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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 

240924 igTreeGrid (更新) バグ修正 複数の子行を追加してコミットを呼び出すと新規に追加した行の順序が変更される問題。 

237362 igTreeGrid バグ修正 

仮想化が有効な場合に最後の行を展開しようとするとコンテナ―が最後の表示レコードにスクロー

ルされる問題。 

237151 igTreeGrid バグ修正 

pageSizeDropDownLocation を inpager に設定したときに列移動でページがクラッシュす

る問題。 

236860 igPivotGrid バグ修正 

行を展開する進行状況インジケーターが表示されない問題。 

注: 

ピボット グリッドで行を展開すると多くの子行を表示する場合に子行が展開されるまでピボット グリ

ッドが応答しない問題。 

233541 igPivotGrid バグ修正 

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

題。 

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。 

238863 igPieChart バグ修正 他のスライスを設定する際にコンソールにエラーが出力されて selectedItem が設定されない問

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

 

igHierarchicalGrid\Updating バグ修正 

新しく追加した行のセルを更新したときに executing saveChanges() でトランザクション ログ

の順序が元に戻る問題。 

注: 

階層グリッドで calling saveChanges を呼び出したときにトランザクション ログがサーバーに達す

る前に元に戻る問題を修正しました。 

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。 

234979 igHierarchicalGrid バグ修正 

[Excel エクスポーティング] rowExported、rowExporting イベントが子グリッドでトリガーされ

ない問題。 

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。 

236877 igGrid (Updating) 機能改善 

rowEditDialogBeforeClose イベントに originalEvent (undefined) に関する情報がな

い問題。 

注: 

グリッドのモーダル ダイアログを閉じる操作に関連するイベントに元のイベント参照を追加しました。 

239152 igGrid (Unbound Column) バグ修正 

数式を含む非バインド列がその他の値の 1 つで更新された場合も getUnboundValues() メ

ソッドが古い値を返す問題。 

注: 

実際の非バインド値コレクションとデータソースを更新するために非バインドのセルを更新する機能

を変更しました。 

242579 igGrid (Sorting) バグ修正 ページングが有効な場合に customSortFunction が動作しない問題。 

238498 igGrid (Sorting) バグ修正 

null に設定した currentSortDirection を含む Sorting columnSettings がある場合に

並べ替えダイアログのリセットボタンが有効になり、クリックすると列を削除する問題。 
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237873 igGrid (Sorting) バグ修正 

igGrid でプログラムで列を並べ替えると columnSettings の allowSorting で制限される問

題。 

注: 

olumnSettings に関係なく sortColumn API を使用したプログラムによる全列の並べ替えが

有効になりました。 

237086. igGrid (Sorting) バグ修正 

ColumnMoving 機能が有効で currentSortDirection を設定している場合に各並べ替え

で並べ替えインジケーターが重複する問題。 

注: 

ColumnMoving 機能が有効なときにあらかじめ並べ替えを適用していると各並べ替えで並べ

替えインジケーターが重複する問題。この問題は機能リストの ColumnMoving の前に並べ替

え機能を定義している場合のみ再現できます。 

237280 igGrid (Sorting) バグ修正 

並べ替えがリセットされて非表示が適用されたあとに並べ替えインジケーターが表示される問題。 

注: 

並べ替えと非表示を同じ列に適用した後に列を非表示にして並べ替えをリセットした場合、この

列を表示した後に並べ替えのスタイルは適用されません。 

229964 igGrid (Sorting) バグ修正 タッチ環境で列を並べ替える際にヘッダーの高さが増加する問題。 

234084 igGrid (Selection) バグ修正 

複数選択を API で設定したときに無効にならない問題。 

注: 

multipleSelection がランタイムで設定できない問題を修正しました。 

241412 igGrid (RowSelectors) バグ修正 

仮想化でページングが有効な時にスクロールダウンすると RowSelectors ヘッダーのチェックボック

スが誤ってチェックされる問題。 

239693 igGrid (Paging) バグ修正 

現在より小さいページ インデックスが描画される場合にコミットを呼び出すとエラーをスローする問

題。 

注: 

変更のコミット後に存在しないページでコミットが呼び出された場合に例外を発生する問題を修正
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しました。 

240812 グリッドの (複数行レイアウト) バグ修正 

列を非表示に設定したときに igGrid 複数行レイアウトが例外をスローする問題。 

注: 

サポートされないケースです。 

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。 

238472 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

dataSource をリモート URL に設定した後に子グリッドを作成すると  igHierarchicalGrid を

エクスポートする際にエラーをスローする問題。 

239459 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 igGridExcelExporter が同じ行を 2 回エクスポートする問題。 

239829 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 igGridExcelExporter が igGrid 行キーを正しく決定しない問題。 

238477 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 

igHierarchicalGrid をエクスポートする際にフォーマッタ オプションが子グリッドのセル値に適用さ

れない問題。 

236613 

igGrid 

(igGridExcelExporter) バグ修正 ロードオンデマンドが有効な場合に展開子行がエクスポートされない問題。 

240570 igGrid (GroupBy) バグ修正 headerText の HTML エンティティ文字がグループ領域に正しく表示されない問題。 
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239804 igGrid (GroupBy) バグ修正 

あらかじめグループ化された列がある場合に自動サイズ設定が動作しない問題。 

注: 

