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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 
Download Ignite UI 2017.2 サービス リリース 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 

242360 ビルド バグ修正 

カスタムビルドで作成された日本語ロケールの js ファイルを使用すると予期しない構文エラー (無効または

予期しないトークン) が発生する問題。 

247930 igCategoryChart バグ修正 

YAxisTitleAngle = 0 を設定しても UI に反映されない問題。 

注: 

CategoryChart.YAxisTitleAngle のデフォルト値を適切な値 -90 に修正しました。 

GH1627 igCombo バグ修正 入力値と最初のデータソース項目が等しい場合に Highlight モードが使用できない問題。 

GH1441 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。 

249230 igDataChart バグ修正 

IE でマウス ホイールでグリッド セル コンテンツを移動できない問題。元の問題: [チャートのマウス ホイール 

スクロールで igGrid セルにズームしない問題。] 

249375 igDataChart バグ修正 

列データチャートの作成して isHighlightingEnabled を有効にした場合に JavaScript エラーがスロー

される問題。 

注: 

インタラクティビティ モジュールを読み込んでいない場合に正しいエラーを取得しない問題を修正しました。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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247509 igDataChart バグ修正 

17.2 リリースでチャートがぼやけていた問題。 

注: 

低 DPI スケールの画面で整数以外のサイズで表示したときにデータ チャートがぼやける問題は解決しまし

た。 

242424 igDataChart バグ修正 

ブラウザーズームレベルが 100% に変更されたときに JavaScript DataChart サイズが正しく計算されな

い問題。 

注: 

表示を none に設定したときのサイズ変更コンポーネントの問題は解決しました。 

GH1609 igDatePicker バグ修正 onChangeMonthYear のイベント パラメーターが ‘undefined’である問題。 

GH1525 igDatePicker バグ修正 

Firefox および IE11 で IME キーボードを使用して無効な値が igDateEditor に入力された場合に入

力値が元に戻らない問題 

GH1453 igDatePicker バグ修正 Enter キーを押した際に入力した日付が今日の日付に変換される問題。 

GH1417 igDatePicker バグ修正 Firefox および IE 11 で編集モード字に入力値がフォーカスを失った際に破棄される問題。 

GH1358 igDatePicker バグ修正 igDatePicker がデフォルト地域設定以外にフォールバックしない問題。 

GH1391 igDialog バグ修正 開く/閉じる際にアニメーションがある場合に、ダイアログが破棄される問題。  

GH1204 igDialog バグ修正 openAnimation がモーダル背景を表示しない問題。 

GH1455 igEditors バグ修正 アクティブ項目にスタイル設定が適用されない問題。 

GH1362 igEditors バグ修正 エディター正規表現が正しくエスケープされない問題。 

247339 igGrid バグ修正 Internet Explorer で GroupBy および Hiding が適用されている場合にエラーがスローされる問題。 

GH1580 igGrid バグ修正 igGrid を igSplitter で使用した場合に機能セレクター アイコンが正しくスタイル設定されない問題。 

GH1405 igGrid バグ修正 固定列と仮想化を設定した場合にグリッド幅が正しく設定されない問題。 
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248242 igGrid (GroupBy) バグ修正 

autoSizeColumns メソッドを呼び出した後にグループ列が複数ある場合に展開/縮小列幅が正しく計算

されない問題。 

注: 

autoSizeColumns 使用時にグループ列が複数ある場合も展開/縮小列の幅が正しく計算されるように

なりました。 

246635 igGrid (Updating) バグ修正 

変更イベントが元のオプションで保持されるため、columnSettings を再利用した際に発生する問題。 

注: 

columnSettings は問題なく再利用できるようになりました。 

247376 igHierarchicalGrid バグ修正 

列の非表示後に展開行が縮小される問題。 

注: 

列の表示/非表示後に InitialExpandDepth が考慮されます。 

制限: 

1.ユーザーが展開/縮小した行が永続化されない問題。  

2. 子グリッドの状態が永続化されない問題。例: エンドユーザーが子グリッドで非表示列にすると親グリッド

列の表示状態が変更された後に無視される問題。 

パフォーマンス: initialExpandDepth > 0 の場合、ユーザーが列を表示/非表示にするとグリッド全体を

再描画してすべての子グリッドが再生成されるため、パフォーマンスが低下する場合があります。 

GH1466 igNumericEditor バグ修正 数値エディターの値が削除されたときに Null 値が正しく設定されない問題。 

GH1377 igNumericEditor バグ修正 Android の Firefox でフォーカスを失ったあとに数値エディターがキーパッドを表示しない問題。 

244154 igScroll バグ修正 igScroll が igTreeGrid で初期化されない問題。 

GH1420 igScroll バグ修正 サンプル ページのスクロールバーが一番下まで移動することがある問題。 

GH1135 igScroll バグ修正 

スクロール コンテナーの高さが非常に高い場合に IgScroll カスタム スクロールバーのつまみが小さくなる問

題。  

GH1564 igTree バグ修正 loadOnDemand 使用時に igTree で 3 レベル以降のノードを読み込まない問題。 

GH1516 igTree バグ修正 親ノードのチェックマークがすべての子をチェックした後に空にならない問題。  
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GH1461 igVideoPlayer バグ修正 プレーヤーをフォワードしたときに IE でコマーシャルを表示しない問題。 

246489 MVC ラッパー バグ修正 

MVC ラッパーのヘルパー テキストが日本語の問題。 

注: 

既存ヌゲット パッケージが正しい英語の xml ファイルを含む新しいパッケージで置き換えられました。 

247882 MVC ラッパー (チャート) バグ修正 

YAxisMinimumValue と YAxisMaximumValue がインテリセンスにない問題。 

注: 

YAxisMinimumValue and YAxisMaximumValue プロパティが MVC CategoryChart に追加さ

れました。  

 

248335 MVC ラッパー (チャート) バグ修正 

TitleAngle、TitleHorizontalAlignment、および TitleVerticalAlignment がインテリセンスにない

問題。 

注: 

軸プロパティ TitleAngle、TitleHorizontalAlignment、TitleVerticalAlignment を MVC 

DataChart に追加しました。 

 

247690 MVC ラッパー (チャート) バグ修正 

igCategoryChart MVC ヘルパーが Legend プロパティを公開しない問題。 

注: 

凡例サポートを ASP.NET MVC CategoryChart に追加しました。 

243815 MVC ラッパー (PivotGrid) バグ修正 MVC ラッパーで IsRemote オプション使用時にコンパイラー エラーが発生する問題。 

 


