
Ignite UI™ 2015.2 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。 

 



      

2 / 14    

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 カテゴリ 説明 

221756 JavaScript バグ修正 

CSS ファイルに無効な構文がある問題。 

注: 

CSS ファイルに正しい構文が含まれるよう修正しました。 

220591 

MVC (Grid 

Multicolumn 

Headers) バグ修正 

グリッドに DataTable データソースがあり、3 つ以上の行ヘッダーがある場合に IndexOutOfRangeException 

がスローされる問題。 

注: 

MultiColumnHeaders が有効でネストされた列の定義に 3 階層以上ある場合、

IndexOutOfRangeException がスローされます。 

221938 MVC (Scaffolding) 機能の向上 

デフォルトの一部が変更されました。 

注: 

1. デフォルト ビュー名が Index に変更されました。 

2. jQuery UI は Nuget パッケージがまだ追加されていない場合プロジェクトに追加できます。AsQuerable() 

呼び出しがモデルを渡す際にコントローラーから削除されます。 

4.デフォルトの igGrid の高さは 600px です。  

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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5.コントロールはスクリプト セクションで初期化されません。 

6.DV はスクリプト参照から削除されました。 

222684 MVC (TileManager) バグ修正 Infragistics.Web.Mvc.TileManagerClientEvents.TileFocising 名にスペルミスがありました。 

219957 TypeScript バグ修正 

TypeScript 定義で igGridAppendRowsOnDemand、igPopover、および igNotifier コントロールがない

問題。 

注: 

コントロールが Ignite UI タイプスクリプト定義に追加されました。 

226013 Excel Engine バグ修正 ページロードで infragistics.excel.js が Uncaught エラーをスローする問題。 

201973 igChart バグ修正 

タッチモニターで overviewPlusDetailPane のスタイルが正しく表示されない問題。 

注: 

チャートと Modernizr 間のモバイル検出時に不一致があり問題がはっせいしていましたが、修正されました。 

223114 igChart 機能の向上 

igDataChart 列/Bar が数レコードある場合に最大値を取得しない問題。 

 

注: 

複数のデータ項目を表す列の高さを選択するためのロジックを決定するための 

ColumnSeries.ConsolidatedColumnVerticalPosition プロパティが追加されました。 

 

222430 igChart バグ修正 

タイトルまたはラベルがあるチャートの上端または左端でマウスホイール使用時にズームインおよびズームアウトが正しく

動作しない問題。 

注: 

プロット領域の端近くでマウスホイール使用時にズームが動作しませんでしたが、この問題は修正されました。 

221698 igChart バグ修正 261 番目の StackedFragment にマウスホバーした際のツールチップに誤ったデータが表示される問題。 
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220256 igChart バグ修正 

igDataChart でコールスタックの最大サイズを超過しました。というエラーが発生する問題。 

注: 

DateTimeXAxis のパフォーマンスの問題が修正されました。DateTimeXAxis による並べ替え無効にする機能

が追加されました (IsDataPreSorted = true)。line flattener を無効にする機能が追加されました。 

220079 igChart バグ修正 

labelAngle オプションを設定し x 軸のラベルに省略記号が適用される場合にブラウザーの CPU の使用が増加す

る問題。 

209627 igChart 機能の向上 

igDataChart のズームおよびドラッグが正しく動作しない問題。 

注: 

タッチイベントをサポートするブラウザーでピンチズームおよび慣性をサポートする機能がチャートに追加されました。た

だしタッチジェスチャ イベントはサポートされません。デスクトップ Chrome と Firefix、その他 

touchstart/touchmove/touchend をサポーとするブラウザーでピンチ-ズームとパンニングが追加でサポートされ

ます。experimental 機能が有効でない場合、ベーシックなタッチ イベントもサポートしないため、デスクトップで 

Firefox がサポートされない問題。 

210155 igChart 機能の向上 

igChart - 各フラグメントの境界線近くにマウスポインターをホバーした際にツールチップで誤ったデータポイントを表

示する問題。 

注: 

チャートにヒット テスト モードが追加されました。以前はモードが速いため誤検知の原因となっていました。以前のモ

ードは HitTestMode=ColorEncoded を指定してシリーズで復元できます。新しいモードでは誤検知になる可

能性が大幅に削減されていますが、パフォーマンスが多少低下する可能性があります。このモードを手動で選択する

には、HitTestMode=Computational を設定してください。 

211166 igChart バグ修正 igChart - ストロークの色が majorStroke 色による抑制により x 軸の線に表示されない問題。 

221753 igCombo バグ修正 igCombo footerTemplate および headerTemplate のセッターが初期描画の後に正しく動作しない問題。 

