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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 2016.2 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 

234087 AngularJS ディレクティブ 機能改善 AngularJS ディレクティブを使用したダイアログ作成時に INPUT タグのテキストが選択できない問題。 

230041 AngularJS ディレクティブ バグ修正 

AngularJS directives で階層グリッドを初期化したときに initialExpandDepth オプションが初期展開状態に影

響しない問題。 

229808 MVC ラッパー (エディター) バグ修正 

TextEditor を Multiline オプションで初期化できない問題。 

注: 

TextMode を "Multiline" に設定時、ASP.NET MVC HTML で作成された TextEditor とタグ ヘルパーが 

TEXTAREA 要素を正しく作成します。 

231755 

MVC ラッパー (HierarchicalGrid 

LoadOnDemand) バグ修正 AutoGenerateColumns を false に設定した場合、子バンドで列が自動生成される問題。 

232280 TypeScript バグ修正 タイプスクリプト ファイルのコンパイル時に TS2314 エラーが発生する問題。 

229394 TypeScript 機能改善 

Igniteui.d.ts は TypeScript 2.0 でコンパイルできない問題。 

注: 

TypeScript 2.0 'Array<T>' に少なくとも 1 型引数が必要とされた問題。この問題は修正されました。古いバー

ジョンの TypeScript はすでにサポートしているため、影響しません。 

230348 igCombo バグ修正 IME コンポジションをクリア後にコンボが入力の最初の文字を受け付けない問題。 

229840 igCombo バグ修正 Firefox でコントロールがフォーカスを失うと TypeError をスローする問題。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/


      

33/ 10    

230765 igCombo バグ修正 16.2 の igCombo の型属性  (type="text’") に余分なアポストロフィがある問題。 

227045 igDataChart バグ修正 多数のデータがある場合にデータ ポイントのツールチップに誤りがある問題。 

230042 igDataChart バグ修正 

FinancialSeries - カーソルがトレンドライン上にあるときにボリンジャー バンド オーバーレイが強調表示されない問

題。 

229424 igDataChart バグ修正 

showTooltip オプションの前に tooltipTemplate オプションを設定した場合に動作しない問題。 

注: 

howTooltip を true に設定した場合、シリーズ ツールチップ テンプレートがリセットされる問題。この問題は修正され

ました。 

227881 igDataChart バグ修正 

crosshairVisibility および overviewPlusDetailPaneVisibility の "collapsed" 値がモバイル ブラウザーで動

作しない問題。 

注: 

crosshairVisibility 設定に関しては意図された動作です。モバイル モードでタッチ イベントが発生した際にチャートは

常に十字線を表示するようデザインされています。チャート内のタッチ操作で要素を的確にとらえるためです。ドキュメンテ

ーション (ヘルプ) の修正を要求するバグを登録しました。 

 

overviewPlusDetailPaneVisibility にバグがありました。モバイル モードでこの設定が無視されていましたが、修正

されました。 

230459 igDataSource バグ修正 

aggregateTransactions が true の setCellValue API を使用して複数セルのトランザクションが保留となる 

record プロパティに同じ値を設定した場合、すべてのトランザクションが削除されて最新のトランザクションのみが追加さ

れる問題。 

230989 igDialogWindow バグ修正 igDialog openAnimation API が jQuery UI 1.12.0 で動作しない問題。 

229865 igDateEditor 機能改善 

ランタイムで igDateEditor の minValue/maxValue を設定できない問題。 

注: 

minValue/maxValue ランタイム設定のサポートを追加しました。 
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233032 igDatePicker バグ修正 

ドロップダウンカレンダーの maxValue 日付の選択時に警告ポップアップが表示される問題。 

注: 

