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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 2015.2 SR ダウンロード 

  

リリース ノート 

 ID コンポーネント タイプ 説明 

219525 AngularJS 機能の向上 スコープで複数の変更が適用された場合、変更が igGrid で正しく表示されない問題 

212018 AngularJS バグ修正 Angular ディレクティブを使用して ng-model を igCombo の promise から ng-model を更新できない問題 

注: 

モデル値を保存し、新しいデータ ソースが適用された後に適用します。 

220072 AngularJS ディレクティブ 機能の向上 igHierarchicalGrid は TABLE の代わりに DIV で描画される問題 

216892 AngularJS の TwoWay データ バ

インディング 

バグ修正 固定列がある場合、スコープの更新は変更を正しいセルに適用しない問題 

注: 

更新するセルを取得するには、グリッドの cellById API メソッドを使用します。固定列がある場合に問題が発生されます。 

217774 Excel Engine バグ修正 ピボット テーブルを持つワークブックを保存するとエクスポートしたファイルでピボット テーブルが壊れる問題 

220873 全般 バグ修正 ヘルプの NuGet バージョンが間違っている問題 

189051 igChart バグ修正 igDataChart - 破棄される前に表示される categoryTooltip にデータがない問題 

215652 igChart バグ修正 [igDataChart] LegendItemTemplate コールバックが発生されない問題 

注: 

LegendItemTemplates が積層型チャートのフラグメント シリーズで正しく動作します。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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215022 igChart バグ修正 StackedSeries で reverseLegendOrder を true に設定した場合、複合チャートの凡例項目が誤った順序になる問題 

注: 

積層型シリーズおよび積層型以外のシリーズが結合され、ReverseLegendOrder を true に設定した場合、凡例項目が正しい順序

になります。 

204637 igChart バグ修正 データポイントを削除し、チャートが通知されても、最後のデータポイント ラベルが表示される問題 

注: 

最後のカテゴリ項目の削除がカテゴリ軸でラベルを削除しない問題を解決しました。 

204639 igChart バグ修正 notifyClearItems API メソッドがチャートに更新を通知しない問題 

注: 

データソースをクリアしても、ラベルおよび目盛りが表示される問題を解決しました。 

216333 igCombo バグ修正 入力を確認する前に BackSpace キーを押すとオートコンプリート IME 入力が正しく動作しない問題 

219244 igCombo バグ修正 行に日本語 2 文字を入力して確定すると、文字が重複する問題 

214817 igCombo バグ修正 カスタム値を入力した場合、イベントが発生されない問題 

216748 igDateEditor バグ修正 revertIfNotValid を false に設定した場合、有効な範囲以外の値を入力すると、igDateEditor が最小値または最大値を設定し

ない問題 

218752 igDateEditor バグ修正 長い月の最後の日から短い月の任意の日に変更すると、誤った入力日付になる問題 

216938 igDatePicker バグ修正 引数なしで itemSelected イベントが発生される問題 

217219 igDatePicker バグ修正 長い月の最後の日から短い月の任意の日に変更すると、誤った選択日付になる問題 

216620 igDatePicker バグ修正 igDatePicker の最小/最大の Date が正しく表示されない問題 

218564 igDoughnutChart 機能の向上 notifyInsertItem メソッドを呼び出すことができない問題 

注: 

notifyClearItems、notifyInsertItem、notifyRemoveItem、および notifySetItem は igDoughnutChart で説明したよう

に実装されることになりました。 
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218717 igFileUpload 機能の向上 AJAX を使用してファイルが正常にアップロードされた後、クライアントが JSON レスポンス データをサーバーから取得できない問題 

注: 

正常にアップロードし、JSON を送信した場合、igUpload が XML のみを受け付けるため、JavaScript エラーが発生されます。

igUpload は JSON を「{error: '', serverMessage: ''}」書式で解析します。 

213539 igFileUpload バグ修正 ファイル名が「;」を含む場合にサーバーで切れている問題 

Note: 

