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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 

206894 AngularJS (RowSelector) バグ修正 レコードを削除した際にすべてのレコードのページング ラベルとページ数を更新しない問題。 

234144 

Angular 2  

(双方向データ バインド) バグ修正 

Igniteui-angular2 の双方向データバインドでデータソースをバインドする際に RowSelectors 

のイベントが発生しない問題。 

注: 

igGrid の API メソッド renderNewRow の呼び出しで行の RowSelector チェックボックスがク

リックできない問題が解決されました。 

228845 

AngularJS  

(双方向データ バインド) バグ修正 

AngularJS 双方向データ バインドでデータソースをグリッドへバインドしている際にデータソースへ項

目がプッシュされてページサイズを超過する場合も現在のページに新しい行が追加される問題。 

236623 MVC ラッパー (エディター) バグ修正 igNumericEditor MVC がクライアントで値を描画しない問題。 

234472 MVC Wrappers (FileUpload) バグ修正 

ServerMessage で中括弧を使用できない問題。 

注: 

イベント UploadFinishedEventArgs の ServerMessage プロパティを中括弧を含む文字列

で設定する際に例外がスローされます。 

233662 MVC Wrappers (Scaffolding) バグ修正 MVC Scaffolding に不必要なセミコロンを表示する問題。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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226353 igCategoryChart バグ修正 ランタイムで AxisLabelFontSize を変更した後にブラウザーが応答しなくなる問題。 

226621 igCategoryChart 機能改善 

最初の主グリッド線が奇数の主間隔で描画されない問題 (column, steparea, stepline, 

waterfall)。 

注: 

 CategoryChart.AlignsGridLinesToPixels プロパティを追加しました。 

236531 igCategoryChart バグ修正 

yAxisTitleAlignment を top または bottom に設定するとタイルを回転し、プロットエリアにタイ

トルを描画する問題。 

229352 igCombo バグ修正 AMD サポートされたコントロールのソースコードで依存関係が無効になる問題。 

231467 igCombo バグ修正 igCombo が検証で Validator の errorHidden イベントを発生しない問題。 

234795 igDataChart バグ修正 Chrome で OPD スライダーの配置が適切でない問題。  

235905 igDataChart バグ修正 

destroy の呼び出し後に igDataChart でメモリリークが発生する問題。 

注: 

チャートの syncChannel プロパティによるメモリリークの問題を修正しました。 

Chrome ブラウザーの修正後もブラウザー最適化パラメーターでメモリ使用量のわずかな増加があ

ります。Edge ブラウザーにメモリリークはありません。 

235641 igDataChart バグ修正 

空データソースを使用して凡例が定義されている場合 Uncaught TypeError がスローされる問

題。 

注: 

空データソースが折れ線シリーズおよび凡例で使用されるときのチャートの例外を修正しました。 

230387 igDoughnutChart バグ修正 igDoughnutChart で getData メソッドが例外をスローする問題。 

232801 igGrid バグ修正 igGrid のスクロール時にスクロールバーが Mac OSX で表示されない問題。 

236254 igGrid バグ修正 Angular2 アプリで列のサイズ変更時に igGrid の水平スクロールバーが非表示の問題。 
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234528 

igGrid 

(AppendRowsOnDemand) バグ修正 

AppendRowsOnDemand で autoCommit:false の新しい行を追加す時に [その他のデー

タを読み込む] ボタンをクリックすると次のデータの塊が読み込まれない問題。 

229818 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 fixingDirection が right の場合に固定列がトリミングされる問題。 

234642 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定列を未固定領域の最後へ移動するとセル テキストの一部が表示されない問題。 

235686 igGrid (GroupBy) 機能改善 

リモート GroupBy がリモート ページングで動作しない問題 (既知の問題)。 

注: 

既知の問題は修正されました。  新しいオプションが igGridGroupBy - pagingMode に追加

されました。グループ化された列が 1 つ以上ある場合、ページングの適用方法を指定します。デフォ

ルトですべての表示レコード (データ レコードおよびメタデータ グループ化レコード) がページ処理に

含まれます。この場合、ケース pagingMode は allRecords に設定されます。このオプションで

可能なその他の値は dataRecordsOnly です。設定した場合、ページ処理にデータ レコードの

みが含まれます。 

217471 igGrid (Knockout) バグ修正 

データソースが同じ PK を含む他のデータで変更されると、Knockout グリッドの UI を更新できな

い問題。 

注: 

rebindCells ルーチンによる UI の更新時に Knockout グリッド拡張で同じ PK を含むデータソ

ースのリバインドが失敗する問題を修正しました。 

234641 igGrid (仮想化) バグ修正 仮想グリッドで最後の列を非表示にするとヘッダーとセルがずれる問題。 

234211 igGrid (仮想化) バグ修正 

グリッド スクロール領域ででマウス ホイールを回転させたときに仮想化スクロールバーとグリッドを含む 

Parent DOM 要素がスクロールしない問題。 

235820 igHierarchicalGrid バグ修正 

igGrid オプションと igHierarchicalGrid 初期化イベント の IntelliSense が TypeScript ア

プリケーションで動作しない問題。   

235250 igHierarchicalGrid バグ修正 

ロードオンデマンドが有効 (initialDataBindDepth) なときに空の子を展開する際に例外がスロ

ーされる問題。 
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230050 igHierarchicalGrid (Filtering) バグ修正 

igHierarchicalGrid の子グリッドのフィルタリングとルート グリッドの列の非表示で子グリッドのフィル

タリングのクリアができない問題。 

232173 igHierarchicalGrid (GroupBy) バグ修正 リモートの GroupBy で子レイアウトがグループ化できない問題。 

236538 igHierarchicalGrid (Paging) バグ修正 

ページングが階層の 3 番目のレベルで動作しない問題。 

注: 

主キーが子レイアウトに設定されておらず、レイアウトでページングが有効な場合にページ ナビゲーシ

ョンで行を展開しようとすると正しいデータを表示しない問題。 

235314 igHierarchicalGrid (Updating) バグ修正 以前にセルが編集されていると DataSource が新しく追加された行に反映されない問題。 

226924 igMap バグ修正 タッチ対応デバイスで結合した CSS ファイルで OPD が誤った CSS クラスを使用する問題。 

235921 igPivotGrid バグ修正 

igSplitter パネル内にコントロールあり、幅が 100 % の場合に不適切な位置にフィルター ポップ

アップが表示されます。 

234973 igPivotGrid バグ修正 

igPivotGrid が jQuery 3.x で作成できない問題。 

注: 

jQuery 3.x で igPivotGrid を作成できるようになりました。 

234800 igPivotGrid バグ修正 列の展開時に行ヘッダーの幅が予期せずに拡張される問題。 

233541 igPivotGrid バグ修正 

defaultRowHeaderWidth と gridOptions.defaultColumnWidth が優先されない問

題。 

 


