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コミケ７５の頒布物制作状況

2008年12月23日 22:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
もう時間がない（;_;。とりあえず、DVDトールケースカードのデザインが完。これも、サークルカットの使い回し。あとは、取説の折り込み
と、DVDの中身のマスタリングと、２０枚コピー、袋詰めが残作業。 
 

現時点の頒布内容は、、、、 
 
コミケ７５の頒布物制作状況の続きを読む 

バードへJOBスイッチ（ＥＣＯお試し）

2008年12月23日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早くも、ドルイドのJobLv10になったので、早速、バードへ、セージーマスターのところに行って、JOBスイッチしました。 

今、現在、Lv51(74.1%)+バードJobLv1(0.0%)になりました。更なる経験値アップをがんば。

飛空庭の今（ＥＣＯお試し）

2008年12月23日 21:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

飛空庭の今の様子を紹介。地面を、雪にしてみました。
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内は、、、、

飛空庭の今（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

ドルイドに転職（ＥＣＯお試し）

2008年12月23日 19:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ウァテスJobLv50を達成して、魔法「ホリーグローブ」を覚えたので、早速、2次職の「ドルイド」へ転職。このドルイドは、攻撃魔法
がないので、しばらくしたら、次の「バード」へ転職する予定（これは、アップタウンのセージマスターの家の「禁断の書」でＪＯＢスイッチ
が可能。スイッチの時期はJobLv10の倍数が良い）。

この転職の試験に必要になった「こころのかけら」を、募集コメントを出して、探していたら、ＥＣＯに初めて入ってうろうろしていたとき
に、お会いした「光鬼」さんからオファーがあって、ゲットしました。お久しぶりです。どうも有難うございました。このブログも発見された
とのこで、恐縮。

# しかし、年賀状をどうにかせねば（＾＾；

 

今のレベル（ＥＣＯお試し）

2008年12月21日 23:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、現在のレベルは、Lv51+ウァテスJobLv49(約45%)。あと、もうちょっと、今週末には、JobLv50かというと、コミケ準備で、それどころ
でないか(^^;。とりあえず、JobLv50になって、魔法「ホーリーグローブ」を覚えたら、２次職に転職しよう。次は、ドルイドかバードだが、
バード経由ですぐに、バードになれるかどうか。 
 
コミケ７５の頒布物制作状況

2008年12月21日 20:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ＤＶＤ「はねっこくらぶ WINTER 2008」のレーベルを作成。後は、パッケージデザイン。中折は、ツール(weave, RenderMan自作
シェーダ、など)の簡単な取説を用意して、終わりかな（＾＾；。
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サークルカットの使いまわしで、すみません。時間がないので、お許しを、、、、

 

年賀状制作状況

2008年12月21日 19:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、やっと、試しプリント。1080dpiでプリントして、レンチキュラレンズシートをあわせてみると、ちゃんと解像度とサイズが合った(牛が
走っているように何とか見える)。これで、本番へと。でも、25日には、間に合わないかな。

アキバ徘徊

2008年12月21日 14:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、Ｆ商会で、DVD－Rメディアをゲット。あと、アキバヨドバシで、インクカートリッジなどを、ゲット。 
 

DVD－Rメディアは、内径が、23mmで、レーベル印刷面が広く取れるやつ。コミケ７５の
頒布物に使う予定。 
 
ノーザンの冬景色（ＥＣＯお試し）

2008年12月20日 23:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
久しぶりに、北に行ってみると、がらっと雰囲気が変わっていた。 
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今日、現在のレベルは、Lv50+ウァテスJobLv49になった。あと、１つレベルアップで、欲
しい魔法が覚えられる。あと一歩！ 
 
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ

2008年12月20日 16:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とうとう、Macintoshの話だが、PowerPCから、Intelへ移るときがきました。今日、知人のお店に、発注して代金を、振り込みました。これ
で、Macintoshは、このMacBook Pro 15inch(CPU2.4GHz,RAM4GB, HD250GB/7200rpm )の1台のみに、集約予定。これに、Maya2009, Pixar 
RenderMan Pro, Pixar RenderMan Studioなどのアプリをすべて、移設。

問題は、今までのPowerPCとIntelでは、エンディアンが異なるので、プログラミングするときに気をつける必要があること。良いことは、
WinXPも一緒に使えるようできること？

後は、納品を待つだけだが、今回、Maya　8.5 Complete からMaya　2009 Completeへのアップゲレードも一緒に頼んだ。今年、１年間での
CG関係の出費は、大分、かさんだ(^^;。 

 

アキバ徘徊

2008年12月20日 13:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午前中は、歯医者で、お昼から、アキバを徘徊。今日は、UDXで昼飯をとっていたら、サンタコスチュームの外国人と何人かの集団がやってき
て、お客に、プレゼント（お菓子）を配っていた。私も、ゲット。でも、、、、 
 

 

コミケ７５の頒布物（予定）

2008年12月19日 22:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今回、サークル「はねっこくらぶ」の頒布物は、レンチキュラレンズでアニメーション表示させるための画像合成
ツールweave（ＭａｃＯＳ/ＰＰＣ版のみのコマンドラインツール）と、お試し用のレンチキュラレンズシート
（シール付き）を2枚程度を付録にしようかと考えてます。あとは、RenderMan Shader「タオルっぽいやつ」か
な。

それぞれ、ＤＶＤ「はねっこくらぶ」に、サイトのアーカイブと一緒に、いれおきましょう。
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↑ レンチキュラレンズ用画像合成weave 
(6フレーム分) 

 

↑ シェーダ「タオルっぽい」 
（リストバンド） 

アキバ徘徊

2008年12月19日 21:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、クレバリで、可愛いマウスを見てけて、ゲット。 

 
 
年賀状制作状況

2008年12月15日 22:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、レンリキュラーレンズ用の画像へ合成してみた（今年も、sgi O2で合成）。サイズは、3240ドット×3240ドットで、1080dpiで、
3inch×3inchにプリントすれば、60lpiのレンチキュラーレンズにフィットする見込み。下画像は、合成結果を、縮小したもの。 
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こんな感じ。あと、制作ステップのスナップ（3Dモデル作成＆ア
ニメーション付け、TOONシェーダ割当＆彩色）は下画像。 
 

使用ツールは、Autodesk Maya 8.5 
Complete for MacOSX, Pixar RenderMan Studio 1.X, Pixar RenderMan Pro Server 13.X, Adobe Photoshop CS2, Adobe Illustrator CS3, レンチ
キュラレンズ向け画像合成の自作ツール。 
 
さて、もう、時間もないが、コミケ７５の準備もするとなると、年賀状投函は、大晦日かな(^^;。 
 
銀行諸手続き

2008年12月15日 18:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(3) ¦ トラックバック(0) 

今日は、風邪の養生に徹したかったが、平日でないとできない銀行諸手続きをしに、ちょいと外出。

●     まずは、銀行１で、キャッシュカードの磁気記録部分が磨り減ってきたので、ICキャッシュカードへ変更手続き。ここは、過去、同じ手
続きをした別の某銀行と違って、即日、発行できず、1週間ぐらいかかり、かつ、届いたカードをもって、再度、銀行窓口に行かねばな
らない。

●     次に、銀行２へ、新規口座開設。ここは、20時まで、TV窓口から手続きができるところだった。でも、手続きに30分ぐらいかかった。
この銀行２は、ICキャッシュカードへの変更は、磁気キャッシュカードからの変更手続きになる。手数料2100円とか。これは、職場にあ
るキャッシュディスペンサは、この銀行のものなので、生活の不自由を解消するには、口座開設が必要。

 

アーカイブ 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005

2008年12月

日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
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21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

今月のイラスト
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カテゴリ

●     CG (223) 
❍     RfM/RMS and Maya (89) 
❍     Siggraph Asia 2008 (10) 
❍     Siggraph2005 (15) 
❍     Siggraph2006 (35) 
❍     Siggraph2007 (18) 
❍     Siggraph2008 (22) 
❍     シーグラフ東京 (1) 

●     DIY (79) 
●     IT (406) 

