
Ignite UI™ 2018.1 サービス リリースノート 

                       

 

 

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 2018.1 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 

252092 Excel Engine バグ修正 

テーブルを含むシートにフィルターを適用した際にハンドルされない 

ArgumentOutOfRangeException が発生する問題。 

252093 Excel Engine バグ修正 

コメントがあるスプレッドシートをすべて削除した後にコピーしようとするとハンドルされない 

NullReferenceException が発生する問題。 

251403 Excel Engine バグ修正 上位/下位のパーセンテージ フィルターを適用すると正しく動作しない問題。 

251664 Excel Engine バグ修正 改ページを含む Excel ファイルを読み込めない問題。 

247168 igBarcode バグ修正 

結合したファイルを使用してバーコードを描画する際にエラー「$.ig.XamQRCodeBarcode がコン

ストラクターではありません」が発生される問題。 

GH1585 igCombo バグ修正 igCombo が無効の場合にもタブ操作でフォーカスを受け取る問題。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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251983 igDataChart バグ修正 

igDataChart の積層柱状シリーズの Legend 項目がシリーズの再作成時に破棄されない問題。 

注: 

複製した凡例項目およびチャートのプロット領域で複製したシリーズ ビジュアルを描画する積層シリ

ーズおよびその要素の削除の問題を修正しました。 

252020 igDataChart バグ修正 

積層柱状シリーズを複数回にわたり再作成を行った場合、igDataChart の X および Y 軸でのラ

ベルが太字になる問題。 

注: 

軸ラベルをより暗い色で描画する積層シリーズおよびその要素の削除の問題を修正しました。 

246717 igDataChart バグ修正 タッチ デバイスで dataChart イベントと操作できない問題。 

GH1733 igDatePicker バグ修正 

dataMode が displayModeText に設定される場合に igDatePicker がエラーを発生する問

題。 

253189 igGrid バグ修正 行の削除アイコンが垂直スクロールバーによって部分的に非表示になる問題。 

248073 igGrid バグ修正 列が固定され、破棄されたグリッドを再作成しようとするときに例外が発生される問題。 

243505 igGrid (ColumnFixing) バグ修正 

最初の位置 0 に非表示列があり、列固定および複数ヘッダー列機能が有効で、列が最初に固定

される場合に誤った列幅になる問題。 

251784 igGrid (Filtering) バグ修正 

autoGenerateColumns が true でフィルタリング機能が有効な場合、読み込みインジケーター

が非表示にならない問題。 



      

4/ 8    

252558 igGrid (Filtering) バグ修正 

showEmptyConditions および showNullConditions が true に設定される場合、

"Empty"、"Not Empty"、"Null"、および "Not Null" ラベルは条件ドロップダウン リストに表示

されない問題。 

注: 

このバグ修正の後、showEmptyConditions および showNullConditions オプションが設定さ

れる場合、"Empty"、"Not Empty"、"Null"、および "Not Null" ラベルは条件ドロップダウン リ

ストに表示されます。 

253315 igGrid (GroupBy) バグ修正 

GroupBy 機能を持つ Grid が破棄される場合、グリッドが完全に削除される前にデータが再描画

される問題。 

252074 igGrid (複数列ヘッダー) バグ修正 

最初に縮小される複数列ヘッダーが複数ある場合にパフォーマンスが低下する問題。 

注: 

複数列ヘッダー グループの展開/縮小の内部実装を拡張したため、スピードが速くなりました。 

252634 igGrid (RowSelectors) バグ修正 

GroupBy の initialExpand オプションが false の場合、すべて選択の機能がすべてのレコードが

選択された場合と同様に動作する問題。 

253615 igGrid (Selection) バグ修正 

グリッドの行仮想化が有効で、RowSelectors のヘッダー チェックボックスがクリックされた場合、

rowSelectionChanged ハンドラーのパラメーターである ui.row が最後の行オブジェクトを参照

する問題。 

247302 igGrid (Selection) バグ修正 キーボード ナビゲーションの場合、選択したセルがビューからはみ出る問題。 

246724 igGrid (Sorting) バグ修正 デフォルトの並べ替え式が dataBind の後に適用されない問題。 

248338 igGrid (Updating) バグ修正 

columnSettings が定義されない場合にも更新機能の columnSettings オブジェクトが利用

可能な問題。 
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252096 igGrid (Updating) バグ修正 

更新機能 columnSettings を再利用した際に正しく動作しない問題。 

注: 

