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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 2018.2 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 

260323 Excel Engine バグ修正 条件付き書式の式が、ターゲット領域の左上ではなく A1 を基準にして逆シリアル化される問題。 

259499 Excel Engine バグ修正 

CellFormat.FormatString が "[DBNum2] [$  -  411] General" の場合、誤ったセル形式になる問

題。 

260985 Excel Engine バグ修正 アップロード後に Excel Engine のパスワード保護が失われる問題。 

251607 Excel Engine バグ修正 数式でセルを読み込む際の問題。 

253373 Excel Engine バグ修正 Excel が VLOOKUP 式を計算しない問題。 

255863 Excel Engine 機能改善 

チャートオブジェクトを含む Excel ファイルを再保存すると、チャートは失われ、ワークシートに置き換えられます。 

注: オープン xml 形式 (xlsx など) の Chartsheets のサポートを追加しました。 

256891 Excel Engine バグ修正 

InfragisticsWorksheetCell.GetText() がカスタムな書式 (#/#### "SF") のセルに対して例外をスロー

する問題。 

259691 igDataChart バグ修正 

igDataChart が非表示の要素で初期化されるときにシリーズは表示されません  

注:  

display：none でチャートを作成するとレンダリングの問題が発生するというシナリオは解決されました。 

GH1902 igDateEditor バグ修正 キーの上/下を押すと、TimePicker と DateEditor の値は午前 12:00AM にリセットされます。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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262383 igFinancialChart バグ修正 

時間軸とパーセント軸を使用してチャートにインジケーターを追加しようとする際に、キャッチできない範囲外エラー 

(最大呼び出しスタックサイズを超えました) が発生する問題。 

260849 igGrid バグ修正 

defaultColumnWidth を "*" に設定して、データ以外の列があり、autoFitLastColumn が true の場合、

水平スクロールバーがレンダリングされる問題。 

注:  

デフォルトの列幅を自動サイズ ("*") に設定して、autoFitLastColumn が true で、行セレクタ列などのデータ

以外の列がある場合、水平スクロールバーはレンダリングされません。 

261290 igGrid バグ修正 

igGrid が連続仮想化、行セレクター、列固定、集計、および更新を使用して構成されている場合、選択された

セルスタイルが最後の行のセルに割り当てられる問題。 

261291 igGrid バグ修正 

igGrid が連続仮想化、行セレクター、サマリー、更新 (および列固定) で構成されている場合、RowSelector 

のチェックボックスがオフにならない問題。 

260151 igGrid バグ修正 

igDataSource インスタンスを igGrid の dataSource として設定すると、igDataSource に設定されたオプシ

ョンの一部が上書きされます。 

注:  

データソースに設定されたすべての responseContentType および requestType は、igGrid のデフォルト設

定で上書きされなくなりました。 

262508 

igGrid (フィルタリン

グ) バグ修正 フィルタリング ドロップ ダウンが誤った列に対して開かれる問題。 

244433 

igGrid (フィルタリン

グ) バグ修正 columns.dateDisplayType: "utc" の場合、"昨日" と "今日" の条件に 2 日間の差がある問題。 

260687 

igGrid 

(RowSelectors) バグ修正 グループ解除後に誤った行番号になる問題。 

260155 igGrid (集計) バグ修正 

ソート (フィルタリングなど) が実行された後に空の要約行がレンダリングされない問題。  

注:  

この修正により、ソート、フィルタリング、または再レンダリングが必要な操作が実行された後に空の集計行がレンダリ
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ングされるようになりました。 

259008 igLoader バグ修正 ローダーが対話機能のためにリソースを正しくロードしない問題。 

GH1904 igNotifier バグ修正 [igNotifier] `isVisible` メソッドの返却型に誤りがある問題。 

260657 igScheduler バグ修正 

週表示の DateRange テキストがナビゲーション時に統一していない問題。 

注: 

1 度に 1 週間ナビゲーションしても現在の表示日が 7 日変わらない場合のある JS Scheduler WeekView 

の問題が解決されました。 

256512 igScheduler バグ修正 igScheduler は UI 操作に応答しない問題 (Internet Explorer 11 のみ)。 

GH1895 igScheduler バグ修正 igScheduler は UI 操作に応答しない問題 (Internet Explorer 11 のみ)。 

259578 igSpreadsheet バグ修正 

コンテンツをクリアした後で並べ替えダイアログに誤った領域が表示され、TypeError (c.message は、色による

並べ替えの関数ではありません) がスローされる問題。 

260705 igSpreadsheet バグ修正 左から右への並べ替えに切り替えても並べ替えコンボが表示されない問題。 

255606 igSpreadsheet バグ修正 

igSpreadsheet が <form> 内にあるときに送信が呼び出されないようにするために、FilterDialogForTable 

および FilterDialogForWorksheet の [OK] ボタンおよび [キャンセル] ボタンを "button" タイプにする必要

がある問題。 

GH1902 igTimePicker バグ修正 上矢印/下矢印のキーを押すと、TimePicker と DateEditor の値が午前 12:00 AM にリセットされる問題。 

GH1888 igTimePicker バグ修正 igTimePicker は日付値を受け取らない問題。 

251503 

MVC ラッパー (チャ

ート) バグ修正 DataChart のデフォルトツールチップが StackedFragmentSeries に表示されない問題。 

261227 

MVC ラッパー (グリッ

ド フィルタリング) バグ修正 

[GridDataSourceAction] 属性が使用されていて、ローカリゼーションのためにコンマが小数点として使用されて

いると、リモートフィルタリングが正しく機能ない問題。 

257829 

MVC ラッパー (グリッ

ド ) バグ修正 MVC グリッドラッパー モデルで requestType オプションを設定できない問題。 
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GH1899 NuGet パッケージ。 機能改善 静的ファイルが ASP.NET Core プロジェクトの wwwroot にコピーされない問題。 

GH1892 TypeScript バグ修正 Nuget および NPM でタイプスクリプトの入力の期限切れ。 

GH295 TypeScript バグ修正 Igniteui.d.ts に $.ig.formatter の定義がない問題。 

 