225719 igCombo バグ修正 jQuery 3 使用時にドロップダウンリストから項目を選択できない問題。 

225401 igCombo バグ修正 igCombo でリストされていない値の保持が可能な問題。 
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223071 igCombo バグ修正 リスト項目のテキストがエスケープされない問題。 

221998 igCombo バグ修正 仮想化が有効な場合に igCombo スクロールが iPad で正しく動作しない問題。 

220867 igCombo バグ修正 igCombo でトルコ語の記号 ı を使用したフィルタリングで小文字の項目のみが返される問題。 

223245 igEditor 機能の向上 

allowNullValue: true と nullValue: "" が設定されている場合 igPercentEditor が空文字列を永続化し

ない問題。 

注: 

allowNullValue のオプションに関する igNumericEditor 機能が向上しました。無効な場合、入力値が削除、

あるいは "" に設定または null の場合、自動的に 0 に設定されます。igPercentEditor と 

igCurrencyEditor でも同様に動作します。 

221854 igEditor バグ修正 

右クリックを使用して Microsoft Edge でエディターに貼り付けできない問題。 

注: 

MS Edge の問題に関する詳細: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/platform/issues/8504065/ 

エディターの編集モード ロジックがトリガーされてフォーカス イベント (ぼかしなし) が連続するのを防止するためのチェ

ックが追加されました。 

 

 

221368 

igEditor 

(igDatePicker) バグ修正 

"readOnly: true, dropDownOnReadOnly : true"のときにドロップダウン ボタンで閉じようとするとドロップダ

ウンが開いたままになる問題。 

225841 

igEditor 

(igDatePicker) バグ修正 値が空でデータピッカーが開いている場合にデータピッカーに数字を入力できる問題。 
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222136 

igEditor 

(igDatePicker) 機能の向上 

予定表で月を変更する際に検証が発生する問題。 

注: 

ピッカーがアクティブなときに igDatePicker のぼかし処理 (編集モード、検証) がスキップされる問題。  

デフォルトの jQuery UI datepicker ウィジェットで 年/月を変更するインタラクションによって発生していました。 

221494 

igEditor 

(igTextEditor) バグ修正 textMode が 'multiline' の場合に無効な ID が textarea 要素に割り当てられる問題。 

221300 

igEditor 

(igTextEditor) バグ修正 Alt + Enter で改行が文字列の最後に挿入される問題。 

224892 igGrid バグ修正 仮想化が有効な場合に列ヘッダーでタブを押すと最初のレコードにフォーカスを設定しない問題。 

225036 igGrid バグ修正 仮想グリッドで最後の列をサイズ変更する際にサイズ変更が正しく動作しない問題。 

222954 igGrid バグ修正 プライマリキー値のない addRow メソッドの呼び出しでスクリプト エラーが発生する問題。 

221802 igGrid バグ修正 

垂直スクロールバーがあるタブ コントロール内にグリッドが表示されているときに列ヘッダーがサイズ変更される問題。 

注: 

この動作は、グリッドのコンテナーが最初に表示されたときに限ってまだ見られます。コンテナーが最初に表示されたと

きは高さと幅を再計算しませんが、2 回目からは高さと幅がすでに計算されているためコンテナーが非表示になってか

ら表示されます。 



      

7 / 14    

220513 igGrid バグ修正 

仮想化が有効な場合にグリッド垂直スクロールバーに Shift+Tab でフォーカスが戻ったときに正しく同期されない問

題。 

注: 

グリッドで継続仮想を使用した場合の Shift+Tab のキーボード ナビゲーションが仮想化を使用しない場合と同様

の動作をするようになりました。グリッドにフォーカスがあり、Shift+Tab の後に外部要素が使用されるとフォーカスが

最後のセルに移動する問題。 

223662 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

列設定と仮想化が有効でグリッドの幅が 100 % の場合、垂直スクロールバーが最後の列に配置されている場合

も右パディングを受け取らない問題。 

225889 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 複数の非固定列のヘッダー セルが正しく描画されない問題。 

224242 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

IE 11 で固定領域のセルを選択したときに固定および非固定領域の行が正しく配置されない問題。 

注: 

継続仮想が有効な場合に、固定領域のテーブル セルを TAB を使用して移動した際に固定行と非固定行がずれ

る問題。 

 

224700 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

グリッドの非固定領域をホイールで移動する際に、スクロールバーと列固定されたグリッドを含む親要素をスクロールで

きない問題。 

注: 

Mousewheel イベントが非固定要素を含む親要素に伝達しない問題。 

223908 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 キーボードを使用して選択およびグリッドをスクロールダウンする際に固定および非固定領域の行がずれる問題。 
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223810 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

固定列領域の UI が updateUI=true でロールバック後に更新されない問題。  

注: 

autoCommit が false のときに行またはセルを更新した後、API 関数 "rollback" が引数 updateUI を 

true に設定して呼び出されると、固定コンテナーの UI が更新されない問題。 

222632 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

固定領域で列を編集した際に非固定領域の水平スクロールバーが移動する問題。 

注: 

