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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 2017.2 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 

254342 Excel ライブラリ バグ修正 セルと関連する Style を設定した場合に CenterAcrossSelection がテキストの水平配置に影響し

ない問題。 

255575 Excel ライブラリ バグ修正 大量のデータを挿入する際にパフォーマ数が低下する問題。 

251195 igCategoryChart バグ修正 CategoryChart のツールチップが背景を描画しない問題。 

253109 igDataChart バグ修正 DOM にアタッチしていない DOM 要素を初期化した場合に igDataChart が 何も描画しない問題。 

注： 

DOM からデタッチされた igDataChart を初期化した際にアタッチ後に正しく描画されない問題。  この

問題は修正されました。 

255855 igDataChart バグ修正 display:none で igDataChart を作成するとコンテナがエラーをトリガーする問題。 

注: 

非表示のコンテナで igDataChart を作成する際にエラーがトリガーされる問題。  この問題が解決済

みです。 

GH1695 igDatePicker バグ修正 IME が有効な場合に数字を入力すると キャッチされない TypeError がスローされるの問題。 

255646 igGrid バグ修正 ページがズームされる際に仮想グリッドに固定列がある場合にヘッダーとコンテンツ セルの間にずれが生じ

る問題。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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256760 igGrid バグ修正 igGrid で初期時に列を固定して非表示にすると Safari でヘッダーのヘッダー レイアウトが壊れる問

題。 

251227 igGrid バグ修正 MS Edge で水平のスクロールのつまみが消える問題。 

251553 igGrid バグ修正 複数列ヘッダーが有効な場合、固定列の幅の設定が動作しない問題。 

注: 

グリッドに複数列ヘッダーが含み、グリッドの最初の列が非表示の際に列の幅が正常に適用されない問題

は解決されました。 

256852 igGrid バグ修正 フィルターが MacOS の Safari で動作しない問題。 

注: 

MacOS 上の Safari で IME 入力する場合と同様に、入力要素の値が更新された後にブラウザーがイ

ベントを発生し、正しいテキストの変更を妨げる KeyDown の編集値の冗長なキャッシュが削除されま

す。 

256133 igGrid (CellMerging) バグ修正 結合された行を含むグリッドを再バインドすると行結合モデルがリセットされない問題。 

注: 

igGrid の元のデータ ソースに含まれないレコードのために行結合が実行されない問題は解決されまし

た。 

256403 igGrid (CellMerging) バグ修正 ランタイムに mergeRows オプションが設定されない問題。 

注: 

以下のコードでランタイムに mergeRows オプションを設定できます。 

 

$("#selector").igGridCellMerging("option", "mergeRows", true); 

247279 igGrid (FeatureChooser) バグ修正 グリッドの幅を設定しない場合に機能セレクターが境界外になる問題。 

256809 igGrid 

(igGridExcelExporter) 

バグ修正 子グリッドの非バインド列をエクスポートすると igGridExcelExporter がエラーをスローする問題。 
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251509 igGrid 

(igGridExcelExporter) 

バグ修正 igGridExcelExporter は実際のプロパティの値をオブジェクト コンストラクターとして扱う問題。 

251622 igGrid (ページング) バグ修正 高さを 100% に設定してページングを実行すると igGrid の高さが増加する問題。 

注: 

グリッドがスクロールバーを作成しなくなり、高さを 100% に設定した場合にページングの実行によって高

さが増加される問題が解決されました。 

243491 igGrid (RowSelectors) バグ修正 グループ化された列のグリッドに新しい行を追加すると RowSelectors が未定義となる問題。 

注: 

グループ化されたグリッドの新しい行のための行セレクターの番号付けが正しく初期化されない問題が解

決されました。 

253773 igGrid (RowSelectors) バグ修正 initialExpand を false に設定した際にグループされた列がある場合、展開する時にレコードが選択さ

れない問題。 

注: 

グループ化によって展開された行および行セレクターのチェックボックスでレコードを選択すると選択が実行

されない問題は解決されました。 

251821 igGrid (Selection) バグ修正 アクティブ セルは方向キーで移動されるとアクティブ セルが表示されるビューポートに入らない問題。 

250914 igPivotDataSelector バグ修正 フィルタードロップダウン コンテンツに垂直スクロールバーが表示されない問題。 

247270 igPivotGrid バグ修正 igPivotGrid コンテナに垂直スクロールバーがない問題。 

注: 

igPivotGrid を開くとサイズが変更されます。 

224272 igPivotGrid バグ修正 Firefox と Internet Explorer 11 のための非表示プレースホルダーでピボット グリッドを初期化すると 

igPivotGrid の項目が非表示になる問題。 

GH1755 igPopover バグ修正 ポップオーバーの左配置は負の数に設定されないことを確認してください。 

GH1804 igTextEditor バグ修正 MacOS の Safari で igEditors が textChanged イベントを発生しない問題。 
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GH1725 igTree バグ修正 loadOnDemand が true の場合、最初の展開の時に igTree が nodeExpanded イベントを発

生しない問題。 

GH1724 igTree バグ修正 ノード テキストに HTML のエンコード文字列のスクリプトが含まれる場合、ノードのドラッグ時にスクリプト

が実行される問題。 

243593 igTreeGrid 

(ColumnHiding) 

バグ修正 最後の列を非表示にした後にサイズ変更すると非表示の列が消える問題。 

239747 igTreeGrid (更新) バグ修正 親 または新しい子行を追加すると行セレクターの番号付けが動作しない問題。 

注: 

UI で新しい子を追加した際の階層モードの行セレクターの番号付けが正しく動作しない問題が解決さ

れました。 

GH1722 igVideoPlayer バグ修正 プログレス バーをクリックすると currentTime はビデオの最後に移動する問題。 

255100 JavaScript バグ修正 infragistics.lob.js を使用する場合、$.ui.igGrid.version は実際のバージョンの代わりに 

<build_number> を返します。 

256038 MVC ラッパー (グリッド フィルタリ

ング) 

バグ修正 フィルタリング タイプがリモートの場合、ダブルバイト文字列はフィルターされない問題。 

255348 MVC ラッパー (グリッド ページン

グ) 

バグ修正 MVC ラッパー で Lambda 式によって PrevPageLabelText は設定できない問題。 

253361 MVC ラッパー (グリッド ) バグ修正 ASP.NET Core で MVC ラッパー は DataSet/DataTable にバインドされない問題。 

注: 

ASP.NET Core で Grid MVC Wrapper は DataSet/DataTable にバインドできます。 

 