検証オプションを持つエディターが使用され、グリッドのライフサイクルで再初期化される場合に例外が

発生される問題を修正しました。 

253116 igGrid (Updating) バグ修正 

グリッドの高さを設定しない場合、更新機能エラー メッセージがスクロールで非表示にならない問題。 

注: 

igGrid の編集モードで特定のセルにエラー メッセージを表示する場合、グリッドが検証メッセージを

含むセルがビューポートに表示されないため、垂直方向にスクロールすると検証メッセージが非表示に

なります。これによってその他の列に無効な値がある問題を回避します。 

248479 igGrid (Updating) バグ修正 

editMode が 'cell' の場合、editCellEnded イベントで updateRow メソッドを呼び出すと、セ

ル値が元に値に戻される問題。 

250883 igGrid (Updating) バグ修正 

グリッドを垂直方向に右端へスクロールし、最後の列を igCombo をエディターとして使用する場

合、編集モードに入るときにヘッダー行とデータ行の位置がずれる問題。 

251090 igGrid (Updating) バグ修正 

編集モードでサイズ変更や非表示機能をキャンセルすると、ユーザー入力が失われる問題。 

注: 

columnResizing/columnHiding イベントをキャンセルしても更新によって編集モードを終了しま

せん。 

251170 igGrid (仮想化) バグ修正 タッチ デバイスで固定仮想化を持つグリッドをスクロールできない問題。 

GH1691 igLoader バグ修正 igCategoryChart および igShapeChart のローダー問題。 
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253517 igMap バグ修正 

データ ビジュアライゼーション ツールチップはページの y 軸をオーバーフローする問題。 

注: 

垂直ツールチップのオーバーフロー保護がチャートおよびマップに追加されました。これによってツールチ

ップがウィンドウの表示境界より大きくなるのを防止します。 

251237 igMap バグ修正 

igMap のズームでタイルがぼやける問題。 

注: 

マップで必須タイルのダウンロードでフリーズする問題を解決しました。 

243529 igPieChart バグ修正 selectedItemChanged イベントが連続して呼び出される問題。 

251506 igPivotDataSelector バグ修正 フィルター ポップアップのチェックボックスでチェック状態が保持されない問題。 

245190 igPivotGrid バグ修正 

フィルター ポップアップでチェックされていないメンバーが表示されたままになる問題。 

注: 

"executeProperties.DbpropMsmdSubQueries" と呼ばれる新しい実行プロパティが追加し

ました。このプロパティを 2 に設定する必要があります。 

246719 igScheduler バグ修正 dataSource が渡されない場合にスケジューラが表示されない問題。 

241327 igScroll バグ修正 タッチ環境で igGrid 内の igScroll が表示されない問題。 

251626 igSpreadsheet バグ修正 編集中のセルの書式設定を変更すると、入力したテキストがクリアされる問題。 

254083 igSpreadsheet バグ修正 

数式バーのコンボ ボックスがツールチップを表示し、空のドロップダウン リストメッセージ、クリア ボタン、

およびプレースホルダーを表示する問題。 

GH1590 igTextEditor バグ修正 

maxLength オプションを igTextEditor で設定した場合、keydown イベントがドキュメントで発

生しない問題。 

GH1701 igTimePicker バグ修正 JSON 日付書式設定を持つ igTimePicker が値を表示しない問題。 

GH1601 igTimePicker バグ修正 検証コントロールで igTimePicker のサポートがない問題。 

248298 igTreeGrid バグ修正 

グリッドがマウス ホイールを使用して下へスクロールした後、垂直スクロールバーが上に移動する問

題。 

注: 



      

7/ 8    

バグ 248538 と重複。 

248538 igTreeGrid (選択) バグ修正 

仮想化が有効な igTreeGrid の問題。マウス ホイールを使用して下へスクロールした後、スクロー

ルが上に戻る問題。 

247378 ローカライズ バグ修正 

"es"  ロケール ファイルの読み込みで例外が発生される問題。 

注: 

igNotifier の 'es' ローカライズ ファイルと fr リソースの依存関係を削除しました。 

247461 ローカライズ バグ修正 

「allowFiltering" オプションを false に設定した列がある場合、グローバルに言語を変更するとき

に例外が発生される問題。 

注: 

言語を "es" に変更しても例外は発生されません。 

238218 MVC ラッパー バグ修正 

IgniteUI MVC パッケージを Visual Studio 2017 を使用して .Net Core アプリケーションにイ

ンストールできない問題。 

247425 MVC ラッパー (チャート) バグ修正 

Title および Subtitle プロパティが MVC CategoryChart AspNetCore アセンブリにない問

題。 

247451 MVC ラッパー (チャート) バグ修正 

MVC プロジェクトで項目値の範囲が大きすぎる (100 - 100,000 など) 場合にしきい値エラーが

発生される問題。 

注: 

円チャートの選択実装で null 参照例外を直しました。 

247689 MVC ラッパー (チャート) バグ修正 

xAxisFormatLabel および yAxisFormatLabel が intellisense にない問題。 

注: 

XAxisFormatLabel および YAxisFormatLabel が ASP.NET MVC CategoryChart に追

加されました。 

245986 MVC ラッパー (グリッド フィルタ 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。 
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リング) 

 


