
Ignite UI™ 2016.1 リリースノート 

                       

 

 

  

jQuery、ASP.NET MVC、HTML 5、CSS に特化したインフラジ

スティックスのコントロール群は、高度な Web ユーザー エクスペリエン

スの実現を強力にサポートします。Web テクノロジーの強固な基盤を

プラグインや機能拡張を使用せずに構築できます。 
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インストール 

ダウンロード 
Ignite UI 2016.1 SR ダウンロード 

  

リリース ノート 

ID コンポーネント カテゴリ 説明 

225869 Utils バグ修正 $.ig.util.isSafari function returns false on iOS 10 

223786 JavaScript 機能の向上 

Mootools グローバル クラス オブジェクトが Ignite UI クラス オブジェクトでオーバーライドされる問

題。 

注: 

Ignite UI グローバル オブジェクトは Mootools グローバル クラス オブジェクトをオーバーライドする

問題を修正しました。 

226803 MVC Wrappers バグ修正 

MVC6 ラッパーが .Net Framework (4.6.1) アプリ (.Net Core アプリのみ) で使用できない

問題。 

228354 

MVC Wrappers (Grid 

Updating) バグ修正 

グリッドの MVC ラッパーを更新で columnSettings.editorProvider が設定できない問題。 

注: 

ユーザーが MVC アプリケーションで Ignite UI の MVC ラッパーを使用してカスタム エディター プロ

バイダーを指定できない問題を修正しました。 

228618 igCombo バグ修正  jQuery UI 1.12.1 CSS テーマを適用した際にグリッドのコンボ エディターの下に境界線が表示
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される問題。 

227988 igCombo バグ修正 

HTML 文字エンティティ参照をデータソース項目へ設定する際にドロップダウン リストから項目を選

択できない問題。 

228176 igDoughnutChart バグ修正 

tooltipTemplate がシリーズに割り当てられていない場合も igDoughnutChart ツールチップが

表示される問題。 

注: 

ドーナツチャートで tooltipTemplate が設定されていない場合、空ツールチップが表示されないよ

うツールチップを表示しません。 

229188 igCurrencyEditor バグ修正 

値を value()  メソッドで取得する際に、allowNullValue=false の場合も現在のエディターのデ

フォルト値が null になる問題。 

227052 igDatePicker バグ修正 

エディターに値がない場合に Enter キーが押されると検証ポップアップが表示される問題。 

注: 

すでにキーダウンで正しく処理されており、キープレスに空マスクの処理がなかったため現在の日の値

設定で最大値超過メッセージを表示した後に値を元に戻していたため、igDatePicker のダブル 

Enter キー処理を削除しました。 

229187 igMaskEditor バグ修正 

値を value()  メソッドで取得する際に、allowNullValue=false の場合もマスク エディターのデ

フォルト値が null になる問題。 

229186 igNumericEditor バグ修正 

値を value()  メソッドで取得する際に、allowNullValue=false の場合も数値エディターのデフ

ォルト値が null になる問題。 

229184 igPercentEditor バグ修正 

値を value()  メソッドで取得する際に、allowNullValue=false の場合もパーセント エディター

のデフォルト値が null になる問題。 

228965 igTextEditor バグ修正 

値を value()  メソッドで取得する際に、allowNullValue=false の場合もパーセント エディター

のデフォルト値が null になる問題。 
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226965 igFileUpload バグ修正 

igUpload がファイル サイズではなく要求サイズを表示する問題。 

注: 

クライアント サイド イベントで "fileUploading" イベント引数 uploadedBytes がファイルの  

totalSize より大きくなる問題。 

220890 igGrid バグ修正 fixedHeaders オプションが false に設定されている場合ヘッダーの一部が表示されない問題。 

227438 igGrid バグ修正 

列を手動で作成しない場合に AutoGenerateColumns が true に設定されている場合もエラ

ーがスローされる問題。 

217234 igGrid バグ修正 

グリッドの高さを % で設定すると正しく計算されない問題。 

注: 