❍     仮想サーバ (15) 
❍     玄人箱 (44) 

●     TIPS (10) 
●     お絵描き (98) 
●     たわごと (138) 
●     アキバ (620) 
●     アニメ (58) 
●     イベント (157) 
●     カメラ、写真 (50) 
●     グッツ (165) 

❍     ガレキ (42) 
❍     ドール (247) 

●     ゲーム (100) 
❍     ECO (72) 
❍     おいでよ どうぶつの森 (114) 

■     すれちがい通信 (33) 
❍     弾幕シューティング (7) 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/ (8/11)2008/12/24 16:05:56

http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/081223-04.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/081223-02.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/081223-03.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/081223-01.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08122103.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08122102.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08122101.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08122002.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08122001.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/rfmrms-and-maya/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/siggraph-asia-2008/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/siggraph2005/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/siggraph2006/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/siggraph2007/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/siggraph2008/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cg/cat70/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/diy/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/it/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/it/cat63/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/it/cat33/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/tips/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat35/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat42/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat44/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat53/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat38/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat45/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat39/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat39/cat49/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat39/cat40/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat46/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat46/eco/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat46/cat/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat46/cat/cat55/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/cat46/cat58/


Calturehazard, Blog of Digi-P 

●     コミケ (122) 
❍     コミケ73 (13) 
❍     コミケ74 (10) 
❍     コミケ75 (13) 

●     コミック (70) 
●     サイエンス (3) 
●     プログラミング (7) 
●     レンタルショーケース (97) 
●     日常 (253) 

❍     粉瘤切除 (2) 
●     映画 (6) 
●     法律 (144) 

タグクラウド

●     アキバ
●     お絵描き
●     DIY
●     EeePC
●     MDD
●     ToHeart2
●     さくら
●     コミケ74
●     ドール
●     フィギュア
●     フェイスメーク
●     初音ミク
●     東方系

月別 アーカイブ

●     2008年12月 (41)
●     2008年11月 (40)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
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●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2007年8月アーカイブ 
8月のイラスト・カレンダ

2007年8月31日 00:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

8月と言えば、コミケ? 

 

後は、「暑中お見舞い申し上げます」かな。熱中症にも、お気をつけ下さい。 

【デスクトップ画像】 1280x960 1024x768 800x600 PDF 

8月のイラスト・カレンダの続きを読む 

Pixar RenderMan Pro 13.5リリース

2007年8月30日 23:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、電子メールで、Pixar社から、Pixar RenderMan Pro 13.5リリースのお知らせが来ていた。土日に、ダウンロードして、
アップグレードしてみよう。シェーダのオブジェクト指向化に対応しているようだ。 

アキバ徘徊

2007年8月30日 23:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、ポイントを使って、懲りずに、GeForce8600GTSを買い直し、今度は、
Gigabyte社のファンレス版にした。あと、とらのあなで、コミック「藍蘭島」第11巻をゲット。 
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でも、動作のぎこちなさは、前のGeForce8600と、同じ。東方プロジェクトの弾幕シューティングが、がくがくとする。
FeForce7600GTの方が、スムーズの動作。色々、パラメータを確認して、どうも、「垂直同期」というパラメータの設定が、
「強制オフ」になっていて、これを、「強制オン」にすると、がくがぐとする症状は、なくなるようだ。あと。これで、HDMI
経由で、音声の接続をするのは、あきらめた。 

アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年8月29日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、DD用の下駄を見つけて、ゲット。 

 

はねっこパズル新絵柄リリース

2007年8月26日 18:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

コミケ73の申込に使ったサークルカットを使って、iアプリ「はねっこパズル」の新絵柄(十五夜編)にしてみました。 
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このiアプリのダウンロードは、ここ(http://hanekko.jp/i-mode/docomo/iappli/PUZZLE505-17/index.html)からできます。 

ポエ村つうしん(8月24日号)

2007年8月25日 21:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日の夜は、「とたけけ」のコンサート。曲名は、「アイリッシュそんぐ」だった。今夜は、さらに、花火大会で、村
長さんからは、線香花火をいただけた。 

Pixar RMS1.0の不具合問合せ

2007年8月25日 20:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

Pixar RnderMan Studio 1.0で、RenderManのディスプレースメント・カスタムシェーダを使った場合、保存したMayaシーン
ファイルを開いたときに、シェーダがロードされないようで、カレントフレームをレンダリングすると、そのディスプレースメ
ントが無効になった結果画像が出てくる。やはり、ストレスが溜まるので、Pixar社のサポート掲示板へ、サンプルを付けて、
バグレポした。もしくは、使い方が、間違っているのかな? 

オリジナルDD

2007年8月25日 20:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

アフタドルパでゲットしたToHeart2制服に着せ替え。 

服装かわると、雰囲気が変わるね。 

オリジナルDDの続きを読む 

HTドルパ大阪4アフターイベント
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2007年8月25日 20:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日と明日、VOLKSで、HTドルパ大阪4アフターイベントが開始。今日、初日、用事があって、朝から並べないので、Web経由
で、取り敢えず、「ミニDD用ドレスこのみ入学セット」の抽選販売に応募。「MDD柚原このみ」は、コミケ枠で、予約済み。 
遅ればせながら、お昼から、アキバVOLKSへ行ってみると、DD系は、まだ、在庫が残っていたので、「DD用ドレス To Heart2 
制服セット」をゲット。 

 

アキバ徘徊

2007年8月24日 22:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、DVD「らき☆すた」第3巻を見つけて、ゲット。 

 

明日は、アフタドルパだね。Web販売だと、抽選なので、慌てずに、申し込めるか(^^;。 

SIGGRAPH 2007報告会聴講

2007年8月23日 23:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、夜、シーグラフ東京主催のSIGGRAPH 2007報告会を聴講。今回も、18:30から21:15と、3時間弱と長丁場。 

 

現地で、聞き逃したところは、ここで、補完。 
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SIGGRAPH 2007報告会のお知らせ(転載)

2007年8月21日 22:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

以下、SIGGRAPH 2007報告会のお知らせを、転載致します。 

みなさま、こんにちわ。 シーグラフ東京事務局です。 

あさって8月23日(木曜)に、セミナーを行ないます。多くのみなさまの、ご来場をお待ちいたしております。 

SIGGRAPH 2007報告会のお知らせ(転載)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年8月20日 21:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミケ72限定の「このたま2」(オーディオCD)を見つけて、ゲット。コミケ
限定なんだけど、このたまは、コミケが終わってから、とらのあなの店頭に並んでるよね。 

 

アキバ徘徊

2007年8月19日 18:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、コミケ72不参加で、午後から、アキバを徘徊。でも、KBOOKSで、コミケ・グッツを補完。Leafグッツ(イラスト集+テ
レフォンカード+ケース)を見つけて、ゲット。あと、虎の穴で、弾幕シューティング・ゲームを見つけて、ゲット。 

 

深夜から長蛇の列に並ぶか、アキバで、少々、高値で、ゲットするかといっても、長蛇の列に並ぶには、限界もあるね。これっ
て、欲張り? 

ポエ村つうしん(8月18日号)

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/ (5/15)2008/12/24 16:08:12

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/siggraph-2007.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/siggraph-2007.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/siggraph-2007.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/siggraph-2007.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/siggraph-2007.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-885.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-885.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-885.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-885.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-884.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-884.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-884.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/post-884.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/08/818.html


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年8月アーカイブ 

2007年8月18日 22:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

海外旅行で、どうぶつの森のメンテが、少々、おろそかに、、、、まあ、、、、今日、土曜日の夜の「とたけけ」のコンサート
の曲名は、「けけチャイナ」だった。今夜は、更に、花火大会で、景気が良いやね。 

コミケ72見学(2日目)

2007年8月18日 16:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、企業ブースを先に回って、VOLKSブースの様子見に行こう。取り敢えず、MDD「このみ」と、若干の同人誌をゲッ
ト。 

会場の様子は、ここから、ご覧いただけます。 

コミケ72見学(2日目)の続きを読む 

コミケ73サークル参加申込書類完成!