遅延の最大日付との競合を防止し、日付の手動入力によって受け取った値と統一するために igDatePicker (空エ

ディター値) の初期の選択が現在の時間ではなく空時間コンポーネントを使用するようになりました。 

233848 igMaskEditor バグ修正 フォーカスがエディターから失われた後に削除済みテキストが表示される問題。 

230818 igNumericEditor バグ修正 minValue オプションが正しく設定されない問題。 

226938 igNumericEditor 機能改善 min 値変更されたときにウィジェットが更新されない問題。 

232927 igGrid バグ修正 

Mac OS X で固定仮想化が有効な場合にトラックパッドで垂直スクロールした際に垂直スクロールバーが同期しない

問題。 

234064 igGrid バグ修正 iPad でグリッドの下へスクロールしてレコードを減らすためにデータソースを更新すると空のスペースが残る問題。 

233505 igGrid バグ修正 Safari で非表示列がある場合に列の自動サイズ変更がヘッダー テキスト サイズを考慮しない問題。 

232781 igGrid 機能改善 Mac OS X および Windows でトラックパッド使用時にスクロール動作に統一性がない問題。 

230823 igGrid バグ修正 カーソルがグリッドにあるときに Ctrl + スクロールでブラウザーズームではなくスクロールになる問題。 

230855 igGrid バグ修正 仮想化が有効な場合に getElementInfo API が正しく動作しない問題。 

231326 igGrid バグ修正 Firefox でスクロールのないグリッドをタッチしたときにページがスクロールしない問題。 

231717 igGrid バグ修正 テンプレートと書式が設定されている空の数値セルに "&nbsp" が描画される問題。 

229564 igGrid バグ修正 

IE でページサイズが変更された後にマウス ホイールで垂直スクロールバーではなく水平スクロール バーが移動される問

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。 

231273 

igGrid 

(AppendRowsOnDemand) バグ修正 

列の非表示後に "Load more data" ボタンが 2 度目にクリックされた場合、AppendRowsOnDemand の行が

重複する問題。 
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231870 

igGrid 

(AppendRowsOnDemand) 機能改善 

autoCommit=true で行を追加または削除したときに AppendRowsOnDemand が正しく動作しない問題。 

注: 

以下のようにローカル (タイプ: "local") データにのみ変更が影響します。 

autoCommit の場合: true 

行の削除は新しい行をビュー (ある場合) へシフトし、"currentChunkIndex" を更新します。 

行が最後に追加されてデータの最後の塊が達したときに、行の追加によってデータソースでの位置を反映するために非

表示になります。注: 行が正しく追加されたことを通知するかどうか設定が可能です (ツールチップ (通知バナー) を追

加するなど)。 

 

For autoCommit: false 

igGrid.commit が呼び出されるまで追加および削除された行がが異なるスタイルでビューに残ります。その後、追加

行が最後に追加されてデータの最後の塊に達したときに表示される基本データソースのステートを反映するためにビュー

から削除されます。 

231956 igGrid (CellMerging) バグ修正 行選択時に下境界線が最後の結合セルから削除される問題。 

227013 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 タッチ環境で列水平スクロールバーを固定解除した際に左端にスクロールされない問題。 

231206 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 

固定列のコンテナ―幅と固定する複数列ヘッダーの幅の合計がグリッド幅を超えると固定できなくなる問題。 

注: 

固定列の幅王敬と複数ヘッダー列の幅がグリッド幅を超えた場合に、複数ヘッダー列の固定ができない問題。 

231299 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 

列固定で minimalVisibleAreaWidth オプションがエラーをスローする問題。 

注: 

固定コンテナ―の最小表示領域の幅が計算されるときにスクロールバーの幅が考慮されます。スクロールバーが表示さ

れない場合は考慮すべきではありません。 

231766 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 ページング、並べ替え、フィルタリング、非表示で水平スクロールバー位置がリセットされる問題。 
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232101 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 列移動アイコンの位置が仮想化グリッドと仮想なしグリッドの間で異なる問題。 

232206 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 

非固定領域にある水平スクロールバーが左端にない場合、非固定領域の列が固定領域へ移動できない問題。 

注: 

非固定領域のスクロール位置が 0 でない場合に列がグリッドの固定領域へ移動するのを妨げる問題を修正しました。 

232276 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 

"列仮想化を有効にして、列移動を行うとエラーが発生する。（例えば Chrome の場合：Uncaught 

TypeError: Cannot set property '0' of undefined）" エラーが発生する問題。 

注: 

列仮想が有効なグリッドへ列移動を追加する際に、この機能はユーザーに「この状況はサポートされません」というフレン

ドリーな例外をスローします。 

230401 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 インデックスによって列の列移動を無効化できない問題。 

229900 igGrid (FeatureChooser) バグ修正 

機能選択から他の動作項目が適用されたときにドロップダウンの移動が描画されたままになる問題。 

注: 

エンドユーザーが他の移動以外のオプションを選択した場合に、機能選択でサブメニューの移動が開いたままになる問

題が修正されました。 

229852 igGrid (Filtering) バグ修正 Filtering destroy API メソッドを呼び出した際に破棄されない UI 要素がある問題。 

230830 igGrid (Filtering) バグ修正 IE で Enter キーが押された際に ASP.NET アプリケーションのフィルタリングでポストバックを発生する問題。 