「;」を含む名前を持つファイルをアップロードしようとすると、ファイルがアップロードされますが、ファイル名が正しく設定されません。 

211227 igGauge バグ修正 igLinearGauge の maximumValue プロパティが 0.051 より小さい値に設定できない問題 

217557 igGrid バグ修正 グリッドで高さがない場合、hasVerticalScrollbar メソッドは true を返す問題 

219550 igGrid バグ修正 グリッドが列のサイズより大きく、幅をパーセンテージで設定した場合、空の水平スクロールバーが表示される問題 

220190 igGrid バグ修正 グリッドをサイズ変更すると、ヘッダーの外観が崩れる問題 

220506 igGrid バグ修正 Enter キーを押して下の編集セルへ移動する場合、ドロップダウン カレンダーが同じ場所で表示される問題 

注: 

igGridUpdating の編集終了時に datepicker ドロップダウンが正しく閉じられないため元の場所に表示されたままになる問題を修正

しました。 

212862 igGrid バグ修正 dataType が明示的に設定されない場合、グリッドが dataType を自動検出またはデフォルトの "string" 型を使用する必要がありま

す。 

219915 igGrid 

(AppendRowsOnDemand) 

バグ修正 最初のドキュメントからデタッチされるウィジェット要素で初期化される場合、igGrid AppendRowsOnDemand が正しく動作しない問

題 

214618 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 サイズ変更されたウィンドウで幅が 100% に設定されたグリッドで最後の列を固定して固定解除すると、列の幅が最初の幅と異なる問

題 

214716 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 複数の列を固定した後、垂直スクロールバーが誤った位置になる問題 
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217439 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 列固定およびセル選択が有効で固定列が 1 列以上ある場合、最初のレコードの最初のセルから UP キーを押してナビゲートすると、グリ

ッドは Internet Explorer で下部の選択されるセルにスクロールされない問題 

218834 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 右側に固定される列を固定解除した後、マウス ホイールでのスクロールができなくなる問題 

218851 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定列がある場合に autofitLastColumn: false を設定し、列がグリッドの幅より小さい場合、残りのヘッダーが自動調整される問

題。 

219197 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 列固定の direction を "right" に設定し、セル選択が有効で、固定列が 1 つ以上ある場合、最初のレコードの最初のセルから UP 

キーを押してナビゲートすると、グリッドがスクロールされない問題。 

219547 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 連続仮想化があり、グリッド幅がピクセルで設定し、fixingDirection = "right" の場合、最後の列を固定すると、グリッドの固定領域

および固定されない領域の間にギャップがある問題 

219548 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 fixingDirection を "right" に設定し、グリッド幅がパーセンテージで設定される場合、最後の列を固定して固定解除すると、ヘッダー

行が小さくなる問題 

220151 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 最初から固定列があり、グリッド幅をパーセンテージで設定した場合、水平スクロール コンテナーが正しく配置されない問題 

220182 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定方向が "right" で、rowVirtualization が有効で、グリッド幅がパーセンテージで設定される場合、サイズ変更が正しく操作しな

い問題 

220336 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定列があり、固定方向が "right" の場合、水平スクロールバーに空の領域がある問題 

220337 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定方向が "right" で仮想化が有効な場合、ピクセル単位でグリッドをサイズ変更すると、固定されない領域に白い線が表示される問

題 

220495 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定方向が "right" で固定列が 1 つ以上ある場合、グリッドの幅を動的にパーセンテージで設定すると、水平スクロールバーの幅が正

しくない問題 

220512 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 グリッド幅がパーセンテージで設定し、最初に固定される列があり、仮想化が有効な場合、グリッドの幅が正しくない問題 

220537 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定列があり、グリッド幅がパーセンテージで設定される場合、グリッドの幅が動的に変更されると、最後の列は自動的に変更されていな

い問題 

220556 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定方向が "right" で、仮想化が有効な場合、仮想グリッドの幅を動的にパーセンテージで変更すると、固定されない領域のヘッダーの

