AddValues(dataArray, true);  

 

古いデータを上書きしながらシリーズデータ全体を一度に設定するには、新しいデータ配列

を直接割り当てます。  

//Assign the data into points array 

chart.ViewXY.HighLowSeries[0].Points = dataArray;   
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6.11 AreaSeries  
 

デモ例：エリア；連続したデータブレーキング；複数の凡例；カスタム軸の目盛り 
 

エリアシリーズはベースレベルと値の間の塗りつぶされたエリアとしてデータを表します。

エリアシリーズは、第 6.10 章で説明した HighLowSeries と非常に似ていますが、よりシンプル

です。 AreaSeries オブジェクトを AreaSeries リストに追加して、系列をグラフに追加します。 

 
chart.ViewXY.AreaSeries.Add(areaSeries);  //Add area series to the chart 

 

 

 
 
図 6-53  BaseValue = 0 の 3 つのエリアシリーズ 

 

BaseValue プロパティでベースレベルを設定します。Fill プロパティを使用して、優先する塗

りつぶしスタイルを設定します。ラインのスタイルは LineStyle プロパティで、ポイントのス

タイルは PointStyleプロパティでそれぞれ設定できます。HighLowSeriesのように、超過を制限

できます。 

 

 データの追加 
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データ値はコードに追加する必要があります。データは、Points[i+1].X ≥ Points[i].XのX値の昇

順で指定する必要があります。  
 

AddValues(AreaSeriesPoint[], bool invalidate) メソッドを使用して、既存の値の配列の最後にデ

ータ値を追加します。 

AreaSeriesPoint[] dataArray = new AreaSeriesPoint[6]; 

dataArray [0] = new AreaSeriesPoint (2004, 37000); 

dataArray [1] = new AreaSeriesPoint (2005, 35000); 

dataArray [2] = new AreaSeriesPoint (2006, 47000); 

dataArray [3] = new AreaSeriesPoint (2007, 37000); 

dataArray [4] = new AreaSeriesPoint (2008, 40000); 

dataArray [5] = new AreaSeriesPoint (2009, 56000); 

 

//Add data to the end 

chart.ViewXY.AreaSeries[0].AddValues(dataArray, true);  

 

古いデータを上書きしながらシリーズデータ全体を一度に設定するには、新しいデータ配列

を直接割り当てます。  

//Assign the data into points array 

chart.ViewXY.AreaSeries[0].Points = dataArray; 
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6.12 BarSeries 
 

デモ例：垂直；水平；負の値；積み上げバー 

BarSeries は水平バーまたは垂直バーにデータを表示できます。  

 

 

図 6-54 垂直および水平のバーシリーズ 

 

Values の配列プロパティを使用して、バーシリーズの値を保存します。 AddValue(…)メソッド

で値を追加します。SetValue(…)メソッドを使用して指定された値インデックスで既存の値を更

新します。値のタイプは BarSeriesValue で、次のフィールドがあります。 

• Value バーの長さ 

• Location  バーの X 軸位置（垂直表示）または Y 軸位置（水平表示）。 

• Text  バーに表示されるテキスト。 

 

バーシリーズの LabelStyle プロパティを使用してバーの値ラベルをチャートに表示する方法を

設定します。ラベル値のテキストは、AddValue(…)または SetValue(…)メソッドパラメーターに

よって設定されます。塗りつぶしスタイルは Fill プロパティとそのサブプロパティで設定でき

ます。 

 

チャートの BarViewOptions プロパティを使用して、バーの表示方法を設定します。

BarView.Options.Orientation で、バーの Horizontal と Vertical を選択できます。 

 

BarViewOptions.Grouping では、値のインデックス、幅のフィッティングを使用したインデック

ス、または位置の値によって、バーをグループ化できます。さまざまなバーシリーズの値を視

覚的にまとめます。グループ化が不要な場合は、BarViewOptions.Grouping.ByLocation を使用し

て、BarSeriesValue オブジェクトごとに異なる Location フィールドを設定します。幅調整プロ
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パティを使用して、列間のスペースを調整し、列を脇に置きます。幅調整を使用しない場合、

バーシリーズの BarThickness プロパティはバーの幅を決定します。グループをスタックするに

は 、 BarViewOptions.Stacking を Stack ま た は StackStretchToSum に 設 定 し ま す 。

StackStretchToSum を使用する場合、StackSum プロパティを設定してターゲットの合計を定義

します。デフォルトでは 100%を示すために 100 になっています。 

 

図 6-55 Grouping = ByIndex、Stacking = None のバー シリーズ 

 

 

図 6-56. Grouping = ByIndex、Stacking = Stack のバー シリーズ 
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図 6-57 Grouping = ByIndex、Stacking = StackStretchToSum、StackSum = 100 のバー シリーズ 

BaseLevel の BaseLevel プロパティは、すべての値の系列の最小値であり、バーの開始位置を設

定します。Stacked ビューでは、バーのサイズが増加（正の場合）または減少（負の場合）しま

す。StackedToSum の場合、バーのサイズは相対的であり、Stacked と同様に計算されます。 

 

 
       図 6-58 BaseLevel が-10 に設定されています。バーの値は 10、20、35、50、58、45、30、25、20、5 です。 

 

 

6.13 StockSeries 
 

デモ例：スプリッター付きのセグメント；株式とバー；スケールブレーク；統計分析 
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ストックシリーズを使用すると、ローソク足またはストックバー形式で証券取引所データを

視覚化できます。StockSeries リストプロパティに複数の StockSeries オブジェクトを追加する

ことにより、同じチャートに複数のストックシリーズを追加できます。Style プロパティでス

タイルを選択します。オプションは、Bars、CandleStick、および OptimizedCandleStick です。 

ColorStickDown、ColorStickUp、FillDown、FillUp プロパティを使用して、色と塗りつぶしのオプ

ションを設定します。StickWidth プロパティでスティックの幅をピクセル単位で調整します。

ItemWidth プロパティを使用して、データ項目の合計幅を調整します。 

レンダリングパフォーマンスを最大にするには StickWidth = 1 の Bars スタイルを使用します。 

パフォーマンス上の理由から、OptimizedCandleStick は v.8.4 以降デフォルトで使用されます。

ただし、OptimizedCandleStick で使用できる塗りつぶし効果のセットはソリッドおよび左から

右方向の線形塗りつぶしに限られます。Bitmap、Radial、RadialStretched、Cylindrical の塗りつぶ

しは対応していません。 OptimizedCandleSticks はキャンドルの境界線をサポートしておらず、

FillBorder は適用されません。より高度な外観オプションについては、Style = CandleStick で設定

します。 

StockSeries は、Behind = True を設定することでラインシリーズの前にレンダリングするように

設定できます。 

 

図 6-59 Style = CandleStick の StockSeries。水色の線は、すべての Close 値を通過する背景の PointLineSeries です。 
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図 6-60 Style = Bars の StockSeries。ラインシリーズは、そのラインの線形回帰適合とオフセット（2 *標準偏差）を示

すために使用されます。バンドは、ラインフィットの日付範囲を選択するために使用されます。 

 

 StockSeriesへのデータの設定 

 
 

       データ配列を作成し、配列項目を設定します。各アイテムには次のフィールドがあります。 
 

Date DateTimeの値 （年、月、日 ） 

Open その日の始値 

Close  その日の終値 

Low  その日の最低値 

High  その日の最高値 

Transaction  総取引額 

Volume  取引された株式数 
 
 

データは常に日付値の昇順（最も古い日付が最初）に保持します。 

 

 // Create data array 

 StockSeriesData[] data = new StockSeriesData[] {  

    new StockSeriesData(2010,09,01, 24.35, 24.76, 24.81, 23.82, 

  269210, 6610451.55), 

           new StockSeriesData(2010,09,02, 24.85, 24.66, 24.85, 

  24.53, 216395, 5356858.225), 

new StockSeriesData(2010,09,03, 24.80, 24.84, 25.07,  
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 24.60, 164583, 4084950.06), 

          new StockSeriesData(2010,09,06, 24.85, 25.01, 25.12, 

  24.84, 118367, 2950889.31)  

           }; 

// Assign the data array to series  

chart.ViewXY.StockSeries[0].DataPoints = data; 

 

 

 X軸を日付表示に設定する 

 
 
chart.ViewXY.XAxes[0].ValueType = AxisValueType.DateTime; 

chart.ViewXY.XAxes[0].LabelsAngle = 90; 

chart.ViewXY.XAxes[0].LabelsTimeFormat = 

   System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat 

.ShortDatePattern; 
chart.ViewXY.XAxes[0].MajorDiv = 24 * 60 * 60; //major division is one day in 

seconds 

chart.ViewXY.XAxes[0].AutoFormatLabels = false; 

 

//Set datetime origin 

chart.ViewXY.XAxes[0].DateOriginYear = data[0].Date.Year; 

chart.ViewXY.XAxes[0].DateOriginMonth = data[0].Date.Month; 

chart.ViewXY.XAxes[0].DateOriginDay = data[0].Date.Day; 

 

 データに適した X 軸の範囲を設定します。 

 // x-axis stretched half a day at both ends. Use first and last date value 

 chart.ViewXY.XAxes[0].SetRange( 

 chart.ViewXY.XAxes[0].DateTimeToAxisValue(data[0].Date) - 12 * 60 * 60, 

chart.ViewXY.XAxes[0].DateTimeToAxisValue(data[data.Length - 1].Date) + 12 

* 60 * 60);  
 
 

 外観のカスタムフォーマット 

 

StockSeries には CustomStockDataAppearance イベントハンドラーがあります。これを使用

して、シリーズデータ項目の外観を個別に書式設定し、プロパティで適用された一般的な

塗りつぶしと色のスタイルをオーバーライドできます。イベントハンドラーで、特定のポ

イントの幅と色を変更します。 
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図 6-61 CustomStockDataAppearance は、特定のデータ項目をより大きな幅とより明るいグラデーションカラー

で強調表示するために使用されます。 

 

 

 スケールブレークの適用 

  

取引以外の時間と日を切り捨てるには、第Error! Reference source not found.章を参照してくださ

い。 

 

6.14 PolygonSeries 
 

デモ例：ポリゴン；箱ひげ図；三元プロット；画像ビューア；ズーム可能な 2D パイ 

PolygonSeries は、指定された境界線パスで塗りつぶしと境界線をレンダリングします。 

Fill プロパティで塗りつぶしを設定します。 PolygonSeries の Border プロパティを使用して境界

線のスタイルを設定します。 
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図 6-62 複数のポリゴン 

 

 ポリゴンへのデータの設定 

 

Points プロパティでパスポイントを設定します。 PolygonSeries には自動パスクローズ機能

があります。最後のポイントが最初のポイントに接続されていない場合、チャートがそれ

を自動的に行います。 

以下は、前の写真の透明な青緑色のポリゴンのパスのポイントを割り当てる方法を示して

います。 

polygon.Points = new PointDouble2D[] { 

                new PointDouble2D(7,12), 
                new PointDouble2D(6,9.5), 
                new PointDouble2D(7.5,5), 
                new PointDouble2D(10,6), 
                new PointDouble2D(9,11)}; 

 
 

 複雑な/交差する塗りつぶしを有効にする 

 

IntersectionsAllowed = True に設定すると、ポリゴンパスがそれ自体と交差します。このプロパ

ティを有効にしないと、パスと交差した際に塗りつぶしがすべて文字化けして表示されます。

交差のケースの検出とレンダリングが重いため、このプロパティはパフォーマンス上の理由で
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デフォルトで False になっています。 

 

 

図 6-63 IntersectionsAllowed = True で交差するパスを持つポリゴン 

 

 

6.15 LineCollections 
 

デモ例：ラインコレクション；ラインスペクトログラム；ステムプロット 

LineCollection は、ラインセグメントのコレクションです。各ラインセグメントは、ポイント A

から B に向かうラインです。1 つの LineCollection には、数千のラインセグメントを含めること

ができます。LineCollection は、PointLineSeries、FreeformPointLineSeriesまたは SampleDataSeries

とは対照的に、数千の異なるラインセグメントのレンダリングにおいて非常に効率的です。

PointLineSeries、FreeformPointLineSeries または SampleDataSeries は、数百万のポイントの連続

したポリラインのレンダリングにおいてより効率的です。 

LineStyle プロパティを使用して、ラインの色、スタイル、幅を設定します。 Lines プロパティ

でラインセグメントを設定します。 

ViewXY.LineCollections リストプロパティに LineCollection オブジェクトを追加します。 
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図 6-64 3 つの LineCollection を使用中。緑は非常に高速なレンダリングバー、黄色はポリライン、赤は任意の三角形

のワイヤフレームメッシュとして機能します。 

 

 

 LineCollectionへのデータの設定 

 

 

SegmentLine 構造は、4 つのフィールドで構成されています。 

AX  開始点、X 

AY  開始点、Y 

BX 終点、X 

BY 終点、Y 

 

次のように SegmentLines 配列を Lines プロパティに追加します。  

 
lineCollection.Lines = new SegmentLine[] { 
                new SegmentLine(6,25,8,30), 
                new SegmentLine(8,30,7,40),  
                new SegmentLine(7,40,10,40),  
                new SegmentLine(10,40,12,28) }; 

 

6.16 IntensityGridSeries  
 

デモ例：ヒートマップ；スペクトログラム；輝度グリッドマウスコントロール 
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IntensityGridSeries では、割り当てられた値の範囲のパレットで色分けされたノードのM x N配

列を視覚化できます。ノード間の色は補間されます。IntensityGridSeries は、XおよびY次元の等

間隔の長方形シリーズです。このシリーズでは、等高線、等高線ラベル、ワイヤフレームもレ

ンダリングできます。 
 

 

 
 
図 6-65 IntensityGridSeries プロパティ 
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図 6-66 ヒートマッププレゼンテーションを示す IntensityGrid シリーズ。凡例ボックスには、値の範囲のカラーパレ

ットが表示されます。 

 

データはDataプロパティに2次元配列として保存されます。各配列項目は、IntensityPointタイ

プです。IntensityPoint構造のValueフィールドに各ノードのデータ値を保存します。これは、

ValueRangePaletteから使用する色を指示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RangeMinX RangeMaxX

row0

RangeMaxY

RangeMinY

row1

row2

row3

row4

row5

row6

col0 col1 col2 col3 col4
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図 6-67 IntensityGridSeries ノード。SizeX = 5、SizeY = 7。 

 

ノード距離は次のように自動的に計算されます。 

𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑋 =
RangeMaxX − RangeMinX

SizeX − 1
 

𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑌 =
RangeMaxY − RangeMinY

SizeY − 1
 

 

 

 強度グリッドデータの設定 

 

• RangeMinX プロパティと RangeMaxX プロパティを使用して X 範囲を設定し、割り当てられた

X 軸の最小値と最大値を並べます。 

• RangeMinY プロパティと RangeMaxY プロパティを使用して Y 範囲を設定し、割り当てられた

Y 軸の最小値と最大値を並べます。  

• SizeX および SizeY プロパティを設定して、グリッドに列と行のサイズを与えます。 

• 各ノードの値を設定します。  

 

データ配列インデックスを使用する方法 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++) 

      { 

    intensityValue =//some height value.  

   gridSeries.Data[iNodeX, iNodeY].Value = intensityValue; 

      } 

} 

   gridSeries.InvalidateData(); //Notify new values are ready and to refresh 

 

SetDataValue を使用する別の方法 

 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++) 

      { 

    intensityValue =//some height value 

    gridSeries.SetDataValue(nodeIndexX, nodeIndexY, 

         0, //X value ís irrelevant in grid 

0, //Y value is irrelevant in grid 
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intensityValue,                                 

Color.Green); //Source point colors are not used in this 

example, so use any color here  

      } 

} 

   gridSeries.InvalidateData(); //Notify new values are ready and to refresh 

 

既存のグリッドにのみ値を設定する 

データが急速に変化している間に IntensityMesh のジオメトリ、または IntensityGrid シリーズの

SizeX または SizeY が変化しない場合、SetValuesData メソッド最も有利です。Double[][]形式の

データ配列を受け入れるため、行と列のスクロール、並べ替えが高速です。特に

PixelRendering プロパティ（第 Error! Reference source not found.章を参照）と組み合わせると、

高解像度のスクロールスペクトログラムの視覚化に非常に効果的です。SetValuesData によっ

て設定された外部データ配列で PixelRendering が disabled になっている場合、Data プロパティ

を無効にすることはできません。 

既存のグリッドのみに色を設定する 

データが急速に変化している間に IntensityMesh、または IntensityGrid シリーズの SizeX または

SizeY のジオメトリが変化しない場合、SetColorsData メソッドが 最も有利です。int [][]形式の

値、例えば GPU が直接受け入れる ARGB 値を受け入れます。この種のデータ配列を使用すると

、行または列のスクロールまたは並べ替えが簡単になります。特に PixelRendering プロパティ

（第 Error! Reference source not found.章を参照）と組み合わせると、高解像度のスクロールス

ペクトログラムの視覚化に非常に効果的です。SetColorsDataによって設定された外部データ配

列で PixelRendering が disabled になっている場合、Data プロパティを無効にすることはできま

せん。  

 

 ビットマップファイルから強度グリッドデータを作成する 

 

デモ例：ヒートマップ 
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ビットマップ画像から表面を作成します。これを実現するには、SetHeightDataFromBitmap

メソッドを使用します。シリーズの Data 配列プロパティは、ビットマップサイズのサイズ

を取得します（アンチエイリアスまたはリサンプリングが使用されていない場合）。ビット

マップ画像のピクセルごとに、赤、緑、青の値が合計されます。合計が大きいほど、その

ノードのデータ値は大きくなります。黒い色と暗い色は低い値になり、明るい色と白い色

は高い値になります。 

 

図 6-68 ソースビットマップと計算された強度値データ。暗い値は低いままで明るい値は高い値を取得します。  

 

 塗りつぶしのスタイル 

 

Fill プロパティを使用して塗りつぶしスタイルを選択します。次のオプションが可能です。 

• None: これを使用すると、塗りつぶしは適用されません。これは、ワイヤフレームメッ

シュまたは単純な輪郭線で使用する選択です。 

• FromSurfacePoints: Data プロパティノードの色が適用されます。 

• Toned: ToneColor が適用されます。 

• Paletted: 第 6.16.5 章を参照。 

 

FullInterpolation プロパティを有効にして、塗りつぶしで拡張補間法を使用します。CPU と

GPU の使用量が増えることに注意してください。完全な補間を使用することにより塗りつ

ぶしの品質は向上しますが、データ配列サイズが非常に小さい場合にのみ確認できます。 

 

 ピクセルマップとしてレンダリング 
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 PixelRendering プロパティを有効にすると、ノードはピクセルまたは長方形としてレンダリン

グされます。これは非常に高性能なレンダリングスタイルで、リアルタイムの高解像度サーマ

ルイメージングアプリケーションなど向けです。このレンダリングモードを選択すると、等

高線、ワイヤフレーム、補間など、他の多くのオプションが無効になることに注意してくだ

さい。対数軸を使用する場合、対数変換は系列のコーナーにのみ適用され、ビットマップの

ピクセルは等間隔に維持され、対数変換は適用されません。 

 

図 6-69 PixelRendering = true 

 

 ValueRangePalette 

 

ValueRangePalette プロパティを使用して、値の色付けの色ステップを定義します。 

ValueRangePalette は次の用途に使用できます。 

• Fill （第 Error! Reference source not found.章を参照） 

• Wireframe （第 6.16.6 章を参照） 

• Contour lines（第 Error! Reference source not found.章を参照） 

輪郭パレットのステップを定義します。各ステップには高さの値と対応する色があります。 

注意：20 ステップまではプリコンパイルされており高速でロードされます。これ以上ステッ

プ数が多い場合、チャートの初期化時に数秒の遅延が予想されます。 

_Ref1053694
_Ref1053694
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図 6-70 左側では、IntensityGridSeries Fill は Paletted に設定され、Palette Type は Gradient に設定されています。右側

では、Palette Type は Uniform に設定されています。 

 

パレットは、MinValue、Type、および Steps プロパティで定義されます。Type には、Uniform

と Gradient の 2 つの選択肢があります。前の図の等高線パレット（凡例ボックスをチェック）

は以下を示しています。 

• MinValue: -50 

• Type: Uniform 

• Steps:  

• ステップ[0]: MaxValue: -10, Color: Blue 

• ステップ[1]: MaxValue: 10, Color: Teal 

• ステップ[2]: MaxValue: 25, Color: Green 

• ステップ[3]: MaxValue: 35, Color: Yellow 

• ステップ[4]: MaxValue: 60, Color: Red 

• ステップ[5]: MaxValue: 100, Color: White 

最初のステップの値より下の値は、最初のステップの色で色付けされています。 

 

 Wireframe   

 

WireframeType を使用してワイヤフレームスタイルを選択します。オプションは次のとお

りです。 

• None: ワイヤーフレームなし 

• Wireframe: 単色のワイヤフレーム。WireframeLineStyle.Colorを使用して色を設定します 

• WireframePaletted: ValueRangePalette に従ってワイヤフレームの色付けされます（第

6.16.5 章を参照） 
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• WireframeSourcePointColored: グリッドノードの色に従ってワイヤフレームの色付けさ

れます 

• Dots: グリッドノードの位置に単色のドットが描画されます 

• DotsPaletted: ドットはグリッドノードの位置に描画され、ValueRangePalette によって

色付けされます 

• DotsSourcePointColored: ドットはグリッドノードの位置に描画され、グリッドノードの

色に従って色付けされます 

WireframeLineStyle を使用して、ワイヤフレームラインスタイル（色、幅、パターン）を編

集できます。  

注意：パレット色のワイヤフレームの線とドットは、WireframeLineStyle.Width = 1 および

WireframeLineStyle.Pattern = Solid の場合にのみ使用できます。 

 

 

 等高線 

 

デモ例：ヒートマップの色の広がり；ラベル付きの輪郭 

輪郭線は、塗りつぶしとワイヤフレームのプロパティで使用できます。 ContourLineType プ

ロパティを設定することにより、異なるスタイルで等高線を描画できます。 

• None: 等高線は表示されません 

• FastColorZones: ラインは、パレットのステップ終了時に細いゾーンとして描画されます

。非常に強力なレンダリングが可能になり、継続的に更新またはアニメーション化され

たサーフェスに非常に適しています。急な値の変化は細い線で示され、緩やかな傾斜の

高低差は太いゾーンで示されます。各線は、ContourLineStyle.Color プロパティで定義さ

れた同じ色を使用します。ゾーンの幅は、FastContourZoneRange プロパティで設定でき

ます。値は Y 軸の範囲です。 

• FastPalettedZones: FastColorZones と似ていますが、線の色付けは ValueRangePalette オプ

ションに従います（第 6.16.5 章を参照）。 

• ColorLine: FastColorZones に似ていますが、等高線は実際の線です。レンダリングには時

間がかかり、継続的に更新またはアニメーション化されたサーフェスには推奨できませ

ん。線の幅は ContourLineStyle.Width プロパティで調整できます。  

• PalettedLine: ColorLine と似ていますが、線の色付けは ValueRangePalette オプションに従

います。 
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図 6-71 左側は ContourLineType = FastColorZones、右側は ContourLineType = FastPalettedZones 

図 6-72 左側は ContourLineType = ColorLine、右側は ContourLineType = PalettedLine 
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 等高線ラベル 

 

等高線が表示されている場合、数値をラインパス内に表示できます。 

 

 

 

図 6-71 ContourLineLabels のプロパティと結果 

 

LabelsNumberFormatを使用して、小数の数の設定などカスタム文字列の書式設定を行います。 

 

6.17 IntensityMeshSeries  
 

デモ例：アニメーション強度メッシュ；強度メッシュと静的ジオメトリ；強度メッシュと円/極

形状 

IntensityMeshSeries は、IntensityGridSeries とほぼ同様です。最大の違いは、シリーズノードを X-

Y 空間に任意に配置できることです。つまり、シリーズは長方形である必要はありません。

WireframeType プロパティを使用してワイヤフレームラインを表示し、ShowNodes を true に設

定することでノードを表示できます。 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   125 
 
 

 

図 6-72 各ノードの X および Y 値を自由に配置した IntensityMeshSeries。WireframeType = Wireframe、ShowNodes = 

true。 

 

 

row0

row1

row2

row3

col0 col1 col2 col3
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図 6-73 強度メッシュノード。SizeX = 4、SizeY =4。 

 ジオメトリが変更されたときの強度メッシュデータの設定 

 

X、Y、および Value フィールドが同時に更新される場合は、これらの指示に従ってください。 

• SizeX および SizeY プロパティを設定して、メッシュに列と行のサイズを与えます。 

• すべてのノードの X、Y、および Value を設定します。  

 

データ配列インデックスを使用するメソッド 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++) 

      { 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].X = xValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Y = yValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Value = value; 

      } 

} 

   meshSeries.InvalidateData(); //Notify new values are ready to refresh 

 

 

SetDataValue を使用する代替メソッド 

 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++) 

      { 

    meshSeries.SetDataValue(nodeIndexX, nodeIndexY, 

         xValue, 

                 yValue, 

value, 

Color.Green); //Source point colors are not used in this 

example, so use any color here  
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      } 

} 

   meshSeries.InvalidateData(); //Notify new values are ready to refresh 

 

 

 ジオメトリが変更されない場合の強度メッシュデータの設定 

 

Data 配列 IntensityPoint 構造体の Value フィールドのみが更新される場合、これらの指示に従

ってください。これは、各ノードの X 値と Y 値が同じ場所にとどまるサーマルイメージング、

または環境データモニタリングソリューションなどでデータを更新するためのパフォーマンス

が最適化された方法です。 

6.17.2.1 シリーズとそのジオメトリの作成 

 

• Optimization を DynamicValuesData に設定します。 

• SizeX および SizeY プロパティを設定して、メッシュに列と行のサイズを与えます。 

• すべてのノードの X、Y、および Value を設定します。 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++) 

     { 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].X = xValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Y = yValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Value = value; 

     } 

} 

   meshSeries.InvalidateData(); //Rebuild geometry from nodes and repaint 

 

6.17.2.2 値を定期的に更新する 

 

• すべてのノードに値のみを設定します。 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++) 

     { 

     meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Value = value; 

     } 

} 

   meshSeries.InvalidateValuesDataOnly(); //Only data values are updated 
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6.18 バンド 

 

デモ例：バンド；統計分析；長いデータ分析；ズーム棒グラフ 

バンドはシリーズと見なすことができます。他のシリーズと同じユーザーインターフェイスア

クションがありますが、1 つのバンドシリーズには 1 つのバンドしか含まれていません。バン

ドは、マージンから別のマージンに達する垂直または水平の領域です。Binding プロパティを

使用して、バンドを Y 軸または X 軸にバインドできます。バンドが Y 軸にバインドされている

場合、AssignYAxisIndex プロパティも設定する必要があります。シリーズが X 軸にバインドさ

れている場合、AssignYAxisIndex プロパティを無視するか、未割り当て（-1）に設定します。 

 

 

バンドをラインまたはバーシリーズの背後に配置する必要がある場合は、Behind プロパティを

trueに設定します。バンドエッジは、バインドされた軸の値である ValueBeginおよび ValueEnd

プロパティによって設定されます。バンドはマウスで別の場所にドラッグできます。バンドを

エッジからドラッグしてサイズを変更すると、ドラッグされたエッジの ValueBegin または

ValueEnd が更新されます。 

 

6.19 定数線 

 

デモ例：オシロスコープ；リサージュモニター；シグナルリーダー；エリア；スプリッター付

きのセグメント 

図 6-76 ラインシリーズのいくつかのバンド 
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バンドと同様に、定数線はシリーズと見なすことができます。定数線は Y 軸にバインドされ、

グラフの左端から右端までの 1 本の水平線を表します。Value プロパティでレベルを設定しま

す。定数線は、マウスでドラッグすることにより垂直に移動できます。Behind プロパティを

true に設定すると、定数線がラインおよびバーシリーズの背後に描画されます。 

 

図 6-74 サインラインシリーズの周りの定数線 

 

6.20 注釈 

 

デモ例：注釈；カスタムレンダリング；輝度グリッドマウスコントロール；マルチチャネルカ

ーソルトラッキング；株式とバー；注釈表 

注釈を使用すると、マウスインタラクティブなテキストラベルまたはグラフィックスをグラ

フエリアのどこにでも表示できます。注釈は、マウスで移動、サイズを変更、回転、ターゲ

ットや場所を変更することができます。または、コードにより設定できます。注釈は、カス

タムグラフィックをさまざまなスタイルや形状でレンダリングできるため、画面上にレンダ

リングする必要がある場合にも優れています。 ViewXY.Annotations コレクションに

AnnotationXY オブジェクトを作成します。 

注釈の上にマウスを移動するとマウスインタラクティブな編集状態になり、注釈の再配置、

サイズ変更、回転、矢印の指す場所の決定が可能になります。 
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図 6-78 注釈の上にマウスを移動して、編集状態に入ります。マウスを離して編集状態を終了します。 

 

        

図 6-79 ラインシリーズの周りに配置された、さまざまなスタイルの AnnotationXY オブジェクト。Style プロパティを使

用して、形状を選択します。 

 

 

 ターゲットと場所の設定 

 

Targetは、矢印の終点、つまり矢印または吹き出しの先端が指す点です。Targetは、軸値また

は画面座標で設定できます。 TargetCoordinateSystem を使用して、AxisValues または

ScreenCoordinates を選択します。AxisValues が選択されている場合、TargetAxisValues プロパ

ティは矢印線が指す場所（矢印線の端）を設定します。TargetScreenCoords を使用すると、画

面座標で設定できます。 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   131 
 
 

Locationは矢印の始点です。画面座標、軸の値、または Targetからの相対オフセットとして設

定できます。場所を決めるには LocationCoordinateSystem を使用して選択し、

LocationScreenCoords、LocationAxisValues または LocationRelativeOffset を使用して、設定しま

す。Location は、テキスト領域の回転の中心点でもあります。 

Anchor プロパティは、テキスト領域を Location に配置する方法を設定します。Anchor.X = 0.5

、Anchor.Y = 0.5を設定すると、矢印の始まりが中央になります。Anchor.X = 0.1およびAnchor.Y 

= 0.25 を設定すると、次の図に示すように、矢印の開始点が左上隅近くになります。 

 

0,0 1,0

0.1, 0.25

0,1 1,1
 

図 6-75 アンカー値の説明。ここでは Anchor.X = 0.1、Anchor.Y = 0.25。アンカー値が 0〜1 の場合、矢印の始点はテキ

スト領域内にあります。 

 

 マウスを使用した移動、回転、サイズ変更 

 

Rotate

Resize (X + Y)

Resize (X)

Resize (Y)Target

Location/
anchor adjust
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図 6-76 注釈マウス対話式ノード。 

 

Target からドラッグして、矢印の端を移動します。テキスト領域からドラッグして、新しい

Location を設定します。丸い location/anchor ノードからドラッグすることにより、Anchor と

Location のプロパティを同時に調整し、テキストボックスを同じ場所に保持できます。 

Shift キーを押しながら X または Y サイズ変更ノードからドラッグすると、対称操作が使用さ

れ、両側が同時に調整されます。Shift キーを押しながらコーナーのサイズ変更ノード（X + Y）

からドラッグすると、サイズ変更によりアスペクト比が維持されます。回転操作では、Shift

キーで回転角度を最も近い 15 度の倍数にスナップできます。 

 外観の調整 

 

Style プロパティを設定して、注釈の形状を選択します。選択肢は、Rectangle、RectangleArrow、

RoundedRectangle、RoundedRectangleArrow、Arrow、Callout、RoundedCallout、Ellipse、EllipseArrow、

Triangle 、TriangleArrow です。 

矢印付きのスタイルでは、ArrowLineStyle、ArrowStyleBegin、および ArrowStyleEnd を使用して

矢印のデザインを設定します。矢印の終端スタイルには、None、Square、Arrow、Circle、Caliper

があります。 

Fill を使用して、注釈の塗りつぶしを変更します。編集状態のマウスインタラクティブノード

の外観は、NibStyle から変更できます。TextStyle は、テキスト領域内のフォント設定とテキス

トの配置を設定します。BorderLineStyle および CornerRoundRadius は、境界線の外観を設定し

ます。 

 

 サイズ設定 

 

Sizing プロパティは、注釈テキストボックスのサイズを設定します。Automatic はコンテンツ

によってサイズを調整し、AutoSizePadding スペースを境界線に残します。 

• AxisValuesBoundaries で注釈のサイズを軸の値で設定できます。 

AxisValuesBoundaries.XMin、XMax、YMin、および YMax を使用して定義します。 

• ScreenCoordinates は、画面座標による設定を可能にします。 SizeScreenCoords.Height と

Width を使用します。 

 

 テキスト領域を表示したままにする 
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KeepVisible が有効な場合、注釈テキスト領域はグラフ内に置かれます。マウスまたはコード

で注釈を移動しても、注釈はグラフの外側に移動しません。グラフビューをパンする、また

は軸を調整すると、注釈はグラフ内に表示されるように再配置されます。 

 

 軸上に注釈を表示する 

 

RenderBehindAxes = True を設定すると、注釈が軸の下に表示されます。その場合、すべてのク

リッピングおよび Z 順序付け機能は実行できません。 ClipInsideGraph が true に設定されてい

る場合、RenderBehindAxis は効果がありません。 

 

図 6-77 左側には RenderBehindAxes = True、右側には RenderBehindAxes = False。ClipInsideGraph は、どちらの場合も

False に設定されます。 

 

 グラフ内のクリッピング 

 

ClipInsideGraph が有効な場合、注釈はグラフ内にクリップされます。無効にすると、注釈はグ

ラフの余白領域にもレンダリングされます。 

ClipWhenSweeping を有効にすると、ScrollMode が Sweeping に設定されている場合、注釈はス

イープギャップ領域に表示されません。 

 

 Zオーダーの設定 

 

Behindプロパティをデフォルト値のFalseに設定すると注釈がシリーズの上に表示されます。 

Trueに設定するとシリーズの前にレンダリングされ、シリーズの下に表示されます。 

 

注釈は、Behindフィルターをマスターコントローラーとして維持しながら、注釈リストに存

在する順序で表示されます。注釈Z順序は、たとえばマウスイベントハンドラーで注釈の
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ChangeOrderメソッドを使用することにより、すばやく変更できます。注文変更のオプション

は次のとおりです。 

 

• BringToFrontは注釈を最上部に移動します 

• SendToBackは背後に送ります 

• MoveBack MoveBackは1ステップ後方に移動します 

• MoveFront MoveBackは1ステップ前方に移動します 

 

 

 LayerGroupingパフォーマンスの最適化 

 

