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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 2017.1 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 

228845 

AngularJS の TwoWay データ バインディ

ング 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。 

245986 MVC ラッパー (グリッド フィルタリング) バグ修正 MVC ラッパーで conditionList オプションが設定できない問題。 

240483 MVC ラッパー (グリッド フィルタリング) バグ修正 MVC6/aspnetcore dll が Updating に 'dialog' ではなく ‘'rowedittemplate' EditMode オプションを生成する問題。 

241043 igCategoryChart バグ修正 insertItem メソッドを使用した igCategoryChart がエラーをスローする問題。 

 

igCombo バグ修正 

グループ化または仮想化が有効でデータソース項目が Combo 表示項目カウントより少ない場合に項目が正しく描画されない問

題。 

246482 igCombo バグ修正 

リストの最後から項目が選択された場合、コンボ リスト スクロールが一番上に戻り、多数の項目がある場合も垂直スクロールバーのつ

まみが一番下へ配置される問題。 

245652 igCombo バグ修正 selectedItems オプションをクリアにした後も選択された項目が残る問題。 

226782 igDataChart バグ修正 空 dataSource にバインドして markerType を設定したチャートにホバー/タッチした場合に例外がスローされる問題。 

209413 igDataChart 機能改善 

十分なスペースがなく、間隔が設定されてない場合に棒チャートの Y 軸にすべてのレベルを描画する問題。 

注: 

チャートで小さいサイズが利用可能な場合、自動間隔ヒューリスティックはラベルの必要以上の描画を制限し、クリッピングを要求する

新しいモデルがあります。 

ビジュアルの大きな変更となるため、このモードはオプションです。軸に useEnhancedIntervalManagement = true を使用して

有効にできます。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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241677 igDataChart バグ修正 

チャートが "Right to Left" モードの場合にテキスト レイアウトが正しくない問題。 

注: 

テキストが RTL モードで正しい場所にアンカーされない問題が解決されました。 

240258 igDoughnutChart バグ修正 

ラベルの色がブラシとアウトライン オプションが設定されたときに変更される問題。 

注: 

インナー ラベルとアウター ラベルの初期のデフォルト色が Doughnut Chart が初期化されるときにオーバーライドされる問題を修正し

ました。  可能な場合は、インナー ラベルとアウター ラベルの色に .ui-chart-inner-labels および .ui-chart-outer-labels クラス

を使用して CSS からプルし、デフォルト色として使用する必要があります。 

243975 igFileUpload バグ修正 コントロールをフレックスボックス内に配置した場合にファイル名が “…” と表示される問題。 

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。 

243841 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 グリッドが混在環境で非表示の場合、初期化後に水平スクロールバーが空になる問題。 

243845 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 グリッドに固定列があり、混合環境での igTileManager タイル内にある場合に水平スクロールバーが正しく配置されない問題。 

246021 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 列が固定されている場合のスクロール量が正しくない問題。 

224614 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 インターネットエクスプローラー 11 で固定領域の最後のセルが選択されると固定領域が左へスクロールされる問題。 

243726 igGrid (ColumnHiding) バグ修正 

featureChooserIconDisplay が none に設定された場合にインターネット エクスプローラーで並べ替えが有効な場合、列を表示

および非表示で列ヘッダーにフォーカスのスタイルを適用する問題。 

243826 igGrid (ColumnMoving) バグ修正 機能セレクター メニューで列を移動すると列ヘッダーにフォーカス スタイルを適用する問題。 

246575 igGrid (ColumnResizing) バグ修正 

列をサイズ変更した後に継続的な仮想化が有効な場合に水平スクロールバーの幅が正しくない問題。 

注: 

誤った幅を水平スクロールバーに適用する重複コードを削除しました。 

246569 igGrid (Filtering) バグ修正 advancedModeEditorsVisible オプションが true のときにフィルタリング ドロップダウンを順番に開いた場合に閉じなくなる問題。 

 

igGrid (Filtering) バグ修正 

フィルター ダイアログの追加条件ドロップダウンの変更がキャンセル ボタンがクリックされたときに元に戻らない問題。 

注: 

キャンセル ボタンがクリックされたときにフィルタリング ダイアログ条件ドロップダウンの変更を基に戻せない問題を解決しました。 

 

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。 
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. 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 に追加されており、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。 

246308 igGrid (Responsive) バグ修正 Responsive VerticalRendering モードで igGrid がセル クリック イベント ハンドラーを呼び出さない問題。 

241805 igGrid (Selection) バグ修正 パディングがセル選択とセルフォーカスの異なるクラス間で統一していない問題。 

244927 igGrid (Summaries) バグ修正 グループ化をキャンセルすると集計設定がリセットされる問題。 

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。 

242570 igMap バグ修正 

カスタム図形ファイルを読み込む際に igMap がちらつく問題。 

注: 

アプリケーションで定義した背景コンテンツの表示前にデフォルトのマップ背景コンテンツが一瞬のみ表示されていました。  この問題は修

正されました。 

245277 igPivotDataSelector バグ修正 メタデータ ツリーでメジャー グループ キャプションがローカライズされていない問題。 

243481 igPivotGrid バグ修正 展開不可のタプル メンバーを展開しようとすると expandTupleMember がデータソース更新ごとに呼び出される問題。  

239764 igPivotGrid バグ修正 アポストロフィを含むメンバーのフィルターを開く際に JavaScript エラーがスローされる問題。 

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。 

236424 igSplitter バグ修正 コントロール幅が 100 % の場合に水平分割バーのドラッグ時に水平スクロールバーが表示される問題。 

242025 igSpreadsheet バグ修正 Alt + Enter で新規行を挿入した場合にセルがすべてのコンテンツを表示しない問題。 

245991 igTreeGrid バグ修正 元の最初の列の前に列が移動した場合に igTreeGrid Virtualization が無効になる問題。 



      

5 of 5    

  