幅が正しくない問題 
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218722 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 showHeader が false で、列固定が有効な場合、「fixedTable が未定義」と言うエラーが発生する問題 

注: 

最初に固定される列があり、showHeader オプションが false に設定される場合に JavaScript エラーが発生されます。 

218799 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定列があり、複数列ヘッダーが有効な場合、グリッドで列を非表示として設定して列を表示すると、列が正しく描画しない問題 

注: 

最初に固定される列があり、グリッドで複数列ヘッダーがある場合、グリッド ヘッダーが正しく描画されません。 

217368 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 グリッドの固定されない部分のスクロール速度は Google Chrome 49 および Windows 7 でとても遅い問題 

注: 

固定列があるグリッドで固定されないコンテナーをマウス ホイールでスクロールすると、スクロール速度がとても遅くなります。 

209693 igGrid (ColumnHiding) バグ修正 グリッドの幅が設定されない場合、列チューザーで 2 つ以上の列を非表示にすると、Mozilla Firefox で更新されない問題 

219911 igGrid (ColumnHiding) バグ修正 最初のドキュメントからデタッチされるウィジェット要素で初期化される場合、igGrid Hiding が正しく操作しない問題 

209487 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 deferred モードで列インジケーターの描画が直感的でない問題 

注: 

固定列および列移動の間の統合を修正しました。ヘッダーが同じ場所でホバーされる場合、インジケーターが誤った場所に表示されていた

のを修正しました。インジケーターが表示されるパラメーターと異なるパラメーターと移動操作を実行する問題を修正しました 

217001 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 サイズ変更が垂直スクロールバーと正しく動作せず、サイズ変更の後にセル テキストが完全に表示されない問題 

218362 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 列サイズを変更した後にグリッドが誤った高さになる問題 

220483 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 列幅がパーセンテージで設定される場合、グリッドをパーセンテージでサイズ変更すると、グリッドは正しくサイズ変更されない問題 
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220563 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 showHeaders オプションが false に設定される場合、resize API メソッドを使用して列をサイズ変更すると、例外が発生される問題 

219935 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 複数列ヘッダーおよび列固定が有効で、グリッドが非表示状態で初期化される場合、列のサイズ変更が動作しない問題 

注: 

グリッドが非表示の要素で初期化され、列のサイズ変更が有効で、最初に固定される列が 1 列以上ある場合、グリッドで列をサイズ変

更できません。 

216890 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 rowVirtualization が有効な場合、resize メソッドで指定されるサイズより列の outerWidth が 3px 大きくなる問題 

217213 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 複数列ヘッダー、非表示、およびサイズ変更機能を使用する場合、最後の列を表示にした後、第 2 の最後の列をサイズ変更できない

問題 

注: 

グリッドで複数列ヘッダーが有効で、最後の列が非表示される場合、最後の列を非表示にすると、最後から 2 番目の列のサイズ変更が

無効になります。 

219912 igGrid (FeatureChooser) バグ修正 最初のドキュメントからデタッチされるウィジェット要素で初期化される場合、igGrid 機能セレクターが正しく動作しない問題 

217507 igGrid (Filtering) バグ修正 filterDialogClosed イベントが発生されますが、ダイアログが閉じられない問題 

注: 

ダイアログが閉じた後にイベントを発生するようになりました。 

219640 igGrid (Filtering) バグ修正 ドキュメントからデタッチされるウィジェット要素で初期化される場合、igGrid Filtering が正しく操作しない問題 

219702 igGrid (Filtering) バグ修正 フィルターで Backspace キーを押すと、フィルターをクリアできない問題 

219704 igGrid (Filtering) バグ修正 フィルター行のテキストがブール値の場合にローカライズされない問題 

218972 igGrid (Filtering) バグ修正 グリッドのフィルタリングで rowVirtualization が selectRow メソッドと使用する場合、フィルターのテキストボックスがフォーカスを失う問