目に見えるテキストを含む数百の注釈がある場合、テキストレンダリングの遅延が重要な役

割を果たし始めます。デフォルトでは、テキストのレンダリングは Z順に従い、テキストを注

釈内にしっかりと保持します。 

 LayerGrouping = True を設定することでパフォーマンスを改善できます。グラフは 2 つのフラ

ットな注釈テキストレイヤーのみを使用します。1 つは、Behind が True に設定された注釈用

で、もう 1 つは、Behind が False に設定された注釈用です。パフォーマンスが大幅に向上しま

す。一方、他の注釈が他の注釈と重複している場合、テキストは誤ってレンダリングされま

す。 

 
        図 6-78 左側は LayerGrouping = False、右側は LayerGrouping = True。テキストの Z 順序は失われます。 

 

Style = Arrow を使用する場合、または注釈の塗りつぶしを非表示に設定する場合、Z オーダー

の制限は通常表示されません。 

 

 

 軸の値と画面座標の間の変換 

 

場合によっては、Location または Target を混合構成で定義することが必要になる場合がありま

す。画面座標に X と軸の値に Y、またはその逆になります。軸には、第 Error! Reference source 

not found.章で説明されているように、軸値を画面座標に変換する ValueToCoord メソッドと、

画面座標を軸値に変換する CoordToValue があります。 
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6.21 凡例ボックス 

 

デモ例：複数の凡例；ヒートマップの凡例；スプリッター付きのセグメント 

v.8 以降、ViewXY は同じグラフ内の複数の凡例ボックスに対応しています。これらの凡例ボッ

クスを ViewXY. LegendBoxes コレクションに挿入します。 

 

図 6-79 広範な LegendBoxXY プロパティツリー    
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 凡例ボックスのシリーズの非表示/表示 

 

 

図 6-80 凡例ボックスには、シリーズのタイトルとアイコンが表示されます。シリーズのチェックボックスを選択解

除して、シリーズを非表示にします。  

 

 シリーズが凡例ボックスにリストされないようにする 

 

特定のシリーズを凡例ボックスに表示しない場合は、そのシリーズに対して

series.ShowInLegendBox = False を設定します。   

 

 特定のシリーズを表示する凡例ボックスの選択 

 

series.LegendBoxIndex を使用して、優先凡例ボックスを選択します。シリーズは 1 つの凡例ボ

ックスにのみ表示できます。すべてのシリーズのデフォルトのインデックスは 0 です。つまり

、特に指定がない限りすべてのシリーズは同じ凡例ボックスに表示されます。 

 

 凡例ボックスを表示するグラフセグメントの選択 

 

SegmentIndex を使用して、凡例ボックスを表示するセグメントを設定します。セグメントベー

スの Position オプションにのみ適用されます。 

 

 チェックボックスを非表示にする 

 

チェックボックスを非表示にするには、ShowCheckBoxes = False を設定します。 
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 アイコンを非表示にする 

 

アイコンを非表示にするには、ShowIcons = False を設定します。 

 

 強度シリーズパレットスケールの変更 

 

IntensityGrid または-Mesh のパレットスケールを非表示にするには、 IntensityScales.Visible = 

False を設定します。サイズを変更するには、ScaleSizeDim1 および ScaleSizeDim2 プロパティを

設定します。スケールの境界線とタイトルの位置も変更できます。 

 

 

図 6-81 下の図は LegendBox.IntensityScales.Visible = false 

 

 位置を設定する 

 

凡例ボックスは、自動または手動で配置できます。自動配置により、グラフセグメントの左、

上、右、下、または余白に配置できます。 Position プロパティで位置を設定します。ポジショ

ンには以下があります：TopCenter、TopLeft、TopRight、LeftCenter、RightCenter、BottomLeft、

BottomCenter、BottomRight、Manual。 

ビューが複数のセグメントに分割されている場合、凡例ボックスはそれが属するセグメントに

基づいて整列できます（SegmentIndex を使用して設定します）。セグメントベースの設定には

以下があります：SegmentTopLeft、SegmentTopCenter、SegmentTopRight、SegmentBottomLeft、

SegmentBottomCenter 、 SegmentBottomRight 、 SegmentLeftMarginCenter 、

SegmentRightMarginCenter。 

Offset プロパティは、Position プロパティで決定された位置から指定された量だけ位置をシフ

トします。 

 // Setting legend box position, offset shifts from RightCenter position 

 chart.ViewXY.LegendBoxes[0].Position = LegendBoxPositionXY.RightCenter; 
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 chart.ViewXY.LegendBoxes[0].Offset = new PointIntXY(-15, -70); 

 

Manual 配置では、凡例ボックスの左上隅からビューの左上隅までのオフセットが計算されま

す。これは、グラフ領域の上部から計算される TopLeft オプションとは異なることに注意して

ください。 

凡例ボックスを移動またはサイズ変更すると、その Position がManualに設定され、Offsetプロ

パティが更新されて新しい位置が反映されることに注意してください。 

PositionをManual以外のオプションに戻すまで、自動凡例ボックスの位置合わせは無効になり

ます。Position オプションを切り替えるときに Offset が更新されないため、凡例ボックスが表

示されないことがあります（ビューの外側にあります）。これを修正するには、Offset を 0, 0 に

戻します。 

 

 グラフセグメント間の凡例ボックスにスペースを割り当てる 

 

ViewXY.AutoSpaceLegendBoxes = Trueを設定すると、セグメント間に追加のスペースが割り当て

られ、セグメント内の凡例ボックスに収まります。 

ViewXY.AxisLayout.SegmentsGap もセグメント間に割り当てられることに留意してください。 

 

図 6-82 Position = SegmentBottomRight、AutoSpaceLegendBoxes = False 
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図 6-83 Position = SegmentBottomRight、AutoSpaceLegendBoxes = True 

 

 セグメントギャップ内の凡例ボックスの配置 

 

凡例ボックスを指定されたセグメントの近くで垂直に整列するには、AlignmentInSegmentGap = 

Near に設定します。セグメント間のギャップの中心に垂直に整列するには、

AlignmentInSegmentGap = Center を設定します。 

 

 同じマージンを共有する複数の凡例ボックスの水平方向の配置 

 

AlignmentInVerticalMargin プロパティには Left / Center / Right オプションがあります。このプ

ロパティは、同じ垂直マージンに設定された凡例ボックスの水平方向の配置を設定します。 
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AlignmentInVerticalMargin
controls horizontal positioning

 

図 6-84 両方の凡例ボックスに AlignmentInVerticalMargin = Left が 設定されています。 

 

 凡例ボックスのサイズ変更と移動 

 

凡例ボックスは、サイズ変更とスクロールバーをサポートしています。サイズを変更するには

、端からつかみます。 

 

 

         図 5-90 凡例ボックスのスクロールバー 

凡例ボックスを移動またはサイズ変更すると、その Position はManualに設定され、Offsetプロ

パティは新しい位置を反映するように更新されることに注意してください（第 Error! Reference s

ource not found.章を参照）  
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6.22 ズームとパン 

 

ZoomPanOptions を使用して、ズームとパンを設定します。 

 

 

図 6-91 ZoomPanOptions のプロパティとサブプロパティ 
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ズームとパンは構成可能で、マウスの左ボタンまたは右ボタンで実行できます。ズームはマウ

スホイールでも実行できます。 

 タッチスクリーンでズームする 

 

チャートに 2 本の指を置き、指をつまんでズームアウトするか、広げてズームインします。 

チャートは、水平ズームまたは垂直ズーム、またはその両方を同時に実行しようとしているか

どうかを検出しようとします。この機能は「レールによるズーム」と呼ばれ、

MultiTouchZoomDirection（Free / XAxis / YAxis / Rails）で設定できます。 

X 軸または Y 軸またはそれらのラベルの上で指をつまむ/広げると、ズームはその特定の軸にの

み適用されます。  

MultiTouchZoomingEnabled = false に設定すると、タッチによるズームを無効にできます。 

 

 タッチスクリーンでのパン 

 

画面に 2 本の指を置き、同じペースでスライドさせてビューをパンします。 

一部のシステムは余勢によるパンをサポートしているため、画面から指を「投げる」ことで、

減速して最終的に停止するまでビューはパンを続けます。  

X または Y 軸またはそのラベルの上に指を設定し、指をスライドさせると、パンはその特定の

軸にのみ適用されます。 

 

 マウスの左ボタンアクション 

 

LeftMouseButtonAction を Zoom に設定して、マウスの左ボタンによるズームを有効にします。

パンを有効にするには、Pan に設定します。マウスの左ボタンからズームとパンを無効にする

には、None に設定します。 

 

 マウスの右ボタンアクション 

 

RightMouseButtonAction を Zoom に設定して、マウスの右ボタンによるズームを有効にします

。パンを有効にするには、Pan に設定します。マウスの右ボタンからのズームとパンを無効に

するには、None に設定します。 
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 RightToLeftZoomAction 

 

RightToLeftZoomAction は、LeftMouseButtonAction または RightMouseButtonAction が Zoom に設

定されている場合に適用されます。RightToLeftZoomAction は、マウスのズームが右から左に行

われたときの動作を指定します（マウス X ボタンのダウン座標>ボタンのアップ座標）。 

次の選択肢があります：  

ZoomToFit: すべての Y 軸と X 軸を合わせて、それらに属するすべての系列データが表示される

ようにします。0 より大きい値を持つ ViewFitYMarginPixels を使用することにより、Y 軸の最小

値と最大値の両方で、ピクセルで指定されたスペースが空のデータで予約されるように、軸が

スケーリングされます。 

RectangleZoomIn: 左から右へのズームのように、長方形でズームインします。 

ZoomOut: ZoomFactor を使用してズームアウトします。 

RevertAxisRanges: 軸の値を特定の値に設定します。これは、ビューがズームされた後、または

軸の範囲が変更された後に復元されます。各軸には RangeRevertEnabled プロパティがあり、軸

の範囲を元に戻すかどうかを設定します。有効になっている場合、マウスを右から左にドラッ

グすると RangeRevertMinimum および RangeRevertMaximum プロパティが軸に適用され、マウ

スボタンが離されます。 

PopFromZoomStack:  前回ズームしたときに使用されたのと同じ軸範囲を設定します。つまり、

前のズームレベルに戻ります。 

 

 マウスボタンでズームする 

 

6.22.6.1 クリックしてズームイン/ズームアウトする 

 

ZoomFactorプロパティを使用して、ズームを適用する距離を調整します。負のズーム効果を適

用するには、値を逆数値（1 /係数）に設定します。ズームは、マウスカーソルの位置をズーム

の中心点として使用して適用されます。 

X 次元ズーム： 
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チャートコントロールに焦点を合わせて、Shift キーを押します。ズーム X カーソルが表示され

ます。設定されたマウスボタンをクリックしてズームインし、他のボタンをクリックしてズー

ムアウトします。 

Y 次元ズーム： 

チャートコントロールに焦点を合わせて、Ctrl キーを押します。ズーム Y カーソルが表示され

ます。設定されたマウスボタンをクリックしてズームインし、他のボタンをクリックしてズー

ムアウトします。積み上げ YAxisLayout を使用する場合、ズームはすべてのグラフセグメント（

Y 軸）に適用されます。Ctrl キーと Alt キーを押すと、マウスがクリックされたグラフセグメン

トにのみ Y 次元ズームが適用されます。 

X 方向と Y 方向の両方にズームするには、Shift キーと Ctrl（+ Alt）キーを同時に押します。  

  

6.22.6.2 長方形でズームイン 

 

構成されたマウスボタンを使用して、ズームする領域の周囲の四角形を左上隅から右下隅にド

ラッグします。X 次元と Y 次元の両方に効果があります。寸法は RectangleZoomDirection プロ

パティによって選択されます。ZoomRectFill プロパティと ZoomRectLine プロパティを使用して

ズーム四角形の境界線と塗りつぶしスタイルを変更できます。 

 

6.22.6.3 ズームアウト長方形の構成 

 

RightToLeftZoomAction が ZoomToFit、ZoomOut、RevertAxisRanges、または PopFromZoomStack

に設定されている場合、ズーム時にズームアウト長方形が表示されます。ZoomOutRecFill で塗

りつぶしを構成し、ZoomOutRectLine で線のスタイルを構成します。 

 

 マウスホイールでズームする 

 

MouseWheelZooming が有効になっている場合、マウスホイールを上にスクロールしてズーム

インし、下にスクロールしてズームアウトします。ズームの中心は、マウスカーソルの位置

です。ZoomFactor を使用して、マウスホイールのズーム強度を調整します。 Shift キーを押し

たままにすると、ズームは X 次元にのみ適用されます。Ctrl キーを押したままにすると、ズー

ムは Y 次元にのみ適用されます。ScrollMode が Sweeping に設定されている場合、ズームは使

用できないことに注意してください。 
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 軸上でのマウスホイールによるズームとパン 

 

AxisMouseWheelActionを使用して、軸に適用されるマウスホイールアクションの結果を構成し

ます。 

None: マウスホイールは何もしません 

Zoom: マウスがのっている軸のみをズームします 

Pan: マウスがのっている軸のみをパンします 

ZoomAll: マウスが X 軸上にある場合はすべての X 軸を、Y 軸上にマウスがある場合はすべての

Y 軸をズームします。YAxisLayout = Layered の場合にのみ、他の軸に適用されます。 

PanAll: マウスが X 軸上にある場合はすべての X 軸、Y 軸上にマウスがある場合はすべての Y 軸

をパンします。YAxisLayout = Layered の場合にのみ、他の軸に適用されます。 

 

 マウスボタンでパン 

 

パンを機能させるには、LeftMouseButtonAction または RightMouseButtonAction をパンに構成し

ます。構成されたマウスボタンを押したままグラフ領域をドラッグします。パンを停止するに

は、ボタンを放します。PanDirection が Both の場合、パンはドラッグ量によって X 軸と Y 軸の

両方をスクロールします。PanDirection を Vertical に設定すると、Y 軸のみを対象とします。同

様に、PanDirection を Horizontal に設定すると X 軸のみを対象とします。MousePanThreshold を

使用して、パンが影響を与える前にピクセル単位の許容値を与えます。チャートコントロール

に割り当てられた ContextMenuStrip コントロールを使用する際に、パンが停止するたびに開か

ないようにするため非常に便利です。 

 

 Ctrl、Shift、Altの有効化/無効化 

 

ズーム操作はこれらの修飾キーをサポートし、デフォルトでは有効になっています。無効にす

るには、AltEnabled = False、CtrlEnabled = False または ShiftEnabled = False に設定します。 

 

 コードでズームイン/ズームアウト 
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ZoomByFactor(…)メソッドを使用して、中心点とズーム率でズームします。 Zoom(…)メソッドを

使用して、長方形でズームします。ZoomToFit()メソッドは、「Zoom to fit」操作を呼び出します

（すべての系列データが表示されるように、すべての Y 軸と X 軸に合わせます）。 

 

 コードによる軸のズーム 

 

X または Y 軸の Minimum および Maximun プロパティに値を設定します。 SetRange(…)を使用し

て、両方を同時に設定します。  

 

 構成可能な原点を中心とした四角形のズーム 

 

RectangleZoomAboutOrigin を有効にすると、X 軸と Y 軸の値で設定された ZoomOrigin を中心点

として使用して、四角形のズームイン/ズームアウトが対称的に適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-92 ZoomPanOptions.RectangleZoomAboutOrigin が有効になっています。ViewXY.XAxes[0].ZoomOrigin = 10 、

ViewXY.YAxes[0].ZoomOrigin = 50 です。 

 

 Y軸のズームを同じ単位でリンクする 
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RectangleZoomLinkYAxes を有効にすると、同じ Units.Text 文字列を持つすべての Y 軸が、ズー

ムされた長方形と同じ Y 軸範囲を取得します。  

 
図 6-93 5 つの Y 軸を持つ積み上げビュー。長方形のズームがグラフセグメントに適用されると、その Y 軸がズーム

され、新しい Y 軸範囲が同じ Units.Text を持つすべての Y 軸にコピーされます。 

 

 自動 Yフィット 

 

デモ例：シグナルリーダー；オーディオ L + R、エリア、スペクトログラム；波形、持続スペク

トル 

AutoYFit プロパティを使用して、自動 Y 軸調整を設定します。自動 Y フィットを使用して、Y

軸の範囲を調整し、チャート内のすべてのデータを表示可能な X 軸の範囲に表示できます。特

にリアルタイムのモニタリングを目的としています。フィットは時間間隔で適用され、

UpdateInterval を使用して間隔をミリ秒で設定します。 MarginPercents を使用して、系列とグ

ラフの境界線の間に空のスペースを残すかどうかを定義できます。Through を有効にすると、

すべてのデータに対してフィッティング分析が行われますが、パフォーマンスが重要なシステ

ムでオーバーヘッドが発生する可能性があります。これを無効にすると、ごく一部の最新デー

タのみがルーチンのフィッティングに使用され、特定のアプリケーションで不適切な動作を引

き起こす可能性があります。 

AutoYFit は ZoomPaddingOptions で有効にできます： 

_chart.ViewXY.ZoomPanOptions.AutoYFit.Enabled = true; 
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自動的にフィットさせる Y 軸も定義する必要があります。TargetAllYAxes では、自動 Y フィッ

トをすべての Y 軸に同時に適用できます。または、AllowAutoYFit を各 Y 軸に対して個別に有効

にすることができます。 

// Enable AutoYFit for all Y axis. 

_chart.ViewXY.ZoomPanOptions.AutoYFit.TargetAllYAxes = true;  

// Enable AutoYFit only for this Y axis. 

_chart.ViewXY.YAxes[0].AllowAutoYFit = true; 

 

注意： AxisY クラスには、Y 次元に合わせるための Fit()メソッドもあります。 

 

 アスペクト比 

 

AspectRatioOptions.AspectRatio は、X / Y（またはマップの経度/緯度）比を設定します。 

デフォルトでは Off に設定され、X 軸と Y 軸の範囲を個別に設定できるようになっています。

アスペクト比を Manual に設定すると、ManualAspectRatioWH プロパティを使用して優先比率

を設定できます。ManualAspectRatioWH を変更すると、x 軸の Minimum と Maximum プロパテ

ィが調整され、目的のアスペクト比が得られます。ズーム操作は、アスペクト比の設定に従い

ます。 

ManualAspectRatioWH は次のように計算されます。 

ManualAspectRatioWH =ピクセル単位のビュー幅/ピクセル単位のビューの高さ* X 軸範囲/ Y 軸

範囲 

例えば： 

ManualAspectRatioWH = 1530 / 902 * (20 – 0) / (100 – 0) 

ビューの幅と高さは、ウィンドウサイズによって異なります。軸の範囲は最大-最小です。 
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図 6-94 チャートの表示領域。ピクセル単位のサイズは、ManualAspectRatioWH の計算に使用されます。 

AspectRatio が Off 以外の場合、軸スケーリングのペン先は使用できません。 

マップ（ 第 Error! Reference source not found.章を参照）の場合、AspectRatio = AutoLatitude は

非常に便利なオプションです。AutoLatitude は、さまざまな場所で地図を表示するときに

アスペクト比を動的に変更します。アスペクト比は、ビューの中心点によって決まります

。 

 

 特定の Xまたは Y軸をズームおよびパン操作から除外する 

 

• 特定の X 軸または Y 軸をズーム操作から除外するには、 

axis.ZoomingEnabled = False を設定します 

 

• パン操作から特定の X または Y 軸を除外するには、 

axis.PanningEnabled = False を設定します 

 

6.23 NaNまたはその他の値による DataBreaking 

 

デモ例：連続のデータブレーキング 

 

 

図 6-95 サポートするシリーズの DataBreaking オプション 

 

これらのシリーズタイプは、データ分割をサポートしています。 

• PointLineSeries 

• FreeformPointLineSeries 

• SampleDataSeries 

• AreaSeries 

• HighLowSeries 

• PointLineSeries3D 
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LightningChart は、指定されたブレーキング Value と一致するデータポイントのレンダリン

グをスキップします。他のすべての値は正常にレンダリングされます 。 

 

図 6-96 PointLineSeries、SampleDataSeries、AreaSeries および HighLowSeries で使用中の DataBreaking 

 

注意：DataBreaking.Enabled = True の場合、かなりの余分なオーバーヘッドが発生するため

、非常に高いリアルタイムデータレートが必要なソリューションには推奨されません。

ClipAreas の使用を検討してください（第 6.24 章を参照）。 

 

たとえば、NaNを使用してPointLineSeriesデータを分割する場合： 
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 図 6-97 NaN を使用して PointLineSeries をブレークします。 

 

コード：  
 

            int pointCount = 101; 
            double[] xValues = new double[pointCount]; 

            double[] yValues = new double[pointCount]; 

 

            for (int point = 0; point < pointCount; point++) 

            { 

                xValues[point] = (double)point * interval; 

                yValues[point] = 30.0 + 5.0 * Math.Sin((double)point / 20.0); 

            } 

             

            //Add some NaN values in Y array to mark break points  

            yValues[40] = double.NaN; 

            yValues[70] = double.NaN; 

            yValues[71] = double.NaN; 

            yValues[72] = double.NaN; 

            yValues[73] = double.NaN; 

            yValues[90] = double.NaN; 

            yValues[91] = double.NaN; 

 

            //Add new series with DataBreaking Enabled 

PointLineSeries pls = new PointLineSeries(_chart.ViewXY, 

_chart.ViewXY.XAxes[0], _chart.ViewXY.YAxes[0]); 

            pls.DataBreaking.Enabled = true; 

 

            // set data gap defining value (default = NaN) 

            pls.DataBreaking.Value = double.NaN; 

            SeriesPoint[] points = new SeriesPoint[pointCount]; 

            for (int point = 0; point < pointCount; point++) 

            { 

                points[point].X = xValues[point]; 

                points[point].Y = yValues[point]; 

            } 
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            //Assign the data for the point line series  

            pls.Points = points; 

 

            //Add the created point line series into PointLineSeries list  

            _chart.ViewXY.PointLineSeries.Add(pls);  

 

 

 

 

6.24 ClipAreas  
 

デモ例：クリップ領域 

DataBreaking（第 Error! Reference source not found.章を参照）と同様に、ClipAreas を使用して

シリーズデータの一部がレンダリングされないようにすることができます。不良データ範

囲、Y 値による範囲外データなどを除外するために使用できます。 

ViewXY のシリーズには、クリッピング領域を設定または更新するための SetClipAreas メソ

ッドがあります。ClipArea 構造体の配列を受け入れます。ClipAreas 配列は頻繁に変更する

ことができ、何千もの ClipAreas のパフォーマンスまで良好に保ちます。 

 ClipArea は、割り当てられたシリーズに適用されます。これはレンダリング段階のクリッピ

ングであり、実際のデータがその下にある場合、マウス操作は ClipArea の上に置かれたと

きにシリーズに応答することに注意してください。 

 
 

図 6-98 ClipAreas は PointLineSeries、AreaSeries、IntensityGridSeries の 3 つのシリーズで定義されています。左側

では、ClipAreas は使用されていません。右側では、ClipAreas が有効になっています。黄色の PointLineSeries の

場合、低振幅データをマスクするために X 次元のクリッピング領域 が定義されています。赤い AreaSeries の場

合、Y 次元の ClipArea は、高すぎるデータを上部から切り取ります。IntensityGridSeries の場合、X 次元および Y

次元の ClipAreas を使用して、シリーズが特定の領域にレンダリングされないようにします。 

 

複数のデータセグメントに行を分割するためには、DataBreaking 機能の使用やリアルタイ

ムモニタリング中に数百の個別のシリーズの生成よりも、ClipAreas の使用の方がパフォー

マンス上好ましい方法です。 
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6.25 地図 

 

Maps プロパティとそのサブプロパティを使用して、地理的な地図を表示します。

LightningChart マップには、vector maps と tile maps の 2 つの異なるカテゴリがあります。マス

は、いわゆる正距円筒図法で表示されます。 

 

図 6-99 世界の正距円筒図法。X の範囲は-180〜180 度（180W〜180E）、Y の範囲は-90〜90 度（90S〜90N）です。こ

の投影では、極域が大きく引き伸ばされます。 

 

この投影により、LightningChart のシリーズタイプと、実質的にすべてが X 軸と Y 軸にバイン

ドされている他のオブジェクトを、地図と同時に使用できます。 
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6.26 ベクトルマップ 

 

デモ例：世界地図；地図のルート；環境データを使用した地図；風データ 

地理的ベクトルデータは、 .md 拡張子の LightningChart マップファイルに保存されます。 

LightningChart には、一連のマップファイルが付属しています。 

X 軸は経度に、Y 軸は緯度に使用されます。マップ座標軸の表示については、第 Error! 

Reference source not found.章を参照してください。地図の座標は 10 進度で、緯度の原点は赤道

、経度の原点は英国グリニッジです。 

 

 

図 6-100 マップのプロパティとサブプロパティ。ツリー全体は、TileLayers コレクションとタイルマップ用の

TileCacheFolder を除くベクトルマップ用です。 

 

 アクティブなマップを選択する 

 

マップファイルが存在する Path プロパティにディレクトリ名を設定します。アクティブな

マップは、LightningChartで提供されるマップの Typeプロパティで選択できます。独自のマ

ップファイルを使用するには、FileName プロパティを設定します。 

マップが必要ない場合は、Type を Off に設定します。 
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図 6-101 マップの Type オプション。LightningChart で提供されるマップが表示されます。タイプ名の接尾辞は

、マップの大まかな詳細レベルを示します。 

 

一般的に、LightningChart のマップは非常に高い詳細レベルで作成されます。リアルタイム

モニタリングソリューションの場合、適切な詳細とパフォーマンスレベルを提供するマッ

プを選択することが重要です。 

 

 アスペクト比 

 

ViewXY.ZoomPanOptions.AspectRatioOptions.AspectRatio は、X / Y（または経度/緯度）比を設

定します。 

Off に設定すると、X 軸と Y 軸の範囲設定を個別に有効にして、マップを引き伸ばすことが

できます。AutoLatitude は、さまざまな場所で地図を表示するときにアスペクト比を動的

に変更します。アスペクト比は、ビューの中心点によって決まります。アスペクト比を

Manual に設定するには、ManualAspectRatioWH プロパティを使用して優先比率を設定しま

す。アスペクト比の計算方法の詳細については、第 6.22.16 章を参照してください。 
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 レイヤーとその外観設定 

 

各マップファイルには複数のレイヤーを含めることができます。たとえば、陸地、湖、川

、道路、都市のレイヤーがあります。レイヤーとそのデータは、Layer 配列プロパティから

アクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-102 プロパティエディターで開かれたマップレイヤーの詳細。 

 

各レイヤーには特定のタイプがあります。レイヤーの外観オプションは、対応するオプシ

ョンプロパティで変更できます。LandOptions を使用して土地地域の外観、LakeOptions で

湖、RiverOptions で川、RoadOptions で道路、CityOptions で都市、OtherOptions で不特定の

レイヤータイプを変更します。  
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図 6-103 デフォルトの LandOptions、およびヨーロッパからの対応するビュー 

 

 

図 6-104 変更された LandOptions 

 

 

5.25.3.1各レイヤーアイテムに個別の塗りつぶしと境界線スタイルを設定する 

 

各マップ要素の塗りつぶしまたは境界線の外観は個別に設定できます。BorderDrawStyle およ

び RegionDrawStyle プロパティを Individual に変更します。次に、Items コレクションにアクセ

スし、優先アイテムに移動して BorderLineStyle プロパティと Fill プロパティを編集します。

Items コレクションは、Name プロパティ（ここでは「Germany」）によってプログラムでナビ

ゲートできます。 
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図 6-105 レイヤーの境界線と領域の塗りつぶしスタイルを Invidual に設定し、Items コレクションで領域を編集

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

図 6-106 個別の塗りつぶしと境界線で描かれたドイツ地域。 

 

 マウスの双方向性 

 

マップ領域およびオブジェクトとのあらゆる種類の相互運用に対して MouseInteraction を

有効にします。領域（土地、湖）とベクターレイヤー（川、道路）をマウスでポイントでき

ます。マウスがオブジェクト上にあると、MouseHighlight が Simple に設定されている場合

、SimpleHighlightColor でマウスが強調表示されます。MouseHighlight が Blink に設定されて

いる場合、オブジェクトは明るい色と暗い色で点滅します。MouseHighlight を None に設定

す る と 、 オ ブ ジ ェ ク ト は 強 調 表 示 さ れ ま せ ん が 、 ク リ ッ ク す る と

Maps.MouseDownOnMapItem イベントの呼び出しなどに使用できます。 

マップオブジェクトには、人口やその他の統計データなどの関連データが含まれている場

合があります。MouseOverOnMapItem/MouseOverOffMapItem/MouseDownOnMapItem イベ

ントハンドラーを使用してデータにアクセスします。マップアイテムのデータは GetInfo メ

ソッドで取得でき、キーと値の辞書を提供します。 

リストボックスにすべてのデータを表示する方法を以下に示します。アイテム名は別のテ

キストボックスに表示されます。 
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private void MouseDownOnMap(MouseDownOnMapItemEventArgs args) 

      { 

            MapItem mapItem = args.MapItem; 

 

            textBoxCountryName.Text =  

                m_chart.ViewXY.Maps.Layers[args.Layer].Name 

                + ": " + mapItem.Name; 

            listBoxItemValues.Items.Clear(); 

            if (mapItem.GetInfo() != null) 

            { 

                Dictionary<string, string> dict = mapItem.GetInfo(); 

                Dictionary<string, string>.KeyCollection keys = dict.Keys; 

                foreach (String key in keys) 

                { 

                    String strValue; 

                    if (dict.TryGetValue(key, out strValue)) 

                    { 

                        listBoxItemValues.Items.Add(key + ": " + strValue); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

 背景写真 

 

Maps.Backgrounds プロパティにMapBackground オブジェクトを追加すると、マップの背景

としてビットマップ画像を表示できます。衛星画像またはその他のラスター画像は、いく

つかの GIS データプロバイダーから入手できます。画像は Image プロパティに設定でき、

緯度と経度の範囲は LatitudeMin、LatitudeMax、LongitudeMin および LongitudeMax プロパ

ティで設定できます。画像は設定範囲外には表示されません。 

マップレイヤーを通して背景を表示するには、各レイヤーの塗りつぶし設定を調整する必

要があります。透明色またはアルファレベルの低い色を使用します。 
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図 6-107 世界の地図。LandOptions.FillVisible は false に設定され、1 つの背景画像は緯度範囲-90〜90 および経度

範囲-180〜180 に設定されます。マップ領域の境界線と都市が表示されます。  

 

 他のシリーズとマップの組み合わせ 

 

地理マップは、任意の ViewXY シリーズタイプと組み合わせることができます。マップは背

景とその上のシリーズに描画されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-108 FreeformPointLine シリーズをルートとして使用したヨーロッパの地図。フラグマーカーは、マウスイ

ンタラクティブなウェイポイントとして追加されます。 
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図 6-109 IntensityGrid シリーズが標高を示す世界地図 
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図 6-110 ヨーロッパの地図上での IntensityGrid シリーズによる気象レーダーデータの視覚化 

 

 ESRI形状ファイルデータからマップをインポートする 

 

インポート機能により、.shp ファイルから LightningChart マップファイル（.md）が作成され

ます。 ESRI シェイプファイル（* .shp）は、ベクターおよびポリゴンデータをサポートする

広く使用されているマップファイル形式です。 

マップウィザードを使用して、シェープファイルデータを LightningChart（LC）マップデー

タ形式に変換できます。 LC 形式は階層化をサポートしているため、複数のシェープファイ

ルを 1 つのファイルにマージできます。マップファイルの構造とオブジェクトは、実行時

のパフォーマンスを最大にするために前処理されます。 

アドバイス：LightningChart®.NET のデモアプリケーションには、マップのインポートの例が

あります。そこからインポートウィザードを実行して、インポートを通じてカスタム LC マ

ップファイルを作成します。 

変換は少なくとも 3 つのステップで実行されます。 

1. Shapefile Selection Dialog でファイルに基づいてファイルを選択し、レイヤーに設定

します。 

2. ファイルテキストエンコーディングの決定。 
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3. 結果のマップファイルに含まれるアイテムを選択します。 

元の shp ファイルごとにステップ 2 と 3 が繰り返されることに注意してください。シェー

プファイルは使用するエンコーディングを認識しないため、ユーザーが選択する必要があ

ります。 

この後、変換が開始されます。マップがカスタムアプリケーションからインポートされる

場合、変換には非常に長い時間がかかり、ユーザーに変換の進行状況を通知できるため、

イベントハンドラーをセットアップすることが推奨されます。 

また、ユーザーがベースレイヤーを選択した場合、ステップ間にかなりの遅延が発生する

可能性があります。これは、レイヤーに基づいてデータを事前フィルタリングするためで

す。 

 

6.26.7.1 shpデータをインポートするためのプログラミングインターフェイス 

 

変換は、次のメソッドを使用して Maps.MapConverter クラスから初期化されたスレッドで

実行されます。 

public bool SelectFilesAndConvert() 

変換の進行状況をモニタリングするために、イベントハンドラーデリゲートがあります。 

public delegate void ConversionStateChangedHandler(ConversionProgress 

progress, int i); 

初期化する： 

MapConverter mapConverter = new MapConverter(); 

mapConverter.ConversionStateChanged += new 

MapConverter.ConversionStateChangedHandler(mapConverter_ConversionStateCha

nged); 

 

6.26.7.2 ダイアログ 

 

通常、変換プロセスには 3 つのダイアログが含まれます。フィルタを選択するために、個

別のダイアログがあります。 

 

6.26.7.2.1 シェープファイル選択ダイアログ 
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SelectFilesAndConvert()関数が呼び出された後、ファイル選択ダイアログが開きま

す。このダイアログでユーザーはソースファイルを選択し、レイヤーを設定します。

ダイアログで適切なファイルを選択して、マップ構成を保存することもできます。 

 

図 6-111 ソースシェイプファイル選択ダイアログ 

 

ファイルリスト 

ファイルのリストが描画順に含まれています。一番下のファイルデータが最後に描画

されたものです。リストの左側にある上/下ボタンからファイルの順序を変更できます

。ファイルを選択し、上下にクリックしてファイルを移動します。 

 

レイヤー名 

レイヤーの名前。例： “Countries” 

 

レイヤータイプ 

レイヤーのタイプ（レイヤーのレンダリングに使用するオプションを指定します） 

• City: レイヤーアイテムはシェープファイルタイプ POINT です 

• Lake: レイヤーアイテムはシェープファイルタイプ POLYGON です 

• Land: レイヤーアイテムはシェープファイルタイプ POLYGON です 

• River: レイヤーアイテムはシェープファイルタイプ POLYLINE です 

• Road: レイヤーアイテムはシェープファイルタイプ POLYLINE です 

• Other: レイヤーアイテムは、シェープファイルタイプ POLYGON または POLYLINE

です 

 

ベースレイヤー 

ユーザーが単一/一部の国のみを含むマップを必要とし、利用可能なグローバルマップ

のみがある場合に、上位レイヤーアイテムの選択をフィルターするために使用します

。例えばレイヤーに国が含まれている場合、選択した国/国のアイテムのみが結果のマ
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ップに含まれます。POINT タイプには小さなオフセットが適用されるため、ポイント

が境界線に十分近い場合は、ベースレイヤーと重なっていなくても含まれます。選択

したシェープファイルのすべてのデータがマップに含まれる場合、ベースレイヤーを

選択しないでください。アイテムの選択が大幅に遅くなります。ベースレイヤーと重

なる場合はすべてのアイテムがチェックされるため、非常に時間がかかります。 

 

説明 

マッププロパティに表示されるフリーテキスト。 

 

構成ファイル名 

XML 構成ファイル名。レイヤーのインポート/置換に使用されます。注意：インポート

としてマップ構成を作成するときに単一のファイルを使用します。置換メソッドは、1

つの shp 入力ファイルのみを取ることができます。 

 

設定を保存 

後で使用するためにマップ構成を xml ファイルとして保存する場合は、これをチェッ

クします。構成ファイルを選択すると、これが自動的にチェックされます。 

 

追加ボタン 

リストに追加するシェープファイルをクリックして選択します。 

 

削除ボタン 

リストから選択したファイルを削除します。 

 

名前の編集ボタン 

クリックして「レイヤー名エディター」を開きます。レイヤー名を設定します。 

 

OK ボタン 

クリックして次の段階（項目選択）に進みます。 

 

6.26.7.2.2 レコードエンコーディングと無効な名前フィールドを選択 

 

このダイアログは、ファイルテキストエンコーディングと、無効な名前または一般的

な名前を持つフィールドを選択するために使用されます。シェープファイルのエンコ

ードは異なる場合があり、ファイル内のエンコードに関する情報がないため、ユーザ

ーは有効なエンコードを選択する必要があります。複数のアイテム名は「UNK」のよう

になります。このダイアログでは、空にするアイテム名を選択できます。次のフェー

ズでアイテムが選択されている場合、アイテムは結果のファイルに含まれていること

に注意してください。 
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図 6-112 [レコードエンコーディング]および[無効な名前]フィールド選択ダイアログ 

 

ファイル名 

エンコーディングが適用されるシェープファイル名。 

 

レイヤー 

レイヤーの名前。 

 

名前フィールド 

シェイプファイルのアイテム名フィールド。別のフィールドを選択すると、それに応

じてリストが更新されます。 

 

名前のエンコード 

アイテム名のエンコード（名前が正しくない場合は別の値を試してください）。別のエ

ンコーディングを選択すると、それに応じてリストが更新されます。 

 

レコード名リスト/無効な名前のレコードを選択 

[名前]フィールドで選択したフィールドのアイテムのリスト。 

 

OK 

エンコードの選択を確認します（無効な名前の可能性もあります）。 

 

6.26.7.2.3 レイヤーデータ選択ダイアログ 

 

このダイアログは、結果のマップファイルに含まれるアイテムをシェイプファイルか

ら選択するために使用されます。レイヤー名はタイトルに連結されます。ダイアログ

は適応性があるため、特定のレイヤーに対して選択可能なフィールドがいくつかあり

ます。例えば River/Road タイプのレイヤーの場合、線幅の選択があり、線幅フィール

ドに設定できます（該当する場合）。データには、ダイアログで要求されたすべてのフ
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ィールドが含まれない場合があることに注意してください。Name フィールドはすべて

のアイテムに必須です。 

 

図 6-113 レイヤーデータ選択ダイアログ 

 

ダイアログで使用可能なユーザーインターフェイス項目： 

ファイル名 

ファイルの名前。 

 

レイヤー名 

レイヤーの名前。 

 

名前フィールド 

アイテム名に使用されるフィールド。エンコーディング選択ダイアログから自動的に

設定されますが、ここでも調整できます。 

 

人口フィールド 

母集団データに使用されるフィールド。 

 

国フィールド 

国名のフィールド。 

 

線幅フィールド 

線の幅。線のレンダリングをガイドします。 

 

保存されたアイテムを選択 



 

 

168   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

アイテムを個別に選択するか、すべて選択するか、Filter ダイアログを使用してアイ

テムのサブセットを選択します 

 

すべて切り替え 

ファイルからすべてのフィールドを選択します。 

 

フィルター/選択... 