テーブルの TD の一部であるテーブル要素でグリッドがインスタンスを作成する際に高さが % に設定

されているとグリッドが正しく描画されない問題。 

218458 

igGrid (Checkbox 

Column) バグ修正 bootstrap テーマでチェックボックスがホバー時に非表示になる問題。 

228441 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 固定部分と非固定部分でずれが生じる問題。 

228431 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

ColumnFixing およびその他の機能でグリッドを破棄する際に "不明な  TypeError: 定義され

ていない 'style' プロパティを読み込めません。" が発生する問題。 

注: 

ColumnFixing および行セレクターが有効で destroy を呼び出すときに少なくとも 2 列ある場

合、JavaScript 例外がスローされる問題。 

229027 

igGrid 

(ColumnHiding) バグ修正 列選択ダイアログの非表示時にアンカー テキストをクリックすると URL ハッシュが変更される問題。 

225986 igGrid バグ修正 ドロップダウンリスト非表示時にヘッダー テキストが 生 HTML で描画できない問題。 
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(ColumnHiding) 

228760 

igGrid 

(ColumnMoving) バグ修正 

ターゲット列が非表示でメソッドが呼び出されるとスクリプト エラーがスローされる問題。 

注: 

移動操作のターゲットまたはソースが非表示の列の場合の moveColumn の動作を修正しまし

た。 

228562 

igGrid 

(ColumnMoving) バグ修正 

グリッド ヘッダーのフィルター セルおよびグリッド フッターの集計セルが moveType='render' また

は inDom=false の場合にグリッドセルと一緒に移動されない問題。 

注: 

グリッド要素 (フィルター エディターや集計セルなど) を正しく配置しない列移動の再描画タイプを使

用する際の問題を修正しました。 

227467 

igGrid 

(ColumnMoving) バグ修正 

列移動モーダル ダイアログでユーザーが下向き三角形のアイコンのサイズを変更できない問題。 

注: 

フォント アイコンのフォント サイズの不一致を修正しました。 

227583 

igGrid 

(ColumnResizing) バグ修正 グリッドがポップオーバー内にある場合に列の幅を広げられない問題。 

225962 

igGrid 

(ColumnResizing) 機能の向上 

AllowResizing が false の列をサイズ変更するとパーセントで幅を定義している場合に他の列も

サイズ変更される問題。 

221461 

igGrid 

(ColumnResizing) バグ修正 

列幅の設定が % で最初の列をサイズ変更し場合、自動サイズ変更が設定されている列をダブル

クリックしても正しく動作しない問題。 

注: 

列幅が % に設定した場合、自動サイズ変更機能が正しく動作しない問題が修正されました。 

227373 igGrid (GroupBy) バグ修正 GroupBy で仮想化が有効で initialExpand:false の場合、グループ行が展開できない問題。 
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227426 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 summaryExporting/ed 関数 arg パラメーターに誤ったデータが含まれる問題。 

229183 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

igGrid が明示的に null に設定されている場合、igGridExcelExporter が

「 'gridColumn.formatter' は関数ではありません」というエラーをスローする問題。 

227968 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 非表示列をエクスポートする際に GridExcelExporter がコンソール エラーをスローする問題。 

226866 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 集計行インデックスが適切なイベントでエクスポートされない問題。 

225871 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

グリッドのエクスポートが 30 秒以上かかる問題。 

注: 

グリッドエクスポートのパフォーマンスを向上するためにグリッド エクスポートの最適化を行いました。 

228762 igGrid (Paging) バグ修正 deleteRow メソッドで他のページの行が削除された場合にページャーが更新されない問題。 

227681 igGrid (Summaries) バグ修正 

autoGenerateColumns が true で Summaries が初期でリモートの場合、集計が生成され

ない問題。 

228101 igGrid (Updating) バグ修正 

ui.rowAdding パラメーターが行編集操作のための ditRowEnding および editRowEnded 

イベントで ‘undefined’を返す問題。 

注: 

igGridUpdating の ending/ended イベントの "rowAdding" イベント引数が行更新で 

false ではなく undefined になる問題を修正しました。 

228175 igGrid (Updating) バグ修正 

ツールチップがグリッド セルにアタッチされているときに編集した後で編集済みのセルが新しい値を表

示しない問題。 
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227241 igGrid (Updating) バグ修正 