題 

注: 

virtualScrollTo API 呼び出しの間に igGridSelection の行フォーカスを保持する問題を修正しました 

217214 igGrid (Filtering) バグ修正 数値フィルター エディターで数値テキストを貼り付けない問題 
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215721 igGrid (Filtering) バグ修正 すべての列のすべてのフィルター設定で allowFiltering オプションが false に設定される場合、フィルタリングが API 呼び出しによって実

行されると、グリッドがエラーを発生する問題 

215249 igGrid (Filtering) バグ修正 filterDialogColumnDropDownDefaultWidth オプションがドロップダウンの内部の入力要素の幅を変更しない問題 

216435 igGrid (GroupBy) バグ修正 ロードオンデマンドが有効な場合、別のレイアウトからグループ化を実行すると、エラーが発生される問題 

219914 igGrid (GroupBy) バグ修正 最初のドキュメントからデタッチされるウィジェット要素で初期化される場合、igGrid GroupBy が正しく操作しない問題 

218306 igGrid (GroupBy) 重大な変更 (外観) グループの集計が有効な場合、グループ化の集計行で列キーが列ヘッダー テキストの代わりに表示される問題 

214917 igGrid (igGridExcelExporter) バグ修正 親および子定義の responseDataKey が空の文字列 ("") に設定される場合、「_dataToExport が undefined」の 

JavaScript エラーが発生される問題 

219038 igGrid (igGridExcelExporter) バグ修正 非バインド列を持つ igHierarchicalGrid をエクスポートすると、エラーが発生される問題 

215955 igGrid (igGridExcelExporter) 機能の向上 ユーザーがイベント ハンドラーでイベント引数の値を変更できない問題 

217471 igGrid (Knockout) バグ修正 データ ソースが同じプライマリ キーがあるその他のデータ ソースと変更された場合、Knockout グリッドで UI を更新しない問題 

注: 

rebindCells メソッドによって UI を更新するとき、同じプライマリ キーを持つデータ ソースへの再バインド操作が失敗する Knockout グ

リッド拡張機能の問題を修正しました 

219305 igGrid (複数列ヘッダー) バグ修正 複数列ヘッダーが正しい TH 要素で指定した rowSpan を描画しない問題 

注: 

複数列ヘッダー シナリオで MVC ラッパーを使用して列オブジェクトの 'rowspan' オプションが設定される場合、設定されないように動作

します。igMultiColumnHeader 機能は 'rowspan' の名前があるオプションを使用しますが、MVC ラッパーは 'rowSpan' の名前を

使用します。rowspan オプションを非推奨になって、rowSpan オプションを使用してください。後方互換性のために両方のオプション 

(rowspan または rowSpan) を使用できます。 

217291 igGrid (Responsive) バグ修正 Responsive 機能が有効な場合、$(".ui-iggrid-scrolldiv") 高さが異なる問題 

注: 

Responsive 機能が有効な場合、グリッドのスクロール コンテナーのサイズが正しく設定されない問題を修正しました 
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209302 igGrid (RowSelectors) バグ修正 キーボード ナビゲーションを使用して「すべて選択」オーバーレイにアクセスできない問題 

216216 igGrid (RowSelectors) バグ修正 igGrid.rowsRendered イベントで igGridSelection.selectRow API を呼び出すと、行セレクターのチェックボックスをマークしない

問題 

注: 

グリッドの描画チェーンで最後のイベントより早く実行される Selection API 呼び出しを無視する問題を修正しました。 

217204 igGrid (Selection) バグ修正 multipleCellSelectOnClick オプションはセルのクリック動作に影響しない問題 

注: 

multipleCellSelectOnClick が正しく操作しない問題を修正しました。 

217520 igGrid (Selection) バグ修正 選択および仮想化が有効な場合、最後のセルにクリックすると、Internet Explorer で水平スクロールバーの位置が変更される問題 

218974 igGrid (Selection) バグ修正 セルが編集中で、スクロール コンテナーで非表示になった後、その他のセルを選択できない問題 

注: 