値が選択されたフィールドを持つフィールドを選択します。上の画像では、

SOVEREIGNT フィールドが「カナダ」または「米国」に設定されているアイテムのみが

マップで選択されています。 

反転 

フィルター選択を反転します（フィルターで選択されたフィールドは、結果のマップ

ファイルに含まれません）。 

アイテムごとに保存されたフィールドを選択する 

各項目に含める必要があるフィールドをクリックします。フィールドは、アイテムご

とのフィールドを含む Dictionary クラスのキー値です。 

 

6.26.7.2.4 アイテムフィルター 

 

このダイアログは、レイヤデータ選択ダイアログから開き、結果のマップのアイテム

をフィルタリングするために使用されます。 

 

図 6-114 アイテムフィルタダイアログ 

 

フィールド 

フィルタリングのベースとなるフィールドを選択します。 

 

値 

結果のアイテムに含まれる値を選択します。 

 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   169 
 
 

上記の選択は、フィールド名 SOVEREIGNT に値「カナダ」が含まれるアイテムが結果の

マップに含まれることを意味します。 

 マップレイヤーのインポートと置換 

 

ユーザーは新しいレイヤーをマップにインポートし、既存のレイヤーを置き換えることが

できます。マップインターフェースからマップ内のレイヤーをインポートおよび置換する

には、4 つの方法があります。これは、ソフトウェアアプリケーションの実行中に頻繁に

更新される shp データを取得するときに非常に便利です。 

ImportNewLayer メソッドは新しいマップレイヤーを指定されたレイヤーインデックスに挿

入し、ImportReplaceLayerメソッドは指定されたレイヤーインデックスのマップレイヤーを

置き換えます。 

 
public MapConverter.ConversionResult ImportNewLayer(String shpFilename, 

int targetLayerIndex), 

 

shpFilename は元の shp ファイル名の名前で、targetLayerIndex は新しいレイヤーのイ

ンデックスです。この方法では、上記のダイアログを使用してマップ構成をセット

アップします。 

 
 

public MapConverter.ConversionResult ImportNewLayer(String shpFilename, 

int targetLayerIndex, String configFile), 

 

shpFilename は元の shp ファイル名の名前、targetLayerIndex は新しいレイヤーのイン

デックス、configFile はマップ構成ファイル名です。この方法では、上記のダイアロ

グで作成された構成ファイルを使用します。 

 

 
public MapConverter.ConversionResult ImportReplaceLayer(String 

shpFilename, int targetLayerIndex), 

 

shpFilename は元の shp ファイル名の名前で、targetLayerIndex は新しいレイヤーのイ

ンデックスです。この方法では、上記のダイアログを使用してマップ構成をセット

アップします。 

 

 
public MapConverter.ConversionResult ImportReplaceLayer(String 

shpFilename, int targetLayerIndex, String configFile), 
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shpFilename は元の shp ファイル名の名前、targetLayerIndex は新しいレイヤーのイン

デックス、configFile はマップ構成ファイル名です。この方法では、上記のダイアロ

グで作成された構成ファイルを使用します。 

 

 

設定ファイルはプレーン xml ファイルであり、テキストエディターで編集できますが、編

集は推奨しません。 
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6.27 タイルマップ 

 

デモ例：HERE マップストリート；HERE マップ衛星；小さなチャートのある HERE マップ 

LightningChart は、次のオンラインタイルデータサービスをサポートしています。 

• Here: ストリートマップ、衛星画像 

 

図 6-115 TileLayer のプロパティ 

ViewXY.Maps.TileLayers コレクションに TileLayer オブジェクトを追加します。AlphaLevel プ

ロパティを使用して、複数のレイヤーを挿入して半透明にすることができます。TileLayer

オブジェクトは、TileLayers コレクションの外観の順にレンダリングされます。最初のレイ

ヤーは背景にあります。AboveVectorMap = False を設定 することにより、定義されている

場合はレイヤーがベクトルマップの前にレンダリングされます（ 第 Error! Reference source 

not found.章を参照）。デフォルトでは、TileLayer はベクターマップの後にレンダリングさ

れます。 

TileLayer は、http プロトコルを介してオンラインサービスプロバイダーから小さな画像と

して情報を取得し、チャートエリアに表示します。マップビューをズームまたはパンする

と、画像が更新されます。 

新しいタイルセットの読み込みには、数秒かかります。 

 

タイルキャッシュ 

チャートはタイルをキャッシュフォルダーに格納します。これにより、同じ領域で頻繁に

パンまたはズームする際の読み込み時間が大幅に短縮されます。チャートでタイルを表示

する必要がある場合、まずキャッシュフォルダーにあるかどうかを確認し、見つからない

場合は Web サービスから取得します。多くのワークステーションがタイルマップにアクセ

スする必要があるチームでの使用では、共有ローカルネットワークサーバーフォルダーを

選択するのが賢明です。デフォルトでは、キャッシュフォルダーは c:\Users\[Current 

user]\AppData\Local\Temp です。 

ViewXY.Maps.TileCacheFolder にキャッシュフォルダーを設定します。 
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ViewXY.Maps.ClearTileCacheFolder()メソッドを呼び出して、キャッシュフォルダーをクリア

します。 

 HERE 

 

LightningChart は、Here でタイルデータサービスをサポートしています。開発者またはエン

ドユーザーは、Here サーバーを使用できるように、Here と独自の契約を結ぶ必要がありま

す。こちらから無料の試用版キーを入手できます：

https://developer.here.com/plans/api/consumer-mapping 

 

タイプを選択する 

TileLayer.Type = Street を設定して、ストリートマップを使用します。ストリートマップは

非常に近くでズームインできます。 

 

図 6-116 TileLayer.Type = Street 

TileLayer.Type = Satellite を設定して、衛星画像を使用します。 

https://developer.here.com/plans/api/consumer-mapping
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図 6-117 TileLayer.Type = Satellite 

 

注釈などのシリーズおよび他のチャート要素の表示が可能です。  

 

図 6-118 天気データを表示する IntensityGridSeries を使用したストリートマップ 
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6.28 StencilAreas 
 

デモ例：強度シリーズステンシルを使用したマップ；色度図；シリコンウェーハマップ分析（

WinForms のみ） 

IntensityGridSeries、IntensityMeshSeries、および Maps には、描画データの領域内または領域外

をマスクできる StencilArea 機能があります。たとえば地図の上にデータが表示されている場

合、ステンシルを使用して表示データを国などの特定の地図領域に制限できます。StencilArea 

は新しい StencilArea オブジェクトを作成し、そのサイズを AddPolygon()を介して

PointDouble2D -array として、または AddMapLayerIndex()を介してマップレイヤーとして定義

し、最終的にマスクするシリーズに追加することで適用できます。 

StencilAreas には 2 つのタイプがあります。 

• AdditiveAreas は正のステンシルマスクを作成します。領域内のデータのみが描画され

、外側はクリップされます。 

• SubtractiveAreas はネガティブステンシルマスクを作成します。エリア内のデータはク

リップされ、外側が描画されます。SubtractiveAreas は、AdditiveAreas とのみ連携する

ように設計されていることに注意してください。これらがないと、クリッピングは適

用されません。 

StencilArea オブジェクトがリスト（AdditiveAreas または SubtractiveAreas）に追加されるたび

に、それぞれのシリーズに対して InvalidateStencil()または InvalidateData()を呼び出す必要があ

ります。またステンシルを定義するポイントの配列を時計回りに設定することを推奨します。 

 

 AdditiveAreas 

 

AdditiveAreas を使用して、描画する領域を定義します。それの外側はすべてクリップされ

ます。 

// Defining an additive StencilArea to an IntensityGrid 

 

PointDouble2D[] stencilPoints = new PointDouble2D[] { 

new PointDouble2D(30, 5), 

new PointDouble2D(30, 95), 

new PointDouble2D(195, 95), 

new PointDouble2D(195, 5) 

}; 

StencilArea stencilArea = new StencilArea(_intensityGrid.Stencil); 

stencilArea.AddPolygon(StencilPoints); 

_intensityGrid.Stencil.AdditiveAreas.Add(stencilArea); 
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_intensityGrid.InvalidateStencil(); 

 

 SubstractiveAreas 

 

SubstractiveAreas を使用して、AdditiveArea 内に描画しない領域を定義します。 

// Defining two substractive StencilAreas to an IntensityGrid 

 

PointDouble2D[] pnt2 = new PointDouble2D[] { 

new PointDouble2D(130, 70), 

new PointDouble2D(130, 90), 

new PointDouble2D(160, 90), 

new PointDouble2D(160, 70), 

}; 

StencilArea stencilArea2 = new StencilArea(_heatMap.Stencil); 

stencilArea2.AddPolygon(pnt2); 

_heatMap.Stencil.SubtractiveAreas.Add(stencilArea2); 

_heatMap.InvalidateStencil(); 

図 6-119 上部にはステンシルのない IntensityGrid、下部には上記のコードを使用して作成された

AdditiveArea を持つ同じグリッドがあります。 
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PointDouble2D[] pnt3 = new PointDouble2D[] { 

new PointDouble2D(50, 10), 

new PointDouble2D(50, 25), 

new PointDouble2D(90, 25), 

new PointDouble2D(90, 10), 

}; 

StencilArea stencilArea3 = new StencilArea(_heatMap.Stencil); 

stencilArea3.AddPolygon(pnt3); 

_heatMap.Stencil.SubtractiveAreas.Add(stencilArea3); 

_heatMap.InvalidateStencil(); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複数の StencilAreas 

 

加算型と減算型の両方の複数の StencilAreas を設定することができます。 2 つ以上の領域が重

複する場合、領域は結合されます。 

図 6-120 上記のコードを使用して設定された、2 つの SubstractiveAreas を持つ IntensityGrid。 SubstractiveAreas

を使用する前に AdditiveArea を設定する必要があることに注意してください。 
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6.29 LineSeriesCursors 
 

デモ例：ポイントライン；マルチチャネルカーソルトラッキング；スプリッター付きのセグメ

ント；対数軸 

ラインシリーズカーソルを使用すると、X 座標で値を追跡することによりラインシリーズデー

タを視覚的に分析できます。シリーズ値は、ITrackable インターフェイスを実装するシリーズ（

SampleDataSeries、PointLineSeries、AreaSeries、HighLowSeries）でのみ解決できます。他のシリ

ーズタイプの場合、Y 座標はカーソルによって自動的に追跡されません。 

LineSeriesCursors コレクションに LineSeriesCursor オブジェクトを追加します。 SnapToPoints を

有効にして、カーソルをポイントからポイントにジャンプします。Styleプロパティでカーソル

追跡スタイルを設定します。 Style が PointTracking に設定されている場合、ビットマップイメ

ージであっても、任意の追跡ポイントスタイルを使用できます。HairCrossTracking スタイルを

使用する場合、ラインシリーズポイント Y 値に水平線が描画されます。同じシリーズの複数の

ポイントがカーソル位置でヒットした場合、最小ポイントと最大ポイントの中央に線が引かれ

ます。  

図 6-121 複数の StencilAreas が使用されます。一部の SubstractiveAreas は重複しているため、領域が結合されます。

ステンシルの位置を示すために、目に見える境界を持つ透明なポリゴンも描画されます。 
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IndicateTrackingYRange を有効にすると、カーソルの中央でヒットするポイントの最小値から

最大値までの範囲で水平バーが描画されます。 

 

 

図 6-122 Y 範囲インジケーター付きの十字カーソル（IndicateTrackingYRange = true） 

図 6-121 ラインシリーズカーソル：垂直ポイントトラッキングカーソル（水色の線と十字）、ヘアクロストラッキ

ングカーソル（赤い線）、およびトラッキングなしの垂直フルレングスカーソル（黄色の線） 
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 LineSeriesCursorの位置のデータ値を解決する 

 

デモ例：マルチチャネルカーソルトラッキング 

ITrackable インターフェイスを実装するシリーズは、X スクリーン座標または X 軸値によって

解決できます。 

追跡可能なシリーズには、正確または粗い値の解決方法があります。正確な方法の

SolveYValueAtXValue は必要に応じてデータポイントをループし、最も近いデータポイントを

見つけます。粗い方法の SolveYCoordAtXCoord はシリーズのキャッシュされたレンダリングデ

ータを使用して、一致する Y スクリーン座標を解決します。  

 

6.29.1.1 データポイント配列を使用して X値ごとに Y値を解く正確な方法 
 

 

LineSeriesValueSolveResult result =  

 series.SolveYValueAtXValue(cursor.ValueAtXAxis); 

 

 if (result.SolveStatus == LineSeriesSolveStatus.OK) 

 { 

//PointLineSeries may have two or more points at same X value. If so, 

center it between min and max  

                yValue =(result.YMax + result.YMin) / 2.0; 

                return true; 

   } 

注意： cursor.SnapToPoints が無効になっている場合、SolveYValueAtXValue はそれに隣接す

るポイント（カーソルラインとシリーズラインの交点）間の補間値を返します。 

 

 

図 6-123 SolveYValueAtXValue は、SnapToPoints が無効になっている場合、隣接するデータポイント間の値を補

間します。 

 

6.29.1.2 データポイント配列を使用して X座標で Yスクリーン座標を解く粗い方法 

 

LineSeriesCoordinateSolveResult result = 

 series.SolveYCoordAtXCoord((int)Math.Round(fCoordX)); 

 

図 6-122 Y 範囲インジケーター付きの十字カーソル（IndicateTrackingYRange = true）。 

 



 

 

180   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

 if (result.SolveStatus == LineSeriesSolveStatus.OK) 

 {              

 fCoordY = (result.CoordBottom + result.CoordTop) / 2f; 

  if (axisY.CoordToValue((int)Math.Round(fCoordY), out yValue) == 

false) 

      { 

  return false;  

 } 

} 

一連のデータポイントが 100.000 を超えるなど多くのデータポイントを保持している場合、通

常、粗い方法を使用した方がはるかに高速です。粗い方法はグラフサイズまたはピクセル単位

の Y セグメントの高さが低い場合、非常に不正確になる可能性があります。 

粗い方法での画面座標は、X 軸と Y 軸の CoordToValue メソッドを呼び出すことで軸の値に変換

できます。 

AnnotationXY オブジェクトを使用して、カーソルの横に値を表示することを推奨します（第 

6.20 章を参照）。 

 

 

 図 6-124 PointLineSeries を追跡するために使用される LineSeriesCursor。値は AnnotationXY オブジェクトに表示され

ます。 
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 FreeformPointLineSeriesからのデータ値の解決 

 

FreeFormPointLineSeries は、ITrackable インターフェイスを実装するシリーズの LineSeriesCursor の

位置でデータ値を解決するために使用されるメソッドにほとんど似ており、正確または粗い値を

解決するためのメソッドを実装します。 

注意： FreeformPointLineSeries は ITrackable インターフェイスを実装していないため、

LineSeriesCursor で追跡できません。 

正確なメソッド SolveYValuesAtXValue は、指定された X 軸値のすべての Y 値を解決し、

LineSeriesValueSolveResult 構造体の反復可能なリストを返します。 

  

粗いメソッド SolveYCoordsAtXCoord は、指定された X スクリーン座標のすべての Y スクリーン座

標を解決し、LineSeriesCoordinateSolveResult 構造体の反復可能なリストを返します。 

 

指定された X 軸値または X スクリーン座標がポイント間でヒットした場合、結果は補間値/座標か

ら形成されます。 
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6.30 EventMarkers 
 

デモ例：追跡マーカー；地図のルート；ヒートマップの色の広がり；スプリッター付きのセグ

メント；バブルチャート；キャンベル図；カーブノードの編集 

EventMarkers を使用すると、リアルタイムモニタリング中に何か特別なことが発生した場合、

またはデータに特別な注釈を付けたい場合に、関心のあるポイントをマークできます。Symbol

プロパティでマーカーシンボルを定義し、Label プロパティでテキストラベルを定義します。 

VerticalPosition プロパティで垂直位置を設定し、必要に応じて Offset を使用してオブジェクト

プロパティをシフトします。すべてのマーカーに XValue を割り当てることで X 軸上のマーカ

ーの位置が設定されます。 

マーカーの形状を選択するには、Symbol.Shape を設定します。利用可能な形状は Rectangle、

Circle、Triangle、Flag、FlagLightning、Cross、CrossAim、Bitmap、HollowBasic、HollowBasicActive、

HollowHarmonic、HollowActiveSideband、HollowSideband、HollowTailedActive 、HollowTailed で

す。 

 
図 6-125 取引例のマーカー 

 

 チャートイベントマーカー 

 

ChartEventMarker コレクションではチャートマーカーを追加できます。チャートマーカーを使

用して、「テスト担当者が立ち上がった」「コンデンサがバイパスされた」など関心のあるポ
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イントを示すことができます。シリーズイベントマーカーとは異なり、チャートイベントマー

カーは特定のシリーズに添付されません。マーカーはマウスで別の場所にドラッグできます。 

チャートマーカーの位置は VerticalPosition、XValue、および Offset プロパティ で設定できます

。さらに BindToXAxis を true に設定すると、マーカーが特定の X 軸にバインドされます。実際

はこれによりマーカーは現在の X 値にとどまり、X 軸がパンされたときなどに移動します。 

BindToXAxis を無効にすると、軸の移動方法に関係なくマーカーは同じチャート位置に保持さ

れます。複数の X 軸がある場合、AssignXAxisIndex を使用してマーカーがバインドされている

軸を設定できます。 

ClipInsideXRange は、BindToXAxis を有効にして使用できます。バインドされている特定の X 軸

の値が表示されている X 軸の範囲内にない場合、マーカーをクリップします。この値は XValue 

プロパティを介して設定できます。マウスでマーカーを手動で移動すると、この設定は無効に

なります。ClipInsideGraph プロパティでは、グラフマーカーをグラフ領域の外側に描画できる

かどうかを決定します。 

 

 ラインシリーズイベントマーカー 

 

系列シリーズには SeriesEventMarkers コレクションプロパティがあります。シリーズ固有のイ

ベントマーカーを割り当てるために使用できます。シリーズイベントマーカーは、イベントマ

ーカーをシリーズ値に添付したままマウスで別の場所にドラッグできます。これを有効にする

には、マーカーのVerticalPositionをTrackSeriesに設定する必要があります。これは、ITrackable

インターフェイスを実装するシリーズで利用可能です。 

HorizontalPosition を SnapToPoints に設定することにより、マーカーは最も近いデータポイント

の位置に水平に整列します。HorizontalPosition = AtXValue ではマーカーを任意の x 値に配置で

き、VerticalPosition = AtYValue ではマーカーを任意の Y レベルに垂直に設定できます。 

通常の一連の形状に加えて、SeriesEventMarkerは 2つの特別な Symbol.Shape設定、HollowYAxis

および HollowYAxisActive をサポートしており、Y 軸の目盛り付きの垂直線が投影されます。ピ

クセル幅の垂直線があり、シリーズが接続されている Y 軸から MajorTicks と MinorTicks の位置

を選択します。目盛りの長さを調整するには、YAxis.MajorDivTickStyle.LineLength および

YAxis.MinorDivTickStyle.LineLength プロパティを編集します。 
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図 6-126 2 つの特別な SeriesEventMarkers 図形：HollowYAxis および HollowYAxisActive。シリーズごとのデータカー

ソルを作成するときに非常に便利です。  
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6.31 永続的なシリーズレンダリングレイヤー 

 

デモ例：ライン/ポイント；エリア/ハイロー 

PersistentSeriesRenderingLayer は、繰り返しのライン/ポイントデータ、または同じ X および Y

範囲で何度もプロットされるライン/ポイント/ハイロー/面積塗りつぶしデータの非常に高速な

レンダリングに使用できます。 

たとえば FFT モニタリングの場合を考えてみると、毎秒 20 個の新しいデータストリップが受

信されます。最新のデータとすべての履歴トレースが表示されるはずです。しかし、モニタリ

ングは数時間続きます。この種のデータを通常のレンダリングでレンダリングすると、20 * 60 

* 60 = 72000 の新しいラインシリーズが 1 時間ごとに必要になります。1 時間モニタリングされ

る前に、PC のメモリが不足すると考えられます。レンダリングが非常に遅くなり、使用でき

なくなることは確かです。  

PersistentSeriesRenderingLayer はビットマップの一種であり、レンダリングデータを段階的に

追加できます。コマンドによってクリアされるまでグラフィックを保持します。この方法では

、各更新ラウンドで 1 つのシリーズのみをレイヤーにレンダリングする必要があり、その後に

レイヤーが画面にレンダリングされます。CPU 負荷またはメモリフットプリントは増加しませ

ん。既存のデータを徐々にフェードアウトする必要がある場合は、ビットマップピクセルのア

ルファを乗算することで実行できます。   

必要な数だけ PersistentSeriesRenderingLayer オブジェクトを作成することが可能であり、各ラ

ウンドで任意の数のシリーズをレンダリングできます。 
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図 6-127 永続レイヤーは緑色で履歴トレースを示します。その上に、通常の PointLineSeries が赤色で表示されます

。 
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図 6-128 永続レイヤーは、緑色で履歴トレースを示します。 MultiplyAlpha メソッドは、レンダリングレイヤーの新

しいデータを更新する前に呼び出され、最も古いトレースをフェードアウトさせます。 

 

 レイヤーを作成する 

 

PersistentSeriesRenderingLayer は ViewXY のサブプロパティではないため、Visual Studio のプロパ

ティグリッドで追加することはできません。 PersistentSeriesRenderingLayer オブジェクトは以

下のようにコードで作成する必要があります。 

using Arction.[edition].Charting.Views.ViewXY;  

PersistentSeriesRenderingLayer layer = new PersistentSeriesRenderingLayer 

(m_chart.ViewXY, m_chart.ViewXY.XAxes[0]); 

ViewXY オブジェクトをパラメーターとして提供することにより、ViewXY のレイヤーをバイン

ドします。描画されるシリーズで使用されるものと同じ XAxis オブジェクトを提供します。 

複数のレイヤーは、チャートの作成順にレンダリングされます。 

 

 レイヤーをクリアする 

 

layer.Clear()はレイヤーをクリアし、ARGB =（0,255,255,255）で色を初期化します。 

layer.Clear(Color color) は指定された色でレイヤーをクリアします。ほとんどの場合、背景で使

用されているのと同じ色を設定するのが最も便利ですが、A = 0 に設定されます。背景が黒の場

合、layer.Clear（Color.FromArgb（0,0,0,0））;を使用します。 

 

 レイヤーアルファの調整 

 

MultiplyAlpha(value) は、レイヤーをより透明または不透明にすることができます。レイヤー内

のすべてのピクセルを個別に乗算します。 

1 未満の値を指定すると、透明度が増加します（レイヤーが減衰します）。 

1 より大きい値を指定すると、不透明度が高くなります（レイヤーが見やすくなります）。 

値が 1 の場合は効果がありません。 
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たとえば、MultiplyAlpha(0.8)は、アルファを既存のアルファの 80％に設定し、MultiplyAlpha(2)

は 200％に調整します。 

 

 レイヤーへのデータのレンダリング 

 

PointLineSeries、SampleDataSeries、FreeformPointLineSeries、HighLowSeries、または AreaSeries

オブジェクトのいずれかを使用して、データをレイヤーにレンダリングします。

ViewXY.PointLineSeries 、 ViewXY.SampleDataSeries 、 ViewXY.FreeformPointLineSeries 、

ViewXY.HighLowSeries または ViewXY.AreaSeries コレクションに追加されたシリーズにすること

ができます。これらのコレクションに追加されていない一時的なシリーズも使用できます。通

常どおりシリーズのデータを入力します（PointLineSeries については第 Error! Reference source n

ot found. 章、 SampleDataSeries については第 Error! Reference source not found. 章、

FreeformPointLineSeries については第 6.8章、HighLowSeries については第 Error! Reference source n

ot found.章、AreaSeries については第 Error! Reference source not found.章を参照してください）。  

layer.RenderSeries(PointLineSeriesBase series): レイヤーに 1 つのシリーズをレンダリングします 

layer.RenderSeries(List<PointLineSeriesBase> seriesList): 指定されたすべてのシリーズをレイヤー

にレンダリングします。各シリーズを個別に layer.RenderSeries(PointLineSeriesBase series)を呼

び出すよりも効率的です。 

注意：Visible が False に設定されていても、指定されたシリーズはすべてレイヤー上にレンダ

リングされます。  

注意：系列で使用される X 軸は、PersistentSeriesRenderingLayer コンストラクターに提供され

るものと同じでなければなりません。そうでない場合、シリーズオブジェクトはスキップさ

れます。 

注意：RenderSeries は、レイヤーにレンダリングするためのものです。レイヤー自体は、通常

のシリーズ（PointLineSeries、SampleDataSeries、FreeformPointLineSeries、HighLowSeries、

AreaSeries）の直前にレンダリングされます。 

 

 レイヤーを破棄する 

 

レイヤーを破棄し、チャートでレンダリングされないようにするには、layer.Dispose()を呼び

出します。  
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 レイヤー内のアンチエイリアスデータ 

 

チャートレンダリングステージでデータをアンチエイリアスするには、layer.AntiAliasing を

True に設定します。これにより、ハードウェアがサポートしていない場合にもアンチエイリア

スが有効になります。 

 

 レイヤーのリストを取得する 

 

ViewXY.GetPersistentSeriesRenderingLayers()は、PersistentSeriesRenderingIntensityLayers を含む、

作成されたすべてのレイヤーのリストを返します。 

 

 知っておくべきレイヤーの制限 

 

特別なレンダリング技術のため、これらの制限に留意してください：  

- X 軸の ScrollMode は None に設定する必要があります。このアプローチでは、X 軸のリアルタ

イムスクロールは不可能です。 

-ズーム、パン、軸調整、およびチャートのサイズ変更により、画像は軸範囲と同期しなくな

ります。永続的なプロットを使用する場合はこれらの機能を無効にするか、レイヤーをクリア

し、新しいレイヤーレンダリングのために古いラインシリーズを一時的に再作成するようにア

プリケーションロジックを作成する必要があります（軸範囲の変更とサイズ変更のイベントハ

ンドラーがあります）。 

-グラフのサイズ変更によりレイヤーがクリアされ、Windows デスクトップのロック状態から

再開されます。  

-マウスインタラクティビティは、レイヤーでのみレンダリングされるシリーズではサポート

されていません 

- EMF / WMF / SVG のエクスポート、ベクター形式でのクリップボードへのコピー、ベクター形

式での印刷はレイヤーをサポートしていません。ラスタ形式のみがサポートされています。   

 

 



 

 

190   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

6.32 永続的なシリーズレンダリング強度レイヤー 

 

デモ例：強度持続層、信号 

PersistentSeriesRenderingIntensityLayer を使用すると、トレースをレイヤーに収集し、ピクセル

ごとのヒットカウントで色付けできます。色付けは、値の範囲のパレットを使用して行われま

す。トレースは、PersistentSeriesRenderingLayer と同じシリーズタイプで使用できます（第

Error! Reference source not found.章を参照）。それらは非常によく似ていますが、主な違いは色

です。 2 回目のレンダリング呼び出しでトレースをピクセルの位置で再度レンダリングすると

、その強度が大きくなり、値範囲パレットで値が増加します。  

 

      図 6-129 持続強度レイヤーは、集中しているアクティビティの領域、この場合は黄色と赤で強調表示されます。  

 

図 6-130 繰り返し信号トレースは同じ領域でレンダリングされます。左側では、レイヤー上にいくつかのトレース

のみがレンダリングされており、すべての色が青で表示されています。中央では、多くのトレースがレンダリング

されていますが、ほとんどが異なる座標です。トレースの交差部分で、ヒット数が黄色のしきい値のパレットで定

義されているトレース数 10 を超えています。右端の画像では、合計で数百のトレースがレンダリングされており

、交差点は赤色で定義されたしきい値を超え始めています。 
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 レイヤーを作成する 

 

PersistentSeriesRenderingIntensityLayer は ViewXY のサブプロパティではないため、Visual Studio

のプロパティグリッドで追加することはできません。PersistentSeriesRenderingIntensityLayer オ

ブジェクトはコードで作成する必要があります。 

次のように作成します。 

using Arction.LightningChartUltimate.Views.ViewXY;  

PersistentSeriesRenderingIntensityLayer layer = new 

PersistentSeriesRenderingIntensityLayerngLayer(m_chart.ViewXY, 

m_chart.ViewXY.XAxes[0]); 

 

 レイヤーをクリアする 

 

layer.Clear()はレイヤーをクリアし、カウンターをリセットします。 

 

 パレットの色を変更する 

 

レイヤーの ValueRangePalette プロパティでパレットタイプとステップを定義します。

ValueRangePalette.Type = Gradient はグラデーションの色付けを行い、ValueRangePalette.Type = 

Uniform はレイヤーを個別のカラーステップでレンダリングします。 

 

 新しいトレースの強度効果と古いトレースの減衰の調整 

 

NewTraceIntensity プロパティを使用して、RenderSeries 呼び出しでレンダリングされた新しい

トレースが取得する強度を設定します。典型的な値は 1〜100 で、色範囲がトレースでいっぱ

いになるまでの速さによって異なります。 

HistoryIntensityFactor を使用して、古いトレースの減衰速度を調整します。典型的な値の範囲

は 0.5〜0.99 です。 

HistoryIntensityFactor の設定自体は、RenderSeries の次の呼び出しまでレイヤーを更新しないこ

とに注意してください。 

 



 

 

192   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

 レイヤーへのデータのレンダリング 

 

RenderSeries メソッドによって、PointLineSeries、FreeformPointLineSeries、SampleDataSeries、

HighLowSeries、または AreaSeries をレイヤーにレンダリングします。 

layer.RenderSeries(PointLineSeriesBase series): レイヤーに 1 つのシリーズをレンダリングします 

layer.RenderSeries(List<PointLineSeriesBase> seriesList): 指定されたすべてのシリーズをレイヤー

にレンダリングします。パフォーマンスは layer.RenderSeries(PointLineSeriesBase series)を上回

りません。 

データがレイヤーに更新されると NewTraceIntensity が新しいトレースに使用されます。古い

トレースデータは HistoryIntensityFactor で同時に減衰します。すべてのシリーズオブジェクト

の後に layer.RenderSeries(List<PointLineSeriesBase> seriesList) は古いトレースを減衰させます。 

 

 レイヤーを破棄する 

 

レイヤーを破棄し、チャートでレンダリングされないようにするには、layer.Dispose()を呼び

出します。   

 

 レイヤー内のアンチエイリアスデータ 

 

チャートレンダリングステージでデータをアンチエイリアスするには、layer.AntiAliasing を

True に設定します。ハードウェアがサポートしていない場合にもアンチエイリアスを有効にし

ます。 

 

 Getting list of layers 

 

ViewXY.GetPersistentSeriesRenderingLayers()は PersistentSeriesRenderingLayers を含む、作成され

たすべてのレイヤーのリストを返します。  
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7. View3D  
 

View3Dでは、3D空間でデータを視覚化できます。 3Dモデルは、さまざまな方法でズーム、回

転、およびライトアップできます。異なるシリーズタイプを同じ 3D ビューに配置して、組み

合わせて視覚化することができます。 

 

