Hudson - Feature #113
0.1.5リリースの手はずを整える
07/01/2009 05:30 PM - Toshiyuki Ando

Status:

終了（Closed）

Start date:

07/02/2009

Priority:

通常（Normal）

Due date:

07/02/2009

Assignee:

Toshiyuki Ando

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

2.00 hours

Category:
Target version:

0.2.0

Description
注意事項とか書かないといけないので。まとめてみる。
英語と日本語で。

New feature （新しい機能）
チケットにビルド結果を表示するようになりました。
チケットに関連するリビジョンがビルドされた場合、ジョブの名前／ビルド番号／結果とビルドが行われた日時が表示されます。
該当のビルドにリンクされます。
Plugin shows build result on issue.
Shows job-name, build-number, result and built date and time
when Hudson builds revisions associated issues.

Changed (変わったところ）
設定変更の権限はプロジェクトメンバーにのみ与えることができます。
You can no longer grant a edit_hudson_settings right to non member.
アイコンをHudsonから引用するようにしました。
Use Hudson icons.

Important reminder （重要な注意事項）
Hudson のバージョンが 1.313 より古い場合は、テスト結果やチェンジセットが取得できず、履歴に表示できないかもしれません。
テスト結果やチェンジセットが取得できなくても、ビルド情報だけは保存します。が、一度失敗すると二度と取得しません。
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Recommend Hudson 1.313
If you use old version of Hudson, plugin may not get test results and changesets.
Plugin store build information, if plugin can't get test results or changesets.
But, If plugin fail, never get test results, changesets again.
ビルドの情報はプラグインにアクセスした際に取得しています。
現在、排他処理が入っていないので、Redmine が複数のサーバで動作している場合は上手く動かない場合があります。
排他処理については、次のバージョンで何とかしたいと思っています。
Plugin get build information when you access plugin (Hudson tab).
Plugin has no exclusive control, so plugin doesn't work when redmine works on multi-process.
I'll try next version.
プラグインはビルドの情報を、直近10数件しか取得することができません。
すでに多くのビルドが実行されている場合、全てのビルド情報を蓄積できないので、注意してください。
Plugin can get recent build infomation, more than a dozen.
If Hudson has many build infomations, Plugin can't get all. sorry.
どうしようもなくなった場合は、設定ページからデータベースの内容を初期化してみてください。状況が改善するかもしれません。
（うーん。投げやりすぎ）
Something is wrong with plugin, you should try to delete data from database.
( use 'delete history' button in setting page )
History
#1 - 07/04/2009 11:55 AM - Toshiyuki Ando
- File redmine_hudson_show_build_result_on_issue.png added
- Status changed from 新規（New） to 担当（Assigned）
ついでなので、ezFAQ プラグインの README.rdoc を参考に README.rdoc も書いてみる。
日本語は README_ja.rdoc にすればいいのかな？
#2 - 07/04/2009 12:03 PM - Toshiyuki Ando
RDoc 覚書
#3 - 07/04/2009 12:51 PM - Toshiyuki Ando
チケット #99 も今回いれてしまいます。
#4 - 07/04/2009 04:37 PM - Toshiyuki Ando
- Status changed from 担当（Assigned） to 終了（Closed）
おわったー。機能的にはある程度片付いてきた？
#5 - 07/04/2009 04:37 PM - Toshiyuki Ando
- % Done changed from 0 to 100
#6 - 07/06/2009 04:15 PM - Haru Iida
Toshiyuki Ando wrote:
おわったー。機能的にはある程度片付いてきた？
リリース時のフォーラムのタイトルは
RE: Hudson Plugin 0.1.0
ではなく
Hudson plugin 0.1.5 released.
とかにした方がよいかもしれません。
RSSでフォーラムをチェックしている人達はタイトルだけみたら単にバグや改善内容の議論をしているだけだと思って中を読んでくれないかもしれません。
#7 - 07/06/2009 11:25 PM - Toshiyuki Ando
あぁなるほど。それは確かにそうですね。
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思えばずーっとそうだった。
0.1.6 からは気をつけます。って、次は何の機能をいれるべきか。 #77 かな？

Files
redmine_hudson_show_build_result_on_issue.png

01/22/2021

10.4 KB

07/04/2009

Toshiyuki Ando

3/3