231378 igGrid (Filtering) バグ修正 複数列ヘッダーが有効な場合にフィルター アイコンが最初の列に表示されない問題。 

229440 igGrid (GroupBy) バグ修正 

グループ列とページングが有効で新しい行がグリッドへ追加されるときに、ページャー ラベルに描画された行カウントが合

計カウントと一致しない問題。 

230276 igGrid (GroupBy) バグ修正 

永続オプションが true のときにグリッドの再バインド後にグループ列の順序が保持されない問題。 

注: 

列を GroupBy 領域で並べ替えする際にグループ化の式が保存されるようになりました。 
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231386 igGrid (GroupBy) バグ修正 

GroupBy モーダル ダイアログのボタンが 

注: 

GroupBy モーダル ダイアログの最小幅と高さを変更し、ダイアログ最小限にサイズ変更された場合にボタンが表示さ

れます。 

231864 igGrid (GroupBy) バグ修正 

グループ化がクリアされたときに例外を発生することなく保留データがなくなる問題。 

注: 

以下の JavaScript 例外がスローされるようになりました。 

グリッドにデータの描画に影響する可能性のある保留中のトランザクションがあります。 

例外を防止するには、アプリケーションで igGrid の autoCommit オプションを有効にします。または 

igGridUpdating の dataDirty イベントを処理して false を返します。イベント処理中にアプリケーションで igGrid 

でデータを commit() することも可能です。   

230402 igGrid (igGridExcelExporter) バグ修正 

親グリッド ヘッダーが同じデータを含む場合に igHierarchicalGrid 子グリッドヘッダー データがエクスポートされない問

題。 

230640 igGrid (igGridExcelExporter) バグ修正 jQuery 3 使用時に表示列として非表示列がエクスポートされる問題。 

232462 グリッドの (複数行レイアウト) バグ修正 

グリッドが複数行レイアウトで構成されている場合に alternateRowStyles が追加行に適用されない問題。 

注: 

igGrid が複数行レイアウトで構成されている場合に、行の追加または削除後に Zebra スタイルが正しく適用されな

い問題。 

229575 グリッドの (複数行レイアウト) バグ修正 

グリッドが複数行レイアウトで構成されている場合に firefox で hasVerticalScrollbar メソッドが無効な値を返す問

題。 

注: 

グリッドで複数行レイアウトを構成し、垂直スクロールバーが表示されている場合に Firefox で Calling 

hasVerticalScrollbar メソッドを呼び出した際に false を返します。 

231342 igGrid (Responsive) バグ修正 

レスポンシブ モードで igGrid を使用時にテンプレート列が正しく評価されない問題。 

注: 

igGridResponsive の単一列テンプレートがオブジェクト列の配列値を正しく評価しないため、 {{each}} テンプレ

ートが正しく描画されない問題を修正しました。 
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230508 igGrid (RowSelectors) バグ修正 並べ替えが有効で "すべて選択" チェックボックスがチェックされている場合に JavaScript エラーがスローされる問題。 

232818 igGrid (Selection) バグ修正 選択したセルが固定列領域で移動する際に列固定が有効な場合、非固定領域のスクロールバーが移動する問題。 

230988 igGrid (Selection) バグ修正 タッチ画面を使用した行の選択時にコンソールでエラーが発生する問題。 

230725 igGrid (Selection) バグ修正 

グリッドを virtualizationMode="continuous" で構成した場合データソースを置き換えた後に選択行インデックス

に誤りがある問題。 

233614 igGrid (Selection) バグ修正 

複数選択時 (SHIFT キーを押して行をクリック) に rowSelectionChanging および rowSelectionChanged 

イベントがすでに選択した行で再度発生する問題。 

注: 

ユーザーが同じ行を Shift クリックによって選択が変更されない場合も行選択の changing/changed イベントを発

生する問題を修正しました。 

234265 igGrid (Summaries) バグ修正 グリッドの水平スクロールが集計をスクロールしない問題。 

233499 igGrid (Updating) バグ修正 

日本語文字がセルに入力された後に TAB キーが押された場合、ブラウザーが応答しなくなる問題。 

注: 

IME モードでセル入力から移動しようとすると IE がクラッシュする問題を修正しました。 

212386 igGrid (Updating) バグ修正 

Tab キーが編集モードで押された後に cellEditEnded でコミット API を呼び出すと、グリッドの最初の編集可能なセ

ルがフォーカスされる問題。 

注: 