2007年8月17日 22:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

 
サークルカット

今、やっと、コミケ73のサークル参加申込書類が完成。コンビニで、コピーを取ってきた。明日の
朝、コミケ72の見学に行く途中、郵便ポストに、投函しよう。 

【サークル概要】 

CGコンテンツ FC: オリジナルキャラ「はねっこ」を使ったCG集(2D,3D)、モバイルコンテンツなどを
制作。コンテンツ制作のためのプラグインソフト、PCゲーム、CG映像制作に挑戦中。 

注)次回から、「モバイルコンテンツFC」から、「CGコンテンツFC」へ変更します。 

コミケ72見学(初日&サークル参加)

2007年8月17日 20:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今回、初日が、サークル「はねっこりらぶ」のサークル参加。。。。暑い、蒸し蒸し、、、、、 
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注)記事に関する内容以外の電子メー
ルを、当方へ送らないようにお願い致
します。よろしくお願い致します。

会場の様子は、ここから、ご覧いただけます。 

コミケ72見学(初日&サークル参加)の続きを読む 

コミケ73用のサークルカット完成(はねっこくらぶ)

2007年8月16日 21:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

 

サークル「はねっこくらぶ」です。取り敢えず、カラー版で、今、サークルカットを完成させた。配
置データには、白黒でプリントして使用。コミケ73(冬)の配置テータの送付期間は、8月16日から22
日なので、もう、間がない。夏休みも明けるので、日曜日には、投函しよう。 

コミケ73にサークル申込手続き開始(はねっこくらぶ)

2007年8月16日 20:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日(コミケ72の準備日)、東京ビックサイトまで行って、サークル参加申込書セットを、ゲット。今
回のコミケ72では、明日(初日)のサークル参加なので、参加費の振込を、平日の今日、やっておくと
楽になると思い、早速、郵便局で、参加費を振込完了。あとは、配置データの送付で、冬の申込は、
早いので、サークルカットも、早々に、完成させないとね。 

映画「レミーのおいしいレストラン」

2007年8月16日 19:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日のお昼、有楽町で、映画「レミーのおいしいレストラン」を観賞。鼠自身のCGは、大分前の映画「スティアートリトル」
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で、大分、技術が進んだものと思う。今回は、少々、リアルながらデフォルメされたキャラクタ「レミー」と、鼠の群衆が売り
でしょうか。でも、レミーが可愛く見える時もあるが、鼠の群種が、料理を手伝うシーンは、身震いを覚えた。。。。もう、こ
れは、本能でしょうか(^^;。 

コミケ73のサークル参加申込が始まった!

2007年8月16日 11:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
コミケ72は、明日から開催だけど、次回のコミケ73にサークル参加の申込が、今日から始まった。惰
性で、次回も、申込予定で、左画像は、サークルカット(猫耳はねっこ)の下書き。 

頒布物の製造完了!

2007年8月15日 19:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やっと、頒布物の製造完了。あとは、アイキャッチの小物を作るぐらいか。今回は、「もこちゃん」に代わって、オリジナル
DD「向日葵」を、持ち込むかな。 

 

頒布物

 

オリジナルDD「向日葵」

「向日葵」に、羽をしょわせてみて、はねっ子にするかな。これは、自作DDなんで、多少、壊れても、自力で直せるので、コ
ミケに、持ち込み可能ってことかな。 

頒布物の製造完了!の続きを読む 

コミケ72!日射病と熱中症の対策必須!

2007年8月15日 17:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

一般参加の皆様、企業ブースや大手サークルに並ぶ皆様、今週、関東地方は、例年に比べ、更に尋常でない暑さです。日射病と
熱中症の対策必須です! 
風通しの良い大きな帽子や日傘、氷を入れたクーラ・ボックスに大量の飲料水を入れて、携帯するのが、無難な感じです。 

頒布物のマスタ完成

2007年8月13日 23:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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サークル「はねっこくらぶ」(8月17日金曜日、東地区“カ”ブロック-12b)です。今、やっと、頒布物(新
刊)のマスタ(DVD、レーベル、折り込み、パッケージカバー)が完成。あとは、量産(10枚だけど)。 

 
頒布物のマスタ完成の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年8月13日 16:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

レンタルショーケースに出品追加した後、アキバを徘徊。それにしても、日差しが、海外のようなハイコントラスト。。。。違
いは、蒸し暑い。 
今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、DD対応の草履を見つけて、ゲット。あと、LAOXで、「もえたん」のシューティングゲームを見
つけて、ゲット。

 

VOLKSでは、MDD「このみ」、DD「フィーナ&エステル」が、展示準備で、実物が置いてあった。どうにか、MDD「このみ」
が手に入らないかな。コミケのVOLKSブースに、並ぶ気力が。。。。 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年8月13日 16:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼頃に、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケス(R-891,R-892)に、出品追加しました。今回は、小形の縫ぐるみ、コ
レクションフィギュア(ロルフィー、デジキャラット、など)、携帯ストラップなどを、追加しました。 

コミケ72(頒布物制作状況)

2007年8月12日 22:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

サークル「はねっこくらぶ」(8月17日、東地区“カ”ブロック-12b)です。今日、取り敢えず、DVDのレーベルとパッケージカ
バーのデザインをやっつけ(再利用)で、完成。 
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カバー

 

レーベル

後は、DVDをオーサリングして、生産。生産枚数は、10枚です。 

コミケ72(頒布物制作状況)の続きを読む 

トライ オリジナルDD(その後)

2007年8月12日 21:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

先週、渡米中なのか、オリジナルDD(愛称: 向日葵)の目が、片方が剥がれ、もう片方が、剥がれかけていた。。。。どうも、
VOLKSで販売されているグルーを使わないと、巧くないことが、判明。普通のは、固まった後、剥がれると、粘着力が全く無く
なるが、VOLKSで販売されているものは、固まってもカチカチにはならず、ある程度、弾力性があり、粘着力も残っている。 
早速、VOLKSのグルーで、両目を付け直した。でも、少々、雑になった(;_;。 

 
トライ オリジナルDD(その後)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年8月11日 20:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Siggraph2007からの帰国後の帰り道、アキバ経由で、帰宅。ゲのマのズで、雑誌「コンプティーク」を見つけて、ゲット。 

 

今日(米国8月10日)、帰国
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2007年8月11日 20:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

今日(米国8月10日)、帰国の日です。今、荷物を、まとめて、あぶれたカップラーメン も、2個目を消費(^^;。後は、ホテルを
チェックアウト。 

今日(米国8月10日)、帰国の続きを読む 

ACM Siggraph2007 最終日(8月9日)

2007年8月 9日 18:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

5日目(最終日)の見学メモです。 

ACM Siggraph2007 最終日(8月9日)の続きを読む 

ACM Siggraph2007 4日目(米国8月8日)

2007年8月 8日 23:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

4日目の見学メモです。 

ACM Siggraph2007 4日目(米国8月8日)の続きを読む 

ACM Siggraph2007 3日目(米国8月7日)

2007年8月 7日 23:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

3日目の見学メモです。 

ACM Siggraph2007 3日目(米国8月7日)の続きを読む 

ACM Siggraph2007 2日目(米国8月6日)

2007年8月 7日 08:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

2日目の見学メモです。

ACM Siggraph2007 2日目(米国8月6日)の続きを読む 

ACM Siggraph2007 初日(米国8月5日)

2007年8月 5日 22:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

以下、Siggraph2007 初日(米国8月5日)の見学メモです。 

ACM Siggraph2007 初日(米国8月5日)の続きを読む 

無事、到着、今、ホテル

2007年8月 5日 10:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

【日本8月4日】

去年は、京成スカイラナを、1本、乗りそびれて、時間がギリギリだったけど、今回は、多少、余裕だった。ドル為替は、1ド
ル約123円と、まだ、高かった。今回は、アメリカン航空にしたが、JALとコードシェアしている便だった。 
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【米国8月4日】

入国は、ダラスで、何回かの乗り継ぎで通っているはずだが、どうも記憶になかった(^^;。今回、ICチップ入りのパスポートに
したのだが、入国審査では、結局、テキストコードの方を読み取って、指紋と顔写真をとられた。乗り継ぎの手荷物検査に割と
列が出来て、昼飯を抜きで、サンディエゴ行きの国内線へ乗り込んだ。。。。 

無事、到着、今、ホテルの続きを読む 

明日、渡米!