別のスクロール位置にある行のクリックのため編集が終了されたとき、グリッドがそのセルまたは行にスクロールする動作を行った更新および

選択機能の統合の問題を修正しました。 

215793 igGrid (Selection) バグ修正 行の選択解除が仮想化フレームの開始行インデックスと正しく動作しない問題 

注: 

仮想化シナリオで予期されていない動作を行った deselectRow および deselectCell の問題を修正しました。 

216337 igGrid (Sorting) バグ修正 グリッドがデータ バインドされる場合、ページサイズまたはインデックスが変更されたときに並べ替えスタイル設定がなくなる問題 

216494 igGrid (Sorting) バグ修正 並べ替えがリモートの場合、unsortColumn API の並べ替えインジケーターがインデックスによって削除されない問題 

217765 igGrid (Sorting) バグ修正 2 つの列を並べ替えて、dataBind を呼び出した後に、最初に並べ替えた列で並べ替えインジケーターが表示される問題 

注: 

並べ替えが 2 列に適用され、API から dataBind を呼び出すと、並べ替えインジケーターが両方の列で表示される問題を修正しまし

た。 
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217283 igGrid (Sorting) バグ修正 virtualization = true および persist = false の場合、データ ソースを変更すると、並べ替えスタイル設定が削除されていない問題 

214911 igGrid (Summaries) バグ修正 グリッドにスクロールバーがある場合、集計にパディングがない問題 

218809 igGrid (Summaries) バグ修正 固定仮想化が有効な場合、igGridUpdating.updateRow を呼び出すと、igEditorFilters が破棄され、後の編集で JavaScript 

エラーが発生される問題 

注: 

仮想化および集計が有効で、グリッドが編集モードにある場合、Updating API 呼び出しを実行すると、エディターが破棄され、編集が

できなくなる問題を修正しました。 

218810 igGrid (Summaries) バグ修正 集計および行仮想化が有効な場合、編集モードにあるグリッドで igGridUpdating.updateRow を呼び出すと、編集モードから終了

される問題 

注: 

仮想グリッドで集計および更新が有効で、ユーザーが編集モードにある場合、igGridUpdating.updateRow の API 関数を呼び出す

と、グリッドは編集モードを終了します。 

217827 igGrid (Tooltips) バグ修正 igGridTooltips を使用すると、igGridPaging 要素がホバーで移動する問題 

212641 igGrid (Updating) バグ修正 エディターの値が変更された場合、Firefox で Esc キーを使用して編集モードを終了できない問題。 

212661 igGrid (Updating) バグ修正 editCellEnding イベント引数の値変更は、エディター値が編集モードで変更された場合のみ動作します。 

215703 igGrid (Updating) バグ修正 継続仮想化が有効な場合、グリッドのすべての行を削除できない問題。 

216593 igGrid (Updating) バグ修正 ボタンを削除します。 

216643 igGrid (Updating) バグ修正 スワイプしてグループ化行に削除ボタンを示します。 

217148 igGrid (Updating) バグ修正 startEdit API を使用して行のダイアログを開く場合、各セル エディターがフォーカスされない問題。 

215550 igGrid (Updating) 機能の向上 editRowStarting イベントで columnSettings オプションを変更できない問題。 

注: 

editRowStarting イベントのハンドラーで columnSettings を settable にする機能を追加しました。 
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218719 igGrid (Updating) バグ修正 仮想化と集計が有効なグリッドでセルを更新したときにグリッドの一番上にスクロールが戻る問題。 

219169 igGrid (Updating) バグ修正 仮想化が有効なグリッドで行を削除すると集計が更新されない問題。 

220145 igGrid (Updating) バグ修正 setCellValue が行に新しい PK を設定できない問題。 

220146 igGrid (Updating) バグ修正 updateRow が編集モードにある読み取り専用の列を含む値のリストで呼び出されるとエラーがスローされる問題。 