 

図 7-1 View3D オブジェクトのメインツリー 
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7.1 3Dモデルと寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 3D モデルの正と負の方向 

 

3D モデルは 3D の世界の中心に構築されます。寸法の大きさは、3D 空間でのモデルボックス

のサイズを定義します。壁と軸のサイズは、この寸法ボックスで定義されます。 Dimensions

プロパティを使用して、各次元の大きさを設定します。 

カメラの回転が定義されていない場合、正の X 方向は右、正の Y 方向は上方向、正の Z 方向は

画面の内側です。  

 

 世界座標 

 

一部の 3D オブジェクトは、軸の値ではなく「世界座標」を使用します。たとえば、ライト

はこのように配置されて、軸範囲から独立しています。世界座標は「3D モデル空間座標」

とも呼ばれます。 

原点[0,0,0]はモデルの中心にあります。実際の 3D モデル空間の範囲は、[-Dimensions.X/2 か

ら Dimensions.X/2]、 [-Dimensions.Y/2 から Dimensions.Y/2]、および [-Dimensions.Z/2 から

Dimensions.Z/2 ]になります。 

LightningChart は、系列値、軸値、世界座標、画面座標間で値を変換するメソッドを提供し

ます。詳細については、デモアプリケーションの例を参照してください。 

Y+

Z+

Z-

Y-

X+X-
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Y+ Z+

X+

 

図 7-3 3D ビューのセットアップの例。寸法は X = 100、Y = 40、Z = 80 に設定されています。見える壁は左、下、後

ろです。透視カメラが使用されます。 

 

7.2 壁 

 

壁（WallOnFront、WallOnBack、WallOnTop、WallOnBottom、WallOnLeft、WallOnRight）は

軸グリッドとグリッドストリップを表示し、軸のベースを提供するために使用されます。

デフォルトでは、下、左、右、背面、および前面の壁が表示されます。AutoHide プロパテ

ィは true に設定されています。ビューを回転させると邪魔な壁が一時的に非表示になり、

チャートのコンテンツの表示が妨げられなくなります。壁を強制的に表示するには、

Visible = true および AutoHide = false に設定します。 

XGridAxis、YGridAxis、ZGridAxis、GridStripColorX、GridStripColorY、GridStripColorZ および

GridStrips プロパティを使用してグリッドを適用する軸を選択し、グリッドストリップの色

を変更します。利用可能なプロパティは、壁の向きによって異なります。 
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7.3 FrameBox 
 

壁の代わりに、簡素化された 3D ボックスプレゼンテーションを使用できます。すべての壁

に Visible = false を設定してから、 FrameBox.Style = AllEdges を設定します。

FrameBox.LineColor で色またはフレームを設定します。 

 

         図 7-4 FrameBox が表示され、壁が非表示になります。 

 

7.4 カメラ 

 

 

図 7-5 カメラプロパティ 
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カメラのタイプ、場所、距離、およびターゲットにより 3D ビューポイントが決定されます。

RotationX、RotationY、RotationZ、ViewDistance を使用して、3D モデル空間でカメラの位置を

設定します。Target プロパティを設定して、カメラを優先方向に向けます。 

Projection プロパティで投影タイプを選択します。 

• Perspective は現実的な投影を示しています。 

• Orthographic は科学および工学用途で使用される正射投影タイプです。

OrthographicLegacy よりも推奨されます。 

• OrthographicLegacy（LightningChart v.8.3 以前の OrthoGraphicCamera = True と同等）。こ

れは正射投影に比べてズーム後のレンダリングが遅くなります。 3D ワールド座標（軸

値ではない）で定義されている場合、3D オブジェクトのサイズを維持します。また、

ズームしても壁の厚さは変わりません。ズームは寸法を変更しますが、ViewDistance

には影響しません。 

RotationX 、 RotationY 、および RotationY は、 RotationXMinimum 、 RotationXMaximum 、

RotationYMinimum、RotationYMaximum、RotationZMinimum、および RotationZMaximum プロ

パティを介して境界を設定することにより制限できます。 

図 7-6 3D 空間での視点カメラプレゼンテーション 
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図 7-7 3D 空間の遠近法および正投影カメラビュー 

 

Orthographic と OrthographicLegacy のズームビューは次のように異なります。 

 

Orthographic  

  

図 7-8 正射投影タイプ。左側は、ズームされていません。右側で、ズームインします。飛行機（MeshModel3D）オ

ブジェクトのサイズは、他のオブジェクトとともに画面上で大きくなります。  

 

OrthographicLegacy  
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図 7-9 OrthographicLegacy。左側はズームされていません。右側でズームインします。飛行機（MeshModel3D、6.14

を参照）オブジェクトのサイズは同じままですが、3D 寸法が変更されます。 

 

 定義済みのカメラ 

 

デモ例：カメラとライト 

View3D.Camera の SetPredefinedCamera メソッドを使用して定義済みカメラを設定します。  

// Setting predefined camera orientation 

chart.View3D.Camera.SetPredefinedCamera(PredefinedCamera.BackOrthographic); 

 

 カメラの向きモード 

 

LightningChart v8.4 では、カメラの向きの定義が改善された新しいカメラの向きモードが追加さ

れました。ZXY_Extrinsic と呼ばれる新しいモード（名前は寸法の計算順序を定義します）がデ

フォルトの方向モードに設定されました。これは、特にチャートの極付近（チャートの上部の

カメラ）の回転ベースの多くの問題を修正します。古い方向モード XYZ_Mixed は引き続き使用

できますが、おそらくそのうち使用できなくなるでしょう。オリエンテーションには、

View3D.Camera.OrientationMode からアクセスできます。 

回転もこの変更によって変更されます。新しいカメラの向きモードでは、軸方向（ワールドユ

ニットベクトル）の 1 つがマウスの水平回転軸として使用されます。これはカメラが回転する

軸です。 RotationX、RotationY、または RotationZ プロパティが変更されると、軸の決定は自動

的に行われます。カメラのアップ方向に最も近い軸が回転軸として選択されているため、回転

は常に自然に感じられます。 
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新しい方向と回転モデルにより以前は不可能だった 3D シーンでのビューが可能になります。 

 

7.5 ライト 

 

ライトは、3Dモデル空間のどこにでも自由に配置できます。いくつかのライトを Lightsコレク

ションプロパティに追加できます。 Directional と PointOfLight の 2 種類のライトタイプがあり

ます。 

 

 

 

 

図 7-10 指向性ライトとポイントライト 

 

注意：一部のシリーズタイプでは、SuppressLighting プロパティを使用して、表面からの照明

を完全に抑制することができます。シリーズを正しく点灯する必要がある場合、有効になっ

ていないことを確認します。サーフェスシリーズには LightedSurface プロパティがあり、正し

く照らされるサーフェス側を選択します。 

注意：すべてのライトを 3D モデルボックス内に配置すると壁のエッジが非常に暗くなり、軸

の目盛りがほとんど見えなくなる可能性があります。このような場合、軸の目盛りの色を調

整します。 

 

 指向性ライト 

 

Directional ライトでは、光線は平行であり、距離が増加しても光の強度は減衰しません。

光束は Location プロパティと Target プロパティから方向を取得します。 

LocationFromCamera プロパティを使用すると、光源としてカメラの位置を使用できます。 

 

 ポイントライト 

 

PointOfLight では、距離が大きくなるにつれて強度が減衰します。AttenuationConstant、

AttenuationLinear および AttenuationQuadratic プロパティを使用して、距離に対する減衰を
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設定します。ライトはすべての方向に均等に分配されるため、Target はこのライトタイプ

とは無関係です。 

 

 ライトとマテリアル 

 

すべての 3DオブジェクトにはMaterialプロパティがあります。マテリアルは、ライトに反

応する方法を示します。マテリアルの DiffuseColor はライトの DiffuseColor と反応します。

マテリアルの SpecularColor は光の SpecularColor と反応します。拡散色はマットなベース色

として理解できますが、鏡面反射色は照らされた表面から反射する色です。高い

SpecularPower を使用すると、オブジェクトにメタリックな外観が与えられます。 

表面シリーズには ColorSaturation プロパティがあり、有効な範囲は 0〜100％です。値を大

きくすると、表面の塗りつぶしの色が強調され、シェーディング効果が減少します。  

図 7-11 左側の表面シリーズは ColorSaturation = 50％、右側では ColorSaturation = 85％です。 

 

 事前定義された照明スキーム 

 

デモ例：カメラとライト 

View3D の SetPredefinedLightingScheme メソッドを使用して、組み込みの事前定義された照明ス

キームを選択します。 
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図 7-12 使用中の定義済みの「DiscoCMY」スキーム。スキームは、天井近くの 3 つの異なる色の PointOfLights で構成され

ています。球と円錐は PointLineSeries3D で作成されます。 

 

7.6 軸 

 

各ディメンションにはプライマリとセカンダリの 2 つの軸があります。つまり View3D には、

XAxisPrimary3D、XAxisSecondary3D、YAxisPrimary3D、YAxisSecondary3D、ZAxisPrimary3D、お

よび ZAxisSecondary3D の使用可能な軸プロパティがあります。 

一般に、3D 軸は ViewXY の軸と非常によく似た動作をします。プロパティとメソッドの多くは

似ています。  

 

 Location 
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軸は 3D モデルボックスの角に配置できます。軸の Location プロパティを使用して位置を調整

します。  

• X 軸の場合、Location は BottomFront、BottomBack、TopFront、TopBack が可能です。 

• Y 軸の場合、 Location は FrontLeft、FrontRight、BackLeft、BackRight が可能です。 

• Z 軸の場合、 Location は BottomLeft、BottomRight、TopLeft 、TopRight が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-13 二次軸は表示され、その位置と色は任意に設定されます。対数に設定されたセカンダリ Y 軸の ScaleType。 
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 オリエンテーション 

 

各軸は 2 つの平面に向けることができ、軸の目盛りと値ラベルの位置と方向に影響します。 

• X 軸：XY および XZ 平面 

• Y 軸：XY および YZ 平面 

• Z 軸：XZ および YZ 平面 

 

 

 

 

 

 

  

 

 CornerAlignment 

 

3D モデルボックスの角の軸の配置は、CornerAlignment プロパティで変更できます。

MajorDivTickStyleおよびMinorDivTickStyle Alignmentプロパティを使用して、テキストの配置を

設定します。  

 

図 7-14 この例では、Y 軸のみが表示されます。最初の図：Y Axis CornerAlignment が Inside に設定されています。 

MajorDivTickStyle および MinorDivTickStyle の配置プロパティは、Near に設定されています。  2 番目の図：

CornerAlignment は AtCorner に設定されています。 3 番目の図：CornerAlignment は Outside に設定されています。 
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7.7 マージン 

 

LightningChart v.8.4 以降、 View3D はマージンをサポートします。 ViewXY と同様に、

AutoAdjustMargins が true に設定されている場合、グラフのサイズはすべての軸とチャートタ

イトルに十分なスペースがあるように調整されます。disabled になっている場合、

View3D.Margins プロパティが適用され、マージンを手動で設定できます。デフォルトでは

AutoAdjustMargins は false に設定されています。 

 

View3D.MarginsChanged イベントは、マージンのサイズ変更などのためにマージンが変更され

たときにトリガーするように設定できます。 

 

ビューのコンテンツは、マージンの外側で自動的にクリップされます。画面の座標で位置が定

義されているため、グラフのタイトル、注釈、凡例ボックス以外のすべてのコンテンツがクリ

ップされ、余白にも自由に配置できます。1 ピクセル幅のボーダー長方形 Border を描画して、

マージンがある場所を表示できます。デフォルトではボーダーは View3D に表示されません。

四角形の色は、Border.Color を使用して変更できます。 

 

 

図 6-19 左側のグラフにはマージンがありません（すべてのマージンは 0 に設定されています）。右側では、マージ

ンが設定され、コンテンツはそれらの外側でクリップされます。 Border.Visible は True に設定され、ビューのマー

ジンがある場所をマークします。 

 

7.8 一般の 3Dシリーズ 

 

View3D のシリーズではさまざまな方法と形式でデータを視覚化できます。すべての系列は軸

の値の範囲にバインドされ、ディメンションごとに主軸または副軸にバインドするシリーズを

選択できます。XAxisBinding、YAxisBinding、および ZAxisBinding プロパティを使用して設定し

ます。 
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7.9 PointLineSeries3D 
 

デモ例：散布点；ポイントライン；ポイント追跡；ポイント群；平行座標チャート；マルチカ

ラーの 3D ポイントライン 

PointLineSeries3D では 3D 空間でポイントとラインを表示できます。ポイントには多くの基本的

な 3D シェイプが用意されています。 LineVisible プロパティが true に設定されている場合、ポ

イントは線で接続されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-20 PointLineSeries3D の例。 PointStyle の Shape は Sphere に設定されます。 

 

 ポイントスタイル 

 

ポイントは、実際の 3D ポイントまたは 2D 形状として表示できます。 
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図 7-21 PointStyle プロパティツリー。 ShapeType を使用して、2D 形状と 3D 形状を切り替えることができます。 

 

 

図 7-22 赤い十字には ShapeType = Shape2D があります。ティールとグリーンのオブジェクトは ShapeType = Shape3D

です。 

 

注意：2D 形状はすべての 3D オブジェクトの上にレンダリングされ、他のオブジェクトの可視

性に基づいて非表示にするサポートはありません。 
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 ラインスタイル 

 

 

図 7-23 LineStyle プロパティ 

 

ラインは、シェーディングされた 3D ラインまたは 1 ピクセル幅のヘアラインとしてレンダ

リングできます。 

シリーズに大量のデータがある場合、パフォーマンスの問題を回避するために

LineOptimization = Hairline を設定することを推奨します。 

 

 

図 7-24 黄色の線：LineStyle.LineOptimization =ヘアライン。赤い線：LineStyle.LineOptimization = NormalShaded。 

 

 ポイントの追加 

 

PointLineSeries3D は、3 つの異なるポイント形式をサポートしています。 

• Points プロパティ（SeriesPoint3D 配列） 

• PointsCompact プロパティ（SeriesPointCompact3D 配列）  

• PointsCompactColored プロパティ（SeriesPointCompactColored3D 配列）  

PointsCompact および PointsCompactColored 構造は非常にメモリ効率が高く、シンプルなポイ

ントスタイルで最大 1 億個のデータポイントを視覚化できます。 

PointsType プロパティを使用してポイント形式を設定します。 
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7.9.3.1 ポイント 

 

Points プロパティを使用することにより、ポイントのすべての高度な色付けオプションがサポート

されます。 SeriesPoint3D 構造は、次のフィールドで構成されています。  

double X:  X 軸の値 

double Y:  Y 軸の値 

double Z:  Z 軸の値 

Color color:  個々のデータポイントの色。IndividualPointColors または MultiColorLine 

が有効な場合にのみ適用されます。 

float sizeFactor:  サイズ係数は PointStyle.Size で定義されたサイズを乗算します。  

IndividualPointSizes の使用が有効な場合にのみ適用されます。 

object Tag: 詳細を添付するなど、自由に割り当て可能な補助オブジェクトです。 

 

シリーズポイントをコードに追加する必要があります。 AddPoints(…)メソッドを使用して、既

存のポイントの最後にポイントを追加します。 
SeriesPoint3D[] pointsArray = new SeriesPoint3D [3]; 

pointsArray [0] = new SeriesPoint3D (50, 50, 50); 

pointsArray [1] = new SeriesPoint3D (30, 50, 20); 

pointsArray [2] = new SeriesPoint3D (80, 50, 80); 

chart.View3D.PointLineSeries3D[0].AddPoints(pointsArray); //Add points to the 

end 

 

古いポイントを上書きしながら系列データ全体を一度に設定するには、新しいポイント配列

を直接割り当てます。 

chart.View3D.PointLineSeries[0].Points = pointsArray;  //Assign the points 

array 

 

7.9.3.2 PointsCompact 

 

PointsCompact プロパティを使用すると、メモリ消費を抑えることができます。これはデータ

ポイントが多い場合に重要です。  

SeriesPointCompact3D 構造は、次のフィールドで構成されています。 

float X:  X 軸の値  

float Y:  Y 軸の値 

float Z:  Z 軸の値 
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SeriesPointCompact3D[] pointsArray = new SeriesPointCompact3D[3]; 

pointsArray [0] = new SeriesPointCompact3D(50, 50, 50); 

pointsArray [1] = new SeriesPointCompact3D(30, 50, 20); 

pointsArray [2] = new SeriesPointCompact3D(80, 50, 80); 

chart.View3D.PointLineSeries3D[0].AddPoints(pointsArray); //Add points to the 

end 

 

古いポイントを上書きしながら系列データ全体を一度に設定するには、新しいポイント配列

を直接割り当てます。 

chart.View3D.PointLineSeries[0].PointsCompact = pointsArray;  //Assign the 

points array 

 

 

7.9.3.3 PointsCompactColored 

 

PointsCompactColored プロパティは多くのデータポイントがある場合に重要な低メモリ消費を

可能にしますが、それでも個々の色でポイントを着色できます。  

SeriesPointCompactColoured3D 構造は、次のフィールドで構成されています。 

float X:  X 軸の値  

float Y:  Y 軸の値 

float Z:  Z 軸の値 

int Color: ポイントの色 
 

SeriesPointCompactColored3D[] pointsArray = new 

SeriesPointCompactColored3D[3]; 

pointsArray [0] = new SeriesPointCompactColored3D(50, 50, 50, 

Color.Blue.ToArgb()); 

 

pointsArray [1] = new SeriesPointCompactColored3D(30, 50, 20, 

Color.Red.ToArgb()); 

 

pointsArray [2] = new SeriesPointCompactColored3D(80, 50, 80, 

Color.Green.ToArgb()); 

chart.View3D.PointLineSeries3D[0].AddPoints(pointsArray); //Add points to the 

end 

 

古いポイントを上書きしながら系列データ全体を一度に設定するには、新しいポイント配列

を直接割り当てます。 

chart.View3D.PointLineSeries[0].PointsCompactColored = pointsArray;  //Assign 

the points array 
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 ポイントを個別に色付けする 
 

 

IndividualPointColors = True を設定すると、Material.DiffuseColor の代わりにポイントのカラー

フィールドが適用されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   図 7-25 IndividualPointColors を使用中 

 

注意： PointsType = PointsCompact の場合、個々のポイントの色付けはサポートされていませ

ん。  

 

 ポイントサイズを個別に設定する 
 

IndividualPointSizes = True を設定すると、ポイントの sizeFactor フィールドが有効になります。

この係数は、PointStyle.Size で定義されたサイズを乗算します。 
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  図 7-26 IndividualPointSizes を使用中 

 

注意：PointsType = PointsCompact または PointsCompactColored の場合、個々のポイントサイ

ズはサポートされません。 

 

 マルチカラーライン   
 

特定のデータポイントの色で線に色を付けるには、MultiColorLine = True に設定します。チャ

ートは、隣接するポイント間の色のグラデーションを補間します。  

 

 

図 7-27 MultiColorLine が有効になっています 

 

注意：PointsType = PointsCompact の場合、MultiColorLine はサポートされません。  

 

 数百万の散布点を表示する 

 

デモ例：ポイント群 
 

非常に多くの散布点を表示するには、PointsOptimization = Pixels を設定します。各シリーズポ

イントは単一のピクセルとしてレンダリングされます。1000 万または 1 億のデータポイント

を表示する必要がある場合は PointsCompact（第 7.9.3.2 章を参照）または PointsCompactColored

（ 第 7.9.3.3 章を参照）アプローチを使用して、メモリ要件を機能的に保ちます。 
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図 7-28 数百万の散乱点。 LineVisible = False、PointsVisible = True、PointsOptimization = Pixels。 

 

図 7-29 IndividualPointsColoring = True、PointsCompactColored、LineVisible = False、PointsVisible = True を使用します

。 1 億 2000 万個の散布ポイントを表示しています。 
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数百万のデータポイントを長方形で最も効率的に視覚化できます。PointsCompactColored また

は PointsCompact を使用する場合、PointStyle.Shape2D.Width および PointStyle.Shape2D.Height

を使用してポイントサイズを設定できます。 

 

 

図 7-30 PointStyle.Shape2D.Width = 20 および PointStyle.Shape2D.Height = 10 

 

7.10 SurfaceGridSeries3D 
 

デモ例：シンプルな 3D サーフェスグリッド；表面グリッド；平面投影；表面グリッド、値の

色付け；表面グリッド；水と地面 

SurfaceGridSeries3D では、データを 3D サーフェスとして視覚化できます。 SurfaceGridSeries3D

では、ノードは X 次元と Z 次元で等間隔に配置されます。 
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図 7-31 デフォルトスタイルの表面グリッドシリーズ。高さデータはサイン式で作成されます。凡例ボックスには、

高さの色分け間隔が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

図 7-32 サーフェスグリッドノード。 SizeX = 5、SizeZ = 7。 

 

ノード距離は次のように自動的に計算されます。 

𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑋 =
RangeMaxX − RangeMinX

SizeX − 1
 

RangeMinX RangeMaxX

row0

RangeMaxZ

RangeMinZ

row1

row2

row3

row4

row5

row6

col0 col1 col2 col3 col4
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𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑍 =
RangeMaxZ − RangeMinZ

SizeZ − 1
 

 

 表面グリッドデータの設定 

 

• RangeMinX および RangeMaxX プロパティを使用して X 範囲を設定し、割り当てられた X 軸に

基づいて最小値と最大値を並べます。  

• RangeMinZ および RangeMaxZ プロパティを使用して Z 範囲を設定し、割り当てられた Z 軸に

基づいて最小値と最大値を並べます。  

• SizeX および SizeZ プロパティを設定して、グリッドに列と行のサイズを与えます。  

• すべてのノードの Y 値を設定します。 

 

データ配列インデックスを使用するメソッド 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexZ = 0; nodeIndexZ < rowCount; nodeIndexZ ++) 

      { 

    Y =//some height value.  

   gridSeries.Data[iNodeX, iNodeZ].Y = Y; 

      } 

} 

   gridSeries.InvalidateData(); // Notify to refresh when the new values are ready  

 

SetDataValue を使用する代替メソッド 

 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexZ = 0; nodeIndexZ < rowCount; nodeIndexZ ++) 

      { 

    Y =//some height value 

    gridSeries.SetDataValue(nodeIndexX, nodeIndexX, 

         0, //X value ís irrelevant in grid 

                 Y, 

0,//Z value is irrelevant in grid                                

Color.Green); //Source point colors are not used in this 

example, so use any color here  

      } 

} 

   gridSeries.InvalidateData(); // Notify to refresh when the new values are ready 

 

 ビットマップファイルからサーフェスを作成する 

 

デモ例：大きな表面 
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SetHeightDataFromBitmap メソッドを使用して、ビットマップイメージからサーフェスを作

成できます。サーフェスはビットマップのサイズを取得します（アンチエイリアスまたは

リサンプリングが使用されていない場合）。ビットマップ画像のピクセルごとに赤、緑、

青の値が合計されます。合計が大きいほど、そのノードの高さデータ値は高くなります。

黒と暗い色の値は低くなり、明るい色と白い色の値は高くなります。 

 

 

図 7-33 ソースビットマップと計算された表面の高さデータ。暗い値は低いままですが、明るい値は表面で高くなり

ます。 

 

 

 塗りつぶしスタイル 

 

Fill プロパティを使用してサーフェスの塗りつぶしスタイルを選択します。次のオプション

が利用可能です。 

• None: 塗りは適用されません。この選択は、ワイヤフレームメッシュで役立ちます。 

• FromSurfacePoints: データプロパティノードの色が使用されます。 

• Toned: ToneColor が適用されます 

• PalettedByY: パレットごとの Y 値により色付けされます（第 Error! Reference source not f

ound.章を参照）。 

• PalettedByValue: パレットの SurfacePoint の値フィールドにより色付けされます（第

Error! Reference source not found.章を参照）。 

• Bitmap: ビットマップ画像は、表面全体を覆うように引き伸ばされます。BitmapFill プ

ロパティでビットマップ画像を設定します。 BitmapFill プロパティには、画像を垂直お

よび水平にミラー化するサブプロパティがあります。 
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図 7-34 FromSurfacePoints の塗りつぶし。データポイ

ントごとに色づけされます。 

図 7-35 Toned の塗りつぶし 

図 7-37 Bitmap の塗りつぶし 図 7-36 PalettedByY 

図 7-38 PalettedByValue 
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 輪郭パレット 

 

ContourPalette プロパティでは高さの色付けの色ステップを定義できます。 ContourPalette は

次の用途に使用できます。 

•  Fill （第 7.10.3 章を参照） 

• Wireframe mesh （第 7.10.5 章を参照） 

• Contour lines （第 7.10.6 章を参照） 

輪郭パレットのステップ数は無制限に定義できます。各ステップには、高さの値と対応する

色があります。 

 

 

パレットには、MinValue、Type、および Steps プロパティが含まれます。 Type には、Uniform

と Gradient の 2 つの選択肢があります。図 6-39 の等高線パレットは以下を示しています。 

• MinValue: 0 

• Type: Gradient 

• Steps:  

• Steps[0]: MaxValue: 25, Color: Red 

• Steps[1]: MaxValue: 50, Color: Blue 

• Steps[2]: MaxValue: 75, Color: Lime 

• Steps[3]: MaxValue: 100, Color: White 

最初のステップ値より下の高さの値は、最初のステップの色で色付けされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-39 サーフェスグリッドシリーズの等高線パレットタイプは、グラデーションに設定されます。 
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 ワイヤフレームメッシュ 

 

WireframeType を使用してワイヤフレームスタイルを選択します。オプションは次のとお

りです。 

• None: ワイヤーフレームなし 

• Wireframe: 単色のワイヤフレーム。 WireframeLineType.Color を使用して色を設定しま

す。 

• WireframePalettedByY: ワイヤフレームの色付けは、SurfacePoint の Y フィールドの

ContourPalette に従います（第 Error! Reference source not found.章を参照）。 

• WireframePalettedByY: ワイヤフレームの色付けは、SurfacePoint の Value フィールドの

ContourPalette に従います（第 Error! Reference source not found.章を参照）。 

• WireframeSourcePointColored: ワイヤフレームの色付けは、表面ノードの色に従います 

• Dots: 単色のドットがノード位置に描画されます 

• DotsPalettedByY: ノードの位置にドットが描かれ、SurfacePoints の Y フィールドに従っ

て ContourPalette によって色付けされます 

• DotsPalettedByValue: ノードの位置にドットが描かれ、SurfacePoints の Value フィール

ドに従って ContourPalette によって色付けされます   

• DotsSourcePointColored: ドットはノードの位置に描かれ、色は表面ノードの色に従いま

す 

ワイヤフレームのラインスタイル（color、width、pattern）は、WireframeLineStyle で編集

できます。  

注意：パレット色のワイヤフレームの線とドットは、WireframeLineStyle.Width = 1 および

WireframeLineStyle.Pattern = Solid の場合にのみ使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7-40 WireframeType = Wireframe 図 7-41 WireframeType = WireframePalettedByY 
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図 7-42 WireframeType = SourcePointColored. 図 7-43 WireframeType = Dots 

図 7-44 WireframeType = DotsPalettedByY 図 7-45 WireframeType = DotsSourcePointColored 
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7.10.5.1 ワイヤーフレームを塗りつぶしと同時に使用する場合の注意事項 

 

3D モデルで塗りつぶしとワイヤフレームが同じ位置に描画されると、Z-fighting が表示され

る場合があります。断線したワイヤフレームラインとして見ることができます。これは、

GPU がどのオブジェクトがカメラに近いかを判断することができないためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-46 塗りつぶしのある表面グリッドワイヤフレーム。 Z-fighting は、壊れたワイヤフレームラインとして表

示されます。 

 

Z-fighting の発生を防ぐには、WireframeOffset または DrawWireframeThrough プロパティを

使用します。WireframeOffset を使用すると、ワイヤフレームは 3D モデル空間でわずかに

移動します。 DrawWireframeThroughは、表面の一部がカメラに表示されているかどうかに

関係なく、塗りつぶしを通してワイヤフレームを描画します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-48 DrawWireframeThrough が有効になってい

ます 

図 7-47 WireframeOffset =（X = 0; Y = 0.1; Z = 0） 
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 等高線 

 

等高線により、表面をパレット塗りで塗りつぶさずに高さデータをすばやく解釈できます。等高

線は、塗りつぶしおよびワイヤフレームと組み合わせて使用できます。ContourLineType プロパテ

ィを設定することにより、異なるスタイルで等高線を描画できます。 

• None: 等高線は表示されません 

• FastColorZones: 線は細い垂直ゾーンとして描画されます。非常に強力なレンダリングを可能に

し、継続的に更新またはアニメーション化された表面に適しています。緩やかな傾斜の高低差

が太い線で示されているため、急な高さの変化は細い線で示されています。すべての線は、

ContourLineStyle.Color プロパティで定義された同じ色を使用します。ゾーンの高さは、

FastContourZoneRange プロパティで設定できます。 

• FastPalettedZones: FastColorZones に似ていますが、線の色付けは ContourPalette オプションに

従います（第 7.10.4 章を参照）。 

• ColorLineByY および ColorLineByValue: 等高線は実際の線で作成されます。レンダリングは

FastColorZones よりも時間がかかります。線の幅は ContourLineStyle.Width プロパティで調整で

きます。等高線を WireframeOffset プロパティでシフトして、塗りつぶしによる Z-fighting の可

能性を排除できます。    

• PalettedLineByY および PalettedLineByValue: ColorLineByY や ColorLineByValue に似ていますが、

ContourPalette オプションに従って線の色付けが行われます（第 7.10.4 章を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-49 ContourLineType = FastColorZones 図 7-50 ContourLineType = FastPalettedZones 

図 7-52 ContourLineType = PalettedLine 図 7-51 ContourLineType = ColorLine 
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 Fadeaway 

 

デモ例：スペクトル 3D 

SurfaceGridSeries3D、SurfaceMeshSeries3D、WaterfallSeries3D には FadeAway プロパティがあり、

グラフの後ろに向かってシリーズをフェードアウトさせることができます。Fadeaway はパーセン

トで測定され、有効範囲は 0（フェードアウェイなし、デフォルト値）から 100（フルフェードア

ウェイ）までです。値が高いほど、Z 値が高いデータはより透明になります。 

 

 表面データのスクロール 

 

デモ例：スペクトログラム 

SurfaceGridSeries3D および SurfaceMeshSeries3D には、パフォーマンスを最適化する定期的なデー

タの追加のために InsertRowBackAndScroll および InsertColumnBackAndScroll メソッドがあります。

最も古い値（最初のデータ行など）を削除しながら、新しいデータ行または列を表面系列のデータ

テーブルに挿入します。次の 3D スペクトル表示を想定します（図 6-54）。新しい FFT 値は新しい

（カメラに近い）行として追加され、古いデータと時間軸（Z 軸）をスクロールする必要がありま

す。最も古いサーフェス値は削除する必要があります。 

InsertRowBackAndScroll と InsertColumnBackAndScroll は新しいデータを二重配列として受け取りま

すが、表面系列とスクロール軸の両方の新しい最小値と最大値も必要です（

InsertRowBackAndScroll の Z 次元/軸と InsertColumnBackAndScroll の X 次元/軸）。シリーズと軸の

範囲をこのように常時調整することにより、スクロール効果が有効になります。 

図 7-53 ContourLineType = PalettedLineByValue 
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図 7-54表面グリッドを使用した 3D スペクトル。 InsertRowBackAndScroll メソッドは、パフォーマンスを最適化したデー

タの追加に使用されます。Fadeaway プロパティは 100で、チャートの背面に向かって滑らかにフェードアウトします。

透視カメラが使用されています。 
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図 7-55 表面グリッド付きのスペクトログラム。 InsertColumnBackAndScroll メソッドが使用されています。モデルの上に

ある正射投影カメラは、まっすぐと垂直の投影を提供します。SuppressLighting を有効にして、不要な光の反射を除去し

ます。 Fadeaway = 0 は、グリッドシリーズを完全に表示します。 

 

7.11 SurfaceMeshSeries3D 
 

デモ例：表面メッシュ；熱放散；表面メッシュ；ステッピングサーフェスメッシュ；飛行ルー

トのあるグローブ；グラデーションバー 

SurfaceMeshSeries3D は、SurfaceGridSeries3D とほぼ同じであり、どちらもほとんど同じプロパ

ティを持っています。最大の違いは、サーフェスノードを 3D 空間に自由に配置できることで

す。つまり、表面は長方形である必要はありません。 SurfaceMeshSeries3Dを使用すると、球体

や人間の頭など、実質的にあらゆる形状にサーフェスをワープできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-56 SurfaceMeshSeries3D、パイプとして作成されたジオメトリ 
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図 7-57 表面メッシュノード。 SizeX = 4、SizeZ = 4。 

 

 表面メッシュデータの設定 

 

• SizeX および SizeZ プロパティを設定して、グリッドに列と行のサイズを与えます。 

• すべてのノードの X、Y、Z 値を設定します。 

 

データ配列インデックスを使用するメソッド 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexZ = 0; nodeIndexZ < rowCount; nodeIndexZ ++) 

      { 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Y = xValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Y = yValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Z = zValue; 

   meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Value = dataValue; 

 

      } 

} 

   meshSeries.InvalidateData(); //Notify new values are ready to refresh 

 

 

 

SetDataValue を使用する代替メソッド 

 

for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++) 

{ 

 for (int nodeIndexZ = 0; nodeIndexZ < rowCount; nodeIndexZ ++) 

      { 

    meshSeries.SetDataValue(nodeIndexX, nodeIndexZ, 

row0

row1

row2

row3

col0 col1 col2 col3
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         xValue, 

                 yValue, 

zValue, 

dataValue, 

Color.Green); //Source point colors are not used in this 

example, so use any color here  

      } 

} 

   meshSeries.InvalidateData(); //Notify new values are ready to refresh 
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7.12 WaterfallSeries3D  
 

デモ例：ウォーターフォール 3D 

WaterfallSeries3D では、データはエリアストリップで視覚化されます。領域は

SurfaceGridSeries3D のように塗りつぶす、ワイヤーフレームで囲む、輪郭を描くことができま

す（第 7.10 章を参照）。Y 次元では、領域は BaseLevel プロパティ値から始まります。ノードデ

ータは、SurfaceMeshSeries3D のように設定できます（第 7.11.1 章を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-58 2 つのウォーターフォールシリーズ。左のバイオレットシリーズでは、X と Z は長方形、 BaseLevel = 10 で

す。右側の赤緑青シリーズでは、X と Z の値が曲がっており、各行が異なる水平位置に配置されています。 

 

WaterfallSeries3D は、従来の 3D スペクトルを表示するのに特に便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-59 従来のスペクトル表示に使用されるウォーターフォールシリーズ  
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7.13 BarSeries3D 
 

デモ例：水平バー；バーのグループ化；バー、マンハッタン 

BarSeries3D を使用すると、3D でバーデータを視覚化できます。 

 

 バーのグループ化 

 