DOM 変更グリッド API が編集イベントハンドラーの一部として呼び出された場合、編集間でナビゲーション パラメータ

ーをリセットするために更新する問題を修正しました。 

232098 igGrid (Virtualization) バグ修正 virtualizationMode が固定 ("fixed") のときに代替行背景の色が最初の行に適用される問題。 

232103 igGrid (仮想化) バグ修正 virtualizationMode が固定 ("fixed") のときに水平スクロールバーが表示される問題。 

232109 igGrid (仮想化) バグ修正 仮想化が有効な場合に下境界線が存在しない問題。 

231966 igHierarchicalGrid バグ修正 

"rest" オプションが true の場合に階層グリッドが第 2 の子の LoadOnDemand の正しい URL を構成しない問

題。 
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232316 igHierarchicalGrid バグ修正 

"igchildgridcreating" イベントがキャンセルできない問題。 

注: 

イベントがキャンセルできるようになりました。 

232317 igHierarchicalGrid バグ修正 null の子を持つグリッドを展開した際に例外が発生する問題。 

230440 igHierarchicalGrid バグ修正 子グリッドの高さがパーセンテージで構成されているときに行展開が遅く、無限になる問題。 

229441 igHierarchicalGrid バグ修正 

仮想化が有効なときにグリッドをスクロール ダウンして行を展開したときに igHierarchicalGrid が例外をスローする問

題。 

229540 igHierarchicalGrid (Filtering) バグ修正 

子グリッドで高度なフィルタリング ダイアログを開いた際にページサイズを変更し、再度同じ子でダイアログを開くとエラーが

スローされる問題。 

229409 igHierarchicalGrid (Updating) バグ修正 

DIV 要素でインスタンスを作成した igHierarchicalGrid で saveChanges API を呼び出すと結果のトランザクシ

ョンが重複する問題。 

230305 igHtmlEditor バグ修正 

"SCRIPT5007:  'nodeType' プロパティの値を取得できません。オブジェクトが null または未定義です。というエラ

ーが IE 11 でオブジェクトツールバーを使用して画像を挿入した際に発生する問題。 

229887 igLoader バグ修正 

loader メソッドが 3 回以上呼び出されたときに jQuery の ready イベントが発生しない問題。 

注: 

$.ig.loader の複数回呼び出しが発生したときに標準 jQuery イベントが発生するようになりました。 

231884 igPivotGrid バグ修正 すべての階層が定義されない場合に levelSortDirections[1] が適用されない問題。 

186665 igPivotGrid バグ修正 igPivotGrid レベルの展開動作に統一性がない問題。 

217690 igPivotGrid バグ修正 igPivotGrid ドロップダウン フィルター アイコンがない問題。 

221609 igPivotGrid バグ修正 

行を削除、そして展開後に縮小した場合に "Uncaught TypeError: TypeError: Cannot read property 

'visibleResult' of null" がスローされる問題。 

 

igPopover バグ修正 

ポップオーバーが想定どおりに配置されない問題。 

注: 

上に十分なスペースがない場合に下に配置されたポップオーバーが部分的に表示されます。 
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228621 igPopover バグ修正 

direction='right' に設定した場合も igNotifier が最初にターゲット要素の上に表示される問題。 

注: 

方向オプションを指定し、それが自動でない場合、十分なスペースがない場合もポップオーバーが方向オプションに基づ

いて表示されます。 

227828 igSparkline バグ修正 

モバイル デバイスで文字スクロール時の問題。 

注: 

つまみがスパークライン コントロール上にあるときのモバイル デバイスでページをスクロールの問題を修正しました。 

228636 igTreeGrid (更新) バグ修正 グリッド フィルター時に子行を API で追加した際にページングが動作しない問題。 

229993 igTreeGrid (更新) バグ修正 新たに追加された igTreeGrid の子行のツールチップに誤りがある問題。 

230987 igTreeGrid (更新) バグ修正 

値が null のセルで編集モードに入ろうとすると JavaScript エラー "infragistics.ui.treegrid.updating.js:664 

Uncaught TypeError: Cannot convert undefined or null to object" がスローされる問題。 

230313 KnockoutJS (igCombo) バグ修正 

Knockout observable の無効化が正しく動作しない問題。 

注: 

ViewModel から observable 値にバインドする際に、コントロールを有効または無効にするには、igCombo 

disable と igEditor disable の Knockout バインド ハンドラーを追加します。 

231070 KnockoutJS (igCombo) バグ修正 一致しないカスタム値が入力で永続化しない問題。 

 