編集モード開始時にスクロール コンテナーが列固定されたセル以外のセルなどへスクロールする問題を修正しまし

た。 

222520 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

ページングが有効で dataBind が呼び出されると水平スクロールバーの配置がリセットされる問題。 

注:  

固定列が 1 列以上あり、ページングが有効な場合 (非固定コンテナーが左へスクロール時)、dataBind を呼び出

すと水平スクロールバーの位置がリセットされていた問題を修正しました。 

220937 

igGrid 

(ColumnFixing) バグ修正 

Uncaught TypeError が destroy メソッドでスローされる問題。 

注: 

RowSelectors が有効で破棄するグリッドに固定列がある場合、JavaScript エラーがスローされる問題。  

220852 

igGrid 

(ColumnHiding) バグ修正 動的に追加された列を igGridHiding で非表示にすると列を再び表示できなくなる問題。 
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220078 

igGrid 

(ColumnMoving) バグ修正 

列をドラッグして左端にすばやく移動させると水平スクロールが動作しないことがある問題。 

注: 

列ヘッダーをすばやく左端にドラッグしたときに 0 になるグリッドのスクロールの問題を修正しました。 

225666 

igGrid 

(ColumnResizing) バグ修正 フィルタリングが有効な場合にダブルクリックで自動サイズ変更できない問題。 

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。 

216219 

igGrid 

(ColumnResizing) バグ修正 

自動サイズ変更した列をダブルクリックした場合に列ヘッダーテキストが考慮されない問題。 

注: 

リサイズ ハンドルをダブルクリックするとコンテンツが自動的にデータ幅に収まるように列幅が変更されるようになりまし

た。ヘッダーセルのテキストも考慮されるようになりました。 

216327 

igGrid 

(FeatureChooser) バグ修正 Surface で列を移動した後に機能セレクターが閉じない問題。 

220861 

igGrid 

(FeatureChooser) バグ修正 列が動的に追加されたあとに機能セレクターが開かない問題。 

225655 igGrid (Filtering) バグ修正 renderFilterButton が false の場合にブール列の入力要素をクリックするとエラーをスローする問題。 

222724 igGrid (Filtering) バグ修正 

"requireExpr: false"が設定されているカスタム フィルター条件をフィルターメソッドを使用して他の列でフィルター

するとクリアできない問題。 
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221272 igGrid (Filtering) バグ修正 フィルターの概要がフィルターをクリアしたあとも更新されない問題。 

221301 igGrid (Filtering) バグ修正 グリッドの高度なフィルタリング ダイアログでポップオーバー メッセージ エラーが発生する問題。 

221303 igGrid (Filtering) バグ修正 高度なフィルターダイアログを移動すると列ドロップダウン リストが閉じない問題。 

223702 igGrid (GroupBy) バグ修正 modalDialogOpened イベントはダイアログが開く前に発生する問題。 

223772 igGrid (GroupBy) バグ修正 

initialExpand:false で GroupBy された仮想化が有効な場合に列をグループ化するとエラーがスローされる問

題。 

220874 igGrid (GroupBy) バグ修正 GroupBy ダイアログの GroupBy ラベルに十分な情報が含まれなていない問題。 

220287 igGrid (GroupBy) バグ修正 

グループ化された列があり、仮想化が有効な場合に新しいデータが表示されない問題。 

注: 

継続仮想でグリッドのデータソースがクリアされた後に再作成されるとグリッドのグループ行を描画しない問題を修正し

ました。 

 

220186 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 列マッパー関数を使用して igGrid をエクスポートする際にエラーがスローされる問題を修正しました。 

223981 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

igGridExcelExporter が hiding: "visibleColumnsOnly"の場合も子グリッドの非表示列をエクスポートする

問題。 

222576 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 headerText ではなく列キーが子バンドヘッダーにエクスポートされる問題。 

223619 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

手動で定義された columnLayouts のある igHierarchicalGrid をエクスポートする際に、最後のテーブル列の

後のワークシートの列に必要以上の値がある問題。 

220461 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

カスタムフィルターを適用した際に "infragistics.excel.js:25 Uncaught Invalid Enum Argument" がスロ

ーされる問題。 
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224382 igGrid (Knockout) バグ修正 

Knockout ラッパーが $.noConflict() と動作しない問題。 

注: 

igGrid Knockout ラッパーの $.noConflict にサポートを追加しました。 

223156 igGrid (複数列ヘッダー) バグ修正 

Chrome で MultiColumnHeaders のある igGrid の列サイズを変更できない問題。 

注: 