バーシリーズは、View3D の BarViewOptions プロパティで使用可能な多くのオプションでグ

ループ化できます。 BarViewOptions.ViewGrouping は、3D ビューでバーをグループ化する方

法を設定します。 

 
図 7-60 BarViewOptions.ViewGrouping = GroupedIndexedFitWidth。バーはインデックスに従ってグループ化されま

す。バーの幅とグループのギャップは、幅にうまく収まるように配置されます。 

 
図 7-61 BarViewOptions.ViewGrouping = GroupedIndexed。元のバーの幅が適用され、グループはチャートの幅に

合わせて配置されます。 
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 図 7-62 BarViewOptions.ViewGrouping = GroupedByXValue。バーX の値が適用されます。   

 

 

図 7-63 BarViewOptions.ViewGrouping = StackedIndexed。同じインデックスを持つすべてのバーが積み上げられま

す 。 
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図 7-64 BarViewOptions.ViewGrouping = StackedByXValue。同じ X 値を持つすべてのバーが積み上げられます。 X

の値とインデックスが同じであるため、この例は StackedIndexed の場合と同じように見えます。 

 

 

図 7-65 BarViewOptions.ViewGrouping = StackedStretchedToSum。同じ X 値を持つすべてのバーが積み重ねられ、

StackSum （ こ の 場 合 は 25 ） に 引 き 伸 ば さ れ ま す 。 

図 7-66 BarViewOptions.ViewGrouping = Manhattan。最初のシリーズ値はカメラに最も近く、最後のシリーズ値は

最も遠くに表示されます。バーの X 値は、X 次元のバーの位置を設定します。 
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 バーのスタイル 

 

BarSeries3D には、バーの形状を設定するための Shape プロパティがあります。さらに、一

部の形状では CornerPercentage を使用して角の丸みを変更し、DetailLevel を使用して視覚

的品質を変更できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-67 バーの形状：Simple、Cylinder、および RoundedCylinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-68 バーの形状：Cone、ReversedCone、および Pyramid 
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図 7-69 バーの形状：ReversedPyramid、Ellipsoid、および Beveled 

 

 

 バーシリーズデータの設定 

 

バーシリーズデータは、x、y、z、およびテキストフィールドを含む BarSeriesValue3D 構造

として追加できます。 

// create new values array  

BarSeriesValue3D[] values = new BarSeriesValue3D[3]; 

values[0] = new BarSeriesValue3D(20, 45, 5, “”);  

values[1] = new BarSeriesValue3D(30, 50, 5, “”);  

values[2] = new BarSeriesValue3D(40, 35, 5, “”);  

 

// add values to series  

chart.View3D.BarSeries3D[0].AddValues(values, false); 
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 バーを水平に表示 

 

バーは Y 軸方向に描かれます。バーを垂直に表示するには、カメラを 90 度回転します。   

 

 

前の図の vertical bar 表示を設定するコード： 

chart.BeginUpdate(); 

chart.View3D.Dimensions.Y = 100; 

chart.View3D.Dimensions.X = 150; 

chart.View3D.YAxisPrimary3D.Location = AxisYLocation3D.FrontLeft; 

chart.View3D.Camera.RotationX = 0; 

chart.View3D.Camera.RotationY = 0; 

chart.View3D.Camera.RotationZ = 0; 

chart.View3D.Camera.ViewDistance = 170; 

chart.EndUpdate(); 

 

前の図の horizontal bar 表示を設定するコード： 

chart.BeginUpdate(); 

chart.View3D.Dimensions.Y = 150; 

chart.View3D.Dimensions.X = 100; 

chart.View3D.YAxisPrimary3D.Location = AxisYLocation3D.FrontRight; 

chart.View3D.Camera.RotationX = 0; 

chart.View3D.Camera.RotationY = 0; 

chart.View3D.Camera.RotationZ = 90;  

chart.View3D.Camera.ViewDistance = 170; 

chart.EndUpdate(); 

 

 

 

図 7-70 バーを垂直に表示 図 7-71 バーを水平に表示 
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7.14 MeshModels 
 

デモ例：海の深さのある船；メッシュモデルの着色、ワイヤフレーム；メッシュモデルのリア

ルタイムカラーリング；コードによるメッシュモデル 

MeshModels リストプロパティを使用すると、外部 3D モデルエディターから LightningChart 

View3D に 3D モデルを挿入できます。モデルは OBJ 形式でインポートできます。OBJ 形式は、

3D モデリングアプリケーションおよびゲームエンジンの一般的な形式です。 

注意：LightningChart v.7 以降は DirectX 11 がサポートされていないため、Direct3D X 形式ファイ

ル（* .x）はサポートされません。 

 

 

図 7-72 海底深度データを視覚化する SurfaceGridSeries3D を介して View3D に読み込まれた戦艦および潜水艦モデル。 

 

 モデルの読み込み 

 

• ファイルからモデルをロードするには、ModelFileName プロパティにパスとファイル

名を設定するか、LoadFromFile メソッドを使用します。ファイルからモデルをロード
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するとき、テクスチャフィルも同じパスに存在する場合はロードされ、MTL ファイル

と画像ファイルにアクセスできます。 

• LightningChart バージョン 8.5 以降、MeshModel の作成では.obj ファイルの頂点の色が

サポートされます。頂点の位置は、x、y、および z（XYZRGBA）の後の赤、緑、青、お

よびアルファ値をサポートします。 

• ストリームからモデルをロードするには、LoadFromStream メソッドを使用します。ス

トリーム読み取りメソッドは、ジオメトリとマテリアルのみを読み取り、テクスチャ

は読み取りません。 

• リソースからモデルをロードするには、LoadFromResource メソッドを使用します。  

 

 

 モデルの配置、スケーリング、回転 

 

MeshModel オブジェクトの Position は、割り当てられた X、Y、Z 軸に従います。 Rotation プロ

パティを編集してモデルを回転できます。Size は Size プロパティで定義できます。これは元の

モデルサイズの要因のコレクションであり、軸範囲または 3D ワールド寸法には従いません。 

 

 塗りつぶしとワイヤーフレームを有効にする 

 

• 塗りつぶしを表示するには、Fill = True に設定します 

• ワイヤフレームを表示するには、WireFrame = True に設定し、WireFrameLineColor で優

先線の色を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 
図 7-73 ワイヤフレーム（WireFrameLineColor = Red）として表示され、デフォルトの灰色の塗りつぶしで表示さ

れる平面。 
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 カスタムカラーの塗りつぶし 

 

デフォルトでは、モデルは OBJ モデルの色でレンダリングされます。モデルの頂点にカス

タムカラーを適用するには、UpdateFillColors(int []colors)メソッドを使用します。このメソ

ッドを定期的に呼び出して、リアルタイムのカラー更新を適用することもできます。

UpdateFillColors には頂点位置の長さが等しい（X.Length）ARGB カラー配列が各頂点に 1 色

必要です。 

GeometryConstructed イベントは、X、Y、および Z 配列として、軸値空間の頂点の位置を報

告します。データポイントなどの他のチャートオブジェクトの空間距離によって色付けを

適用する場合などに特に必要です。初期化フェーズで GeometryConstructed イベントハン

ドラーをサブスクライブし、不要になったらサブスクライブを解除します。 

 

 

図 7-74 UpdateFillColors メソッドを使用して空間距離によって色付けされた MeshModel 

 

注意: ChartTools.ConvertDataToColorsByFixedIntervalPalette メソッドは、特定のパレットス

テップでデータ値を色（ARGB int）に変換するために利用できます。 
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 カスタムカラーのワイヤーフレーム 

 

ワイヤフレームは、カスタムカラーで色付けすることもできます。GeometryConstructed イベ

ントハンドラーを使用して必要な色の配列の長さを取得し、UpdateWireframeColors メソッド

を使用して新しい色を適用します。 

 

図 7-75 UpdateWireframeColors メソッドを使用して、空間距離によって色付けされた MeshModel ワイヤフレーム 

 

 頂点の巻き順を逆にする 

 

一部のモデルは逆巻き順で作成されているため、カリングによってモデルが見えなくなります

。モデルが正しく表示されない場合は、Cull 設定を Clockwise、CounterClockwise、None の間で

変更します。 

meshModel.Cull = Cull.CounterClockwise; 

 

 MeshModelのレンダリング順序 
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RenderingOrder プロパティは LightningChart バージョン 8.5 で導入されました。MeshModel を

PointLineSeries3D や SurfaceGridSeries3D（BeforeSeries）などの他のシリーズの前にレンダリン

グするか、それらの後（AfterSeries）にレンダリングするかを設定します。同様の

RenderingOrder 設定を持つ MeshModel は、チャートに追加された順序で描画されます。 

meshModel.RenderingOrder = MeshModelRenderingOrder.BeforeSeries; 

RenderingOrder は、とりわけ半透明の MeshModel に影響します。モデルを通して他のシリー

ズを見ることができるかどうかを決定するために使用します。MeshModel が透明色を使用しな

い場合、RenderingOrder 設定に関係なく、背後のすべてが表示されるのをブロックします。 

 

 

Rectangles3D と Polygons3D は現在シリーズとは見なされず、RenderingOrder の影響を受けない

ことに注意してください。 

 

 頂点からプログラムで MeshModelを構築する 

 

v.8.2 以降、MeshModel はプログラムによる MeshModel ジオメトリの構築をサポートしていま

す。計算によって生成されたオブジェクトと形状を視覚化できます。  

次の Create メソッドを使用できます。 

• Create(positions, colors, indices) 

• Create(positions, colors, normals, indices)  

• Create(positions, textureCoordinates, bitmap, textureWrapMode, indices)  

• Create(positions, normals, textureCoordinates, bitmap, textureWrapMode, indices)  

図 7-76 半透明の MeshModel の RenderingOrder は、左側で BeforeSeries に、右側で AfterSeries に設定されています。 

BeforeSeries オプションを使用すると、PointLineSeries3D などの他のシリーズはモデルの色が透明になります。 
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インデックス配列（indices）パラメーターはオプションです。指定すると、指定された配列か

ら使用する頂点、色、ライト法線、テクスチャ座標を定義します。インデックスを使用すると

、同じ頂点が複数の三角形で共有される場合にリソースが節約されます。 

 
図 7-76 コードによって構築された MeshModel 

 

回転、スケーリング、位置決めのプロパティなど、およびイベントは、ロードされたオブジェ

クトに対して機能するのと同様の方法で、頂点からプログラムで作成された MeshModel にも

適用されます。 

 

7.14.8.1 ビットマップの塗りつぶしを効率的に更新する 

 

Create メソッドを使用し、ビットマップとテクスチャ座標を引数として指定して MeshModel

を作成すると、ジオメトリを再構築せずに非常に効率的にビットマップを更新できます。

UpdateFillBitmap メソッドを呼び出して更新します。 

注意：UpdateFillBitmap メソッドは、OBJ ファイルからロードされたモデルには適用されませ

ん。 
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 マウスでモデルをトレースする 

 

MeshModel には、マウス位置の三角形ベースのトレースがあります。し、カメラとマウスの

位置に最も近い三角形を示す MouseTriangleTraced イベントを使用します。 

イベント引数には次の情報があります。  

• IntersectionPointAxisValues: Axes値の三角形の面の交点 

• ModelSpaceTriangleCoordinates: マウスが3Dモデル空間座標でヒットしている3つの三角

形の角（頂点）の配列 

• WorldSpaceTriangleCoordinates: マウスが3Dワールド空間座標でヒットしている3つの三

角形の角（頂点）の配列 

• NearestCoordinateIndex: トレースされた三角形の最も近い座標インデックスのインデッ

クス、値0…2。インデックスを使用して、ModelSpaceTriangleCoordinatesまたは

WorldSpaceTriangleCoordinates配列から座標を抽出します。 

 
 
 

 
   

図 7-77 マウスで MeshModels をトレースします。トレース結果は注釈に表示されます。 
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7.15 VolumeModels 
 

デモ例：ボリュームヘッド；ボリュームフロー；ボリュームジオ；ボリュームスケルトン；体

積波干渉 

VolumeModels は、Direct Volume Rendering によるボリュームデータの視覚化のためのツールで

す。VolumeModel は内部のボリュームデータを取得して視覚化します。LightningChart のボリ

ュームレンダリングエンジンは、Volume Ray Casting に基づいています。 

画像は、データセット内を移動する光線のトラックに沿ってサンプリングするボリュームデー

タを介してアルゴリズムによって生成されます。Volume Ray Casting のハードウェアアクセラ

レーションを簡単に実現するには、ボリュームオブジェクトの境界を生成する必要があります

。通常それらはキューブで表されます。アーティファクトのない高いレンダリング品質、およ

び交換可能なレイ機能の使用は、この技術の主な利点です。 

RayFunction はアルゴリズムのコアであり、非常に高いレベルの柔軟性を提供します。この手

法はデータのサンプリング方法と結合方法を指定するため、強力です。これにより、特徴抽出

に非常に便利なツールになります。 

注意：VolumeModels は、DirectX 11 レンダラーが使用されている場合にのみ使用できます。 

 

 データのロード 

 

データを VolumeModel にインポートする方法はいくつかあります。 

• データは、データセットのスライスを表す画像のコレクションとして Data プロパティ

に提供できます 

• データは、さまざまな方法で VolumeModel のコンストラクターに直接提供できます。 

• ロード関数の 1 つを介して VolumeModel にデータを提供できます。 

 

ロード関数とコンストラクターは、データをスライスのコレクションとして（Data プロパティ

と同様）、またはスライスを含むフォルダーへのパスを持つ文字列（.Net がサポートするイメ

ージ拡張子）として提供することができます。データは、ツールで作成されたテクスチャマッ

プとして提供することもできます。テクスチャマップはスライスで構成されていますが、その

補足には写真上のスライスの数に関する追加情報も必要です。これは GPU 入力バッファを効

率的に使用するために必要です。テクスチャマップは ChartTools.CreateMap 関数を介して作成

できます。テクスチャマップの直接入力は、非常に大きなデータセットのアプリケーションの

起動を高速化するために使用されます。 
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 プロパティ 

 

VolumeModel には、Visible、Rotation、Size、Position、MouseInteraction、MouseHighLight など

LightningChart の 3D オブジェクトの一般的なプロパティが含まれています。さらに、オブジェ

クトには特定のプロパティがあり、Volume Rendering エンジンによるオブジェクトの処理方法

を定義します。 
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図 7-78 VolumeModels のプロパティツリー 
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 Ray Function 

 

RayFunction プロパティを使用すると、LightningChart Volume Rendering Engine で使用可能なボ

クセルサンプリングと合成の 3 つの方法のいずれかを選択できます。 

• RayFunction.Accumulationは可能な限り多くのデータを収集および結合します。この手

法によって生成される視覚化は、半透明のゲルのように見えます。以下の図は、医療

データセットを視覚化するRayFunction.Accumulationアプリケーションの例を示してい

ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 7-79 RayFunction.Accumulation の医療アプリケーションの例 
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• RayFunction.MaximalIntensityは光線によってサンプリングされた最も明るい値のみを考

慮します。視覚的にはX線画像と非常によく似た結果が得られ、またオブジェクトの内

部構造に関する追加情報を取得できます。スケルトンの可視化と超音波の干渉シミュ

レーションのためのRayFunction.MaximalIntensityアプリケーションを以下に示します。 
 

 
 

 図 7-80 最大強度光線関数アプリケーションの例 

 

• RayFunction.Isosurface は、ポリゴンサーフェスのレンダリングのようにモデルサーフェ

スを描画します。Indirect Volume Renderingによって生成される結果と非常に似ていま

す。図は、人間の頭蓋骨CTの視覚化と水流のシミュレーションのための

RayFunction.Isosurfaceアプリケーションの例を示しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 図 7-81 等値面光線関数アプリケーションの例 
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 しきい値 

 

ボリュームレンダリングエンジンは、プロパティによってしきい値範囲を VolumeModel に

適用できます。すべてのカラーチャンネルに個別の境界があります。ボクセルは、対応す

るカラー値がすべてのチャンネルで高い境界より低く、低い境界より高い場合にのみ視覚

化されます。許容範囲は見えません。このプロパティは、マウスヒットテストでは考慮さ

れません。 

 

 

 

図 7-82 2 つの異なるしきい値設定の例 
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 スライス範囲 

 

SliceRange プロパティにより、VolumeModel の一部を切り取ることができます。これは、

オブジェクトの内部構造を調べるための非常に便利なツールです。 SliceRange には Min と

Max の 2 つの境界が含まれ、どちらも 3 つのポインティングフロート値で表されます。 

 

 

図 7-83 累積光線関数と SliceRange 変更の例 

 

 サンプリングレートオプション 

 

SamplingRate は、最終的な画像品質にとって非常に重要なプロパティです。ボリュームデ

ータセットがレイのトラックに沿ってサンプリングされる頻度を定義します。
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SamplingRate を高くすると品質は向上しますが、より強力なハードウェアが必要になりま

す。 SamplingRate は RayFunction オプション、特に Accumulation に影響します。Maximun 

Intensity を使用する場合、低いサンプリングレートによって生成されるアーティファクト

は目立ちません。さらに、Isosurface は非常に高いサンプリングレートではシャープすぎる

場合があります。通常、スイートスポットはレイトラックに沿って配置される側のボクセ

ルの数に等しくなります。 

SamplingRateOptions には、SamplingRateManager のいくつかのオプションが含まれていま

す。 SamplingRateManager は、ハードウェアの品質とフレームレートの最適なバランスに

到達するために必要です。デフォルトでは、SamplingRateManager は、Enabled プロパティ

が true に設定されることでオンになります。 false に設定すると、ManualSamplingRate 値

が使用されます。SamplingRateRange は SamplingRateManager の境界を定義します。

Inertness は、パフォーマンスが変化した場合のサンプリングレートの反応の速さを指定し

ます。TargetFPS は、サンプリングレートマネージャーが達成しようとするターゲット値で

す。 

 

 

図 7-84 低サンプリングレートの例：32（左）、64（右） 
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 滑らかさ 

 

Smoothness プロパティは、表面の過度のデタレーションを防ぎます。モデルの表面を滑ら

かにし、ノイズやその他のアーティファクトを減らします。 

 

 

図 7-85 高すぎるサンプリングレートの例、smoothness プロパティにより修正 
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 EmptySpaceSkipping  

 

EmptySpaceSkipping プロパティは、サンプリングをスキップして空のスペースの解像度を

定義します。EmptySpaceSkipping の値が小さい（16-32）場合、パフォーマンスは向上しま

すが、モデルのエッジにアーティファクトが生じる可能性があります。 

 

 

図 7-86 EmptySpaceSkipping プロパティ値が低すぎる例 
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 不透明度 

 

Opacity は、RayFunction の Accumulation オプションの動作を指定します。Opacity が低い

ほど、オブジェクトはより透明になります。 

 

                  図 7-87 累積光線関数の不透明度の変更例：15％（左）、45（右） 

 

 明るさと暗さ 

 

これらのプロパティは、画像の伝達関数を定義します。すべての変更には、独自の伝達関数が

あり、線形関数で表されます： 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑡ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 ∗ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 − 𝐷𝑎𝑟𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 
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7.16 Rectangle3Dオブジェクト 

 

デモ例：長方形/平面； 表面のマウスコントロール；平行座標チャート 

Rectangle3D を使用すると、任意の角度、任意のサイズ、任意の場所で回転した長方形を表示

できます。View3D.Rectangles リストに追加できます。長方形は、View3D.Dimensions に従って

サイズを定義することにより平面として機能することもできます。 

3D ワールド寸法（X、Y、Z 軸値ではない）の Size を Width と Height として設定します。X、Y

、Z 軸の値で定義された Center プロパティで中心点を設定します。 Rotation プロパティは、回

転を度単位で指定します。 

塗りつぶし設定は、Fill プロパティで変更できます。単色およびビットマップの塗りつぶしが

利用可能です。ビットマップの塗りつぶしを使用するには、Image でビットマップを設定し、

UseImage を有効にします。 Fill.Layout = Stretch を設定すると、ビットマップが拡大されて四角

形が塗りつぶされます。Fill.Layout = Tile を設定することにより、同じビットマップがタイル状

に並べられて四角形が塗りつぶされます。タイルカウントは、Fill.TileCountWidth および

Fill.TileCountHeight プロパティを介して変更できます。 

 

図 7-88 Rectangle3D オブジェクトのプロパティ 
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図 7-89 View3D の 2 つの Rectangle3D オブジェクト。下の青色は、Layout = Tile のビットマップ塗りつぶしを示して

います。上部の赤い回転した長方形は、半透明の色で構成されています。 

 

 

7.17 Polygon3D オブジェクト 

 

デモ例：3D ポリゴン；世界人口 

Polygon3D オブジェクトを使用すると、指定された Y 範囲に引き伸ばされた 2D ポリゴンを表

示できます。 View3D.Polygons リストに追加できます。 

X および Z 軸の値でポリゴンパスを定義し、Points 配列に保存します。 Y 範囲を YMin および

YMax 値で設定します。 

Material.Diffuse は、四角形のメインカラーを設定します。度単位で Rotation.X、Rotation.Y、お

よび Rotation.Z を使用して、ポリゴンを別の角度に回転させます。 
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図 7-90 Polygon3D オブジェクトのプロパティ 

 

 

図 7-91 YMin = 0、YMax = 15 の範囲の 6 点ポリゴン 
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図 7-92 Polygon3D オブジェクトで表示される世界人口。 Polygon3D オブジェクトは、マップデータの各領域に基づ

いて描画されます。国の人口の量は、ポリゴンに色を付け、YMax を設定するために使用されます。中国とインド

は人口が多いため、半透明の色で表示されます。 
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7.18 ズーム、パン、回転 

 

ZoomPanOptions プロパティを使用して、ズーム、パン、および回転の設定を制御できます。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

図 7-93 ZoomPanOptions プロパティとサブプロパティ。右側に LeftMouseButton / MiddleMouseButtonAction / 

RightMouseButtonAction オプションがあります。 

 

設定に応じて、マウスホイールを使用したズーム、タッチスクリーンのピンチ/拡大、または

選択した 3D 平面上のボックスのペイントによってズームを実行できます。パン、ボックスズ

ーム、および回転はすべて構成可能であるため、左、中央、または右のマウスボタンで実行で

きます。パンは、3D チャート全体に対して行うことも、3D シーンの位置を同じに保ちながら

主軸を調整することもできます。 

 

 マウスホイールのズーム 

 

マウスホイールを上にスクロールするとズームインし、下にスクロールするとズームアウトし

ます。 MouseWheelZoomFactor を使用して、マウスホイールイベントごとに適用されるズーム

の量を調整します。マウスホイールのズームを無効にするには、MouseWheelZoomEnabled を

false に設定します。デフォルトでは、これは true に設定されています。 
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 ボックスズーム 

 

ボックスズームを有効にするには、マウスボタンアクションプロパティにボックスズームを割

り当てます。たとえば、LeftMouseButtonAction = ZoomXZ の場合ボックスズームは XZ 平面に適

用されます。 Y 寸法は影響を受けません。他の平面をズームするには、それぞれ ZoomXZ また

は ZoomYZ を設定します。 

 
 

  

図 7-94 左側では、XZ 平面ボックスのズームが進行中です。右側は、ズームの結果です。 X 軸と Z 軸の範囲は変更

されますが、Y 軸の範囲は変わりません。  

 

ボックスを左から右にドラッグしてズームインします。ズーム範囲は、選択した平面に関連す

る軸に適用されます。 

 

特定のディメンション、X、Y、または Z のみをズームするには、ZoomX、ZoomY または ZoomZ

を選択します。  

 

ボックスを右から左にドラッグしてズームアウトします。ズームアウトは、BoxZoomOutFactor

で設定された係数によって適用されます。ズームアウトすると、ボックスの前面に十字が表示

されます。BoxZoomingOutCrossVisible = False を設定することで無効にできます。 

 

 ZoomPadding 

 

ZoomPadding プロパティは、ズーム操作後に 3D モデルと余白の間に残される空きスペースの

量を定義します。ZoomPadding はグラフを移動したり、マウススクロールなどの手動でズーム
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したりしても効果がありません。さらに、ZoomPadding は四角形ベースのズームには適用され

ません。 

 

WinForms で ZoomPadding を設定する方法： 

 
chart.View3D.ZoomPanOptions.ZoomPadding = new Padding(10, 30, 10, 10); 

 

Wpf で ZoomPadding を設定する方法： 

 
chart.View3D.ZoomPanOptions.ZoomPadding = new Thickness(10, 30, 10, 10); 

 

 

 

図 7-95 ZoomPadding は、たとえば ZoomToDataAndLabels 操作がこの場合のように使用される場合、データ/ラベル

とマージンの間に空のスペースを残します。 

 

 

 ZoomToDataAndLabels 

 

View3D では ZoomToDataAndLabels 操作により、余白と ZoomPadding で制限された使用可能な

領域がカメラを近づけたり遠ざけたりすることによって可能な限り最適に使用されます。軸、
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ラベル、系列データ、マーカーはすべて表示されたままです。画面の座標で位置が定義されて

いるため、チャートのタイトル、注釈、および凡例ボックスは無視されます。表示のコンテン

ツが中央に配置されている間、ZoomToDataAndLabels は表示角度を維持します。 

 

デフォルトでは、LeftDoubleClickAction プロパティは ZoomToDataAndLabels に設定されていま

す。つまり、マウスの左ボタンをダブルクリックすると操作がアクティブになります。プロパ

テ ィ を Off に 変 更 し て 無 効 に で き ま す 。 コ ー ド で は 、

View3D.ZoomToFit(ZoomArea3D.DataAndLabelsArea)メソッドによって ZoomToDataAndLabels を

呼び出すことができます。 

 

 
 

図 6-96 ZoomToDataAndLabels 操作がアクティブ化されました。データ系列、軸、壁などは、マージン内に最適に適

合されています。方向矢印はグラフ領域の左下隅に続きますが、凡例ボックスは無視されます。すべてのエッジで

ZoomPadding = 0 であるため、マージンと DataAndLabelsArea の間に空のスペースは残りません。 

 

 

ZoomToDataAndLabels はカメラの MinimumViewDistance プロパティを考慮に入れることに注意

してください。つまり、カメラがチャートに十分に近づけないために、利用可能なグラフ領域

全体が使用されない場合があります。この場合、ChartMessage 通知が送信されます。 
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 回転とパン 

 

割り当てられたマウスボタンを押して、水平または垂直方向にドラッグすることにより、カメ

ラを 3D モデルの周りで回転させることができます。 RotationX、RotationY、および RotationZ

プロパティが更新されます。 

マウスボタンアクションが Pan に設定されている場合、パンは Camera の Target プロパティを

更新します。マウスボタンの動作が PanPrimaryXZ、PanPrimaryXY、または PanPrimaryYZ に設

定されている場合、主要な X、Y、Z 軸の範囲が調整されます。たとえば、PanPrimaryXZ はマウ

スでドラッグするときに X 軸と Z 軸を調整します。セカンダリ X、Y、Z 軸は変更されません。 

LeftMouseButtonAction / MiddleMouseButtonAction / RightMouseButtonAction を

Pan/PanPrimaryXZ/PanPrimaryXY/PanPrimaryZ に設定してパンを有効にします。回転を有効にす

るには、Rotatate に設定します。マウスの左ボタンからのパンと回転を無効にするには、None

に設定します。 

PanSensitivity を使用して、適用されるパンの量を制御します。それぞれ RotationSensitivity を

使用して、適用される回転の量を制御します。 

 

 タッチスクリーンでズームする 

 

チャートに 2 本の指を置き、指を近づけてズームアウトまたは話してズームインします。タ

ッチスクリーンでズームを無効にするには、MultiTouchZoomEnabled を False に設定します。  

 

 タッチスクリーンでのパン 

 

チャートに 2 本の指を置き、同じ方向に動かしてパンを適用します。タッチスクリーンによ

るパンを無効にするには、MultiTouchPanEnabled を False に設定します。 

 

 軸上でのマウスホイールの使用 

 

マウスホイールを軸上でスクロールすると、チャートは軸固有のズームまたはパンを行いま

す。WheelAreaThickness はマウスホイールの感知領域が軸の近くにある幅を調整します。

AxisMouseWheelAction を使用してズームとパンを選択できます。 
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 コードによるズーム、回転、パン 

 

View3D.Camera を RotationX、RotationY、および RotationZ プロパティで移動すると、3D ビュ

ーが回転します。Perspective および Orthographic カメラでは、ViewDistance を設定することで

ズームできます。OrthographicLegacy カメラでは、Dimensions を変更してズームします。パン

は、カメラの Target を 3D モデル座標として設定することにより行われます。 

 

7.19 凡例ボックス 

 

View3D の凡例ボックスは、ViewXY の凡例ボックスとほぼ同じです（第 6.21 章を参照）。ただ

し、グラフごとに 1 つの凡例ボックスのみが許可されます。また、View3D の軸はセグメント

に分割できないため、セグメントベースのプロパティは存在しません。View3D.LegendBox を

使用して凡例ボックスのプロパティを変更します。 
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図 7-97 View3D の凡例ボックスプロパティ 

 

 表面シリーズパレットスケールの非表示 

 

View3D には、ViewXY の IntensityScales の代わりに SurfaceScales プロパティがあります。凡例ボ

ックスのパレットスケールを非表示にするには、SurfaceScales.Visible = False を設定します。サ

イズを変更するには、ScaleSizeDim1 および ScaleSizeDim2 プロパティを設定します。 

 

 View3Dでの凡例ボックスの配置 
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ViewXY と同様に、View3D の凡例ボックスは自動または手動で配置できます。自動配置により

、ビューの左側、上部、右側、下部、またはグラフ領域に配置できます。Position プロパティ

で位置を制御します。一部のポジショニングオプションはマージンを考慮に入れますが、いく

つかは考慮しません。 

マージンを無視する（マージン領域に凡例ボックスを配置する）オプション： 

TopCenter、TopLeft、TopRight、LeftCenter、RightCenter、BottomLeft、BottomCenter、BottomRight

、Manual 

マージン領域内に凡例ボックスを配置するオプション： 

GraphTopCenter 、 GraphTopLeft 、 GraphTopRight 、 GraphLeftCenter 、 GraphRightCenter 、

GraphBottomLeft、GraphBottomCenter、GraphBottomRight  

 

Offset プロパティは、Position プロパティで決定された位置から指定された量だけ位置をシフ

トします。 

 // Setting legend box position, offset shifts from RightCenter position 

 chart.View3D.LegendBox.Position = LegendBoxPosition.RightCenter; 

 chart.View3D.LegendBox.Offset = new PointIntXY(-15, -70); 

 

Manual 配置では、凡例ボックスの左上隅からビューの左上隅までのオフセットが計算されま

す。これは、グラフ領域の上部から計算される TopLeft オプションとは異なることに注意して

ください。 
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図 7-98 凡例ボックスの配置オプション。 Graph ..オプションは、凡例ボックスをマージン内に配置します。 

 

7.20 軸範囲内のオブジェクトのクリッピング 

 

デモ例：シンプルな 3D サーフェスグリッド 

ClipContents プロパティを True に設定すると、シリーズ、長方形、メッシュモデルが軸の値の

範囲内でクリップされます。軸は寸法に対して常に引き伸ばされるため、クリッピングを有効

にすると、壁の外側にレンダリングできなくなります。 

 

  

図 7-99 左側では、ClipContents は使用されません。シリーズは軸範囲外にレンダリングします。右側では、

ClipContents が有効になっています。 
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クリッピングは系列データセット自体を変更しないことに注意してください。クリッピングは

レンダリング段階でのみ発生します。また、マウスヒットテストは、見えないクリップされた

オブジェクトの壁の外側でも有効になります。 

クリッピングを有効にすると、グラフ内のすべての線は自動的に線幅 1 に設定されます。 

 

7.21 Annotation3D  
 

デモ例：ポイント追跡； 表面のマウスコントロール；メッシュモデルの着色；ワイヤフレーム 

Annotation3D コレクションにより 3D シーンに注釈を追加できます。一般に、X、Y、Z ディメ

ンションを使用する Target と Location のプロパティを除き、ViewXY の Annotations（第 Error! 

