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4391 100 バグ 終了 通常 文字化け修正 n-ando miyamoto 2018/09/13 09:34    

4145 100 バグ 終了 通常 ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 n-ando n-miyamot
o

2018/09/13 09:29  RELEASE_1_2
_0

 

3940 0 バグ 新規 通常 CorbaNaming.cppのポインタ演算 n-ando  2017/02/10 11:48    

3697 90 バグ 担当 通常 ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に
適切に遷移しない問題

n-ando n-ando 2016/11/01 02:09    

3574 100 バグ 終了 通常 Manager::getORB()
等のリファレンスカウントとownershipを整理する

n-ando n-ando 2016/08/09 15:03    

3509 0 バグ 新規 通常 Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し n-ando  2016/04/11 13:35    

3438 90 バグ 新規 通常 hrpsys-base の rtm.py::reeadDataPort() を呼ぶと disconnect()
で稀に落ちる

n-ando  2016/05/13 10:14    

3251 0 バグ 新規 通常 Windows用のcoil_config.h
の記述がいろいろと変（Linux用のヘッダになっている）

n-ando n-ando 2015/07/10 23:34    

3088 100 バグ 終了 通常 idl
ファイルの置かれているディレクトリにピリオドがあるとrtc-tem
plateがおかしくなる

k-okada  2015/07/10 22:08    

3086 100 バグ 終了 通常 OutPort::writeがポートの接続時に遅くなる k-okada n-ando 2015/07/10 22:14    

2808 0 バグ 新規 通常 ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の
deactivate_component() を修正する

n-ando n-ando 2015/07/10 23:34    

2807 30 バグ 新規 通常 coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要 n-ando n-ando 2015/07/10 23:34   2013/08/2
7

2802 0 バグ 新規 通常 rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない n-ando  2015/07/01 09:28    

2567 0 バグ 新規 通常 coilの.pcファイルが64bitの時機能しない n-ando  2015/07/10 23:34    

2560 0 バグ 新規 通常 バッファやコネクタまわりに関しての改善・検討要望 n-ando  2015/07/01 09:28    

2543 0 バグ 新規 通常 InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパテ
ィで与えられるようにする。

n-ando n-ando 2015/07/01 09:28    

2488 0 バグ 新規 通常 configureの--with-libsオプションが機能しない n-ando n-ando 2015/07/01 09:29    

2406 100 バグ 終了 通常 coild.lib と.dllについて hanyuexin
g

 2015/07/10 22:22    

2375 100 バグ 終了 通常 LTTSample　Debug版での問題 kurihara  2015/07/03 14:54    

2308 0 バグ 新規 通常 Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま n-ando n-ando 2015/07/10 23:34    

2158 0 バグ 新規 通常 RTCs can be deleted from a manager while participating in a
Composition

gbiggs gbiggs 2015/07/01 09:29    

2084 30 バグ 担当 通常 複合RTCのメンバ(子RTC)を削除すると，すべての子RTCがECから
デタッチされてしまう

ta kurihara 2015/07/01 09:30    
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1472 0 バグ 新規 通常 Compositeコンポーネントのポート公開に関する問題 kurihara  2015/07/01 09:30    

1430 0 バグ 新規 通常 Managerのshutdownに関する問題 n-ando n-ando 2015/07/01 09:30    

1429 0 バグ 新規 通常 rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる n-ando n-ando 2015/07/01 09:31    

1427 0 バグ 新規 通常 InPort::getStatus() の追加 n-ando n-ando 2015/07/01 09:31    

818 0 バグ 担当 通常 複合RTCの公開Port設定について ta n-ando 2015/07/01 09:35    

817 0 バグ 担当 通常 Configurationの削除 ta n-ando 2015/07/01 09:35    
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