MultiColumnHeaders および Resizing が有効なときに列幅を設定しないと Chrome で列サイズを変更でき

ない問題を修正しました。  

215539 

igGrid 

(RowSelectors) バグ修正 セル テキストが行が選択された後にラップされる問題。 

221154 igGrid (Selection) バグ修正 igHierarchicalGrid でドラッグ選択時に、展開した子グリッド領域にドラッグするとエラーをスローする問題。 

219836 igGrid (Selection) バグ修正 

コマンド + 複数選択のクリックが Mac と Safari で正しく動作しない問題。 

 

Note: 

Mac のコマンド ⌘ + クリックを使用した複数選択の問題を修正しました。 

221190 igGrid (Sorting) バグ修正 IE 11 で並べ替えた列のヘッダーをクリックすると背景が白くなる問題。 

221185 igGrid (Tooltips) バグ修正 

グリッドが右にスクロールされるとセルのツールチップが列の右端に表示される問題。 

注: 

ブラウザー ウィンドウに水平スクロールバーがある場合のツールチップの位置の問題を修正しました。 

222514 igGrid (Updating) バグ修正 errorShowing イベントがキャンセルされたあともデフォルトのバリデーター メニューが表示される問題。 
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225033 igGrid (Updating) バグ修正 

IE 11 で編集モードでセルにタブした際にコンボエディターの一部が表示されない問題。 

注: 

セルが編集モードに入ったときに特定のケースでエディターの一部が非表示になり、 igGridUpdating でグリッドが

正しくスクロールしない問題を解決しました。 

223515 igGrid (Updating) バグ修正 

新しい行を追加したあとにフィルタリングしてクリアするとに 1 行でなく 2 行追加される問題。 

注: 

グリッド ライフサイクルのある時点で、フィルタリングが適用されていてページングが有効な場合に UI とデータソースに

行が 2 度追加される問題を修正しました。 

222515 igGrid (Updating) バグ修正 

デフォルト検証メッセージがキャンセルされたあとも表示される問題。 

注: 

行またはセルの編集を終了する際に igGridUpdating によって検証がトリガーされた時に igValidator イベント

が発生して正しく動作します。 

221026 igGrid (Updating) バグ修正 

readOnly オプションがランタイムで正しく false に設定されない問題。 

注: 

読み取り専用の値が false の場合に読み取り専用の列の設定がグリッドに適用されない動的更新の問題を修正

しました。 

219599 igHierarchicalGrid バグ修正 igHierarchicalGrid が ColumnFixing とサポートされていません。 

220796 

igHierarchicalGrid 

(ColumnResizing) バグ修正 API でサイズ変更すると展開時に子グリッドが壊れる問題。 

222380 

igHierarchicalGrid 

GroupBy バグ修正 グループ化でテンプレート列が行 html として描画できない問題。 
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222123 

igHierarchicalGrid 

(Summaries) バグ修正 

igHierarchicalGrid を読み込む際に例外がスローされる問題。 

注: 

igHierarchicalGrid で Summaries と Virtualization が有効な場合に JavaScript 例外: Uncaught 

TypeError: プロパティ 'offsetTop'"を読み込めないエラーがスローされる問題を修正しました。 

221152 igHtmlEditor バグ修正 挿入テーブルのポップアップで必要のないパディングがある問題。 

224051 igHtmlEditor バグ修正 

IE で <font color="rgb(X, X, X)"> を使用してテキストの色を設定した場合 Chrome で正しく反映されな

い問題。 

222936 igHtmlEditor バグ修正 IE 11 で igHtmlEditor にすばやく入力した際のパフォーマンスの問題。 

219768 igHtmlEditor バグ修正 

テキストがダブルタップで初めから選択されていて、選択がマウスドラッグで変更された場合、選択したコンテンツ範囲

でツールバーのボタンが正しく動作しない問題。 

222513 igSplitter バグ修正 

FireFox および Microsoft Edge で box-sizing: border-box のときにスプリッターが幅を正しく計算しない問

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、下矢印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

ライドすると問題を解決します。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。 

224621 igTreeGrid バグ修正 ドキュメントのホイール イベント ハンドラーが TreeGrid が破棄された後も削除されない問題。 
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220081 igTreeGrid バグ修正 

リモート ロードオンデマンドと TreeGrid 

注: 

グリッドがリモート オンデマンドで 5 レコード (デフォルトですべて縮小) 以上ある場合にユーザーがすばやく列を展開 

(キーボードなどを使用して) するとグリッドが空になる問題を修正しました。  

224186 KnockoutJS (igGrid) バグ修正 

non-observable プロパティが KnockoutJS の項目にバインドされているときにグリッドが値を描画しない問題。 

注: 

モデルが observable でないプロパティを含む場合に igGrid の KO がセルを正しくバインドしない問題を修正しま

した。 

222440 テンプレート エンジン 機能の向上 テンプレート エンジンが列名のハイフンを処理できない問題。 

 


