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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 2019.1 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 

265943 Excel バグ修正 

TextOperatorConditionalFormat の条件が満たされている場合もセルの外観が変更さ

れない問題。 

263696 Excel バグ修正 背景が削除された画像が新しい Excel に正しく保存されない問題。 

264551 Excel バグ修正 ワークシートに数千のハイパーリンクがある場合、ワークブックのロードに時間がかかる問題。 

264662 igCombo バグ修正 リモート フィルタリングが適用されると、スクリプト エラーがスローされる問題。 

GH1972 igDatePicker バグ修正 igDatePicker で Excel から貼り付けが機能しない問題。 

GH1966 igDialog バグ修正 

[igDialog] openAnimation が 「フェード」 のときにモーダル igDialog が完全に表示され

るまで、背景がぼやけない問題。 

260849 igGrid バグ修正 

defaultColumnWidth が "*" に設定されていて、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。 

265026 igGrid バグ修正 グリッド幅が狭くなると、最後の列に表示されるセルテキストの長さが変わる問題。 

https://jp.infragistics.com/my-account/keys-and-downloads/
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265038 igGrid バグ修正 

ColumnFixing、Selection、RowSelectors、および Vitualization が有効な場合、ヘ

ッダーとレコードが igGrid で整列されない問題。 

注: 

非データセルが存在する場合にヘッダー セルとボディ セルの間の不整合を引き起こす問題を

解決しました。 

265279 igGrid バグ修正 

仮想化と行セレクターが有効な場合、ヘッダーとデータセルの間の垂直方向の配置に誤りがあ

る問題。 

265715 igGrid(AppendRowsOnDemand) バグ修正 

jQuery 3.1.x では、フィルターが適用された後、AppendRowsOnDemand が自動モー

ドで次のチャンクをロードしない問題。 

264787 igGrid(ColumnFixing) バグ修正 

列コレクションがプログラムで設定され、グリッドの表示イベントで fixColumn メソッドが呼び出

されると、エラーがスローされる問題。 

264863 igGrid(ColumnHiding) バグ修正 

showMultiColumns / hideMultiColumns メソッドは、複数列ヘッダーを表示/非表示

しない問題。 

265476 igGrid(ColumnHiding) バグ修正 

非表示列を含む複数列ヘッダーを移動すると、非表示列が間違った複数列ヘッダーの下に表

示される問題。 

265820 igGrid(Filtering) バグ修正 高度なフィルタリング ダイアログの条件リストでラベルが正しくローカライズされていない問題。 

264562 igGrid(Filtering) バグ修正 

clearSorting API で並べ替えがクリアされると、フィルターで除外された行が表示される問

題。 

264783 igGrid(Filtering) バグ修正 

高度なフィルターダイアログをはじめて開く前にフィルター メソッド呼び出すと Uncaught 

TypeError がスローされる問題。 

265142 igGrid(Filtering) バグ修正 

高度なフィルター ダイアログで Tab キーを押すと、エラーが発生する問題。 

注: 

高度なフィルター ダイアログのすべての要素をタブで移動すると、ブラウザーのコンソールでエラー

がスローされる問題を修正しました。 

265156 igGrid(igGridExcelExporter) バグ修正 igGridExcelExporter でサイズの大きいデータをエクスポートするときにブラウザーの速度が
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低下する問題。 

264865 igGrid(Multicolumn Headers) バグ修正 

MultiColumnHeaders の下の列が非表示で、固定列が固定されていない場合、列データ

が間違った列ヘッダーの下に表示される問題。 

264026 igGrid(Paging) バグ修正 

言語を「ja」に設定した際に PageSize ドロップダウンの buttonTitle が英語で表示される

問題。 

265660 igGrid(RowSelectors) バグ修正 

RowSelectors および Virtualization が有効で、最初の列が広い場合、igGrid の下部

にギャップがある問題。 

265281 igGrid(Sorting) バグ修正 列のソートを解除する場合にフィルタリングが適用されない問題。 

265389 igGrid(Updating) バグ修正 

チェックボックス エディターが Enter キーで編集を終了すると、キャッチされない TypeError 

がスローされる問題。 

264090 igHierarchicalGrid バグ修正 

階層グリッドの子が DOM から削除された場合もグリッドの高さを変更した後に破棄されない

問題。 

264864 igHierarchicalGrid\RowSelectors バグ修正 

igGridGrouping の pagingMode が「dataRecordsOnly」の場合、グループ化後の行

の番号付けに誤りがある問題。 

注: 

行セレクターの番号付けで、pagingMode が 「dataRecordsOnly」に設定されている場

合のグループ化データをカウントします。 

260106 igHtmlEditor 機能改善 コードの強調表示機能を追加。 

264543 igLoader バグ修正 

igMap 依存関係からの参照は API 依存関係セクションにリストされておらず、igLoader に

含まれない問題。 

GH1982 igLoader バグ修正 PathVisualData はコンストラクターでない問題。 

GH1974 igMaskEditor バグ修正 inputMask の文字列がフォーカスが離れると表示される問題。 

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。 

263286 igSpreadsheet バグ修正 値が負またはゼロの場合、通貨文字がセルの左側に正しく配置されない問題。 
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265654 igSpreadsheet バグ修正 トラックパッドで水平にスクロールできない問題。 

GH1958 igTextEditor バグ修正 

igTextEditor._deleteList をオーバーライドして、jQuery datepicker が削除されるのを

防止します。 

265944 MVC Wrappers(Editor) 機能改善 igNumericEditor's "roundDecimals" オプションを MVC ラッパーに含めました。 

264960 MVC Wrappers(Grid) バグ修正 

ページにグリッドとフォームがあり、送信時にフォームが POST リクエストを行うと、MVC ヘルパ

ーがエラーをスローする問題。 

 