Reference source not found.章を参照）と似ています。 

 

 

図 7-100 3D シリーズの値を表示する Annotation3D オブジェクト。十字カーソルを使用して、ターゲットの移動を支

援できます。 

 

Target は 3D でマウスで移動できます。移動を補助するために、マウスが Target ノード上にあ

るときに注釈に十字線が表示されます。ShowTargetCrosshair プロパティを Auto / On / Off に設

定し、TargetCrosshairLineStyle でラインスタイルを調整します。 
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8. 座標系コンバーター 
 

次の座標系コンバーターは View3D の使用を補完する CoordinateConverters 名前空間で使用できま

す。 

• デカルト 3D <->球面 3D 

• デカルト 3D <->円筒 3D 

 

8.1 SphericalCartesian3D 
 

デモ例：球座標 

SphericalCartesian3D コンバータークラスは、球面座標と 3D デカルト座標を変換します。 

 

 

図 8-1 SphericalCartesian3D コンバーターで作成された例。 SurfaceMeshSeries3D およびグリッドのデータポイントは

球面座標で定義されます。注釈は最も近いデータポイントを追跡し、その値を球面座標で表示します。 

 

球状のデータポイントは、次のフィールドを含む SphericalPoint オブジェクトによって定義さ

れます。 

• Distance: 原点からの距離（0,0,0） 
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• ElevationAngle:  仰角。標高または高度とも呼ばれ、XZ 平面から測定されます。

ElevationAngle は 90 度 - 傾斜角です。 

• HeadingAngle: 方位角。方位角および絶対方位角とも呼ばれます。 

標高は XZ 平面（赤道面など）が参照平面です。標高はその平面から測定された角度です。 

注意：このコンバータークラスは、View3D.Dimensions が等しい（立方体）ことを想定してい

ます。そうでない場合、変換結果はユーザー側のコードでスケーリングする必要があります。 

View3D のシリーズは通常、データ入力を X、Y、Z 値として受け取ります。これらの値は、た

とえば SeriesPoint3D、SurfacePoint3D および PointDouble3D オブジェクトにあります。  

 

 球面からデカルトへの変換 

 

SphericalPoint をデカルト座標に変換するには、SphericalCartesian3D.ToCartesian()メソッドを使

用します。次のデータ入力を受け入れます。 

• SphericalPoint point 

• SphericalPoint[] array 

• SphericalPoint[,]  matrix  

または、ToCartesian()拡張メソッドを使用して球面ポイントを変換します。 

// Create spherical points matrix 

SphericalPoint[,] sphericalData = CreateSurfaceData(); 

// Convert matrix to cartesian matrix 

SurfacePoint[,] xyzData = sphericalData.ToCartesian(); 

 

バインド可能な WPF チャートでのマトリックスのデカルトへの変換：  

SurfacePointMatrix xyzData = sphericalData.ToCartesian(); 

 

 デカルト座標から球面座標への変換 

 

デカルトポイントを球面ポイントに変換するには、SphericalCartesian3D.ToSpherical()メソッド

を使用します。X、Y、Z フィールドを持つ PointDouble3D ポイントとしてデータ入力を受け入

れます。 

または、ToSpherical()拡張メソッドを使用してポイントを変換します。 
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// Define cartesian point 

PointDouble3D point = new PointDouble3D(50, 20, 40);  

// Convert to spherical point 

SphericalPoint sp = point.ToSpherical();  

8.2 CylindricalCartesian3D 
 

デモ例：円筒座標 

円筒座標と 3D デカルト座標を変換するコンバータークラスです。 

 

 

図 8-2 CylindricalCartesian3D コンバーターで作成された例。 SurfaceMeshSeries3D およびグリッドのデータポイント

は、円筒座標で定義されます。注釈は PointLineSeries3d の最も近いデータポイントを追跡し、その値を円柱座標で

表示します。 

 

円筒ポイントは、次のフィールドを含む CylindicalPoint オブジェクトによって定義されます。 

• Distance: XZ 平面に沿った距離 

• Y: Y 値 

• Angle: 方位角および絶対方位とも呼ばれる方位角 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   271 
 
 

注意：このコンバータークラスは、View3D.Dimensions.X と View3D.Dimensions.Z が等しいこと

を想定しています。そうでない場合、Angle と Distance（または X と Z）に関する変換結果を

ユーザー側のコードでスケーリングする必要があります。 

View3D のシリーズは通常、データ入力を X、Y、Z 値として受け取ります。これらの値は、た

とえば SeriesPoint3D、SurfacePoint3D および PointDouble3D オブジェクトにあります。  

 円筒からデカルトへの変換 

 

CylindricalPoint をデカルト座標に変換するには、CylindricalCartesian3D.ToCartesian()メソッドを

使用します。次のデータ入力を受け入れます。 

• CylindricalPoint point 

• CylindricalPoint[] array 

• CylindricalPoint[,]  matrix  

または、ToCartesian()拡張メソッドを使用して円柱ポイントを変換します。 

// Create spherical points matrix 

CylindricalPoint[,] cylindricalData = CreateData(); 

// Convert matrix to cartesian matrix 

SurfacePoint[,] xyzData = cylindricalData.ToCartesian(); 

 

バインド可能な WPF チャートでのマトリックスのデカルトへの変換： 

SurfacePointMatrix xyzData = cylindricalData.ToCartesian(); 

 

 

 デカルト座標から円筒座標への変換 

 

デカルトポイントを円柱ポイントに変換するには、CylindricalCartesian3D.ToCylindrical()メソッ

ドを使用します。X、Y、Z フィールドを持つ PointDouble3D ポイントとしてデータ入力を受け

入れます。 

または、ToCylindrical()拡張メソッドを使用してポイントを変換できます。 

// Define cartesian point 

PointDouble3D point = new PointDouble3D(50, 20, 40);  



 

 

272   LightningChart® .NET 取扱説明書  rev. 8.5.1 
 

// Convert to spherical point 

CylindricalPoint sp = point.ToCylindrical(); 

 

9. ViewPie3D 
 

デモ例：パイ 2D；パイ 3D；ドーナツ 3D 

ViewPie3D は、データを円グラフとドーナツグラフとして 3D で表示します。 

 

 

 図 9-1 ViewPie3D オブジェクトツリー 

  

  

図 9-2 3D 円グラフとドーナツグラフの例  
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9.1 プロパティ 

 

Style プロパティを使用して、グラフの種類（Pie または Donut）を選択します。View3D と同様

に、ZoomPanOptions プロパティツリーでズーム、パン、および回転を制御します（第 7.18 章

を参照）。 

Camera プロパティは視点を制御します（第 7.4 章を参照）。 LightingScheme プロパティで定義

済みの照明設定を選択できます。Material プロパティとそのサブプロパティを使用して、一般

的な 3D サーフェスの外観と光沢を調整します。 

DonutInnerPercents を使用してドーナツの内側半径を設定し、Rounding を使用してエッジの丸

みの半径を調整し、StartAngle を使用してパイを回転させ、Thickness を使用してパイの厚さを

調整します。ExplodePercents は、スライスの Explode が true に設定されている場合、爆発した

パイスライスの距離を調整します。 

TitlesStyle は、Titles、Values、または Percents のいずれかのパイスライステキストを設定しま

す。TitlesNumberFormat を編集して、たとえば「0.0 TWh」にして、最後に単位を含めます。 

View3D のように Annotations を使用できますが、軸の値バインディングプロパティはありませ

ん（第 7.21 章を参照）。  

 

9.2 パイスライス 

 

円グラフのデータは Values コレクションに保存されます。リスト内の各アイテムのタイプは

PieSlice です。Value プロパティのデータ値を編集し、タイトル文字列を Title.Text プロパティ

に設定します。TitleAlignment = Outside を定義するとタイトルは円の外側に描画されます。 
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図 9-3 円グラフの Value リストエディター 

 

9.3 コードによるデータの設定 

 

データは、Value リストに PieSlices として保存されます。 

//Add pie slice data  

//By using true as last parameter, the slice is automatically added to       

chart.ViewPie3D.Values collection 

PieSlice slice1 = new PieSlice("Hydroelectric",  

Color.FromArgb(150, Color.Aqua), 1.0, chart.ViewPie3D, true); 

 

PieSlice slice2 = new PieSlice("Gas",  

Color.FromArgb(150, 0, 0, 0), 2.1, chart.ViewPie3D, true); 

 

PieSlice slice3 = new PieSlice("Nuclear", Color.Lime, 1.3, chart.ViewPie3D, 

true); 

       

PieSlice slice4 = new PieSlice("Oil & coal", Color.FromArgb(240,0,0,0), 3.2, 

chart.ViewPie3D, true); 

 

PieSlice slice5 = new PieSlice("Others", Color.Yellow, 0.66, 

chart.ViewPie3D, true); 

 

slice3.Explode = true;  
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 図 9-4 チャートに設定されたデータ。 3 番目のスライスは、slice3.Explode = true を使用して分離されます。 
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9.4 2Dで円グラフを表示する 

 

カメラを上から定義済みカメラとして設定します。 

chart.ViewPie3D.Camera.SetPredefinedCamera(PredefinedCamera.PieTop); 

 

 

 図 9-5 2D として表示される円グラフ。上から定義済みのカメラがあります。  
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10. ViewPolar  
 

ViewPolar を使用すると、極形式でデータを視覚化できます。データポイントの位置は、角度

値と振幅によって決定されます（ViewXY で角度を X、振幅を Y と比較してください）。ポーラ

ービューには、ズーム機能とパン機能もあります。 

 

 

 図 10-1 ViewPolar オブジェクトツリー 
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10.1  Axes  
 

極座標軸は、Axes リストプロパティを介して定義できます。同じチャートで複数の軸を使用

できます。シリーズの AssignPolarAxisIndex プロパティを設定することにより、これらの軸の

いずれかにシリーズを割り当てることができます。軸は角度スケールと振幅スケールの両方を

表します。それ以外は、極軸は ViewXY 軸に非常に似ています（第 6.2 章を参照）。 

 

 図 10-2 AxisPolar プロパティツリー 
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図 10-3 3 つの軸：外側の円の最初の軸（赤）、中央の 2 番目の軸（緑）、中心に最も近い 3 番目の軸（青）。Axis AngleOrigin

は、軸の円上にドラッグして変更できます。振幅範囲は、軸からドラッグして変更できます。軸の振幅範囲の最小また

は最大は、振幅スケールの最後にある小さなペン先からドラッグすることで変更できます。 

 

 反転軸 
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軸は、振幅、角度、またはその両方によって反転できます。角度スケールを反転するには、

AngularReversed = True に設定します。振幅スケールを反転するには、AmplitudeReversed = True に

設定します。 

 

 スケールの回転角度を設定する 

 

AngleOrigin を使用して、角度スケールの回転角度を設定します。 

 

 

図 10-4 AngleOrigin = 30 

 

図 10-4 左側ではスケールは反転していません。右側では AngularReversed = True および AmplitudeReversed = True です。 
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 AmplitudeAxisAngle を使用して、振幅軸の位置を回転させます。振幅スケール角度は、絶対角

度（AmpitudeAxisAngleType = Absolute）または角度スケールの角度に対する相対角度（

AmpitudeAxisAngleType = Relative）として設定できます。 

 

図 10-5 AngleOrigin = 30。AmplitudeAxisAngle = 90。左側では AmplitudeAxisAngleType = Absolute、右側では

AmplitudeAxisAngleType = Relative。この場合、全体的に振幅スケールは 120 度回転します。 

 部門の設定 

 

MajorDivCount で振幅除算カウントを設定し、MajorDiv プロパティで除算の大きさを設定します。

振幅スケールはそれに応じて調整（MaxAmplitude が更新）されます。 MinorDivCount で振幅のマ

イナー除算カウントを設定します。 

デフォルトでは、チャートは可能な限り多くの角度区分を含めようとします。角度分割を制御す

るには、AngularAxisAutoDivSpacing を False に設定します。次に、チャートは部門の

AngularAxisMajorDivCount カウントを試行します。グラフのスペースが小さすぎてすべての区分と

ラベルをレンダリングできない場合、それが収まるほど低い区分カウントを使用します。 

 

10.2 マージン 

 

AutoAdjustMargins が Enabled になっている場合、グラフのサイズはすべての軸とグラフのタイト

ルに十分なスペースがあるように調整されます。Disabled にすると ViewPolar.Margins プロパティ

が適用され、マージンを手動で設定できます。 
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実行時に ViewPolar.GetMarginsRect メソッドを呼び出すことにより、マージンの長方形をピクセル

単位で取得できます。これは、自動マージンと手動マージンの両方に適用されます。画面座標ベ

ースの計算またはオブジェクト配置を行う必要がある場合に役立ちます。 

 

ViewPolar.MarginsChanged イベントは、たとえばサイズ変更のためにマージンの長方形が変更され

たときにトリガーするように設定できます。 

 

ビューのコンテンツは、マージンの外側で自動的にクリップされます。画面の座標で位置が定義

されているため、グラフのタイトル、注釈、凡例ボックス以外のすべてのコンテンツがクリップ

され、余白にも自由に配置できます。1 ピクセル幅のボーダー長方形 Border を描画してマージン

がある場所を表示できます。デフォルトでは、境界線は ViewPolar に表示されません。四角形の色

は Border.Color を使用して変更できます。 

 

 

図 9-7 極座標チャートのコンテンツは、マージンの外側でクリップされます。マージン領域を示すために境界線が描画

されます。軸ラベルは境界線内に表示されたままです。 
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10.3 凡例ボックス 

 

ViewPolar.LegendBox を介して凡例ボックスのプロパティを変更します。 ViewXY とは異なり、

ViewPolar は凡例ボックスを 1 つだけ持つことができます。 

 

 

図 10-8 ViewPolar の凡例ボックスのプロパティ 

 

 

 パレットスケールの非表示 

 

凡例ボックスのパレットスケールを非表示にするには、PaletteScales.Visible = False を設定しま

す。サイズを変更するには、ScaleSizeDim1 および ScaleSizeDim2 プロパティを設定します。 
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 ViewPolarでの凡例ボックスの配置 

 

ViewPolar の凡例ボックスは自動または手動で配置できます。自動配置により、ビューの左側

、上部、右側、下部、またはグラフ領域に配置できます。Position プロパティで位置を制御し

ます。一部の位置決めオプションはマージン領域を考慮に入れていますが、いくつかは考慮し

ていません。 

マージンを無視する（マージン領域に凡例ボックスを配置する）オプション： 

TopCenter 、 TopLeft 、 TopRight 、 LeftCenter 、 RightCenter 、 BottomLeft 、 BottomCenter 、

BottomRight、Manual 

マージン領域内に凡例ボックスを配置するオプション： 

GraphTopCenter 、 GraphTopLeft 、 GraphTopRight 、 GraphLeftCenter 、 GraphRightCenter 、

GraphBottomLeft、GraphBottomCenter、GraphBottomRight 

Offset プロパティは、Position プロパティで決定された位置から指定された量だけ位置をシフ

トします。 

   // Setting legend box position, offset shifts from RightCenter position 

   chart.ViewPolar.LegendBox.Position = LegendBoxPosition.RightCenter; 

   chart.ViewPolar.LegendBox.Offset = new PointIntXY(-15, -70); 

 

Manual 配置では、凡例ボックスの左上隅からビューの左上隅までのオフセットが計算されま

す。これは、グラフ領域の上部から計算される TopLeft オプションとは異なることに注意して

ください。 
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10.4 PointLineSeries 
 

デモ例：ラインシリーズ、セクター；パレット色のラインシリーズ；イベント色のラインシリ

ーズ；散布点の選択 

ViewPolar の PointLineSeries を使用して、線、点のグループ、または点線を描画できます。多く

の線と点のスタイルは、LineStyle プロパティと PointStyle プロパティで使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10-9 ViewPolar の PointLineSeries で表示されるデータ。線と点の両方が表示されます。 

 

 データの設定 

 

     前の図のデータ設定を表すコード： 

int iCount = 360;  

PolarSeriesPoint[] points = new PolarSeriesPoint[iCount]; 

Random rnd = new Random(); 

 

for (int i = 0; i < iCount; i++) 

{ 

points[i].Amplitude = 10.0 + 3.0 * rnd.NextDouble() + 5.0 *  

  Math.Cos(AxisPolar.DegreesAsRadians((double)i * 1.0)); 

       points[i].Angle = (double)i; 
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 } 

 chart.ViewPolar.PointLineSeries[0].Points = points;  

 

 パレットで色付け 

 

ラインカラーリングはパレットをサポートしています。 ColorStyle プロパティを使用して、パ

レットの色の適用方法を選択できます。 

• LineStyle: パレットの塗りつぶしなし。 LineStyle.Color プロパティで設定された色が適用

されます。 

• PalettedByAngle: データポイントの Angle フィールドが色を決定します。 

• PalettedByAmplitude: データポイントの Amptitude フィールドが色を決定します。 

• PalettedByValue: データポイント Value フィールドが色を決定します。 

 

図 10-10 パレットの色付けが適用されています 

 

ValueRangePalette プロパティを使用して、色と値のステップを定義します。ViewXYs および

View3D のシリーズと同様に機能します。  

 

 CustomLinePointColoringAndShaping イベントを使用したカスタムシェーピングおよび

カラーリング 
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CustomLinePointColoringAndShapingイベントを使用してカスタムの色付けと座標調整を行うこ

とができます。このイベントは、グラフのレンダリング段階に入る直前に呼び出されます。

ViewXYのFreeformPointLineSeriesのCustomLinePointColoringAndShapingイベントと同様に機能し

ます（第6.9.2章を参照）。  

 

10.5 AreaSeries 
 

デモ例：エリアシリーズ；マーカーとの組合わせ；スパイダー/レーダーチャート；スピードメ

ーターゲージ 

エリアシリーズでは、塗りつぶされたエリアスタイルでデータを視覚化できます。エッジの線

スタイルは、LineStyle プロパティで編集できます。 FillColor プロパティで塗りつぶしを変更で

きます。 

 
           図 10-11 ViewPolar の AreaSeries で提示されたデータ   

 

 データの設定 

 

  前の図のデータ設定は次のコードで表します。 

int iCount = 360; 
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PolarSeriesPoint[] points = new PolarSeriesPoint[iCount]; 

Random rnd = new Random(); 

 

for (int i = 0; i < iCount; i++) 

{ 

points [i].Amplitude = 30f + rnd.NextDouble() * 5f * 

Math.Sin((double)i / 50f); 

points [i].Angle = (double)i; 

 } 

 chart.ViewPolar.AreaSeries[0].Points = points; 

 

10.6 セクター 

 

デモ例：ラインシリーズ、セクター；風配図；散布点の選択；走査レーダー 

Sectors は、角度または振幅の範囲を示すように定義できます。MinAmplitude プロパティと

MaxAmplitude プロパティで振幅範囲を定義します。BeginAngle と EndAngle で角度範囲を定義

します。マウスでセクターをドラッグして移動させます。  

 

図 10-12 セクターを利用する 2 つの例。左の Wind Rose 図は異なる色のいくつかのセクターで作成されています。

右の図では RPM メーターのレッドゾーンを表すセクターを持つ AreaSeries でダイヤルが作成されています。 

 

10.7 注釈 

 

デモ例：ベクトル 
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Annotations は、極座標軸の値で定義されている Target と Location を除いて ViewXY の注釈（ 第

6.20 章を参照）に似ています。軸の値によるサイジングは適切ではないため、Sizing プロパテ

ィの値は Automatic と ScreenCoordinates のみです。  

図 10-13 Polar ビューでの注釈 

 

10.8 マーカー 

 

デモ例：散布点の選択；マーカーとの組合わせ；ソナーフィッシュインジケーター；走査レー

ダー 

マーカーを使用して特定の位置で特定のデータ値をマークできます。AssignPolarAxisIndex を設

定して、マーカーに優先軸を割り当てます。Amplitude および AngleValue プロパティを定義し

て、配置します。Symbol を編集して好みの外観にし、Label プロパティでマーカーテキストを

定義します。 

マーカーはマウスでドラッグして移動できます。SnapToClosestPoint を Selected または All に設

定して、ドラッグ時に最も近いデータポイントのスナップを有効にします。Selected はこのマ

ーカーが SetSnapSeries()メソッドでスナップするように設定されているシリーズのみが追跡さ

れます。All はすべてのシリーズを追跡します。 
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図 10-14 極座標チャートのマーカー 

 

10.9 ズームとパン 

 

ZoomCenter および ZoomScale プロパティを設定することにより、コードによってズームを適

用できます。 ZoomCenter は、相対 X-Y 範囲として定義されます。 

X = -1: グラフ領域の中心にあるポーラービューの左端 

X = 0: グラフ領域の中心にあるポーラービューの中心 

X = 1: グラフ領域の中心にあるポーラービューの右端 

 

Y = -1: グラフ領域の中心にあるポーラービューの下端 

Y = 0: グラフ領域の中心にあるポーラービューの中心 

Y = 1: グラフ領域の中心にあるポーラービューの下端 

ZoomScale は拡大係数です。たとえば、値 2 を指定すると、グラフは X 方向と Y 方向の両方で

1 に比べて 2 倍大きく表示されます。 

 

マウスズーム機能は ZoomPanOptions プロパティツリーで構成できます。 
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図 10-15 ViewPolar の ZoomPanOptions 

 

 

 ズームの操作と方法 

 

ZoomPanOptions の下のさまざまなズーム操作はマウス操作として設定できます。

DefaultSettings はズームとセンタリングの初期設定を返します。ZoomToData（v8.4 以前では

FitView）は、ビューポイントを移動してマージン内のすべてのデータを表示します。

ZoomToLabelsArea はマージン内のラベルを含むデータフレーム全体を表示します。 

ViewPolar には ZoomPadding プロパティがあり、View3D と同様に機能します（第 7.18.3 章を参

照）。 

ズーム操作は、ZoomToFit(ZoomAreaRound.AreaName)を使用してメソッドとしてコードでアク

セスすることもできます。たとえば ZoomToFit(ZoomAreaRound.LabelsArea)メソッドを呼び出す

と、マウス操作で ZoomToLabelsArea 操作を実行した場合と同じ結果が得られます。 
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図 10-16 ズーム操作の前後の極座標グラフ、ZoomPadding = 50。上図ではチャートは手動でズームされていますが

、ズーム操作は呼び出されていません。 ZoomPadding は効果がありません。下図では ZoomToLabelsArea が使用さ

れています。これはズーム時にラベルも考慮します。 

 

 

10.10 ViewPolar でのデータクリッピング 

 

PointLineSeriesPolar、AreaSeriesPolar、Sectors、PolarEventMarkers には ClipInsideGraph プロパティ

があり、データポイントがグラフエリアの半径内にない場合は非表示にします。正確なクリッピ

ングポイントは、最も外側の角度軸です。デフォルトでは ClipInsideGraph はすべてのシリーズで

有効になっています。 

// Disabling clipping outside the graph 

pointLineSeriesPolar.ClipInsideGraph = false; 
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CenterClipping は LightningChart バージョン 8.5.1 で導入されました。ClipInsideGraph と同様に機能

しますが、たとえば振幅軸をマウスでドラッグしたときなど、ポーラーチャートの中心でデータ

をクリップする方法を制御します。CenterClipping には次の 3 つのオプションから選択できます。 

-None: バージョン 8.5.1 より前の古い動作です。シリーズは中心点の反対側にシフトされ、いかな

る方法でも切り取られません（セクターを除く）。 

-Center: データはグラフの中心点でクリップされ、反対側にシフトされることはありません。これ

がデフォルトのオプションです。 

-InnerCircle: データは振幅軸の最も内側の値でクリップされます。反転するかどうかに応じて、軸

の最小値または最大値のいずれかになります。チャートに複数の振幅軸がある場合、系列は割り

当てられている軸に従ってクリップされます。 

 

// Setting PointLineSeriesPolar to be clipped below amplitude axis minimum, as 

reversed axis is not used. 

_chart.ViewPolar.Axes[0].AmplitudeReversed = false; 

pointLineSeriesPolar.CenterClipping = CenterClipping.InnerCircle; 

 

Center オプションと InnerCircle オプションは InnerCircleRadiusPercentage プロパティがあるため、

常に同じ場所にあるとは限りません。これは、グラフの中心付近に空のスペースを残すために使

用できます。つまり、振幅軸の開始位置を定義します。 InnerCircleRadiusPercentage は設定されて

いる軸に固有であり、他の振幅軸には影響しません。 

// Setting InnerCircleRadiusPercentage to 10 percent for this axis 

chart.ViewPolar.Axes[0].InnerCircleRadiusPercentage = 10; 

 

 

図 10-110-7 CenterClipping は左の画像で None、中央の画像で Center、右の画像で InnerCircle に設定されています。

InnerCircleRadiusPercentage は、各画像で 10 に設定されています。 
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11. ViewSmith 
 

スミスチャートは、一般にインピーダンス測定およびインピーダンス整合アプリケーションの

電子機器で使用されます。 

スミスチャートは、データを実数値と虚数値（R + jX）でプロットします。 

 

 

 

 

 

 

 

データの位置は円形の実数および虚数の対数目盛の角度によって2Dプロットで決定されます。 

 

 

図 11-1 ViewSmith プロパティツリー 

 

 

11.1 軸 

 

スミスチャートには実際の軸が1つしかありません。これは、拡張プロパティツリーのAxisを

介して構成できます。図10-2を参照してください。 

定義 

インピーダンス = Z = R + jX 

R = レジスタンス、実数部分 

X = リアクタンス、虚数部分 

     X > 0: 容量性 

     X < 0: 誘導性 
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図 11-2 スミス軸プロパティツリー 

 

プロパティのほとんどはViewPolarの軸およびViewXYの軸と同一であり、チャートをカスタマイ

ズしてより魅力的にします。GridDivCount、GridImgおよびGridReal、RealAxisLineVisible、

ShowAbsoluteValues、ClipGridInsideGraphなど、ViewSmith調整に固有の高度なプロパティもあ

ります。 

GridDivCount は、実軸の円形グリッド線と虚数スケールの対数グリッド線の量を定義します。 

GridImg およびGridRealプロパティは、実数スケールまたは虚数スケールでグリッド線をカスタ

マイズします。さらに、Visibleプロパティを使用してグリッドを非表示にできるため、ユーザ

ーはグリッドの1つを非表示にして、引き続き別のグリッドで作業できます。 

RealAxisLineVisible プロパティは、軸線を非表示にします。 
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  図 11-3 実数のグリッド線が非表示になり、虚数線が表示されています。 

 

 

        図 11-4 虚数のグリッド線が非表示になり、実数の線が表示されています。 
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ShowAbsoluteValues プロパティはスケール上の値（絶対値または正規化）を定義します。 

ClipGridInsideGraph は、グラフ線の外側にグリッド線を表示します。 

 

 

  図 11-5 ClipGridInsideGraph = False 

 

完全にカスタマイズされたスミスチャートを以下に示します。 
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  図 11-6 カスタマイズされたスミスチャート 

 
 

11.2 マージン 

 

AutoAdjustMargins が enabled になっている場合、グラフのサイズはすべての軸とグラフのタイ

トルに十分なスペースがあるように調整されます。disabled にすると ViewSmith.Margins プロ

パティが適用され、マージンを手動で設定できます。 

 

実行時に ViewSmith.GetMarginsRect メソッドを呼び出すことにより、マージンの長方形をピク

セル単位で取得できます。これは自動マージンと手動マージンの両方に適用されます。画面座

標ベースの計算またはオブジェクト配置を行う必要がある場合に役立ちます。 

 

ViewSmith.MarginsChanged イベントは、たとえばサイズ変更のためにマージンの長方形が変更

されたときにトリガーするように設定できます。 

 

ビューのコンテンツはマージンの外側で自動的にクリップされます。画面の座標で位置が定義

されているため、グラフのタイトル、注釈、凡例ボックス以外のすべてのコンテンツがクリッ

プされ、余白にも自由に配置できます。1 ピクセル幅のボーダー長方形 Border を描画して、マ

ージンがある場所を表示できます。デフォルトではボーダーは ViewSmith に表示されません。

四角形の色は、Border.Color を使用して変更できます。 
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11.3 凡例ボックス 

 

ViewSmith の凡例ボックスは、ViewPolar とまったく同じように機能します（第 10.3 章を参

照）。ViewSmith.LegendBox を介して凡例ボックスのプロパティを変更します。 

 

11.4 PointLineSeries 
 

デモ例：ラインとデータのカーソル 

 ViewSmithのPointLineSeriesを使用して、ViewPolarのように線、点のグループ、または点線を描

画できます。多くの線と点のスタイルは、LineStyleとPointStyleプロパティで使用できます。 

 
図 11-7 スミスデータシリーズ 
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11.5 データの設定 

 

以下のコードでスミスチャートのコレクションに1セットのデータポイントを追加します。 

SmithSeriesPoint[] m_aPoints; 

PointLineSeriesSmith Series = new PointLineSeriesSmith(m_chart.ViewSmith, axis); 

//Create data for series 

m_iCount = 5000; 

m_aPoints = new SmithSeriesPoint[m_iCount]; 

for (int i = 0; i < m_iCount; i++) 

{ 

 // Sine from left to right 

 m_aPoints[i].RealValue = i * (MaxReal / m_iCount); 

 m_aPoints[i].ImgValue = Math.Sin(0.01 * i)/Math.PI * MaxReal; 

} 

Series.Points = m_aPoints; 

//Add series to chart 

m_chart.ViewSmith.PointLineSeries.Add(Series); 

 

 

11.6 注釈 

 

AnnotationsはViewsmithの注釈（第 Error! Reference source not found.章を参照）と同じですが、T

argetとLocationがスミス軸の値（実数と虚数）で定義されている点が異なります。 Sizingプロパ

テ ィ の 値 は Automatic と ScreenCoordinates の み で す 。 

図 11-8 ViewSmithの注釈 
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11.7 マーカー 

 

デモ例：ラインとデータのカーソル 

マーカーを使用して特定の位置で特定のデータ値をマークできます。マーカーはマウスでドラ

ッグして移動できます。このプロパティにはViewPolarのマーカーと同じ定義があります（第 

10.8章を参照）。 

ImgValueおよびRealValueプロパティを定義して配置します。Symbolを編集して好みの外観に

し、Labelプロパティでテキストを定義します。 

 

図 11-9 スミスビューでシリーズを追跡するマーカー 

 

11.8 ズームとパン 

 

ViewSmith のズームとパンのオプションとメソッドは、ViewPolar とまったく同じように機能し

ます（第 10.9 章を参照）。  
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12. カラーテーマの設定 
 

チャートの全体的なカラーテーマは ColorTheme プロパティで設定できます。テーマを設定す

ると、作成されたチャートのオブジェクトの色の大部分が上書きされます。最初に

ColorTheme を設定してからオブジェクトの色を変更することを推奨します。 

   chart.ColorTheme = ColorTheme.SkyBlue; // Changing the color theme 

注意：カラーテーマを設定すると、手動で割り当てられたすべての色が警告なしに Visual 

Studio プロパティグリッドで失われます。 

 

 

図 12-1 さまざまなカラーテーマを使用中。左側にはデフォルトのダークテーマといくつかのカスタムカラーがあり

ます。右側には LightBlue テーマセットがあります。 
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13. スクロールバー 
 

デモ例：スクロールバー；履歴データのレビュー；スケールブレイク 

HorizontalScrollBars または VerticalScrollbars コレクションプロパティを使用して 1 つ以上のス

クロールバーを追加できます。外観は完全にカスタマイズ可能で、楕円形のボタンやスクロー

ルボックスも定義できます。たとえば、ビットマップをボタンアイコンとして使用できます。

スクロールバーはすべてのビューで使用できますが、最もわかりやすいのは ViewXY です。 

 

 

 

図 13-1 異なる 2 つのスクロールバー 

 

13.1 スクロールバーのプロパティ 

 

Alignment プロパティを BelowGraph、AboveGraph または GraphCenter に設定することにより、

HorizontalScrollBar をグラフの幅に合わせて配置できます。同様に、Alignment プロパティを

LeftToGraph、GraphCenter、または RightToGraph に設定することにより、VerticalScrollBar をグ

ラフの高さに合わせて配置できます。Alignment を None に設定することにより、Offset プロパ

ティでスクロールバーを自由に配置できます。 Size プロパティでサイズを調整します。 

    // Setting the position and the size of a scrollbar. Offset is based on the 

       top-left corner of the chart 

    horizontalScrollBar.Alignment = HorizontalScrollBarAlignment.None; 

    horizontalScrollBar.Offset = new PointIntXY(100, 10);  

    horizontalScrollBar.Size = new Size(500, 30); 

 

スクロールバーは通常の 32 ビット符号付き整数値の代わりに 64 ビット符号なし整数値を使用

します。Value は現在の位置、Minimum は最小範囲値、Maximun は最大範囲値です。これによ

り、高いサンプリング周波数で長時間の測定を直接サポートできます。たとえば

SampleDataSeries が測定で使用される場合、サンプルインデックスをスクロールバー値として

直接設定します。Minimum 値は最初のサンプルインデックスを表し、Maximum は最後のサン

プルインデックスを表します。 

SmallChange プロパティは、スクロールボタンがクリックされたときのインクリメントまたは

デクリメントの量です。KeyControlEnabled がアクティブでスクロールバーにフォーカスがある

場合、矢印キーを使用して値を SmallChange 量で変更することもできます。LargeChange はス

クロールボックスまたはスクロールボタンの外側でスクロールバーがクリックされたときに発

生するページの変更を表します。 PageUp キーと PageDown キーを使用して、それぞれ値を変
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更します。MouseWheelChange は、マウスホイールがスクロールバー上でスクロールされると

きの変更値を設定します。 

Scroll イベントハンドラーをコードで使用してスクロールバーの値の変更に対応できます。

ValueChanged イベントハンドラーも使用できますが、Scroll の方がスクロールが行われた方法 

をより具体的に示します。  

 

13.2 小数または負の値を持つスクロールバー 

 

スクロールバーは符号なし整数を使用して長い測定をサポートするように設計されているため

、軸の値が小数または負の値である場合は直接使用できません。これらの場合、結果はクラッ

シュまたはエラーによるユーザビリティの低下になります。ただし、スクロールバーの

Minimum 値と Maximum 値を軸の範囲に関連付ける必要はありません。これにより、軸の値や

データ値が小さな小数または負の数であっても、バーをスケーリングできます。 

たとえば表示する値の範囲が 0.500〜1.500 の場合、スクロールバーは範囲 500-> 1500 を使用す

るように設定できます。同様に、-150〜0 のデータ範囲でスクロールバーは 0〜150 の値を使用

できます。 

次の例は、Y 軸の値が負から正までの小数である場合に垂直スクロールバーを変更する方法を

示しています。 

 

double yMin = -0.178; // Some arbitrary axis values 

double yMax = 1.253; 

double upShift = 0.178; // To prevent the scrollbar from using negative values 

double scaleFactor = 1000.0; // To scale the scrollbar to use integer values 

_chart.ViewXY.YAxes[0].Minimum = yMin; 

_chart.ViewXY.YAxes[0].Maximum = yMax; 

_chart.VerticalScrollBars[0].Minimum = (ulong)((yMin + upShift) * scaleFactor); 

_chart.VerticalScrollBars[0].Maximum = (ulong)((yMax + upShift) * scaleFactor); 

_chart.VerticalScrollBars[0].LargeChange = _chart.VerticalScrollBars[0].Maximum 

 - _chart.VerticalScrollBars[0].Minimum; 

_chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange(0.3, 0.6); // Display only a portion of the axis 

 

// The scroll event 

private void VerticalScrollBar_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e) 

{ 

    double newMin = (yMax + upShift) * scaleFactor - (double)e.NewValue - 

 currentRangeY + (yMin + upShift) * scaleFactor; 

    if (newMin < (yMin + upShift) * scaleFactor) 

    { 

        // The scroll bar cannot go below the minimum axis value 

        newMin = (yMin + upShift) * scaleFactor;  

    } 

 

    double newMax = newMin + currentRangeY; 

    if (newMax > (yMax + upShift) * scaleFactor) 
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    { 

        // The scroll bar cannot go above the maximum axis value 

        newMax = (yMax + upShift) * scaleFactor; 

        newMin = newMax - currentRangeY; 

    } 

 

// Adjusting axis range based on the scrollbar value, triggers RangeChanged 

event. Converts the values used by the scrollbar back to unscaled axis values 

    _chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange((newMin / scaleFactor - upShift) , 

 (newMax / scaleFactor - upShift) ); 

} 

// RangeChanged -event to modify the axis ranges correctly 

private void AxisY_RangeChanged(object sender, RangeChangedEventArgs e) 

{ 

     // Prevent axis minimum value from going below yMin set earlier 

     if (e.NewMin < yMin) 

     { 

         double newRange = e.NewMax - e.NewMin; 

         if (newRange <= yMax - yMin) 

         { 

             _chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange(yMin, yMin + newRange); 

         } 

         else 

         { 

             _chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange(yMin, yMax); 

         } 

     } 

     // Prevent axis maximum value from going above yMax set earlier 

     else if (e.NewMax > yMax) 

     { 

         double newRange = e.NewMax - e.NewMin; 

         if (newRange <= yMax - yMin) 

         { 

             _chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange(yMax - newRange, yMax); 

         } 

         else 

         { 

             _chart.ViewXY.YAxes[0].SetRange(yMin, yMax); 

         } 

     } 

     // Modify the scrollbar based on the the new axis range. 

     else 

     { 

         double newRange = (e.NewMax - e.NewMin) * scaleFactor; 

         _chart.BeginUpdate(); 

 

         _chart.VerticalScrollBars[0].LargeChange = (ulong)(newRange + 0.1); 

         _chart.VerticalScrollBars[0].Value = (ulong)((yMax - e.NewMax +  

 yMin + upShift) * scaleFactor); 

 

         _chart.EndUpdate(); 

 

         currentRangeY = newRange; 

