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1562 100 バグ 終了 通常 サービスポートのサーバントクラスのメソッドの宣言に関する問題 kurihara ta 2012/02/03 13:09    

1532 80 バグ 終了 通常 コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したjavaコ
ードはビルドエラーになる

匿名ユーザー ta 2010/05/28 10:10    

1528 100 バグ 終了 通常 コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミ
ティブ型(+string)だけにする。

kurihara ta 2010/05/28 15:49    

1525 100 機能 終了 通常 [Python]
IDLコンパイルが必要なRTCの場合、IDLコンパイルを行うためのbat、およ
びシェルスクリプトを生成するようにする。

kurihara ta 2010/05/26 10:44    

1523 100 バグ 終了 通常 [Python]
サービスプロバイダーポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化
処理の問題

kurihara ta 2010/05/26 10:41    

1522 100 バグ 終了 通常 [Python]
生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前
を小文字にする

kurihara ta 2010/05/26 10:41    

1516 100 バグ 終了 通常 生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる kurihara ta 2010/05/24 16:38    

1511 100 バグ 終了 通常 生成したPython言語コードが動作しない。 匿名ユーザー ta 2010/05/26 11:42    

1509 100 バグ 終了 通常 生成したＣ++言語コードでコンパイルエラーがでる。 匿名ユーザー ta 2010/05/24 15:11    

1508 100 バグ 終了 通常 生成したjava言語コードでコンパイルエラーがでる。 匿名ユーザー ta 2010/05/24 15:15    

1499 100 バグ 終了 通常 Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン kurihara ta 2010/05/24 16:27    

1497 100 バグ 終了 通常 複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェー
ス名を付ける事ができない。

kurihara ta 2010/05/24 16:27    

1495 100 バグ 終了 通常 基本タブのパッケージ化の「宛先ディレクトリ」の生成場所 匿名ユーザー ta 2010/05/24 14:24    

1491 100 バグ 終了 通常 アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする n-ando ta 2010/05/31 11:39    

1490 100 バグ 終了 通常 on_initializeを常に有効にする n-ando ta 2010/05/31 11:39    

1488 100 バグ 終了 急いで READMEの内容に関する問題 kurihara ta 2010/05/31 18:52    

1487 100 バグ 終了 通常 基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル kurihara ta 2010/05/24 16:14    

1485 100 機能 終了 通常 コンフィギュレーションタブのヒント kurihara ta 2010/05/24 16:14    

1390 100 バグ 終了 通常 コンポーネント.confが空白で生成される 匿名ユーザー ta 2015/07/10 23:35    

1389 100 バグ 終了 通常 rtc.confに実行周期の情報が書かれます 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:18    

1388 100 バグ 終了 通常 rtc.confが生成されない 匿名ユーザー ta 2015/07/10 23:35    

1022 100 調査 終了 通常 データポートで固定長配列を使用 匿名ユーザー ta 2010/01/12 23:58    

1021 100 機能 終了 通常 データポートのVar Nameにスペースがある場合の処理 kurihara ta 2010/05/24 16:10    

988 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]　コンフィグパラメータの制約条件(Vol2) 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:18    

987 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:18    
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986 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証]　デフォルト名の必要性 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:17    

930 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]
サービスポートのシートでのみ、マウス右クリックのsave不可

匿名ユーザー ta 2010/01/12 23:58    

904 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]　サービスポート_Interface部の不安定挙動 匿名ユーザー ta 2010/01/12 23:59    

903 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 匿名ユーザー ta 2010/01/12 23:59    

900 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証] "EVENT_DRIVEN"型 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:00    

899 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証]　コンフィグパラメータの制約条件 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:00    

898 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証] 「ウィンドウ」-「設定」-「データポート」-「IDL追加」 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:16    

897 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:11    

896 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:11    

895 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:00    

894 100 サポート 終了 通常 [1.0.0版検証] 　「Open/Import」　使い分け 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:01    

893 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] 　”*RTC.xml”というタブの「*」 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:01    

892 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証]　コード生成の「CANCEL」ボタン 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:11    

891 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]　merge箇所の「線」 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:01    

890 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証] コード生成時の、更新範囲 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:02    

889 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]　コード生成後の結果比較画面のスライダー 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:02    

888 100 調査 終了 通常 [1.0.0版検証]　「コード生成」すると更新対象以外の全ファイルも比較さ
れる？

匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:02    

887 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:10    

886 100 調査 終了 通常 [1.0.0版検証]　vcprojファイルなど 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:02    

885 100 調査 終了 通常 [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの制約条件によるXML保存エラー 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:03    

883 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]　データポートタブのDataType 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:03    

882 100 バグ 終了 通常 [1.0.0版検証]　データポートタブのラベル 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:10    

881 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:10    

880 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:09    

584 100 バグ 終了 通常 dummy変数の削除 n-ando ta 2010/01/13 00:00    

583 100 機能 終了 通常 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 n-ando ta 2010/01/13 00:03    

582 100 機能 終了 通常 コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする n-ando ta 2010/01/13 00:03    

343 100 バグ 終了 通常 Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する n-ando ta 2010/01/13 00:03    

335 100 バグ 終了 通常 サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする n-ando ta 2010/01/13 00:03    

285 100 バグ 終了 通常 エクスポートしたときのプログレスバーが残ったまま warataka ta 2010/01/13 00:04    

101 100 機能 終了 通常 改行コード 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:04    
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100 100 バグ 終了 通常 RT-component Configuration部 匿名ユーザー ta 2010/01/13 00:04    

99 100 機能 終了 通常 Execution rateの重複 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:09    

98 100 機能 終了 通常 ServicePORT SVC_implファイルへのコメント 匿名ユーザー ta 2010/06/01 12:09    
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