仮想化が有効なときにキーボード ナビゲーションでトリガーされるカスタムスクロールが動作しない問

題。 

注: 

仮想時に TAB キーを使用したエディター間のスクロール動作の問題を修正しました。 

226785 igGrid (Updating) バグ修正 テキスト セルが編集モード時に IE のウィンドウが Alt + Enter が押されると最大化される問題。 

225647 igGrid (Updating) バグ修正 

必要なフィールドがあり、ユーザーが行の追加で編集モードに入ると完了ボタンが有効になる問題。 

注: 

必要なエディターで完了ボタンが適時に無効にならない問題を修正しました。 

221018 igGrid (Updating) バグ修正 

浮動小数点のある数値を含む数値列で Esc ボタンが編集モードをエスケープしない問題。 

注: 

書式または他のオプションによってデフォルトのレコード値を変更するエディターで Esc キーによる編集

モードの終了を許可しないよう修正しました。 

205077 igGrid (Updating) バグ修正 編集モードが Enter キーで終了する場合に "ui.update" が常に true の問題。 

227598 igGrid (Updating) バグ修正 

入力テキストが複合モードでエンドユーザーが OK またはキャンセルをクリックするとハンドルされていな

いエラーがスローされる問題。 

注: 

IME コンポジション モードのエディターで更新する際に完了ボタンを押した時に JavaScript エラー

を発生する問題を修正しました。 

220554 

igGrid 

(Virtualization) バグ修正 

仮想化が有効で autofitLastColumn が false の場合に、サイズ変更時に垂直スクロールバー

の上部の列レイルウェイアイコンが非表示になる問題。 



      

8 / 9    

228207 

igGrid 

(Virtualization) バグ修正 

仮想化が有効なときに jQuery 3 が使用する場合、グリッド行がグリッドコンテナー外に拡張される

問題。 

注: 

グリッド コンテナーの高さがオプションで設定されている高さを超過する問題。例: 高さが 500 px 

の場合にグリッドが 550-600 px で描画される。 

229335 

igHierarchicalGrid 

(ColumnHiding) バグ修正 

子グリッドの列チューザーダイアログが表示されない問題。 

注: 

Hierarchical グリッドで子グリッドの列チューザーが開かない問題。 

229410 

igHierarchicalGrid 

(Filtering) バグ修正 階層グリッドで詳細フィルターダイアログを開こうとすると JavaScript エラーがスローされる問題。 

228032 

igHierarchicalGrid 

(Updating) バグ修正 

外部キーが子レイアウトの追加行で使用できない問題。 

注: 

行追加操作の後の子レイアウト トランザクションの行オブジェクトで外部キーが使用できない問題を

修正しました。 

224048 igHtmlEditor バグ修正 コンテンツに 'MS ゴシック' および 'MS 明朝' フォントを適用できない問題。 

217682 igPivotDataSelector バグ修正 igPivotDataSelector 更新ボタンアイコンがコンテナーの外に配置される問題。 

226627 igRadialGauge バグ修正 igRadialGauge - ゲージ クリック時に mousedown イベントが発生しない問題。 

227600 igTreeGrid バグ修正 

新しい子行が TreeGrid に追加されて、RowSelectors が有効な場合に、行が正しく描画され

ずにデータの一部が表示されない問題 

注: 

TreeGrid に子行を追加した場合 （更新および RowSelectors が有効）、新しく追加された

行が正しく描画されない問題 (セル セレクターのセルが描画されない)。 
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228399 igTreeGrid バグ修正 

localSchemaTransform オプションを false に設定するとヘッダー チェックボックスがチェック済み

になる問題。 

注: 

localSchemaTransfrom を false に設定した場合 (RowSelectors が有効)、グリッドが描

画されたときにチェックボックスが選択済みになる問題。 

228594 

igTreeGrid 

(Updating) バグ修正 igTreeGrid でレコードを更新した後にページングが動作しない問題。 

228590 igVideoPlayer バグ修正 igVideoPlayer が検索中ツールチップを正しく表示しない問題。 

221086 テンプレート エンジン バグ修正 データソースで 'length' をプロパティ名に使用するとテンプレート エンジンで競合が発生する問題。 

 