2007年8月 3日 23:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、予定通り、明日、渡米。朝7時前に、家を出なければ。 

アキバ徘徊

2007年8月 1日 21:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、海洋堂(ラジ館4F)で、ワンフェス夏のガイドブックをゲット。帰国の翌日なので、昼から見
学かな。 

 
アキバ徘徊の続きを読む 
« 2007年7月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2007年9月 » 

リンク用バナ画像
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検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2007年8月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2007年7月です。

次のアーカイブは2007年9月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年5月 (19)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
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●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2007年9月アーカイブ 
Autodesk Areaが新装?

2007年9月30日 21:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Autodesk社ユーザ会のホームページAreaだが、今日、見てみたら、レイアウトが変わって、登録情報が、基本情報だけになっ
ていた。しょうがないので、ロケーション情報などブランクになっている項目をを埋めて登録。 

イラスト下書き(ハロウィン)

2007年9月30日 21:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ハロウィンのネタで、イラストを書き始め。やっぱり、カボチャ提灯に、魔女っ子。こんなポーズが良いかな? 

 

今、使っているPowerMac G4を、もっと速いマシンに乗り換えれば、もう少し、ディテイルのあるイラストが作れそうだなん
だけど、マックだと、ケースが大きくなり、置くところが無くなるので、G4のまま、何処にも行けない(;_;。 

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年9月30日 17:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

引き続き、メーリングリストの管理ソフトを、移行しようと、インストールを試みるが、インストーラが、想定外の条件とエ
ラーを表示して、入れさせてくれない。取り敢えず、サポートへ電子メールで、確認中となった。Win2k3のIISで使えるメーリ
ングリストの管理ソフトが、現存するのかどうか、なかなか、探すのもしんどい。無いとなると、また、ISPのサービスを使う
ことも考えないとならない(^^;。 

ポエ村つうしん(9月30日号)

2007年9月30日 16:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ポエ村のバラ通りを、再紹介。8月頭の海外旅行中、メンテを忘れて、半分の薔薇が消失、最近、やっと元に戻ってき
ました。そして、最近、2本目の「きんのバラ」が咲いて、部屋に飾ってます。 
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バラ通り

 

きんのバラ、2本

アキバ徘徊

2007年9月30日 16:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、天気予報以上の雨で、憂鬱。ゲのマのズで、DVD「ToHeart2」第3巻をゲット。とらのあな
で、同人ソフト(東方系)など、ゲット。 

 

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年9月30日 00:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ミルファ(自宅サーバのニックネーム)のDNSの設定を完了(多分)。IISのSMTPサーバの設定を始めて、少々、差異が、、、、「既
定ドメイン」と「カスタムドメイン」、、、、Win2kサーバでは、「既定ドメイン」と「普通ドメイン」だったけど? あと、
POPサービスから、ドメインを追加すると、「カスタムドメイン」が自動生成されるけど、、、、SMTPサーバの設定からは、
エイリアスとリモートの追加しかできないのが、これは、何故? どうも整合性が無いような、、、、設定を始めると、色々、差
異が出てきて、迷走。しかし、本当に、この設定で良いのかどうか。本番のリプレースが、怖い(^^;。取り敢えず、これで、中
断して、寝なければ。 

9月のイラスト・カレンダ

2007年9月30日 00:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

9月と言えば、実は、十五夜?
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【デスクトップ画像】 1280x960 1024x768 800x600 PDF 

ポエ村つうしん(9月29日号)

2007年9月29日 22:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日、「とたけけ」のコンサートの曲名は、「アロハけけ」だった。 

シャープLC-26D10Rが届いた(続)

2007年9月29日 20:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、PowerBook G4のDVI出力から、HDMI変換ケーブルで、TVへ接続してみた。結果、ちゃんと映った。下の写真は、
Autodesk Maya 8.5を立ち上げ、Pixar RMS 1.0で、サンプルをレンダリングしたところの画面です。 

 

この画面サイズ(横1280)だと、メニューがつぶれずに、ちゃんと表示されるね。

ビジネスの大規模化に際して一兵卒が出来ること

2007年9月29日 19:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

特に、日本か? 技術者とビジネスする者(もしかしたら、不在)が別人であるところでは、どちらかの力関係で、精神分裂症のよ
うな状態に陥り、にっちもさっちも行かなくなる。。。。
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ビジネスの大規模化に際して一兵卒が出来ることの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月29日 17:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、MDDドール用のドレスと、DDドール用の草履をゲット。あと、
KBOOKS(ラジ館3F)で、同人ソフト(3D格ゲー)をゲット。 

 

9月末だが、まだ、MDD「このみ」が、届かない。 

ポエ村つうしん(9月27日号)

2007年9月27日 22:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、驚き。ポエ村に、2本目の「きんのバラ」が咲いていた。 

 

目覚ましTV派(再び)

2007年9月26日 21:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

前のTVを買ったときには、確か、26インチ形では、ほとんど、オンタイマ機能を、どのメーカも搭載していなかったので、大
分、機種選択に、迷走したのだが。。。。今回、買い替えたシャープLC-26D10Rには、オンタイマ機能が搭載されていて、そ
れで目覚ましの設定ができるころが判った。今朝、設定した時間に、ちゃんと電源が入って、指定したチャンネルを表示した。
これで、念願の目覚ましTVの復活となった。 

アキバ徘徊

2007年9月26日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、気になっていたグッツ「らきすた おきらくBOX かがみ編」をゲット。こな
た編は、これの中身をみてからにしよう。 

 

箱の中身

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年9月24日 22:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やっと、ミルファ(自宅サーバのニックネーム)のWin2k3のCAサーバの設定が、終わった。CRLファイルが更新されないと思っ
たら、CRLのURLを変更する際に、保存先として使用されるファイルパスを消してしまっていた。この設定は、別のところにし
て欲しい感じだ。とりあえず、証明書を失効させると、CRLに反映されるところまで、確認。これも、イントラのプライベート
IPアドレスへフォワードして使用する環境が、複雑にしている。 

さて、次は、IISのSMTPサーバの設定か。ML用にサブドメインを作っているので、先は長い(^^;。 

総理交代劇

2007年9月24日 19:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今、思うと、安倍総理は、小泉前総理の貧乏くじ的な、、、、 

総理交代劇の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月24日 16:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、午後から、アキバを徘徊。異音を出し始めた玄人箱のファンだが、1組、予備部品を買ってあったが、取り敢えず、補
充を兼ねて、もう1組み、TwoTopで、調達。 

 

早速、ファンを交換。異音はなくなった。 
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また、ファンから異音が出始めた

2007年9月23日 23:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、玄人箱のファンから、異音が出るようになった。また、交換しないと行けない。確か、1組、純正の予備部品を、買って
おいたはずだったが、探さねば(^^;。 

シャープLC-26D10Rが届いた(続)

2007年9月23日 23:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

続けて、ノートPCから、DSUB15ピン経由で、シャープLC-26D10Rへ接続して、確認。前のVictorのテレビ(Victor JVC LT-
26LC60)では、正常な表示は得られなかった。今度は、同人ゲーム「東方妖々夢」でテスト。新しいテレビだと、難なく、正常
表示。。。。 

 

ノートPC上の表示

 

シャープLC-26D10R上の表示

今までのは、何だっただろうか? 呪われていたのか? 

