
RTC Builder - チケット
# 進捗率 トラッカ
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ス
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リ

対象バージ
ョン

期日

4154 100 整備 終了 通常 Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる n.kawauchi ga 2017/08/30 14:24  RELEASE_1
_2_0

 

4153 100 整備 終了 通常 RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する n.kawauchi ga 2017/08/30 14:24  RELEASE_1
_2_0

 

4151 100 バグ 終了 通常 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDL
ファイルのコピーもされない

n-ando ga 2017/09/09 12:22    

4135 100 整備 終了 通常 doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

4134 100 整備 終了 通常 ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセッ
トされるようにする

n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

4133 100 整備 終了 通常 cmake_minimum_requiredを3.0.2とする n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

4132 100 整備 終了 通常 インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

4020 100 バグ 終了 通常 モジュールカテゴリの最後の文字が消える n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

4014 100 バグ 終了 通常 include/****/CMakeLists.txtのPARENT_SCOPEオプション n-miyamoto  2017/08/30 14:24    

3993 100 整備 終了 通常 C++のRTC作成用テンプレートを整備する n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

3992 100 整備 終了 通常 PythonのRTC作成用テンプレートを整備する n.kawauchi ga 2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

3982 100 整備 終了 通常 PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する n.kawauchi ga 2017/03/17 09:38  RELEASE_1
_2_0

 

3980 100 整備 終了 通常 C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する n.kawauchi ga 2017/03/17 09:38  RELEASE_1
_2_0

 

3977 100 バグ 終了 通常 IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する
問題

n.kawauchi ga 2017/03/17 09:38  RELEASE_1
_2_0

 

3975 100 機能 終了 通常 travis.ci 向けテンプレート出力機能 takahashi takahash
i

2017/03/17 09:38   2017/03
/10

3973 100 バグ 終了 通常 Python版のプロバイダの実装コードの改行がおかしくなる問題 n-miyamoto ga 2017/03/17 09:38    

3965 100 整備 終了 通常 PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する２ n.kawauchi ga 2017/03/17 09:38  RELEASE_1
_2_0

 

3961 100 機能 終了 通常 ｢パッケージ化｣ボタンの削除 ga ga 2017/08/30 14:24    

3959 100 整備 終了 通常 FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる n-ando ga 2017/03/17 09:34    

3958 100 整備 終了 通常 FSMエディタ画面の右側のヒントを考える n-ando n-ando 2017/08/30 14:24    

3907 100 バグ 終了 通常 idlcompile.batでIDLファイルが足りない問題 n-miyamoto ga 2017/02/15 08:47    
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3899 100 バグ 終了 通常 設定ウィンドウで入力した「作成者、連絡先」や「ライセンス、使用条件、参考
文献」が文字化けする

n-miyamoto ga 2017/02/15 08:47    

3898 100 機能 終了 通常 RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする n.kawauchi ga 2017/02/15 08:47  RELEASE_1
_2_0

 

3890 100 整備 終了 通常 CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す n.kawauchi ga 2017/03/16 16:05  RELEASE_1
_2_0

 

3879 100 機能 終了 通常 【FSM4RTC】Import/Export機能の修正 ga ga 2017/03/16 16:06    

3877 100 機能 終了 通常 【FSM4RTC】StaticFSM用コードの生成 ga ga 2017/03/17 09:37    

3876 100 機能 終了 通常 【FSM4RTC】FSMエディタの追加 ga ga 2017/03/16 16:05    

3875 100 機能 終了 通常 【FSM4RTC】新規タブ｢FSM｣の追加 ga ga 2017/03/16 16:05    

3874 100 整備 終了 通常 VisualStudio固有コード生成機能の削除 ga ga 2017/02/15 08:48    

3834 100 整備 終了 通常 OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する n.kawauchi n.kawauc
hi

2017/08/30 14:25  RELEASE_1
_2_0

 

3833 100 整備 終了 通常 PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する n.kawauchi ga 2017/03/16 16:04  RELEASE_1
_2_0

 

3832 100 調査 終了 通常 OpenRTM-aist
1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動
作を確認する

n.kawauchi  2017/03/17 09:37  RELEASE_1
_2_0

 

3602 100 機能 終了 通常 新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにす
る

n.kawauchi ga 2017/03/16 16:05    

3601 100 機能 終了 通常 C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する n.kawauchi ga 2017/03/17 09:38  RELEASE_1
_2_0

 

3448 100 機能 終了 通常 Java生成コードの修正 ga ga 2017/02/15 08:49    

3447 100 機能 終了 通常 アクティビティタブ振る舞い変更 ga ga 2017/02/15 08:49    

3414 100 機能 却下 通常 IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる n.kawauchi  2016/03/04 14:38    

3365 100 整備 終了 通常 Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化
できない問題を解決する

n-ando n-ando 2017/02/15 08:49    

3276 100 バグ 終了 通常 コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる n-ando ga 2017/02/15 08:49    

3211 100 バグ 終了 通常 ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 n-ando ga 2017/02/15 08:49    

3202 100 バグ 終了 通常 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 n-ando n-ando 2015/07/10 23:37    

3198 100 機能 終了 通常 Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できる
ようにする

n.kawauchi  2015/07/10 23:37    

3084 100 バグ 終了 通常 Linux+OpenRTP(64bit)
の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる

n.kawauchi n.kawauc
hi

2015/06/05 14:35  RELENG_1_
1

 

3083 100 バグ 終了 通常 Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない n.kawauchi n.kawauc
hi