     } 

}  
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14. エクスポートと印刷 
 

 ビットマップ画像のエクスポート 

 

SaveToFile()メソッドを使用して、グラフを.PNG、.BMP、および.JPGファイルとしてエクスポー

トできます。 SaveToFile(…)メソッドを使用すると、解像度を下げて画像ファイルをエクスポー

トし、スムージング/アンチエイリアスオプションを使用できます。ストリームにエクスポー

トするには、SaveToStream()メソッドを使用します。  

 

 ベクター画像のエクスポート 

 

ViewXY、ViewPolar、および ViewSmith は、.WMF、.EMF、および.SVG 形式としてエクスポート

することもできます。 View3D および ViewPie3D は現在サポートしていません。選択したベク

ターファイル形式で SaveToFile または SaveToStream メソッドを使用します。 

注意：ベクトル出力は単純化されており、複雑なポイントスタイルなどのすべての詳細は単純

な色と単純な形状として表示できます。ベクトル出力にはビットマップ要素も含まれる場合が

あります。 

 

 クリップボードにコピー 

 

CopyToClipboard(…)を呼び出して、チャートをクリップボードにコピーできます。  ViewXY、

ViewPolar、および ViewSmithは、CopyToClipboardAsEmf()メソッドを使用してベクター形式でコ

ピーできます。 
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 バイト配列へのキャプチャ 

 

チャートには CaptureToByteArray メソッドがあり、外部コンポーネントへの高速生画像データ

コピーまたはデータのさらなる処理として取得します。 

 

使用方法：  

int width; 

int height; 

byte[] aData = _chart.CaptureToByteArray(out width, out height); 

 

Bitmap bitmap = new Bitmap(width, height, 

System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb); 

 

System.Drawing.Imaging.Bitmapdata bitmapData = bitmap.LockBits(new 

System.Drawing.Rectangle(0, 0, width, height), 

System.Drawing.Imaging.ImageLockMode.ReadOnly, 

System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb); 

 

IntPtr ipDst = bitmapData.Scan0; 

int iRowByteCount = width * 4; 

      int iSrcIndex = 0; 

for (int iY = 0; iY < height; iY++) 

{ 

Marshal.Copy(aData, iSrcIndex, ipDst, iRowByteCount); 

ipDst = new IntPtr(ipDst.ToInt64() + bitmapData.Stride); 

iSrcIndex += iRowByteCount; 

} 

 

bitmap.UnlockBits(bitmapData); 

 

 

 連続フレーム書き込み用の出力ストリームの設定 

 

chart.OutputStream プロパティを使用して、チャートがレンダリングフレームを書き込むスト

リームを設定します。 

このプロパティは特に Headless mode でチャートから連続フレームをキャプチャする最速の方

法として意図されています（第 23 章を参照）。  

ストリームは生のバイトストリームで、チャネルごとに 1 バイトで各ピクセル 4 バイトで記述

されます。チャネルの順序は、レンダラーとその設定によります。 
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GetLastOutputStreamFormat メソッドと GetLastOutputStreamSize メソッドを使用して、最後に

書き込まれた画像の形式と出力サイズを確認します。 

生成される画像サイズは、ピクセル単位のチャートのサイズにする必要があります。 

注意： LightningChart の他のプロパティとは対照的に、チャートの破棄ではセットストリーム

は破棄されません。 

注意：他のプロパティとは異なり、このプロパティを設定しても新しいフレームはレンダリン

グされません。 

 

 

 印刷 

 

PrintPreview()メソッドを呼び出して印刷プレビューダイアログを開くか、Print()を呼び出して

デフォルト設定で直接印刷します。手動設定で印刷するには Print(…)を呼び出します。ViewXY

、ViewPolar、ViewSmith の印刷は、ベクター印刷もサポートしています。Print(…)メソッドのパ

ラメーターに Roaster または Vector 形式を設定します。  

 

 

図 14-1 印刷プレビューダイアログ 
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15. LightningChart のパフォーマンス 
 

15.1 正しい APIエディションの選択 

 

第 1.1 章の指示に従ってチャートのエディションを選択します。必要な場合を除き、シリーズ

データバインディング機能を使用しないでください。 

 

15.2 レンダリングオプションを正しく設定する 

 

特定のアプリケーションでは、LightningChart の DirectX9 レンダリングエンジンは DirectX11 エ

ンジンよりもわずかに高速かもしれませんが、一般的には、DirectX11を優先レンダラーのまま

にしておくことを推奨します。また、DirectX11 は見た目も優れています。 

フォントの品質設定も重要です。 

第 5.10 章を参照してください。 

 

15.3 チャートデータまたはプロパティの更新 

 

プロパティまたはシリーズのデータ値が変更されるたびに LightningChart コントロールが再描

画され、CPU とディスプレイアダプターのオーバーヘッドが発生します。プログラムで複数の

プロパティを同時に変更する場合は BeginUpdate()と EndUpdate()メソッドの呼び出しの間にプ

ロパティを変更する必要があります。BeginUpdate()は EndUpdate()が呼び出されるまでコント

ロールの描画を停止します。保留中の BeginUpdate()呼び出しには内部カウンターがあり、同

量の EndUpdate()呼び出しに到達すると EndUpdate()はコントロールを再描画します。次の例は

コンピューターへの負荷を最小限に抑えてチャートを更新する方法を示しています。 

 

chart.BeginUpdate(); //Disable redraws 

 

//Add data to series 

chart.ViewXY.SampleDataSeries[0].AddSamples(multiChannelSampleStream[0], 

false); 
chart.ViewXY.SampleDataSeries[1].AddSamples(multiChannelSampleStream[1], 

false); 

chart.ViewXY.SampleDataSeries[2].AddSamples(multiChannelSampleStream[2], 

false); 
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//Update point counter bar 

chart.ViewXY.BarSeries[0].SetValue(0,1,(double)totalPointsCollected,””, 

false);  

 

// Point counter label 

chart.Title.Text = totalPointsCollected.ToString();  
 

// Set monitoring scroll position to latest x  

newestX = firstSampleTimeStamp + (double)(pointsLen - 1) / genSampFreq; 

chart.ViewXY.XAxes[0].ScrollPosition = newestX; 

 

chart.EndUpdate(); // Enable redraws and redraw  

 

 

 内部カウンターでは、次のようにネスト更新を使用できます。 

 
        void MainMethod() 

        { 

            chart.BeginUpdate(); 

            chart.Title.Text = “My title”;  

            chart.ViewXY.XAxes[0].AxisColor = Colors.Red;  

 

            UpdateSeriesColors();  

             

            chart.EndUpdate();  

            // Repaints only once.  

        } 

 

        private void buttonCreate_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            UpdateSeriesColors(); // Repaints only once 

        } 

 

        void UpdateSeriesColors() 

        { 

 chart.BeginUpdate(); 

 

           foreach(PointLineSeries series in chart.ViewXY.PointLineSeries) 

           { 

             series.LineStyle.Color =  Color.Yellow;  

            } 

 

            chart.EndUpdate(); 

        } 

 

シリーズデータの更新は、データの保存方法によって異なります。配列シリーズの場合、配列

の内容を更新した後に InvalidateData()メソッドを呼び出す必要があります。そうしない場合、

変更について UI に通知されません。 

ObservableCollectionはWPFの半バインド可能および完全バインド可能のデータバインドに役立

ち、自動通知によりすべてのポイントまたはポイントのフィールドで自動的に更新されます。

したがって、InvalidateData()は必要ありません。ただし、ObservableCollections を使用すると配
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列またはリストと比較してパフォーマンスがわずかに低下します。これは、特に大量のデータ

ポイントがある場合に顕著です。 

 

15.4 ラインシリーズのアドバイス 

 

- ラインシリーズを使用する際、アプリケーションに適していれば SampleDataSeries を使用

します。これは描画が最速で、他の種類のラインシリーズほど多くのメモリを必要としま

せん。対応しない場合は FreeformPointLineSeries より PointLineSeries を選択してください。 

- データポイントを表示する必要がない場合は PointsVisible プロパティを false に設定します 

- LineStyle.Width プロパティで線幅を 1 に設定します。 

- LineStyle.Pattern を Solid に設定して、実線スタイルを使用します。 

- 折れ線シリーズの LineStyle.AntiAliasing を None に設定し、チャートの AntiAliasLevel を 0に

設定して、アンチエイリアスを無効にします。  

- シリーズの MouseInteraction を false に設定してすべてのマウスの対話機能を無効にします

。または、グラフの chart.Options.MouseInteraction を false に設定して、グラフ全体のマウ

スの対話機能を無効にします。 

- 必要がない場合は、凡例ボックスを非表示にします。 ShowInLegendBox プロパティ は、す

べてのシリーズで無効にすることもできます。特にチャートに多くのシリーズがある場合

によく機能します。 

 
chart.ViewXY.LegendBoxes[0].Visible = false; 
chart.ViewXY.PointLineSeries[0].ShowInLegendBox = false; 

 

15.5 強度シリーズのアドバイス 

 

適用対象：IntensityGridSeries、IntensityMeshSeries  

- データが継続的に更新されない場合はシリーズの Optimization プロパティを StaticData に

変更します。データが 1 秒間に何度も変更される場合 DynamicData の方が適しています。 

- Optimization を使う：DynamicValuesData を使用して、データ配列の IntensityPoint 構造の

Value フィールドのみを更新し、InvalidateValuesDataOnly メソッドを呼び出してグラフを

更新します。これにより、シリーズのジオメトリが再計算されないため更新がはるかに高

速になります。これは、ノードのデータ X と Y の値が同じ場所にとどまるアプリケーショ

ンでのみ使用することを目的としています（例：サーマルイメージングソリューション）。  

 

適用対象：IntensityGridSeries 
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- 高解像度の熱画像アプリケーションでは IntensityGridSeries の PixelRendering を有効にしま

す。 

- データセットを迅速に更新するには、Data プロパティの代わりに SetValuesData メソッド

と SetColorsData メソッドを使用してメモリを節約し、パフォーマンスを向上させます。 

 

15.6 3D正投影ビューのアドバイス 

 

最大のパフォーマンスを得るには、OrthographicLegacy ではなく View3D.Camera.Projection = 

Orthographic を使用します。特に、多くのシリーズとデータを保持しながらビューをズームす

る際に違いが見られます（第 7.4 章を参照）。  

 

15.7 3D表面シリーズのヒント 

 

適用対象：SurfaceGridSeries3D、SurfaceMeshSeries3D、WaterfallSeries3D  

- 光の反射とシェーディングが必要ない場合は、SuppressLighting を false に設定して照明を

無効にします。 

- 等高線を使用する場合は、ColorLinesまたは PalettedColorLinesの代わりに FastColorZonesま

たは FastPalettedZones を使用します。 

適用対象：SurfaceGridSeries3D 

- スクロールデータ（3D スペクトルやスペクトログラムなど）では、InsertRowBackAndScroll

および InsertColumnBackAndScroll メソッドを使用してデータと軸の範囲を更新します。 

 

 

15.8 マップのアドバイス 

 

適用対象：ViewXY.Maps 

- X 軸と Y 軸の範囲が同じに保たれ、他のデータがマップ上に表示されるときは

ViewXY.Maps.Optimization を CombinedLayers に設定します。これにより、マップレイヤー

を同じバッファーイメージにレンダリングでき、より効率的なレンダリングが可能になり

ます。 

- マップタイトルを IntensityGrid または IntensityMesh シリーズに表示する場合は、

ViewXY.Maps.Optimization を None に設定します。 
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15.9 ハードウェア 

 

LightningChart アプリケーションの最大パフォーマンスを得るには、コンピューターハード

ウェアが強力でなければなりません。多くのアプリケーションでは、CPU の電力よりもデ

ィスプレイアダプタの電力が重要です。できるだけ最新のディスプレイアダプターを使用

してください。DirectX 9.0c レベルのディスプレイアダプターは動作します。 「c」は DirectX 

Shader Model 3 に由来し、いくつかのエフェクトに必要になります。 

 

GetRenderDeviceInfo()メソッドを呼び出して、使用されているディスプレイアダプターで

サポートされていない機能があるかどうかを確認できます。特に FastVertexFormat がサポ

ートされていない場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります 。 

 

注意：LightningChart は GPU ハードウェアアクセラレーションチャートです。適切な GPU が

ないと、パフォーマンスは最適な場合よりもはるかに低くなる可能性があります。さまざ

まな GPU のパフォーマンスを比較するには PassMark のビデオカードベンチマークが有効

です（http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php）。他の 10 倍のスコアを持つビデオ

カードは LightningChart の使用でも 10 倍高速になりますが、別のコンピューターハードウ

ェアがボトルネックになる可能性があるため、リフレッシュレートの全体的な違いはめっ

たにありません。 

16. LightningChart 通知、エラーおよび例外処理 
 

バージョン 8.4 以降、LightningChart は ChartMessage イベントを通じてチャートからユーザー

にメッセージを送信します。メッセージには、チャートのパフォーマンス、誤った使用法、警

告、エラーなどに関する通知が含まれます。メッセージを確認するには chart.ChartMessage イ

ベントハンドラーを定義します。イベントにはメッセージの情報を保持する ChartMessageInfo

構造が含まれます。 

バージョン 8.4 より前では、ChartError イベント（現在は廃止とマークされています）を介して

メッセージを送信しますが、含まれる情報は ChartMessage よりも少なくなります。ユーザー

は ChartMessages の代わりに ChartError イベントから同じ基本情報を取得できますが、

ChartMessage を使用することを推奨します。 

ChartMessageInfo の MessageSeverity プロパティは、メッセージの重大度を示します。メッセ

ージは、重大度に基づいてフィルタリングできます。メッセージの可能な重大度レベルは次の

とおりです。 

- Debug – 通常はユーザーにとって関心のないデバッグ情報であり、アクションは不要で

す。 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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- Information – 無効なプロパティ設定を使用するなどのチャートの不適切な使用が発生し

ましたが、チャートのパフォーマンスに影響はありません。通常、ユーザーのアクシ

ョンは不要です。 

- Warning – 破棄されたオブジェクトを使用するなどのチャートの誤った使用法がいくつ

か発生し、パフォーマンスの低下など、チャートに障害を引き起こす可能性がありま

す。ユーザーのアクションが必要になる場合があります。 

- RecoverableError –回復するはずのチャートでエラーが発生しました。ユーザーは

ChartMessage イベントに従う必要があります。そうしないと、この重大度のメッセー

ジが例外としてスローされます。 

- UnrecoverableError – エラーが発生したため、チャートを回復できませんでした。着信

例外を示す場合があります。しました。ユーザーは ChartMessage イベントに従う必要

があります。そうしないと、この重大度のメッセージが例外としてスローされます。 

- Critical – 常に例外として排除されるチャートで重大なエラーが発生しました。 

MessageType プロパティはメッセージの基本的な種類を説明し、Details プロパティにはそれに

関するより具体的な情報があります。すべてのメッセージタイプは LightningChart 名前空間に

列挙された MessageType で確認できます。 

不要なメッセージは chart.Options.ChartMessageMinimumLevel プロパティ値を変更することで

除外できます。このプロパティでは設定された最小レベル以上のメッセージのみをイベントシ

ステム経由で送信できます。デフォルトでは MessageSeverity.Warning に設定されています。 

例外は ChartException オブジェクトとしてスローされます。このオブジェクトには、

ChartMessage イベントと同様の例外に関する詳細情報を含む ExceptionInfo が含まれます。場

合によっては、レンダリングエンジンの例外など、グラフが他のタイプの例外をスローする場

合があります。重大度レベルが MessageSeverity.Warning 以上のすべてのメッセージで例外を

発生させたい場合、chart.Options.ThrowChartExceptions プロパティを true（デフォルトでは false

）に設定する必要があります。 

ChartMessageイベントを常にサブスクライブして、チャート内のエラーおよび非公開メッセー

ジからの例外について通知することを推奨します。チャートに問題があり、そのサポートが必

要な場合は、アプリケーションに動作中のメッセージ/例外ハンドラーがあることを確認し、

ChartMessages をログに記録してサポートリクエストに含めてください。  
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17. ChartManagerコンポーネント 
 

 

ChartManager コントロールを使用して、いくつかの LightningChartUltimateコントロールの相互

運用を調整できます。ChartManager コントロールをフォームに追加します。次に、すべての

LightningChartUltimateコントロールの ChartManagerプロパティにマネージャーコントロールを

割り当てます。 

 

17.1 チャートの相互運用、ドラッグドロップ 

 

ChartManager は、WinForms でチャートから別のチャートへのシリーズドラッグドロップが有

効です。 WPF の場合、これは技術的な理由で使用できません。 

シリーズには DisableDragToAnotherAxisプロパティがあり、ドラッグを有効にするには Falseに

設定する必要があります。デフォルトでは True です。 

 

軸には AllowSeriesDragDrop プロパティがあり、これを False に設定して特定の軸にドラッグで

きないようにすることができます。デフォルト値は True です。 

ドラッグするシリーズの上にマウスを移動し、マウスの左ボタンを押してドラッグします。  

Y 軸上でドラッグ： シリーズを別のチャートの Y 軸上にドラッグし、ボタンを離します。もう

1 つのチャートはシリーズの所有権を取得し、シリーズはターゲット Y 軸に割り当てられます

。これにより、シリーズの最初の X 軸も割り当てられます。 

X 軸上でドラッグ：シリーズを別のチャートの X 軸上にドラッグし、ボタンを離します。もう

1 つのチャートはシリーズの所有権を取得し、シリーズはターゲット X 軸に割り当てられます

。これにより、シリーズの最初の Y 軸も割り当てられます。 

 

17.2 メモリ管理の強化 

 

一部の極端なリアルタイム監視アプリケーションでは、アプリケーションが高い CPU 負荷で実

行されている場合、.NET ガベージコレクターは未使用のメモリを十分に解放しません。ガベー

ジコレクターはすべてのメモリを一度に解放し、チャートの更新時に「フリーズ」または「一

時停止」を表示します。グラフの更新をよりスムーズにするには、ChartManager の

MemoryGarbageCollecting プロパティを有効にします。これにより、別のスレッドを使用して

CPU の負荷に関係なくメモリをより頻繁に解放できます。MemoryGarbageCollecting の使用は
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実行中のスレッドが CPU にわずかに負荷をかけるため、マルチコアプロセッサで使用すること

をお勧めします。  
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18. SignalGeneratorコンポーネント 
 

デモ例：エリア；オシロスコープ；SignalGenerator ->スピーカー；強度持続レイヤー、信号；高

速データ、積み上げ軸（WinForms のみ） 

SignalGenerator コンポーネントを使用して、リアルタイム信号を生成できます。信号はさまざ

まな波形の合計として生成されます。複数の SignalGenerator コンポーネントをマスター/スレ

ーブ関係でリンクして、同期されたマルチチャンネル出力を生成できます。SignalGenerator は

LightningChart で信号監視またはデータ収集ソフトウェアを開発するときに非常に便利です。 

 

 

図 18-1 サインページが選択された信号発生器コンポーネント  

 

波形は Sine、Square、Triangle、Noise、Frequency sweep、Amplitude sweep のカテゴリに分類さ

れます。それぞれのタブページはコンポーネントで見ることができます。Sine ページでは、正

弦波を追加できます。Square と Triangle のページでは、正方形と三角形の波形をそれぞれ追加

できます。Noise のページでは、ランダムなノイズ波形を生成できます。Frequency および

Amplitude  sweep のページでは、周波数および振幅掃引を追加できます。All ページでは、すべ

ての波形をスタックビューで設定できます。 

 

18.1 サンプリング周波数、出力間隔および係数 

 

SamplingFrequency は、1 秒あたりに生成される信号点の数を示します。サンプリング周波数を

高くするとより正確な信号が生成されますが、データフローとオーバーヘッドが増加します。

高いサンプリング周波数では、高い周波数を含む信号を表示できます。Nyquist のサンプリン
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グ定理を満たすためには、サンプリング周波数は最大信号周波数の 2 倍以上でなければなりま

せん。 

OutputInterval は、計算された出力サンプルの優先間隔をミリ秒単位で設定します。たとえば

OutputInterval が 100 に設定されている場合、100 ミリ秒ごとにサンプルのバンドルが 1 秒間に

10回受信されます。低い値を使用すると、スムーズなリアルタイムモニタリング出力が得られ

ます。OutputInterval は正確ではなく、コンピューターの負荷によって異なる場合があること

に注意してください。期間が予想よりも長い場合、出力データストリームはより多くのサンプ

ルを自動的に生成します。また、データストリームは、高いデータレートや重いコンピュータ

ーオーバーヘッドでも形になります。 

Factor は、出力サンプルに選択した値を乗算します。たとえば、V 信号の代わりに mV 信号を

生成するには、係数を 1E-3 に設定します。 

 

18.2 正弦波 

 

正弦波は、Amplitude、Offset、Frequency、DelayMs パラメーターで構成されます。Amplitude 

はゼロレベルからの最大電圧差です。合計範囲はバイポーラであることに注意してください。

ピークツーピーク値は 2 * Amplitude になります。Offset は信号に追加される DC レベルです。

つまり、値の範囲で正の値は信号を上に、負の値は信号を下にシフトします。Frequency は、

ヘルツ単位の信号サイクルカウントを示します。1 サイクル/秒は 1 ヘルツの周波数です。 

DelayMs は、信号のミリ秒単位の遅延です。 

 

produces signal like the following figure.  

 

 

 

 

 

 

図 18-2 上記の設定を使用した単純な正弦波信号 
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図 18-3 上記の設定を持つ 2 つの正弦波の信号 

 

18.3 方形波 

 

方形波には正弦波と比較してもう 1 つのパラメーター、Symmetry があります。Symmetry の範

囲は 0〜1 です。Symmetry は、サイクル期間に関連して信号がどのくらいの時間ハイの状態に

あるかを示します。値が 0.5 の場合、信号の低状態と高状態の長さは等しくなります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
        図 18-4 0.8 の対称性を持つ 1 つの方形波信号。上記の設定。 

 

18.4 三角波 
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三角波にも Symmetry パラメーターがあります。三角形の傾き方を制御します。0.5 は、対称の

三角形になる値です。0.5 未満の値は左に傾き、それ以上の値は右に傾きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        
        図 18-5  Symmetry が 0.7 の 1 つの三角波形信号 

 

18.5 ノイズ波形 

 

ノイズ波形は、ランダムに生成された信号です。ポイントは、- Amplitude と+ Amplitude の間

でランダム化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18-6  Amplitude -30 と+30 の間のランダムなデータポイントを生成するノイズ波形信号 
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18.6 周波数掃引 

 

正弦の周波数掃引は、一定の振幅で指定された期間に周波数 1 から周波数 2 まで実行されます

。FrequencyFrom を使用して開始周波数を設定し、FrequencyTo を使用して終了周波数を設定

し、Amplitude を使用して一定の振幅を設定し、DurationMs を使用してミリ秒単位で期間を設

定します。  

 

 

 

 

 

 

図 18-7 周波数掃引 

 

18.7 振幅掃引 

 

振幅正弦掃引は、一定の周波数で指定された期間に振幅 1 から振幅 2 まで実行されます。

AmplitudeFrom を使用して開始振幅を設定し、AmplitudeTo を使用して終了振幅を設定し、

Frequency を使用して一定の周波数を設定し、DurationMs を使用してミリ秒単位で期間を設定

します。 

 

 

         図 18-8 振幅掃引 
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18.8 開始と停止 

 

開始ボタンを押すか Start メソッドを呼び出して、ジェネレーターを開始します。停止ボタン

を押すか StopRequest メソッドを呼び出して、ジェネレーターを停止します。停止が完了する

と、Stopped イベントが発生します。 

 

18.9 マスタースレーブ構成のマルチチャンネルジェネレーター 

 

複数の SignalGeneratorコンポーネントを接続して、同期されたマルチチャンネル出力を生成で

きます。 

MasterGenerator は、すべてのジェネレーターのサンプリング周波数、開始、停止、および出

力を制御します。出力データストリームの最初のチャネルを生成します。 

スレーブジェネレーターは、MasterGenerator プロパティを割り当てることでマスタージェネ

レーターに接続されます。信号波形を自由に定義します。スレーブジェネレーターはマスター

ジェネレーターによって開始および停止されます。接続順序で出力データストリームチャネル

インデックスを取得します。マスタージェネレーターを起動する前に、スレーブジェネレータ

ーを接続する必要があります。 

 

18.10 出力データストリーム 

 

出力データストリームは、DataGenerated イベントハンドラーから取得した 2 次元配列で構成

されます。通常、イベントは OutputInterval ごとに発生します。  

イベントハンドラーは、サンプルアレイへの参照とこの間隔中に受信した最初のサンプルバン

ドルのタイムスタンプを取得します。サンプル配列の最初の次元はチャネルを表し、2 番目は

各チャネルのサンプルを表します。すべてのチャンネルのサンプル数は同じです。 

DataGenerated イベントを発生させる方法： 

m_signalGenerator.DataGenerated += m_signalGenerator_DataGenerated; 

 

private void m_signalGenerator_DataGenerated(DataGeneratedEventArgs args) 

{ 

 // Event code  

{ 

 

最初の次元の長さを取得してデータストリームのチャネル数を調べる方法： 
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channelCount = args.Samples.Length;  

チャネルのサンプルカウントを取得する方法： 

sampleBundleCount = args.Samples[0].Length; 

 

以下のコードは、リアルタイム監視スクロール位置を更新しながら出力データを LightningChart

の SampleDataSeries リストに直接転送する方法を示します。 

private void m_signalGenerator_DataGenerated(DataGeneratedEventArgs args) 

{ 

 chart.BeginUpdate(); 

 int channelIndex = 0; 

 int sampleBundleCount = args.Samples[0].Length; 

 foreach (SampleDataSeries series in chart.ViewXY.SampleDataSeries) 

 { 

series.AddSamples(args.Samples[channelIndex++], false); 

  } 

 

 //Set latest scroll position x  

newestX = args.FirstSampleTimeStamp + (double)(sampleBundleCount - 1) / 

generatorSamplingFrequency; 

 chart.ViewXY.XAxes[0].ScrollPosition = newestX; 

 chart.EndUpdate(); 

 } 

  

args.Samples[0]を使用すると、マスタージェネレーターのデータにアクセスできます。 

args.Samples[1]は最初のスレーブジェネレーターデータへのアクセス、args.Samples[2]は2番目

のスレーブなどへのアクセスを提供します。 

19. SignalReaderコンポーネント 
 

デモ例：シグナルリーダー；波形とスペクトル；波形と 3D スペクトログラム；オーディオ L + 

R、エリアとスペクトログラム 

SignalReader コンポーネントを使用すると、信号ソースファイルからデータを読み取り、選択

したレートで再生できます。SignalReader 出力データストリーム形式は SignalGenerator に似て

います（第 18.10 章を参照）。  

SignalReader コンポーネントは現在、wav および sid 形式をサポートしています。 

  

19.1 主なプロパティ 
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FileName は開くファイルを定義します。例： “c:\\wavedata\\audioclip1.wav” 

Factor は出力係数を設定します。生信号サンプルにこの値が乗算されます。 

OutputInterval は SignalGenerator プロパティに似ています（第 18.1 章を参照）。  

IsLooping を使用すると、ファイルの終わりに到達したときに、ファイルの読み取りをファイル

の先頭にジャンプできます。 

 

ファイルを開いた後、次のプロパティを使用してファイルの情報を取得できます。 

ChannelCount: ファイルのチャンネル数 

SamplingFrequency: サンプリング周波数（Hz） 

FileSize: バイト単位のファイルサイズ 

Length: 各チャネルのサンプル数。すべての信号ファイル形式に対して正確であるとは限りま

せん。 

IsReaderEnabled: コンポーネントが起動し、データの読取りが開始したことを示すステータス

。Looping が false に設定され、ファイルの終わりに達すると、IsReaderEnabled は false に変わ

ります。  

 

19.2 再生のためにファイルを迅速に開く 

 

ファイル名を指定してOpenFile(…)メソッドを呼び出します。ファイル名には、サポートされて

いる形式の拡張子が必要です。次に、Start()メソッドを呼び出します。 

signalReader.OpenFile(“c:\\wavedata\\audioclip1.wav”);   

signalReader.Start();   

 

PCM 形式の WAV ファイルの再生が開始されます。 
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 StopRequest()メソッドを呼び出すと、再生を停止できます。 

 

図 19-1 SignalReader が wav ファイルを読み取り、LightningChart SampleDataSeries が信号を描画します。カーソルラ

インは現在の読み取り位置と X 軸のスクロール位置をマークするために使用されます。 
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20. AudioInput component 
 

デモ例：オーディオ入力と波形；オーディオ入力とスペクトログラム 

AudioInput コンポーネントにより、ユーザーは Windows の録音デバイスから System.Double 値

に信号をキャプチャできます。これらの値は LightningChart でレンダリングされ、AudioOutput

コンポーネントに送信されてファイルなどに保存されます。 

 

20.1 プロパティ 

 

BitsPerSample – サンプルごとに割り当てられるビット数を取得または設定します。サポートさ

れる値は 8 および 16 です。他の値が使用される場合、代わりに 16 が使用されます。 これは

IsInputEnabled が false の場合に設定できます。 

IsInputEnabled –このインスタンスの状態（開始または停止）を取得または設定します。このプ

ロパティを true に設定することは、Start メソッドを呼び出すことと同じです。false は、Stop

メソッドを呼び出すことと同じです。 

IsStereo – 2 つのチャネル（ステレオ）を使用するか、1 つだけ（モノ）を使用するかを取得ま

たは設定します。 IsInputEnabled が false の場合に設定できます。 

LicenseKey –通常の、または暗号化された形式のライセンスキーを取得または設定します。 

RecordingDevice – 現在の記録デバイスを取得または設定します。 IsInputEnabled が false の場合

に設定できます。このプロパティを null に設定すると、Windows のデフォルトの記録デバイス

が使用されます。 

SamplesPerSecond –サンプリング周波数を取得または設定します。 IsInputEnabled が false の場

合に設定できます。 

ThreadInvoking –このインスタンスがイベントをメイン UI スレッドに自動的に同期するかどう

かを取得または設定します。これにより、呼び出し側で Control.Invoke メソッドを呼び出す必

要がなくなります。 

Volume – 0〜100 の範囲のボリュームを取得または設定します。IsInputEnabled が false の場合

に設定できます。 

 

20.2 メソッド 
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GetRecordingDevices –この静的メソッドを使用して、使用可能な Windows 記録デバイスのリス

トを取得します。 

RequestStop – AudioInput インスタンスに停止するよう通知します。このメソッドを終了した直

後には停止しません。Stopped イベントにサブスクライブすることにより、すべてが停止した

ときに発信者に通知されます。 

Start – 選択した録音デバイスから音声の読み取りを開始します。Started イベントは、内部ス

レッドが開始される直前にトリガーされます。 

 

20.3 イベント 

 

DataGenerated –オーディオデータの新しいセットが生成されたときに発生します。データとそ

の最初のサンプルのタイムスタンプは、パラメーターとして提供される

DataGeneratedEventArgs オブジェクトから読み取ることができます。 

Started –オーディオ入力が開始されたときに発生します。パラメーターとして提供される

StartedEventArgs オブジェクトには、BitsPerSample、ChannelCount、SamplesPerSecond の 3 つ

のパブリックフィールドが含まれています。 

Stopped – オーディオ入力が停止されたときに発生します。 

 

20.4 使用方法(WinForms) 

 

この章では、WinForms バージョンの AudioInput クラスの使用法について説明します。 WPF バ

ージョンは第 20.5 章で説明されます。 

 

 作成 

 

ソースコードで手動で、あるいは Visual Studio のツールボックスからフォームやユーザー

コントロールなどにドラッグアンドドロップして、新しい AudioInput インスタンスを作成

します。 

GUI を表示する必要がない場合（独自の GUI を使用する場合、またはソースコードから

AudioInput オブジェクトを制御する場合）は、Visible プロパティを false に設定します。

Parent コントロールを破棄するときに AudioInput インスタンスが自動的に破棄されるよう
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に、常に Parent プロパティを設定することを推奨します。Parent が存在しない場合、

AudioInput インスタンスが不要になったときに Dispose メソッドを呼び出す必要がありま

す。Visual Studio のツールボックスを介して新しい AudioInput インスタンスが作成される

と、Parent プロパティが自動的に設定されます。 

LicenseKey プロパティを設定し、AudioInput インスタンスが Windows のレジストリから探

すのではなく特定のライセンスキーを使用できるようにすることを推奨します。試用版を

使用する場合、LicenseKey プロパティはデフォルト値のままにすることができます。 

 

 イベント処理 

 

AudioInput インスタンスから新しいサンプルを取得するには、ユーザーは少なくとも

DataGenerated イベントをサブスクライブする必要があります。DataGenerated イベントが

トリガーされると、DataGeneratedEventArgs オブジェクトからの新しいサンプルと最初の

サンプルタイムスタンプがパラメーターとして提供されます。 

Started イベントにサブスクライブして、AudioInput インスタンスがオーディオサンプリン

グタスクを開始したことを確認します。StartedEventArgs オブジェクトは AudioInput に関

する情報をパラメーターとして提供します。たとえば、サンプルあたりのビット数、スト

リームオーディオモノまたはステレオ、および 1 秒あたりのサンプル数が生成されます。 

Stopped イベントにサブスクライブして、AudioInput インスタンスがオーディオサンプリ

ングタスクを停止したことを確認します。イベントにはパラメーターはなく、すべてが停

止したことをユーザーに知らせることのみを目的としています。 

 

 設定 

 

ThreadInvoking = true に設定すると、AudioInput インスタンスはそのイベントをメイン UI

スレッドに自動的に同期できますが、AudioInput インスタンスに有効な parent コントロー

ルがあることを確認してください。ThreadInvoking はデフォルトで false に設定されている

ため、DataGenerated イベントハンドラーで GUI を更新する場合は、Control.Invoke メソッ

ドを忘れずに呼び出してください。 

RecordingDevice プロパティを設定すると、デフォルト以外の Windows の記録デバイスを使

用できます。AudioInput の静的メソッド GetRecordingDevices を使用して、使用可能なすべ

ての録音デバイスを取得します。 

音量は Volume プロパティで設定できます。有効な値は 0〜100 で、0 はミュート、100 は

最大音量を意味します。ボリュームは、AudioInput インスタンスが有効になっているとき

（サンプルの生成中など）にも設定できます。 
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SamplesPerSecond プロパティを設定して、デフォルト（44100 Hz）と異なるサンプリング

レートを使用します。AudioInput インスタンスが有効なときにこのプロパティを設定して

も効果はありません。 

ステレオ（デフォルト）の代わりにモノラルオーディオを使用するには、IsStereo を false

に設定します。 AudioInput インスタンスが有効なときにこのプロパティを設定しても効果

はありません。 

サンプルを 16 ビット（デフォルト）ではなく 8 ビットにしたい場合は、BitsPerSample プ

ロパティを 8 に設定します。有効な値は 8 および 16（デフォルト）です。この制限は PCM 

wave 形式に由来します。 AoInput インスタンスが有効なときにこのプロパティを設定して

も効果はありません。 

 