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年9月23日 21:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今、セットアップ作業再開。なかなか、CAサーバの動作確認が、なかなか、難攻。失効リスト(CRL)の動作確認を使用とした
が、設定されている公開間隔でしか、反映されないので、最短で、1時間。今、それを待っている。。。。それにしても、
Win2kのCAサーバと比べると、大分、厳格になっているようだ(^^;。 
今日は、どこまでできるかな。 

アキバ徘徊

2007年9月23日 16:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、同人ゲーム「デュオ プリンセス」をゲット。VOLKS(ラジ館6F)で、MDD対
応のドレス、スタンドをゲット。靴も欲しいのだけど、どのタイプに近いのだろうか。 
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MDD「柚原このみ」、月末に届くのが、待ち遠しい。まだ、店頭に在庫が残っている。なんとも、読み間違いだった。同人
ゲームも、暇つぶしに、ちょうど良い感じのものだった。 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年9月23日 14:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後に、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケス(R-891,R-892)に、出品追加しました。今回は、PVCフィギュア(ちょ
びっツ、ホイホイさん)などなどを、追加しました。 

シャープLC-26D10Rが届いた

2007年9月23日 12:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今朝、アキバヨドバシから、シャープLC-26D10Rが届いた。翌日配達サービスって、凄いね。早速、接続。全て、正常。PCと
の、HDMIの接続でも、フレーム落ちの発生はなく、ゲームがしらけることなく、遊べるよになった。 

 

東方風神録

 

タイムリープ・ベンチマーク

デグレードした点は、2画面モードがないことと、録画予約が、毎週繰り返しの設定が無いこと。まあ、目をつぶるか(^^;。さ
て、仕切り直しで、イルファのCrystalMark2004R2を走らせた結果は、、、 

シャープLC-26D10Rが届いたの続きを読む 

ポエ村つうしん(9月22日号)

2007年9月22日 21:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日の夜は、「とたけけ」のコンサート。曲名は、「けけゴスペル」だった。 

アキバ徘徊

2007年9月22日 15:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午前中、歯医者。お昼から、アキバを徘徊。今日は、LAOXで、DVD「劇場版 灼眼のシャナ」をゲット。あと、ユーザサイド
で、2.5インチSASドライブの防音ケースをゲット。 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/ (7/20)2008/12/24 16:10:44

http://www.volks.co.jp/jp/cf/th2/mdd_konomi.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/volks-53.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/volks-53.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/volks-53.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/volks-53.html#trackback
http://www.volks.co.jp/jp/volks/otakara/index_otakara.aspx
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/lc26d10r.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/lc26d10r.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/lc26d10r.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/lc26d10r.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/lc26d10r.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/922.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/922.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/922.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/922.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-910.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-910.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-910.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-910.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年9月アーカイブ 

 

早速、防音ケースを使ってみた。少々、静かになったかな。 

アキバ徘徊の続きを読む 

バーチャルとリアルの狭間に

2007年9月22日 12:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

パラダイムは、「バーチャルとリアルの融合」から始まって、「バーチャルとリアルの一体感の向上」へと、色々、フェーズシ
フトしているようだ。。。。 

バーチャルとリアルの狭間にの続きを読む 

展示会見学

2007年9月21日 22:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日の午後は、東京ビックサイトまで、IGAS2007を見学しました。 

 

先端技術ゾーンは、大学研究が、色々、展示していて、おもしろいね。少々、話し込んでしまった。 

Siggraph2007のホテル代

2007年9月21日 20:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今月のクレジットカードの請求書に、やっと、Siggraph2007のときのホテル代が入っていた。為替レートは、1ドル119.15円
であった。 

自宅サーバのリプレース作業

2007年9月17日 20:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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今日、自宅サーバのリプレース機(ミルファ)のWin2k3サーバのセットアップが、少々、前進。。。。 

自宅サーバのリプレース作業の続きを読む 

HDMI不具合

2007年9月17日 18:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

自作PCから、DVI-DからHDMIへ変換ケーブルで、HD液晶TV(Victor JVC LT-26LC60)へ接続して、ゲームを楽しもうと考えてい
たが、あるとき、あるグラボのデバドラのバージョンからか、表示がふんずまる(フレーム落ち)症状が出始めて、とても、楽し
めない状況に陥っていた。割と最近、親用に購入したSONYのBRAVIA(24インチ)に、HDMI端子が付いていることに、今日、気
が付いて、早速、接続テスト。。。結果は、全く正常に表示。フレーム落ちなし。。。これは、もう、Victorの液晶TVを買い替
えるしか無いか。 
でも、現在、使っているIOデータのRec-POT(iLink)が使えるものでないと、出金が膨らむ(^^;。 

「もこちゃん」着せ替え

2007年9月17日 16:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ゲットした21cmドールのドレスへ、「もこちゃん」を、着せ替え。 

 

全身は、、、、 

「もこちゃん」着せ替えの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月17日 16:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、同人ゲームをゲット。VOLKS(ラジ館6F)で、21cmドール用のドレスをゲッ
ト。これは、きっと、「もこちゃん」のサイズと合うはずだ。 
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「脳内メーカ」って、、、

2007年9月16日 23:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、TV番組で知った「脳内メーカ」って、何もん? 名に、体が付いてくるものなのかどうか(^^;。 

注)リンク先の信頼性や保全に関して、当サイトは、一切、責任を負いませんが、TV番組で紹介されたものと同じサイトと思わ
れます。 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?

2007年9月16日 17:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

タオルっぽいものを作って、動画にバッチレンダリングしてきたら、、、、少々、不具合? 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?の続きを読む 

だめ押し GeForce8800GTS/320MB

2007年9月16日 16:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やっぱり、 GeForce8800GTS/320MBを、試してみた。今日、アキバのTwoTopで、バルク品のGALAXY社製 
GeForce8800GTS/320MBを、ゲット。 

 
だめ押し GeForce8800GTS/320MBの続きを読む 

日本語版Adobe Illustrator CS2で問題

2007年9月15日 22:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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MacOSX環境で、RMS1.0を使うときは、英語表示モードにしないと、Mayaのメニューの一部が文字化けする問題と、日本語版
Adobe Illustrator CS2が、英語表示モードで、エラーが起きて、起動しないという問題が、相反して、何とも、不便な状況。幾
何学的なテクスチャ画像は、Adobe Illustrator CS2で作っているのだが、、、、どうにか改善しないのかMacOSX(噂では、問題
の根源は、MacOSXにあるらしい)。 

ポエ村つうしん(9月15日号)

2007年9月15日 22:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は土曜日。夜の「とたけけ」のコンサートの曲名は、「けけソウル」だった。 

アキバ徘徊

2007年9月15日 17:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、2.5インチHDを、3.5インチベイへ装着する金具をゲット。最近、妙に、かん高いノイズが
出ていると、思ったら、ハードディスクから、ノイズが出始めたことが、判明。しょうがないので、防振吸収シートなど間に入
れられそうな金具で、対策。あと、FDケーブルを、スマートケーブルへ、取り替えた。これで、少し、風通しが良くなったか
な。 

 

対策の結果、大分、静かになった。ハードディスクのノイズは、累計1週間ぐらい稼働させないと、本性(ノイズ)を現さない
ね。 

アキバ徘徊の続きを読む 

セミナ聴講

2007年9月14日 20:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、全日、仕事で、日経BPセミナ「仮想化最前線」を、聴講。目黒雅叙園が会場であった。過去に行ったことがあったの
だろうか、デジャブしている??? 