2015/06/05 14:35  RELENG_1_
1
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3082 100 機能 終了 通常 CMake3.0.2でのワーニング対応 n.kawauchi n.kawauc
hi

2015/06/05 14:35  RELENG_1_
1

 

3072 100 機能 終了 通常 Configurationの型をアンダーバーつきの隠しパラメータとして定義しておく n-ando ga 2017/02/15 08:48  RELENG_1_
1

 

3045 100 バグ 終了 通常 コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなど
でコンパイルが通らない

n-ando n-ando 2015/06/05 14:34  RELENG_1_
1

 

2891 100 バグ 終了 通常 IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパースペクティ
ブが開かなくなる

n-ando ga 2017/02/15 08:49    

2688 100 バグ 終了 通常 Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある n-ando  2013/06/12 00:38    

2612 100 バグ 終了 通常 Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動
がおかしい

n-ando ga 2017/02/15 08:49    

2590 100 バグ 終了 通常 CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin¦lib) に入る n-ando n-ando 2015/07/10 23:36    

2589 100 バグ 終了 通常 Mac OS X上でCMakeが通らない n-ando n-ando 2015/07/10 23:36    

2569 100 整備 終了 通常 CPack用アイコン画像を追加する n-ando ga 2017/03/17 09:37    

2556 100 バグ 終了 通常 Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィック
スにつくのを修正する

n-ando n-ando 2013/06/12 00:38  RELEASE_1
_1_0

 

2549 100 バグ 終了 通常 コード生成時の＜サービスインターフェース名＞が見つかりませんというエラー
について

n-ando ga 2013/06/12 00:38    

2330 100 バグ 終了 通常 自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB) kurihara ga 2013/06/12 00:39    

2300 100 バグ 終了 通常 トップのCMakeList.txtを短くする n-ando ga 2012/06/04 22:02    

2299 100 機能 終了 通常 コンポーネント.confの出力 n-ando ga 2012/02/03 13:05    

2298 100 バグ 終了 通常 バックアップファイルするを設定から指定できるようにする n-ando ga 2012/02/03 13:06    

2286 100 バグ 終了 通常 PACKAGE のビルドの前に doc のビルドをする必要がある。 匿名ユーザ
ー

 2015/07/10 23:36    

2284 100 バグ 終了 通常 PACKAGE のビルドでエラーが発生する。 匿名ユーザ
ー

 2012/02/03 13:08    

2279 100 バグ 終了 通常 java言語用に生成される実行スクリプトのCLASSPATHが1.0.0となっている。 匿名ユーザ
ー

ga 2013/06/12 00:39    

2259 100 バグ 終了 通常 IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。 n-ando ga 2012/02/03 13:06    

2258 100 バグ 終了 通常 IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDL
コンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない

n-ando ga 2012/02/03 13:08    

2244 100 バグ 終了 通常 生成されたコードのコメントをもう少し短くする n-ando ga 2012/02/03 13:08    

2243 100 バグ 終了 通常 Configuratioの制約条件で数字、不等号、ｘの間に空白があるとConstraint
Errorになる

n-ando ga 2012/02/03 13:08    

2242 100 バグ 終了 通常 RTC.xmlが正常に保存されない n-ando ga 2012/02/03 13:08    

2241 100 バグ 終了 通常 Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない n-ando ga 2012/02/03 13:07    
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2240 100 バグ 終了 通常 Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除さ
れない

n-ando ga 2012/02/03 13:09    

2239 100 バグ 終了 通常 BUilderのConfiguration入力のテキストボックスがtabで次項木に移動できるよう
にする。

n-ando ga 2012/02/03 13:09    

2238 100 バグ 終了 通常 Mac OS
XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により
過ぎていて「名称」が見えない

n-ando ga 2012/02/03 13:09    

1921 100 バグ 終了 通常 ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない n-ando n-ando 2010/12/02 23:24    

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    

1536 0 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c++コードは
ビルドエラーになる

匿名ユーザ
ー

 2010/05/28 10:12    

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    

1518 100 機能 終了 通常 Python用の生成されるコードで、MyModuleInit()を<RTC名>Init()とMyModuleInit
()に分ける。

kurihara  2010/05/26 10:40    

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    

1504 100 調査 終了 通常 生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのパスの問題 kurihara  2010/05/20 12:34    

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    
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1494 0 マニュア
ル

却下 通常 コード生成で生成されるファイル一覧 匿名ユーザ
ー

 2016/11/18 14:51    

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    

1489 100 バグ 終了 通常 RTCのソースコード内のModule
specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。

kurihara  2010/05/24 16:26    

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    

1023 100 調査 終了 通常 サービスポートで階層化されたインターフェース型の使用 匿名ユーザ
ー

 2015/07/10 23:36    

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    

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    
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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    

884 100 整備 終了 通常 [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型 匿名ユーザ
ー

ga 2012/02/03 13:10    

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    
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555 100 バグ 終了 通常 RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない gbiggs  2015/07/10 22:17    

554 100 機能 終了 通常 RTCBuilderに「m_」の接頭辞を選択できるようにする gbiggs  2015/07/10 22:17    

553 100 機能 終了 通常 RTCBuilderにworkspace/以外でgenerateするように gbiggs  2015/07/10 22:16    

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    

275 100 バグ 終了 通常 RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題 kurihara  2015/07/10 23:36    

250 100 バグ 終了 通常 引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題 n-ando  2008/11/21 14:48    

102 0 機能 却下 通常 generate時のdiff 匿名ユーザ
ー

 2011/12/07 17:33    

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    

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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