
RT System Editor - チケット
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4651 0 バグ 新規 通常 RTSEがフリーズする問題 n-miyamo
to

 2019/01/16 06:54    

4643 100 機能 解決 通常 Configuration Viewのパラメータの並べ替えを可能にする ga ga 2018/12/14 16:55    

4633 0 バグ 新規 低め システムダイアグラム上にポート名やRTC名が残る n-miyamo
to

 2018/11/27 01:41    

4625 0 バグ 新規 今すぐ ポートを接続したはずなのにシステムダイアグラム上で接続されていないように表示さ
れる

n-miyamo
to

ga 2019/01/16 07:20  RELEASE_1
_2_0

 

4624 0 バグ 新規 今すぐ システムダイアグラム上のRTCが消えない、OpenRTPが固まる n-miyamo
to

ga 2019/01/10 06:42  RELEASE_1
_2_0

 

4623 100 バグ 解決 今すぐ ネームサーバー起動ボタンを押した時に起動済みのネームサーバーが終了しない n-miyamo
to

ga 2019/01/02 11:35  RELEASE_1
_2_0

 

4619 0 機能 新規 通常 複合コンポーネントをアクティブ化すると、子コンポーネントをアクティブ化しようと
する

n-miyamo
to

ga 2018/11/16 01:59    

4558 100 機能 解決 通常 コネクタの接続先切り替えの機能 n-miyamo
to

ga 2018/12/14 16:53    

4545 100 機能 解決 通常 DataPort間接続方法の修正 ga ga 2018/05/29 13:34    

4540 100 機能 解決 通常 NameServiceViewからManagerをRestart/Shutdownできるようにする ga ga 2018/05/26 06:05    

4537 100 機能 解決 通常 ネームサービスビューの履歴情報 ga ga 2018/05/22 12:02    

4536 100 機能 解決 通常 ネームサーバー終了ボタンの追加 ga  2018/07/19 10:56    

4535 100 機能 解決 通常 表示変更ボタンの追加 ga  2018/05/21 15:18    

4534 100 機能 解決 通常 データポートのデータ送受信モニタリング機能 ga ga 2018/05/21 15:17    

4533 100 整備 解決 通常 メニュー名の修正 ga ga 2018/05/21 15:17    

4529 100 機能 解決 通常 アイコンの作成（その2） harumi harumi 2018/05/21 15:17  RELEASE_1
_2_0

 

4528 100 機能 解決 通常 アイコンの作成（その2） harumi harumi 2018/05/19 13:15  RELEASE_1
_2_0

 

4519 100 整備 解決 通常 RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する n.kawauc
hi

n.kawauc
hi

2018/04/20 18:21    

4500 100 機能 解決 通常 アイコンの作成 n-ando harumi 2018/05/19 13:34  RELEASE_1
_2_0

 

4496 100 機能 解決 通常 マネージャ起動ボタンの追加 n-miyamo
to

ga 2018/05/19 13:12    

4495 100 機能 解決 通常 実行コンテキストはデフォルトでは表示しない n-miyamo
to

ga 2018/05/19 13:06    
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4494 0 バグ 新規 通常 「System
Diagramは変更されています。変更を保管しますか？」の画面で、保存しないボタンが
「Don't Save」と英語で表示される

n-miyamo
to

ga 2018/03/26 23:34    

4493 100 バグ 解決 通常 ポートの数が0の時に、RTCが極薄の形状で表示される n-miyamo
to

ga 2018/03/31 13:27    

4492 100 バグ 解決 通常 ネームサーバー起動ボタンでネームサーバーを起動したときに、ネームサービスビュー
に起動したネームサーバーが自動的に表示される場合とされない場合がある

n-miyamo
to

ga 2018/05/19 13:31    

4475 100 機能 解決 通常 複数のネームサーバー接続時に再起動時すると、最後に接続したネームサーバーしか表
示されない

n-miyamo
to

ga 2018/03/07 13:15    

4442 100 機能 解決 通常 RTSProfileのRTC起動順を指定する方法を提供する n-ando ga 2018/03/09 15:42    

4425 100 機能 解決 通常 全体プロセス終了(All Exit)ボタンの追加 n-ando ga 2018/02/16 00:24    

4390 100 整備 解決 通常 データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設 n-ando ga 2018/01/23 22:42    

4372 100 機能 解決 低め ネームサーバー起動ボタンの実装 n-miyamo
to

ga 2018/02/21 01:01    

3600 0 整備 新規 通常 RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する n.kawauc
hi

 2016/09/07 18:36    

3559 0 整備 新規 通常 RTSytemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする n-ando  2016/04/20 08:50    

2716 0 バグ 新規 通常 RTSystemEditorにて保存したコンフィギュレーション値を復元できない場合がある n.kawauc
hi

 2013/06/17 17:27    

2513 0 調査 新規 通常 rtmtools-1.1リリースについて検討 n-ando  2012/08/15 15:10    

2098 0 バグ 新規 通常 RTMツールのアップデートサイトでfeature間の依存関係の自動解決などupdate
siteの機能が働かない

kurihara  2011/05/09 18:13    

1446 0 整備 新規 通常 rtmtools更新サイトの整備（外部用） n-ando  2010/04/27 11:00    

1445 0 整備 新規 通常 rtmtools更新サイトの整備（内部用） n-ando  2010/04/27 10:59    

1444 0 整備 新規 通常 rtmtools自動ビルドシステムを再構築する n-ando n-ando 2010/04/27 10:58    

1443 0 バグ 新規 通常 RTSProfile: Allowable values for sendingTiming are not specified gbiggs  2010/04/26 15:12    

1441 0 バグ 新規 通常 RTSProfile: A Preceding that depends on a non-existent optional component will block
plans

gbiggs  2010/04/26 15:02    

1439 0 バグ 新規 通常 RTSProfile: multiple conditions per target are allowed. gbiggs  2010/04/26 14:59    
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