先週、発売だとかのムック「すべてわかる仮想化大全」(税込18百円)を、会場で、ゲット。まあ、個人的には、趣味ではないの

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/ (11/20)2008/12/24 16:10:44

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/915.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/915.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/915.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/915.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-903.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-903.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-903.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-903.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-903.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-902.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-902.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-902.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-902.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年9月アーカイブ 

だけどね。 

体のメンテ

2007年9月13日 22:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

先月から、医療費が、大分、かかっているに違いない、、、、 

体のメンテの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月12日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、コトブキヤ(ラジ館2F)で、コミック「こどものじかん」第4巻限定版(DVD付き)を見つけて、
ゲット。 

 

これも、とうとう、アニメ化か。 

アキバ徘徊

2007年9月11日 21:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、自作PCの為に、防振ゴムシートをゲット。CPUを、E6850に替えて以来、CPUファンに共鳴
して、かん高い音が、響いていた。この防振ゴムを筐体の内側に貼ったら、共鳴は、解消して、大分、静かになった。 

 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月10日 21:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、雑誌「コンプティーク」を見つけて、ゲット。 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/ (12/20)2008/12/24 16:10:44

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-901.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-901.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-901.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-901.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-901.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-900.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-900.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-900.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-900.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-899.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-899.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-899.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-899.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-899.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-898.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-898.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-898.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/09/post-898.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年9月アーカイブ 

 

あと、親の誕生日プレゼントに、遅ればせながら、DS Liteと脳トレのセットをゲット。 

今のページビューカウント

2007年9月 9日 20:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

先月12日から今日9日までの28日間のページビューカウントは、13456ページ(1日当たり480ページ)となった。何か、半分ぐ
らい減ったかな。何故でしょう? 原因は、8月頭の1週間(Siggraph2007渡米中)、不通になったことかな。 

ポエ村つうしん(9月8日号)

2007年9月 8日 21:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、土曜日。「とたけけ」のコンサートの曲名は、「けけカントリー」だった。「とたけけ」の声入りのオーディオCDが
出ないものか(^^;。 

トライ タオル布TOON?

2007年9月 8日 21:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、質感が、タオルっぽくなるとかと思われるアルゴリズムのディスプレースメントシェーダ(自作)と、TOONシェー
ダ(自作)の組み合わせで、リストバンドを想定して、レンダリングしてみた。白いラインは、テクスチャ画像。 

 

TOONというより、何か、本物っぽい。やはり、手描きのように、中央部分は、質感が略されてのっぺりしたようにするのが、
良いかな。もう少し、挑戦してみよう。 

トライ タオル布TOON?の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月 8日 14:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、ユーザサイドで、増設のファンを、ゲット。17dbの12cmファンで、かなり、静音のはず
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だ。問題は、ケースに2個目のファンになるが、片方は、コントロール線をつなげないので、フル回転になることだ。まあ、こ
れで、熱がこもらなくなるだろう。 

そういえば、交差点のヤマギワ跡地に、ソフマップが開店してました。 

アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月 6日 20:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

台風到来さなか、会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、コミック「らき☆すた」第5巻を見つけて、ゲット。 

 

ポエ村つうしん(9月5日号)

2007年9月 5日 11:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日、黒い薔薇が、しおれていて、今日、金の薔薇に変身! 
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全部、金の薔薇になれば、水を毎日、あげなくてすむのだが(^^;。 

今日は病院

2007年9月 5日 10:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、病院は、予約できるのは良いのだが、職場(近くに病院も少ない)が遠いと、些細なことでも、有休を取らないと、行かれ
ないのが、何とも、不便だね。東京浜松町のWTCに職場があったときには、同じビルに病院があったので、何とも、効率が良
かったね。予約が取れたのは午後だが、今、大分、天気が荒れているようだ。。。。タクシーで行くしかないか(^^; 

アキバ徘徊

2007年9月 2日 17:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、KBOOKS(ラジ館3F)で、東方系弾幕シューティングゲームなどを、ゲット。 

 

「東方風神録」の背景は、紅葉のもみじで、ちょうど、今の季節に合うのものかな。 

ポエ村つうしん(9月2日号)

2007年9月 2日 17:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ポエむらに、初めて、黒い薔薇が咲いた。役所のリサイクルボックスに、任天堂ベンチが入っていた。 

黒い薔薇と言っても、紫だね。 

ポエ村つうしん(9月1日号)

2007年9月 1日 22:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日の夜は、「とたけけ」のコンサート。曲名は、「けけビリー」だった。 
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「このみ入学セット」が届いた

2007年9月 1日 20:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

アフタドルパのWeb販売で購入した「このみ入学セット」が、届いた。しかし、コミケで、予約したMDD「このみ」が、ま
だ、届かない。。。。 

 

3DMark06もやってみた

2007年9月 1日 17:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

CrystalMark2004R2の評価では、GeForce8600GTSが、どうにも悪くなり、ストレスが溜まるので、3DMark06での比較もして
みた。 

3DMark06もやってみたの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年9月 1日 16:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

レンタルショーケースの出品追加した後、アキバを徘徊。今日は、自作PCを改善すべく、サウンドカードをゲット。マザーの
オンボードの音が、どうも、シューティングゲームの映像表示のふんづまりと同期して、途切れるので、試しに、サウンドブラ
スタで、トライ。 

 

取り敢えず、音切れは、起きなくなったようだが、様子見だね。 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年9月 1日 13:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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お昼に、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケス(R-891,R-892)に、出品追加しました。今回は、PVCフィギュアなどな
どを、追加しました。でも、明後日の9月3日から13日まで、改装のため、閉店。 

右目が完治

2007年9月 1日 11:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

先々週のSiggraph2007の渡米中、右目が、赤くなっていたが、今日、眼科にいって、完治を確認。 

右目が完治の続きを読む 
« 2007年8月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2007年10月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
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2008年5月
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    1 2 3 
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25 26 27 28 29 30 31 

今月のイラスト

  
 
検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2007年9月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2007年8月です。

次のアーカイブは2007年10月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 
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コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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ドルパ20参戦報告。
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ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2007年10月アーカイブ 
10月のイラスト・カレンダ

2007年10月31日 00:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

10月といえば、ハロウィン。去年のリペイント。 

 

【デスクトップ画像】 1280x960 1024x768 800x600 PDF 

自宅サーバのリプレース作業(もうちょっと)

2007年10月30日 22:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とも、インターネット接続が、どうも、つながらなくなる時があると思ったら、どうも、デフォルトゲートウェイの設定の問
題のようだ。イーサポートが1つの場合は、特に、問題は起きないのだが、今回、2ポートにしたので、追加のお呪いが必要
だ。。。。 

自宅サーバのリプレース作業(もうちょっと)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月30日 21:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、シングルCD(らきすた、シャナ)をゲット。 
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自宅サーバのリプレース(後始末)

2007年10月29日 20:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、webから、PC3Rへ、古いサーバの処分を依頼しました。あとは、振込伝票を待って、、、、 

自宅サーバのリプレース(まとめ?)

2007年10月28日 17:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、何とか、リプレース作業が、終わりそうだ。今、リプレース機(ミルファ)のバックアップを、DDS72テープに取ってい
る。あと、30分ぐらいで、終わりそうだ。後、大きな作業としては、古いサーバの内蔵ディスクのゼロ消去(ターミネータ2007
データ完全抹消)と、PC3Rへ、処分依頼。。。。

自宅サーバのリプレース(まとめ?)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月28日 16:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、F商会で、自宅サーバのバックアップ用のDDS72テープをゲット。アキバヨドバシで、腕時
計を新調。以前のMR-Gは、10年弱前に買ったもので、お気に入りであるのだけど、世界電波時計タイプの方が、渡米したとき
に、いちいち、時間合わせする必要もなかろうと、新調。あと、ドンキホーテで、ドール用に使えそうなハロウィングッツを
ゲット。 

 
アキバ徘徊の続きを読む 

自宅サーバのリプレース作業(なんとか)

2007年10月27日 19:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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今日、やっと、ミルファ(Win2k3サーバにニックネーム)への移行作業が、一段落。メールサーバ、ML管理サービス、Webコン
テンツを、一通り、移行して、動作テストも、ほぼ完了。細かいところは、個別に、見つけたときに、直して行こう。。。。 

自宅サーバのリプレース作業(なんとか)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月26日 20:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、MaxOSX10.5(レパード)のファミリパックをゲット。 

 
アキバ徘徊の続きを読む 

イベント見学

2007年10月26日 20:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日の午後は、東京ビックサイトまで、展示会見学。歩きくたびれた。 

 

踊る初音ミクのお試し

2007年10月25日 23:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早速、貼ってみた。でも、自分で入れた曲で踊らせることはできないようだね。そもそも。初音ミクに、このような機能が、
入っている物だと思っていただけどね。下のバナー画像をクリッすると起動するよ。 

PowerPCのMac(IntelMac持ってない)で閲覧すると、Winに比べるとなんか、踊りのテンポがかなり、遅い。 

アキバ徘徊
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2007年10月25日 21:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、DVD「らきすた」5巻とコミック「ハルヒの憂鬱」5巻をゲット。LAOXで、
DSゲーム「イリヤの空II」をゲット。 

 

現在、イーモバイル使用中(続)

2007年10月24日 22:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、自宅ブロードバンド・ルータまで、PPTPで、VPN接続に、成功。これで、外から、RDTで、ある程度、自宅サーバ
(Win2Kサーバ)のメンテが可能だ。 

それにしても、田園都市線の渋谷側のトンネンル内に入ると、使えなくなるのが、何とも、不便なんだが、どうにか駅だけで
も、どうにかならないものか。 

現在、イーモバイル使用中(続)の続きを読む 

RenderMan Pro Server 13.5.2 リリース!