少なくとも 1 つのグループ列がある場合グリッド列の幅を "*" に設定したときに自動サイズ変更が

正しく適用されます。列の幅が正しく設定されない問題。 

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。 

239688 igGrid (Filtering) バグ修正 

リモート フィルタリングを構成してフィルター条件「今日」を選択するとデータピッカーが UTC 日付を

表示する問題 (フィルター結果は正しいです)。 

 

igGrid (Filtering) バグ修正 フィルタリング ドロップダウンを順番に開いた場合に閉じられなくなる問題。 

237522 igGrid (Filtering) バグ修正 フィルタリング エディターをクリックしたときに編集モードに入らない問題。 

243305 igGrid (FeatureChooser) バグ修正 

列を並べ替えてから並べ替え解除し、その後にまた並べ替えした場合に、並べ替えた列の機能セ

レクターの状態に誤りがある問題。 

237016 igGrid (ColumnHiding) バグ修正 

columnChooserHideOnClick オプションを true に設定すると JavaScript エラーを発生す

る問題。 

注: 

columnChooserHideOnClick オプションを true に設定した際にユーザーが x ボタンで列セ

レクター モーダル ダイアログを閉じようとすると例外がスローされる問題。列セレクター モーダル ダイ

アログで x ボタンをクリックして列を非表示または表示する際に JavaScript エラーは発生しませ

ん。 
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237138 igGrid (ColumnHiding) バグ修正 

非表示のインジケーターが igSplitter の隣にある場合にドロップダウンを非表示にするとグリッドが

移動する問題。 

注: 

デフォルトでドロップダウンが使用可能なスペースに基づいて右または左に開くようになりました。 

227700 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 固定していない列領域からマウス ホイールを使用してグリッドをスクロールできない問題。 

237398 igGrid バグ修正 

幅を設定していないグリッドの列を非表示/表示するときにコンテナ―幅に 17px 追加される問

題。 

242790 igGrid バグ修正 タッチデバイスで水平にスクロールする場合に igGrid 集計がデータと同期されない問題。 

242189 igGrid バグ修正 

ダイアログ ウィンドウ内の igGrid の日付列からカレンダーを開いた場合にダイアログ ウィンドウの背

後に表示される問題。 

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。 

235920 igGrid バグ修正 列をサイズ変更したときにヘッダーと行が整列しない問題。 

240257 igDoughnutChart バグ修正 

ブラウザー ズーム レベルの変更後に描画されるチャートのサイズに誤りがある問題。 

注: 

ブラウザー ズーム レベルを変更するときにキャンバスに適用されたピクセル スケーリング比率が更

新されますがキャンバスの幅と高さが正しく更新されずに新しい比率に一致しない問題。  ブラウザ

ー ズームの更新でピクセル スケーリング比率が変更されるときに比率が正しく更新されます。 

237320 igDoughnutChart バグ修正 

legendLabelMemberPath が正しく動作しない問題。 

注: 

legendLabelMemberPath は igPieChart および igDoughtnutChart より優先されま

す。 

237321 igDoughnutChart バグ修正 

formatLegendLabel を none に設定した場合に formatLegendLabel が正しく動作しな

い問題。 

注: 

formatLegendLabel からの返却値が優先されます。 
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241173 igDialogWindow バグ修正 モーダル ダイアログが開いたときに親ウィンドウの要素が動作する問題。 

237441 igDataChart バグ修正 軸の CrossingValue を MVC razor に設定した場合にコンパイル エラーが発生する問題。 

235306 igDataChart バグ修正 

StackedArea チャートタイプでチャートのパフォーマンスが遅い問題。 

注: 

大量のフラグメントが積層シリーズに追加された場合にも対応するよう修正しました。 

235925 igCombo バグ修正 グループ化と複数選択が有効な場合に Metro テーマでチェックボックスがチェックされない問題。 

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。 

241405 igCategoryChart バグ修正 レベルが上、下、右、左のいずれかの場合に配置がずれる問題。 

242500 TypeScript バグ修正 

ui でなく Args プロパティで設定した場合に TypeScript 定義に ui イベント引数が含まれない

問題。 

242567 TypeScript バグ修正 

TypeScript 定義が正しく書式設定されないため DefinitelyTyped 条件を使用して検証した

際にエラーをスローする問題。 

240113 TypeScript バグ修正 

Igniteui.d.ts に CellRightClickEventUIParam インターフェイス パラメーターが含まれない

問題。 

238693 TypeScript バグ修正 Igniteui.d.ts 日付返却メソッドが Date ではなく Object を返す問題。 

235827 TypeScript バグ修正 

ダイアログのフォーカス イベント ハンドラーが設定されている場合に TypeScript のコンパイルが失

敗する問題。 

注: 

FocusEvent インターフェイスが既に定義されているため IgFocusEvent のフォーカスイベントの 

IgDialog のインターフェイス名を変更しました。名前が異なるため正しくコンパイルされます。 

238881 MVC Wrappers (Tree) バグ修正 モーダル インターフェイスを使用した場合にデータ バインドが動作しない問題。 

240153 MVC ラッパー (エディター) バグ修正 suppressKeyboard オプションがエディター MVC ラッパーにない問題。 

237323 MVC ラッパー (エディター) バグ修正 

igDatePicker の dropDownOnReadOnly オプションが MVC ラッパーで使用できない問

題。 

注: 
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ASP.NET MVC Editors DropDownOnReadOnly はモーダル プロパティとラッパー メソッド 

(SelectFromListOnly からの名前変更) で使用できるようになりました。 

159821 MVC Wrappers (Chart) バグ修正 

MVC ラッパー でグラデーション ブラシを BrushCollection プロパティに設定できない問題。 

注: 

CSS グラデーション文字列またはブラシ モデル オブジェクトを取得する新しいオーバーロードを使

用して MVC ラッパーで指定したグラデーション ブラシがブラシ コレクションに含まれます。 

239181 Excel Engine バグ修正 

ファイル (Infragistics.Web.MVC) をアップロードしようとすると Document.Excel セキュリテ

ィ エラーがスローされる問題。 

 