220507 igGrid (Updating) バグ修正 jQuery UI ツールチップがセルにアタッチされると、編集モードに入ったときにグリッド フレームワークが TypeError をスローする問題。 

注: 

更新の問題、およびサードパーティコントロールが ARIA-describedby 属性を変更した場合にその他の機能でセル要素がどの列に属し

ているかを認識できない問題を修正しました。 

219852 igGrid (Updating) バグ修正 IE 10 の igGrid で削除ボタンを描画しない問題。 

注: IE 10 で削除ボタンをホバーするとボタンが表示されない問題を解決しました。 

219591 igGrid (Updating) バグ修正 グリッド セル内の日付ピッカー エディターをクリックすると日付が正しくない問題。 

219252 igGrid (Updating) バグ修正 変更をせずに編集モードを出ると、コンボの列で ui.update が true を返す問題。 

注: 項目が選択されない場合に EditorProviderCombo のデフォルトの getValue 関数が null を返すようになりました。以前の空

の配列と比べてよりグリッドのデータソースの機能に近いです。 

219047 igGrid (Updating) バグ修正 rowEditDialogOptions:editorsColumnWidth および namesColumnWidth オプションがピクセルで正しく動作しない問題。 

注: 列幅の設定が正しく反映されない、デフォルトの行編集ダイアログの自動レイアウトの表描画の問題を解決しました。 
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217826 igGrid (Updating) バグ修正 検証コントロール メッセージの非表示が更新で検知されないため、他のメッセージが表示されない問題。 

注:  

列で検証コントロール メッセージが表示されてから非表示にすると、他の列の検証コントロール メッセージが表示されない問題を解決しま

した。 

218338 igGrid (Updating) バグ修正 更新及び集計が有効になっている場合、セルを編集して方向キーでセルを離れると、excelNavigationMode: true が動作しない問

題。 

注: 更新で仮想化および集計が有効になっている場合、垂直方向のキーボード ナビゲーションができない問題を解決しました。 

216603 igGrid (Updating) バグ修正 ダイアログを [完了]/[キャンセル] で一度も閉じていない場合、ESC/Enter キーで閉じると イベントが発生しない問題。 

注: 

最初にキーボード (ESC/Enter キー) で編集ディアログを閉じるとイベントが発生しない問題を解決しました。 

215742 igGrid (Updating) バグ修正 excelNavigationMode で数値セルに入ると、セルの値が増加、または減少する問題。 

注: 

Excel ナビゲーション モードが有効になっている場合、方向キーを使用するエディターを方向キーでナビゲートするとエディターの値が変更さ

れる問題を解決しました。 

219580 igGrid (Virtualization) バグ修正 固定仮想化が有効になり autoAdjustHeight が true に設定されている場合、並べ替えをすると行の高さがグリッド全体に及ぶ問

題。 

217438 igGrid (Virtualization) バグ修正 行仮想化が有効になり autoAdjustHeight が true に設定されている場合、ランタイムでグリッドをサイズ変更できない問題。 

216646 igHierarchicalGrid (Selection) バグ修正 階層グリッドで子グリッドから親グリッドへタブアウトすると親セルのステート フォーカス クラスがなくならない問題。 

216632 igHierarchicalGrid (Updating) バグ修正 異なるレベルの行を編集するとエラーが発生する問題。 

218847 igMaskEditor バグ修正 igMaskEditor で値のオプションを設定するとマスクのパターンが使用されない問題。 

218836 igMaskEditor バグ修正 igMaskEditor で KeyPress イベントで Value メソッドが正しい値を返さない問題。 
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220479 igPercentEditor バグ修正 igPercentEditor で Insert メソッドが正しく動作しない問題。 

220714 igRating バグ修正 タッチ最適化アイコンが適用されずモザイクの外観を呈する問題。 

215830 igSparkline バグ修正 Chrome で verticalAxisVisibility を縮小すると再び表示することができない問題。 

217010 igSplitter バグ修正 スプリッターをサイズ変更すると常に反対のサイズが 2px で拡大化される問題。 

219776 igSplitter バグ修正 [igSplitter with Bootstrap] スプリッター バの下へ三角形アイコンをクリックできず、上へ三角形アイコンをクリックするとアイコンがペー