2007年10月23日 21:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、Pixar社から、RenderMan Pro Server 13.5.2 のリリースのお知らせが、電子メールで、届いていた。。。。 

 
RenderMan Pro Server 13.5.2 リリース!の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月23日 20:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、ポーション(缶)とシングルCD(D.C.II)をゲット。 
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FF7のキャラが、プリントされてるけど、可愛くないねー。中の液体は、さて、何色かな? 

現在、イーモバイル使用中(続)

2007年10月23日 18:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、東急電鉄の田園都市線のあざみ野駅から上りの急行に乗って、帰宅。車内から、正常に接続を確認。まあ、トンネルに
入る前に、この記事を投稿しないといけないかな。。。。 

んとも、間に合わなかった。トンネルの中では、通信できないようだ。現在、アキバの一角で、この記事を投稿。 

あと、職場からあざみ野までのパスの車内からも、正常に接続できた。 

現在、イーモバイル使用中

2007年10月22日 10:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

現在、通勤途中、小田急線の下り急行に乗ってます。座席に座って、この記事を投稿。とりあえず。現在、中央線と小田急線
(下北沢近辺)の車内から、使えました。HPとメールの閲覧をしました。さて次の確認は。。。。 

現在、イーモバイル使用中の続きを読む 

Autodesk Maya TIPS!

2007年10月21日 23:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

TIPSという程ではないが、間が空くと、すぐに忘れるので、ここに書いておこう。Autodesk Mayaのオブジェクトのローカル座
標の原点(ピボット)の移動の操作について。 

Autodesk Maya TIPS!の続きを読む 

ハロウィーンのイラスト完成

2007年10月21日 19:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

下書きまで作っていたイラストを、今日、トレース数回と彩色で完成! 
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プリントしたい方は、PDFファイルからどうぞ。 

MS PowerPoint TIPS!

2007年10月21日 16:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

そう言えば、MS PowerPointのTIPSで、すぐ忘れてしまいそうなものとして、テキストエリアのタブマーカ(行頭、折り返し先
頭、含む)位置の設定のデフォルトでは、目盛りに吸着したり、隣のタブとある程度の隙間をあけないといけない。これは、不
便なときもあるので、これを解除する方法を、探そうとすると、また、時間がかかる。Mac版もWin版も、コントロール・キー
を押しながら、タブを、マウス左ボタンでドラッグしましょう。 

MS PowerPoint TIPS!の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月21日 16:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、昨日、ゲットしたイーモバイルとPowerBook G4を持って、うろうろ。あと、ラジ館2Fで、
散財にも、お店買い(^^;。 

 
ラグナロクのグッツ 

イーモバイルの接続テストは、自宅と、アキバのドドールと、都バス車内で、接続に成功。都バスは、接続時に、窓の近くに、
アダプタを置かないと、接続できないことがあるようだ。 
あとは、小田急線車内、、、、さて、何処まで使えるのか? 
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アキバ徘徊の続きを読む 

ポエ村つうしん(10月20日号)

2007年10月20日 22:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日。夜の「とたけけ」のコンサートは、「だいすき」だった。しかし、もう始めてから1年以上、、、、いつ止める
か。Wii版がでるまでは、と、思っているのだけど、大分、あきてきた。 

MS EXCEL TIPS!

2007年10月20日 20:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とも、MS EXCELで、こんなことが可能であることに、気が付いた。マクロで、画像表示を切り替えるのに、画像ファイルが
外付けになることもなく、ネットワーク越しに、Webサーバから画像データをダウンロードすることもない。単一のEXCEL文書
ファイルだけで、可能だ! 具体的な方法は、書かないけど、これこそ、コロンブスの卵だね。 

オリジナルDD「ひまわり」着せ替え

2007年10月20日 17:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ゲットしたウィッグとドレスに着せ替え。髪型で、大分、感じが変わるのね。 

全身の写真は、、、、 

オリジナルDD「ひまわり」着せ替えの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月20日 16:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、朝早くから、病院へ、、、、と、何と、休診の貼紙。。。。何とも、ショック。別の日にするしかない。そう言えば、
今日は、アキバVOLKS(ラジ館6F)は、「ドルフィードリームギャザリング」で、限定販売の整理券を、8:45AMから配布とあっ
たので、それに並びに、とぼとぼと移動。整理券配布のときには、列が、ちょっと出来ていて、抽選時点で、60人だった
が、、、
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さて、並んで、ゲットした物は、、、、 

VOLKSでは、先頭から40人弱の場所であったが、欲しいかな思っていたものは、既に、完売(^^;。取り敢えず、DD用のおさげ
ウィッグとドレスをゲット。あと、ゲのマのズでは、シングルCD(らきすた)をゲット。また、アキバヨドバシで、とうとう、
イーモバイル(USBタイプ)を新規契約。今日から、アダプタが1年契約で1円キャンペーン(通常は1年契約で98百円)が始まって
いたので、その場での支払いは1円になった。取り敢えず、完全定額プランで、様子を見ることにした。 

アキバ徘徊の続きを読む 

Pixar RMS 1.0.1 & RPS 13.5.1(まとめ)

2007年10月19日 22:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

MacOSX ppc 10.4.10で、Autodesk Maya 8.5 Complete、Pixar RMS 1.0.1、RPS(Pixar RenderMan Pro Server) 13.5.1の環境で、
何かと不具合が発生している。 

 
ロールシャッハテスト?何に見える? 

当方がと直面した不具合と回避方法を、以下、まとめてみよう。。。。 

Pixar RMS 1.0.1 & RPS 13.5.1(まとめ)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月19日 20:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミック「ハヤテのごとく」13巻をゲット。 
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イベント見学

2007年10月19日 20:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日の午後は、東京ビックサイトまで、危機管理産業展2007を見学。 

 

アキバ徘徊

2007年10月17日 21:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、コミック「ネギま!」20巻とシングルCD(らきすた)をゲット。 

 

あと、ソフマップで、MacOSX 10.5のファミリパックを、予約。

アキバ徘徊
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2007年10月16日 22:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、K-BOOKS(ラジ館3F)で、シングルCD(らきすた)の中古と新古品を、ゲット。 

 

万歩計の方はというと、帰宅時には、約1万3千歩程、カウントアップしていた。この分だと、ここ数年は、1日、1万歩を、ク
リアしていたに違いない。 

万歩計

2007年10月15日 21:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

一昨日、ゲットした万歩計で、今日、平日の歩数を計ってみた。結果、通勤と職場、帰宅途中のアキバ徘徊で、計11374歩
(529.8Kcal)になった。最近、話題になっている1日1万歩というのは、既に、クリアしていることも、判明。そうすると、減量
のためには、食生活の改善しか残っていないのかな。 

やっとレンダリングできた

2007年10月15日 21:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

RMS1.0.1とRenderMan Pro Server 13.15.1へアップして、色々、様子が変わっていて、なかなか、レンダリングが正常に出来
なかったので、作業が遅れたが、やっと、「はねっこ」に、「タオルっぽいリストバンド」を着けることができた。 

 

たわいないが、こんな感じになる。 

「シーグラフ東京 第46回セミナー」のお知らせ(転載)