 開始 

 

AudioInput インスタンスを開始するには、IsInputEnabled を true に設定するか Start メソッ

ドを呼び出します。DataGenerated イベントは新しいオーディオサンプルを提供し、 

LightningChartUltimate インスタンスなどを使用してレンダリングされます。 

 

 停止 

 

AudioInput インスタンスを停止するには、IsInputEnabled を false に設定するか RequestStop

メソッドを呼び出します。 RequestStop メソッドは即座に停止しません。代わりに、でき

るだけ早く停止するように AudioInput インスタンスに信号を送ります。AudioInput インス

タンスがいつ停止したかを確認するために、Stopped イベントにサブスクライブします。 

 

20.5 使用方法 (WPF) 

 

この章では、AudioInput クラスの WPF バージョンの使用方法について説明します。AudioInput

の WPF バージョンは、WinForms バージョンとほとんど同様に機能します。ただし、WPF ユー

ザーが知っておくべき点がいくつかあります。 

 

 作成 
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コードビハインドで手動で、あるいは Visual Studio のツールボックスからウィンドウやユ

ーザーコントロールなどにドラッグアンドドロップして、新しい AudioInput インスタンス

を作成します。  

GUI を表示する必要がない場合（独自の GUI または AudioInput オブジェクトがソースコー

ドから制御されている場合など）は、Arction.WPF.SignalTools 名前空間の AudioInput を使

用します。この特定のクラスは FrameworkElement から派生しており、そのプロパティはす

べてバインド可能です。LightningChart®.NET SDK をインストールした後、

Arction.WPF.SignalTools.AudioInput は Visual Studio のツールボックスからも見つけることが

できるため、ウィンドウやユーザーコントロールなどにドロップし、XAML コードでどこ

にでも移動できます。この方法で、必要な XML 名前空間が自動的に追加されます。 

AudioInput 用の既製の GUI もあり、Arction.WPF.SignalTools.GUI 名前空間で見つかります。 

これは LightningChart®.NET SDK がインストールされた後も Visual Studio のツールボックスに

含まれます。これは Arction.WPF.SignalTools.AudioInput クラスの GUI ですが、Input プロパ

ティにアクセスできる Arction.WPF.SignalTools.AudioInput クラスのインスタンスが含まれ

ていることに注意してください。つまり、新しく個別の Arction.WPF.SignalTools.AudioInput

インスタンスを作成する必要はありません。 

LicenseKey プロパティを設定し、AudioInput インスタンスが Windows のレジストリから探

すのではなく特定のライセンスキーを使用できるようにすることを推奨します。試用版を

使用する場合、LicenseKey プロパティはデフォルト値のままにすることができます。 
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21. AudioOutput コンポーネント 
 

デモ例：SignalReader ->スピーカー；SignalGenerator ->スピーカー 

AudioOutput コンポーネントにより、ユーザーは System.Double 信号データをオーディオスト

リームに変換し、スピーカーで再生したりサウンドデバイスのライン出力コネクターに送信し

たりできます。 

 

21.1 プロパティ 

 

Balance –オーディオ再生バランスを取得または設定します。有効な値は-100〜100 です。-100

では音声が左スピーカーからのみ再生され、0 は両方のスピーカーがオーディオを出力します

。100 では右側のスピーカーからのみ音声が再生されます。 

BitsPerSample –サンプルごとに割り当てられるビット数を取得または設定します。サポートさ

れる値は 8 および 16 です。他の値が使用される場合、代わりに 16 が使用されます。 

IsOutputEnabled が false の場合に設定できます。 

IsOutputEnabled –このインスタンスの状態（開始または停止）を取得または設定します。この

プロパティを true に設定することは Start メソッドを呼び出すことと同じで、false は Stop メ

ソッドを呼び出すことと同じです。 

IsStereo – 2 つのチャネル（ステレオ）を使用するか、1 つだけ（モノ）を使用するかを取得ま

たは設定します。 IsOutputEnabled が false の場合に設定できます。 

LicenseKey –通常または暗号化形式のライセンスキー文字列を取得または設定します。 

PlaybackDevice – 現在の再生デバイスを取得または設定します。 IsOutputEnabled が false の場

合に設定できます。このプロパティを null に設定すると、Windows のデフォルトの再生デバイ

スが使用されます。 

SamplesPerSecond –サンプリング周波数を取得または設定します。 IsOutputEnabled が false の

場合に設定できます。 

Volume –ボリューム（0〜100）を取得または設定します。 IsOutputEnabled が false の場合に設

定できます。 
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22. SpectrumCalculator コンポーネント 
 

デモ例：波形とスペクトル 

SpectrumCalculator コンポーネントにより時間領域と周波数領域間の変換が可能になります。 

 

 

図 22-1 ソース信号データの例（上）を周波数領域に変換（下）。信号サンプリング周波数= 300 Hz、周波数スケール

は 300/2 = 150 Hz です。強いサインのベースラインは 10 Hz（10 サイクル/秒）です。 100 Hz の小さな信号がノイズ

として追加されます。両方のスパイクはパワースペクトルにあります。 

 

次のパブリックメソッドが利用可能です。 

• CalculateForward（double[] samples、out double[] fftData） - FFT を使用して、時間領域の信

号データを周波数領域に変換します。出力 fftData にも負の値が含まれています。入力デ

ータ配列と出力データ配列は同じ長さでなければなりません。長さはデータの解像度であ

り、0 Hz からサンプリング周波数/ 2 に広がり、出力値間の周波数間隔は同じです。 

 

• CalculateForward（float[] samples、out float[] fftData） – 上記の方法と似ていますが、単精度

の浮動小数点値用です。 
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• CalculateBackward（double[] fftData、out double[] samples） - 周波数領域データを時間領域に

変換します。 FFT データから信号サンプルを作成します。サンプル数は、入力 fftDataの長

さに等しくなります。  

• CalculateBackward（float[] fftData、out float[] samples） – 上記の方法と似ていますが、単精

度の浮動小数点値用です。 

 

• PowerSpectrum（double[] samples、out double[] fftData） - 信号データのパワースペクトル

を計算します。 CalculateForward と同じですが、出力値は絶対値です。 

 

• PowerSpectrum（float[] samples、out float[] fftData） – 上記の方法と似ていますが、単精度

の浮動小数点値用です。 

 

• PowerSpectrumOverlapped（double[] samples、int fftWindowLength、double overlapPercent、out 

double[] fftData、out int processedSampleCount） - ソース信号サンプルデータ内の計算ウィン

ドウをオーバーラップパーセントでシフトすることにより、パワースペクトルを計算しま

す。信号データは、指定された FFT ウィンドウの長さよりも長くなければなりません。出

力 FFT データは fftWindowLength の長さであり、ソースデータの長さと必ずしも同じでは

ありません。出力データには絶対値があります。 
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23. ヘッドレスモード 

ヘッドレスモードは、グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）にアクセスせずにデバイ

スで作業するソフトウェア機能です。「ヘッドレス」という用語は、ソフトウェアが周辺機器

（ディスプレイ、キーボード、マウスなど）の存在またはそれらへのアクセスを必要としない

場合にも使用されます。周辺機器がなくても、初期化または実行プロセスが失敗することはあ

りません。ただし、この場合ソフトウェアは入力を受信し、ネットワークやシリアルポートな

どの他の通信インターフェイスを介して出力を提供する場合があります。 

 

 ヘッドレスレンダリング 

ヘッドレス構成では、ヘッドレス/サーバー環境で LightningChart を実行できます。予想さ

れるシナリオには、ユーザーインターフェイス（UI）を使用しないソフトウェアアプリケー

ションでのバックグラウンドレンダリングと、チャートコンテンツからのビットマップイ

メージの生成が含まれます。その後、画像をさらにレンダリングするためにヘッドフルシ

ステムに渡すことができます。 

基本的な使用方法： 

var chart = new LightningChartUltimate(new RenderingSettings() 

{     

    HeadlessMode = true  

}); 

ヘッドレスモードを有効にするには、HeadlessMode フラグを true に設定します。プロパテ

ィには、chart.ChartRenderOptions（WPF の場合）または chart.RenderOptions（WinForms の

場合）からアクセスできます。LightningChart は Windows サービスタイプのアプリケーショ

ンでその使用を自動的に検出するため、モードを指定する必要はありません。 

 

23.1.1.1 追加の初期化オプション 

UI と視覚的な parent が欠落している LightningChart の初期化されたインスタンスは、レイ

アウトのサイズ変更やフレームをレンダリングするタイミングなどのレンダリング要求を

受け取りません。さらに、WPF チャートは WinForms が作成時にエンジンの初期化を行う

ときに、これらの信号を使用してレンダリングエンジンを初期化します。したがって、ユ

ーザーは次の操作と構成をチャートに適用する必要があります。 

- chart.Width および chart.Height プロパティを使用してサイズを定義する 

- chart.InitializeRenderingDevice(true)を呼び出してレンダリングエンジンの初期化を

要求する（WPF のみ） 
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- 画像をエクスポートするロジックを実装するための chart.AfterRendering イベントを

サブスクライブする 

チャートはプロパティの変更に引き続き反応します。新しいフレームのレンダリングは、

必要に応じて、連続した BeginUpdate()および EndUpdate()呼び出しで照会できます。 

23.1.1.2 画像のキャプチャ 

レンダリングされたフレームは、さまざまな方法でエクスポートできます（第 14 章を参照

）。 

• OutputStream プロパティ 

• SaveToStream メソッド 

• CopyToClipboard メソッド 

• CaptureToByArray メソッド 

• SaveToFile メソッド 

 

一般に、ビットマップストリームが優先されます。また、ViewXY チャートは SaveToStream

および SaveToFile メソッドでヘッドレスモードの EMF、WMF、SVG をサポートします。 

 

Windows Service

LightningChart instance(s) 
in headless mode

Web page

Report

Initialization

Update data

New frame

Continuous

image stream Desktop /
mobile app
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図 23-1 使用例の図 

 制限と要件 

 

23.1.2.1 スレッド 

ヘッドレス構成では、視覚的な親の内部に配置したりフォアグラウンドスレッド（GUI スレ

ッド）からチャートにアクセスしたりすることなく、LightningChart をバックグラウンドで

使用できます。LightningChart インスタンスの作成中に、チャートを作成した同じスレッド

内でチャートのプロパティを更新する必要があります。 

• 「apartment」と呼ばれる COM スレッドモデルは、MTA（マルチスレッドアパート

メント）ではなく STA（シングルスレッドアパートメント）でなければなりません。

通常の UIアプリケーションでは STAがデフォルトのモデルですが、Windowsサービ

スでは MTA 状態がデフォルトです。 

• 更新、作成、破棄などすべてのアクセスは、そのスレッドを介して行わなければな

りません。UI は GUI スレッドからタッチする必要があります。したがって、相互作

用操作が必要な場合はチャートのスレッドから GUI スレッドに移動する必要があり

ます。注意： LightningChart は GUI スレッドで実行できます。 

• スレッドには有効でアクティブなメッセージキューポンプが必要です。たとえば、

スレッドで Application.Run を実行します。 

 

23.1.2.2 チャート更新 

LightningChart はレンダリング時に単一のバッファーを使用するため、新しい画像のエクス

ポートは前の画像のエクスポートが完了した後に処理されます。同期構成（

ChartUpdateType.Sync）は、グラフのプロパティを更新する要求を受け取った直後に画像の

レンダリングを提供します。より高速で中断のないパフォーマンスを実現するには、ヘッ

ドレスモードの同期モードを有効にする必要があります。 

 

23.1.2.3 エンジンサポート 

DirectX 9 と 11 のエンジンは、ヘッドレスモードで動作します。ただし、MS DirectX の制限

により Windows サービスタイプのアプリケーションでは DirectX 11 のみを使用できます。 
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23.1.2.4 ライセンシング 

デフォルトでは Windows サービスはシステムユーザーアカウントのセキュリティコンテキ

ストで実行されます。試用および開発ライセンスのインストールは不可能です。このため

、サービスアプリケーションには有効な展開キーが含まれているか、アクティブライセン

ス（試用版/開発版）を持つ通常のユーザーの資格情報で実行されている必要があります。  
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 ソリューション例 

LightningChart SDK には以下を含むサンプル Visual Studio ソリューション（DemoService.sln

）が付属しています。 

• サービス 

• コンソールアプリケーション 

• WPF のクライアントアプリケーション 

DemoService.sln は C:\ProgramData\Arction\LightningChart .NET SDK v.8\DemoService フォル

ダーにあります。 

WPF クライアントを起動するとウィンドウの中央にフレームコンテナーが表示されます。 
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                 図 23-2 WPF クライアントアプリ。 Start、Connect、および Generate Data の後、継続的に更新される画像ストリ

ームが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23-3 ヘッドレスデモサービス – 名前付きパイプとバックグラウンドスレッドが示されたメッセージのクライ

アント内部操作。 
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24. WPFアプリケーションでWindowsフォームチャートを使用する 
 

 

LightningChart には 3 つの WPF API があります。特別な場合にのみ、WPF アプリケーションで

WinForms チャート API を使用することを検討してください。 

 

24.1 WPFで Arction Windows Forms コントロールを使用するのはどうですか？ 

 

WPF では、Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.dll および

Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalTools.dll をプロジェクトへの参照として追加してコー

ドで作成することにより、Windows Forms コンポーネントを使用できます。

LightningChartUltimate コントロールと他のほとんどのコントロールには、組み込みの UI があり

ます。これらの親コンテナとして WindowsFormsHost を使用します。これらのコントロールは

UI なしでも、メソッドとプロパティと共に使用できます。  

 

24.2 WPF で Arction.WinForms.LightningChartUltimate を使用する必要がありま

すか？ 

 

WPF アプリケーションでは WinForms チャートよりも WPF チャートアセンブリを使用すること

を推奨します。これは WindowsFormsHost コントロールを必要とせず、したがって

WindowsFormsHost コントロールの一般的な「空域」問題がないためです。もう 1 つの利点は、

WPF チャートの背景を透明にし、チャートを重ねて配置できることです。 

WinForms チャートコントロールでWindowsFormsHost コントロールを使用するのは、絶対的な

最大パフォーマンスが必要な場合といえます。WindowsFormsHost + WinForms チャートのレン

ダリングの方がわずかに高速です。 

ユーザーが WPF アプリケーションで WinForms チャートを使用することを選択した場合、

WindowsFormsHost コントロール内に配置する必要があります。WindowsFormsHost コントロー

ル（Visual Studio WPF ツールボックスにあります）を WPF フォームに追加します。 
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図 24-1 デザイナーの WPF アプリケーション。 WindowsFormsHost コントロールは、アプリケーションの実行時に

LightningChartUltimate オブジェクトを内部に保持します。 

 

LightningChartUltimate オブジェクトを作成し、コードで WinFormsHost オブジェクト内に配置

します。フォーム xaml.cs ファイルを開き、フォームコンストラクターでチャートを作成しま

す。 

 

public WindowMain() 

{ 

  InitializeComponent(); 

 

  CreateChart(); 

} 

private LightningChartUltimate m_chart = null; 

void CreateChart() 

{ 

m_chart = new LightningChartUltimate(); 

  

 //Set the chart object as child to the WindowsFormsHost control 

  windowsFormsHost1.Child = m_chart;              

} 
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図 24-2 WPF アプリケーションの WinForms チャート 
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25. C ++アプリケーションでの LightningChart の使用 
 

LightningChart は C＃および VB.NET 言語で最もスムーズに使用できる.NET ライブラリです。た

だし、MFC アプリケーションを含む C ++ Win32 アプリケーションでも LightningChart を使用で

きます。LightningChart を使用するアプリケーションは、共通言語ランタイムサポート(/clr)オ

プションを使用してコンパイルする必要があります。C ++を使用して Windows フォームプロジ

ェクトを作成する場合は、以下の詳細なステップバイステップチュートリアルを参照してくだ

さい。 

 

25.1 必要な C ++ / CLRパッケージをインストールする 

 

Visual Studio に C ++パッケージと C ++ / CLR がインストールされていることを確認してください

。たとえば、Visual Studio (2017)インストーラーを実行し、更新/変更ボタンを選択します。個

々のコンポーネントから C ++ / CLI サポートを選択します。ワークロードから、C ++によるデス

クトップ開発を選択します。 

 

 

図 25-1 C ++プロジェクトの Visual Studio インストーラーの選択 
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25.2 Visual Studio プロジェクトの設定 

 

Visual Studio 2017 を開き、新しいプロジェクトを作成します。上記の必要なパッケージとコン

ポーネントがすべてインストールされている場合、新しいプロジェクトを作成するときに次の

選択が可能になります（テンプレート-> Visual C++ -> CLR -> CLR 空プロジェクト）。 

 

 

図 25-2 Windows Forms C ++プロジェクトテンプレート 

 

作成したプロジェクトを右クリックし、プロパティオプションを選択します。図 24-3に示すよ

うに、構成プロパティ->リンカー->システム->サブシステムとリンカー->詳細->エントリポイン

トを変更します。 

 



 

 
Copyright Arction Ltd 2009-2019   345 
 
 

    

図 25-3 C ++プロジェクトのプロパティページ 

 

Windows Form アイテムをプロジェクトに追加します。プロジェクトを右クリックして、追加-> 

新しいアイテムを選択します。図 24-4 に示すように、Windows Form を選択します。次のよう

なエラーメッセージが表示される可能性があります：この操作を完了するために必要なデータはまだ利用

できません。 （HRESULT からの例外：0x8000000A）。これは無視してかまいません。閉じて次の手順に

進んでください。 

 

 

図 25-4 C ++プロジェクトに新しい Windows Form アイテムを追加 
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作成されたフォーム（この例では MyForm.cpp）に次のコードを追加し、保存して Visual Studio 

2017 を閉じます。 

#include "MyForm.h" 
 
using namespace System; 
using namespace System::Windows::Forms; 
 
[STAThreadAttribute] 
void Main(array<String^>^ args) { 
 Application::EnableVisualStyles(); 
 Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
 Project1::MyForm form; 
 Application::Run(%form); 

} 

 

プロジェクトを初めてビルドする準備ができました。プロジェクトを再度開き、ビルド-> ソリ

ューションのリビルドを選択します。プロジェクトの実行中は、空の Windows Form が表示さ

れるはずです。 

 

25.3 C ++プロジェクトでの LightningChart アプリケーションの作成 

 

MyForm.h ファイルを編集して、コンポーネントをフォームに追加できるようになりました。

以下は、PointLineSeries を含むチャートを作成する簡単な例です。参照リストに Arction の

WinForms DLL を含め、MyForm.h コードファイルに関連するネームスペースを追加します。 
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図 25-5 参照リストに Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.dll を含め、プロジェクトに関連する名前空

間を追加します。 

「チャート」変数を宣言してプロパティを設定します。以下はチャート作成方法の例です。 

 

protected: 
LightningChartUltimate ^ _chart; 

 
void CreateChart() 
{ 
 _chart = gcnew LightningChartUltimate(); 
 
 //Disable repaints for every property change 
 _chart->BeginUpdate(); 
 
 //Set parent window by window handle 
 _chart->Parent = this; 
 
 //Fill the form area 
 _chart->Dock = DockStyle::Fill; 
 
 _chart->ActiveView = ActiveView::ViewXY; 
 
 // Configure x-axis. 
 AxisX^ axisX = _chart->ViewXY->XAxes[0]; 
 axisX->SetRange(0, 20); 
 axisX->ScrollMode = XAxisScrollMode::None; 
 axisX->ValueType = AxisValueType::Number; 
 
 // Configure y-axis. 
 AxisY^ axisY = _chart->ViewXY->YAxes[0]; 
 axisY->SetRange(0, 100); 
 
 PointLineSeries^ pls1 = gcnew PointLineSeries(_chart->ViewXY, axisX, axisY); 
 pls1->LineStyle->Color = Color::Yellow; 
 pls1->Title->Text = "New Title"; 
 pls1->PointsVisible = true; 
 pls1->LineVisible = true; 
 _chart->ViewXY->PointLineSeries->Add(pls1); 
 
 // Generate random data. 
 Random rand; 
 int pointCount = 21; 
 
 array<SeriesPoint> ^ points = gcnew array<SeriesPoint>(pointCount); 
 for (int point = 0; point < pointCount; point++) 
 { 
  points[point].X = (double)point; 
  points[point].Y = 100.0 * rand.NextDouble(); 
 } 
 
 pls1->Points = points; 
 
 // Allow chart rendering. 
 _chart->EndUpdate(); 
} 
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コンパイルおよび実行された結果のアプリケーション： 

 

 

図 25-6 実行されたサンプルアプリケーション 
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26. パターンの破棄 
 

 

26.1 チャート処理 

 

コードでチャートが作成され不要になったら、chart.Dispose()を呼び出す必要があります。チ

ャートと、シリーズ、マーカー、パレットステップなどのすべてのオブジェクトをメモリから

解放します。 

 

26.2 オブジェクトの破棄 

 

オブジェクトがオンザフライで作成され、アプリケーションが終了する前、または

chart.Dispose()でチャート全体を破棄する前にオブジェクトが使用していたメモリを解放する

必要がある場合、追加されたコレクションからオブジェクトを削除してから、オブジェクトに

Dispose()を呼び出します。 

たとえば、chart.ViewXY.PointLineSeries コレクションから次のようにシリーズを破棄します。 

//Do cleanup... Remove and dispose 3 series  
 
            _chart.BeginUpdate(); 
 
            List<PointLineSeries> listSeriesToBeRemoved = new List<PointLineSeries>(); 
            listSeriesToBeRemoved.Add(_chart.ViewXY.PointLineSeries[1]); 
            listSeriesToBeRemoved.Add(_chart.ViewXY.PointLineSeries[3]); 
            listSeriesToBeRemoved.Add(_chart.ViewXY.PointLineSeries[4]); 
 
            foreach (PointLineSeries pls in listSeriesToBeRemoved) 
            { 
                _chart.ViewXY.PointLineSeries.Remove(pls); 
                pls.Dispose(); 
            } 
 
            _chart.EndUpdate();  

 

LightingChart のオブジェクトが不要になった場合、メモリリークを防ぐためにオブジェクトを

配置することを推奨します。 
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27. オブジェクトモデルのメモ 
 

27.1 他のオブジェクト間でオブジェクトを共有する 

 

LightningChartオブジェクトモデルはツリーベースです。すべてのクラスには、その親オブジェ

クトと子オブジェクトのリストがあります。このツリーモデルにより、子オブジェクトは親オ

ブジェクトにその変更を通知し、親はそれに応答できます。ルートノードである

LightningChartUltimate 自体に到達するまで親はその親に通知し、それに応じて更新する方法を

認識します。 

チャートは与えられたすべてのオブジェクトの所有権を取得し、オブジェクトが不要になった

ときにオブジェクトを破棄します。これには、古いオブジェクトを置き換える新しいオブジェ

クトがチャートに与えられてオブジェクトの親が破棄されるような状況が含まれます。破棄さ

れたオブジェクトを使用してしまう可能性があるため、ユーザーは注意する必要があります。 

オブジェクトが別の.NET コンポーネントと LightningChart の間で共有され、LightningChart がオ

ブジェクトを破棄する場合、.NET コンポーネントには破棄されたオブジェクトが残ります。

LightningChart は、LightningChart と他のコンポーネント間の親の共有を検出できません。 

 

同じチャート内の他のオブジェクトまたは他のチャートインスタンス間でオブジェクトを共有

することはできません。 

 

誤った使用例 1： 

AnnotationXY annotation1 = new AnnotationXY();  

chart.ViewXY.Annotations.Add(annotation1);  

 

AnnotationXY annotation2 = new AnnotationXY();  

annotation2.Fill = annotation1.Fill;  

chart.ViewXY.Annotations.Add(annotation2); 

 

問題：同じ Fill オブジェクトを複数のオブジェクト間で共有できません。 

正しい方法：プロパティが ValueType の場合のみコピーします（例：Integer、Double、Color） 
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誤った使用例 2： 

SeriesEventMarker marker = new SeriesEventMarker();  

 

chart.ViewXY.PointLineSeries[0].SeriesEventMarkers.Add(marker);  

chart.ViewXY.PointLineSeries[1].SeriesEventMarkers.Add(marker); 

 

問題：同じオブジェクトを複数のコレクションのコレクションに追加しないでください。 

正しい方法：系列ごとに 1 つずつ、複数のマーカーを作成します。 

 

ChartMessage イベントハンドラーをサブスクライブすることを忘れないでください。ほとん

どの場合、無効なオブジェクト共有ケースのエラーが報告されます（第 16 章を参照）。  
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28. LightningChart アセンブリの展開/配布 
 

28.1 参照アセンブリ 

 

Arction .dll ファイルを、実行可能フォルダー、実行可能フォルダーの隣、グローバルアセンブ

リキャッシュ、または.NET アセンブリ解決システムがそれらを見つけることができる別のフォ

ルダーで配信します。LightningChart は ClickOnce 展開もサポートしています。  

WinForms: 

• Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.dll 

• Arction.Licensing.dll 

• Arction.DirectX.dll 

• Arction.RenderingDefinitions.dll 

• Arction.RenderingEngine.dll 

• Arction.RenderingEngine9.dll 

• Arction.RenderingEngine11.dll 

• Arction.DirectXInit.dll 

• Arction.DirectXFiles.dll 

 

SignalTools を使用している場合 

• Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalTools.dll 

• Arction.MathCore.dll 

 

WPF:  

• Arction.Wpf.Charting.LightningChartUltimate.dll (for Non-bindable WPF chart)  

• Arction.Wpf.SemibindableCharting.LightningChartUltimate.dll (for semi-bindable WPF chart)  

• Arction.Wpf.BindableCharting.LightningChartUltimate.dll (for fully bindable WPF chart)  

• Arction.Licensing.dll 

• Arction.DirectX.dll 

• Arction.RenderingDefinitions.dll 

• Arction.RenderingEngine.dll 

• Arction.RenderingEngine9.dll 

• Arction.RenderingEngine11.dll 

• Arction.DirectXInit.dll 

• Arction.DirectXFiles.dll 

 

SignalTools を使用している場合 

• Arction.Wpf.SignalProcessing.SignalTools.dll 

• Arction.MathCore.dll 
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28.2 ライセンスキー 

 

すべてのコンポーネントに対して静的な SetDeploymentKey メソッドを使用してください。そ

うでない場合、チャートは試用モードに入り、30日間のみ動作して試用ナグが表示されます。

DeploymentKey および詳細なライセンスキー管理の作成については、第 4 章を参照してくださ

い。 

 

28.3 アプリケーションコードの難読化 

 

Lightning コードのライセンスキーが.NET 逆アセンブラツールに表示されないように、アプリケ

ーションコードを難読化することは必須です。ライセンスキーの漏洩は、ライセンスの終了、

法的措置、損害賠償の請求につながる可能性があります。 

 

28.4 LightningChartコードの難読化 

 

LightningChart ソースコードサブスクライバーは、LightningChart ライブラリのソースコードに

アクセスします。Arction の知的財産権とコードの漏洩を防ぐために、LightningChart ソースコ

ードからビルドされたアセンブリを難読化することは必須です。難読化されていない

LightningChart ライブラリの配布は EULA に違反し、ライセンスの終了、法的措置、損害賠償の

請求につながる可能性があります。 

 

28.5 Arctionアセンブリの XMLファイル 

 

これらの XML ファイルの展開は禁止されています。  

• Arction.WinForms.Charting.LightningChartUltimate.xml 

• Arction.Wpf.BindableCharting.LightningChartUltimate.xml 

• Arction.Wpf.Charting.LightningChartUltimate.xml 

• Arction.Wpf.SemibindableCharting.LightningChartUltimate.xml 

• Arction.Wpf.SignalProcessing.SignalTools.xml 

• Arction.WinForms.SignalProcessing.SignalTools.xml 

Arction が提供するファイルは、アプリケーション開発の支援のみを目的としています。主に

コードパラメータとプロパティのアドバイスを表示するために使用されます。ソースコードか
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ら LightningChart アセンブリを再構築する場合、上記の XML ファイルが展開されていないこと

を確認してください。.NET 逆アセンブラーおよびリバースエンジニアリングアプリケーション

の情報が多すぎるため、それらを配布することは固く禁じられています。 

29. トラブルシューティング 
 

 

29.1 古いバージョンからの更新 

 

LightningChart コンポーネント API は古いバージョンから変更された可能性があり、プロジェク

トは新しいバージョンを自動的にロードまたは使用しない場合があります。これらの手順は、

プロジェクトへの参照として新しいバージョンアセンブリを設定する方法と、Visual Studio フ

ォームエディターで逆シリアル化できなかったプロパティを修正する方法を示しています。 

チャートを更新するには、古いバージョンへの参照を削除し、新しいバージョンへの参照を追

加する必要があります。場合によっては、*.Designer.csおよび*.resxファイルにはバイナリ互換

でないプロパティが含まれている可能性があるため、修正する必要があります。 

 

プロジェクト参照から古い参照を削除する 

1. ソリューションエクスプローラーに移動します。 

2. 参照フォルダーを開きます。 

3. Arction アセンブリを選択し、削除ボタンを押すか、右クリックして削除を選択して削除し

ます。 

 

新しいバージョンへの参照を追加する 

1. ソリューションエクスプローラーに移動します。 

2. 参照フォルダーを開きます。 

3. 新しいチャートへの参照を追加します。 参照フォルダーを右クリックし、参照の追加...を

選択して新しい Arction DLL ファイルを選択します。 

 

 

API が変更された可能性があるため、変更されたプロパティのソースコードを修正する必要が

ある場合があります。 

 

チャートに完全な互換性がない（Visual Studio がフォームエディターに UI をロードできない）

場合、LightningChart プロパティセッターを*.Designer.cs および*.resx ファイルから削除する必

要があります。 

 

*.Designer.cs ファイルからプロパティセッターを削除する 
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1. テキストエディターで*.Designer.cs ファイルを開きます（可能であれば、Visual Studio 以外

のエディターを使用します） 

2. LightningChartUltimate のセッターを含む行を見つけて削除します。例： 

this.m_chart.Background = 

((Arction.LightningChartUltimate.Fill)(resources.GetObject("m_chart.Background"))); 

 

Location や Size などの継承されたプロパティを削除する必要はありません。上記の「NN = 

((...)(resources.GetObject("...")));」のようなメソッドによってリソースから読み取られるプロパ

ティを削除します。 

 

*.resx ファイルからシリアル化されたアイテムを削除する 

1. テキストエディタで*.resx ファイルを開きます。 

2. Arction オブジェクトを含む xml タグを検索します（これらはチャートメンバー名で識別さ

れます。例：「m_chart」または「lightningChartUltimate1」）。 

3. <data>タグを含む行を xml オブジェクトの最後（</ data>タグ）まで削除します。 

例えば、グラフの背景が次の xmlオブジェクトとしてシリアル化されている場合、*.resxフ

ァイルから次のすべての行を削除する必要があります。 

 
<data name="m_chart.Background" mimetype="application/x-

microsoft.net.object.binary.base64"> 

<value> 

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAGRBcmN0aW9uLkxpZ2h0bmluZ0NoYXJ0VWx0aW1hd

GUsIFZlcnNp       

b249NC42LjEuMjAwMSwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj03MmY1N

WZiZDY5MDFm 

... lots of encoded stuff ... 

        YXlvdXQBAAAAB3ZhbHVlX18ACAIAAAAAAAAACw== 

</value> 

</data> 

 

一部のオブジェクトは非常に大きい場合があることに注意してください。タイトル行の数

は約 200 行ですが、ビューは通常はるかに大きくなります（View3D には約 2000 行ありま

す）。 

 

複数のチャートがある場合、それらのシリアル化されたプロパティをすべて削除する必要

があります。エディター検索は、チャートオブジェクトを見つけるために便利です。 

オブジェクトが*.resx ファイルから削除され、関連するセッターが*.Designer.cs ファイルか

ら削除された後、Visual Studio フォームエディターでプロジェクトを正常に開くことがで

きるはずです。 

 

 

29.2 Web support 
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サポートオプションについては、www.arction.com/support を参照してください。 

ディスカッションフォーラムは http://www.arction.com/forum にあります。 

 

29.3 仮想マシンプラットフォームで実行する 

 

LightningChart には、グラフィックハードウェアへのアクセスを許可しないシステム向けの

DirectX10 / 11 WARP レンダリングが付属しています。WARP レンダリングは CPU で行われるた

め、ハードウェアレンダリングと比較した場合、パフォーマンスの低下が予想されます。これ

には、DirectX11 をサポートするオペレーティングシステムが必要です。 

 

DirectX11 をサポートしないシステムの場合、LightningChart は DirectX9 リファレンスラスタラ

イザーモードにフォールバックします。パフォーマンスは非常に低く、WARP のパフォーマン

スのほんの一部程度です。WARPおよびDirectX9への自動フォールバックの場合、RenderDevice

を Auto、AutoPreferD9、または AutoPreferD11 に設定したままにします（第 5.10 章を参照）。  

30. クレジット 
 

30.1 Intel Math Kernelライブラリ 

 

LightningChart®.NET SDK は、高速フーリエ変換メソッドなど、一部の部分で Intel Math Kernel 

Library を使用します。Arction アセンブリにはこのライブラリから作成されたネイティブ DLL

ファイルが含まれています。Arction Ltd.は Intel Math Kernel Library を使用するライセンスを取

得しています。 

 

30.2 オープンソースプロジェクト 

 

以下のオープンソースプロジェクトとマテリアルプロバイダーに感謝します。 

 

.NET 用 DirectX ライブラリ 

LightningChart は、Arction 製の拡張機能を備えた SharpDX から派生した DirectX .NET DLL を使用

します。http://www.sharpdx.org/ 

 

マップ出典 

LightningChart®.NET マップは、以下のマッププロバイダーからインポートされています。 

世界、北米、ヨーロッパ： Natural Earth、  http://www.naturalearthdata.com/ 

オーストラリア： オーストラリア統計局、 http://www.abs.gov.au/ 

http://www.arction.com/support
http://www.arction.com/forum
http://www.sharpdx.org/
http://www.naturalearthdata.com/
http://www.abs.gov.au/
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アメリカの道路： アメリカ国立地図、 http://www.nationalatlas.gov 

 

Scalable Vector Graphics 出力 

 LightningChart SVG エクスポートは、RiskCare Ltd による SvgNet プロジェクトコードを部分的に

使用しています。 

  

 多項式回帰 

多項式回帰計算コードは、Math.Net ライブラリに部分的に基づいています 。

http://www.mathdotnet.com/ 

 

変更されたソースコードパーツは、リクエストにより Arction サポートから無料で入手できま

す（support@arction.com）。 

 

オープンソースプロジェクトの著作権表示については、LightningChart SDK インストールフォル

ダーの LightningChart .NET Readme.txt を参照してください。 

 

 

 
 

http://www.nationalatlas.gov/
http://www.mathdotnet.com/
mailto:support@arction.com