ジのトップに固定化され元に戻せない問題。 

注: 

Bootstrap のスタイルが Ignite UI のスタイルをオーバーライドしてボタンのクリック可能な領域を非表示にしているため、下へのアイコン

をクリックできません。Bootstrap スタイルをスプリッターの縮小/展開ボタンで厳密にオーバーライドするよう修正しました。このボタンに既に

新しいボックスサイズ スタイルを設定しています。 

215743 igSplitter バグ修正 Edge で Bootstrap の CSS ファイルをページに追加するとスプリッター ペインがサイズ設定されない問題。 

注: 

Edge は他のブラウザーと異なるボックス モデルをもち、境界の太さが "0px" ではなく  "" で設定されます。バグはこの特徴に起因しま

す。 

217371 igTextEditor バグ修正 IME 編集を確定すると全角の数値が半角になる問題。 

216789 igTextEditor バグ修正 includeKeys オプションを設定しても、テキスト エディターに張り付けられる記号が制限されない問題。 

189598 igTreeGrid バグ修正 仮想化が有効になっている場合、行が縮小、または展開される前に toggleRow API メソッドのコールバック パラメーターが呼び出され

る問題。 

211091 igTreeGrid バグ修正 TreeGrid の RowSelectors が triState モードになっている場合、すべての行を選択するとヘッダーのチェック ボックスが正しくチェック/

チェック解除されない問題。 

220137 igTreeGrid バグ修正 仮想化が有効になっており、2 つの igTreeGrid が同一の主キーをもつ場合、フォーカスが正しく設定されない問題。 

注: 

正しい igTreeGrid から展開ボタンをフォーカスします。行を再描画する仮想化のため、手動でボタンを再フォーカスする必要があります。 
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219952 igTreeGrid バグ修正 仮想化が有効になっており、選択が展開インジケーター セルにアクティブ化を適用する場合、展開動作が一貫性に欠く問題。 

注: 

igTreeGrid で行の仮想化及び行の選択が有効になっている場合、展開アイコンのコンテナ (展開のアイコンではなく) をクリックすると行

が選択されます。展開ボタン及び展開ボタンのコンテナをクリックすると、同様に元の選択が維持され行が切り替えられます。 

220561 igTreeGrid (ColumnResizing) バグ修正 仮想化が有効になっており autofitLastColumn が false に設定されている場合、TreeGrid のランタイムを % にサイズ変更すると

列の幅が正しく設定されない問題。 

207232 igTreeGrid (Selection) バグ修正 ページを選択し、すべて選択をしてから前のページに戻ると、選択されている行の行ヘッダーに ui-state-checked が適用されない問

題。 

216403 igTreeGrid (Updating) バグ修正 Surface で右へスワイプすると [子行の追加] が表示されない問題。 

218714 igTreeGrid (Updating) バグ修正 igTreeGrid を DIV 要素に作成する場合、[新規行の追加] が表示されない問題。 

注: 

更新が有効になっている場合、igTreeGrid を DIV 要素にインスタンス作成すると、[新規行の追加] が表示されません。 

218835 igVideoPlayer バグ修正 Internet Explorer 11 で currentTime メソッドが機能しない問題。 

218975 インストーラー バグ修正 Ignite UI 15.2 で "fonts" フォルダおよび "icomoon.eot" ファイルが含まれない問題。 

218005 JavaScript バグ修正 Infragistics.dv.js が jQuery.noConflict() をサポートしない問題。 

注: 

Infragistics.dv.js が jQuery.noConflict() をサポートするようになりました。 

210172 TypeScript バグ修正 Infragistics モジュールのすべてのクラスに TypeScript 定義のメソッドが含まれていない問題。 

 