2007年10月14日 20:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

シーグラフ東京会員の皆様、お世話になっております。シーグラフ東京事務局からセミナーのお知らせです。 

今回のシーグラフ東京 第46回セミナーは、第13回ビジュアリゼーションカンファレンスと同時開催で行います。 
http://www.kgt.co.jp/avs_conso/event/vc13/ 
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「シーグラフ東京 第46回セミナー」のお知らせ(転載)の続きを読む 

全国学力・学習状況調査の結果から

2007年10月14日 19:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

TVニュースで、文科省の全国学力・学習状況調査の結果の速報が、報道されたが、、、、 

全国学力・学習状況調査の結果からの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月14日 17:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、気になっていたシングルCD(らきすた)をゲット。 

 
アキバ徘徊の続きを読む 

MDD「柚原このみ」着せ替え(2)

2007年10月14日 17:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日に引き続き、着せ替え。 

 

全身は、、、、 
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MDD「柚原このみ」着せ替え(1)

2007年10月14日 16:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日に引き続き、着せ替え。 

 

全身は、、、、 
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MDD「柚原このみ」着せ替え

2007年10月13日 21:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早速、以前に、ゲットしていたドレスに、着せ替え。あと、渡米したときの土産品の人形を持たせると、ちょうど良い大きさで
あることが、判明。 

 

全身は、、、、 
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ぬいぐるみ、ちょうど良いかな? 

ポエ村つうしん(10月13日号)

2007年10月13日 20:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日。夜の「とたけけ」のコンサートは、「けけタンゴ」だった。 

今のページビューカウント

2007年10月13日 19:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

先月9日から今日13日までの34日間のページビューカウントは、17089ページ(1日当たり503ページ)となった。先月から微
増。少々、寂しいね。 

Comic Market 73 サークル情報登録システム 公開

2007年10月13日 18:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

 

今日、電子メールで、Comic Market 73 サークル情報登録システムの公開の連絡が届いていた。早速、
「はねっこくらぶ」を、登録。 

アキバ徘徊
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2007年10月13日 17:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼に、レンタルショーケースのお守りをした後、アキバを、徘徊。今日は、UDXで、イベント「ASIA GRAPH 2007 in 
Tokyo」を、やっていたので、見学。リバティで、充電式無線キーボード(トラックボール&ホイール付き)を、見つけて、ゲッ
ト。あと、アキバヨドバシで、万歩計をゲット。職場で、メタボリック症候群対策が、話題になっているので、現状把握。 

大きさ比較に、「このみ」も一緒に、撮影。 

アキバ徘徊の続きを読む 

MDD「柚原このみ」開封!

2007年10月13日 17:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、MDD「このみ」の箱を開けてみた。 

全身は、、、、
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関節が、やたら柔らかいので、写真を撮るときのポーズを付けるのが、難しい。 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年10月13日 13:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケースR-891の契約切れになるので、棚卸と契約更新に行ったのだが、R-
891は、既に予約が入っていして、継続契約が出来ないことが、判明。しょうがないので、未契約で空いているケースを探し
て、R-595を、三ヶ月契約して、そこへ、出品物を、移設(今回の売上げも、赤字にならかった)。一応、前面と背面が通路に
なっていて、以前と、条件は同じ。今回、追加出品は、SHUFFLEのフィギュア&CDなどなど。 

うーーー(;_;

2007年10月11日 23:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

何とも、いつの間にか、「はねっこ」がレンダリングできなくなっていた。レンダリング途中で、真っ黒い画像を表示して、そ
のままになる。さて、また、原因究明。。。。 

うーーー(;_;の続きを読む 

MDD「柚原このみ」が届いた

2007年10月11日 22:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やっと、コミケ72のVOLKSブースで注文したMDD「柚原このみ」が届いた。昨日、FAXで、状況を確認を送ったが、FAXの返
事も、今日、届くという回答であった(^^; 
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箱を開けるのは、早くて、土曜日かな。 

アキバ徘徊

2007年10月10日 21:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、雑誌「コンプティーク」を見つけて、ゲット。 

 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?(暫定解決)

2007年10月10日 20:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

考えてみれば、過去、ちゃんとアウトラインがオブジェクトに付いてくる結果を得ていたものもあったことを、思い出した。何
が、異なるのか、、、、と、考えてみると、pfxToonノードのパラメータで、Line Widthにキーフレームを設定して、カメラか
らの距離に合わせて、太さを調節していた。だとすると、pfxToonのパラメータのどれかに、ダミーで、キーフレーム(多分、先
頭フレームのみで良い)を設定すれば、この問題は起きないのではないかと、考え、やってみたら、、、、予想通り、バッチレ
ンダリングは、正しい結果を出力した。 

とりあえず、この方法で、問題回避を、試みることにした。さて、これで、普通に、何か、作品を作れるようになったかな
(^^;。 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?(続)

2007年10月 9日 22:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、力ずくというべきか、スクリプトのループに、sleepコマンドを使って、alfredに、同時に、複数のジョブが登録さ
れないように、待たせるようにした。sleepコマンドに渡す待ち時間は、ケースバイケースで、変える必要はあるが、このサン
プルでは、巧くレンダリングができた。 
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このときのスクリプトは、、、、 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?(続)の続きを読む 

コミックマーケット73受付確認ハガキ

2007年10月 9日 21:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、コミックマーケット73受付確認ハガキが届いていた。受付番号を見ると、今回も、書類不備には
なっていないようだ。後は、当落通知を待とう。 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?(続)

2007年10月 8日 20:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

もう少し、動作確認をしてみたら、何とも、奇怪な結果。今までの復習をすると、Mayaのメニュー操作で、バッチレンダリン
グ(RMS+RenderMan Pro Server)を、指定した1フレームを、実行すると、正常にレンダリングされる。連続して複数フレーム
を、バッチレンダリングすると、Mayaで生成するTOONのアウトラインのレンダリングが、最初のフレームのもののままに
なって、オブジェクトから幽体離脱する症状を、問題にしている。 
この状況から、スクリプリプトで、指定した1フレームをバッチレンダリングするものを作って、必要な範囲を、ループで実行
すれば、問題を回避できると考え、以下の、シェルスクリプトから、以下のコマンドを使えば、済むかと、考えてい
た。。。。 

/Applications/Autodesk/maya8.5/Maya.app/Contents/bin/Render -r rib -alfredui -s 5 -e 5 -spool "immediate rib, local render" -
rgb 1 ./keke01-07091601.ma 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?(続)の続きを読む 

「もこちゃん」& マグネット足

2007年10月 8日 15:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早速、マグネット付きの足パーツに交換して、付属してきた薄い鉄の円盤に、立たせてみる。靴を履かせるせいだが、弱々し
く、立っている状態を維持(^^; 
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全身写真は、、、、 

「もこちゃん」& マグネット足の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月 8日 14:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、無線のゲームコントローラを探して、うろうろ、ソフマップで、バッファローの無線ゲーム
コントローラの現品を見つけて、ゲット。あと、AZONEで、磁石付きの21cmドール用ボディをゲット。 

磁石付きの足パーツを、「もこちゃん」に使ってみよう(^^。 

Pixar RenderMan Pro Server 13.5.1がリリース(続)

2007年10月 8日 11:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

なんだか、不具合のようだ。バッチレンダリングすると、真っ黒な画像が出てくる。アルファーチャンルは、ちゃんと出ている
ようなので、ライティング関係の機能が動いていないようだ。カレントフレームのレンダリングは、正常なので、何なんだろう
か? とりあえず、Pixar社のサポート掲示板で、レポート。 

Maya TOON outlines and RMS 1.0 不具合?(続)

2007年10月 8日 10:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とも、不具合が対策されないので、スクリプトから、1フレームjずつバッチレンダリングして、必要な範囲の動画をバッチレ
ンダリングすれば、不具合を回避できるはずと、スクリプトを模索中。調べると、OSのコマンドラインから、バッチレンダリ
ングが可能ということが分かった。以下、今回使うコマンドを、紹介。 
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/Applications/Autodesk/maya8.5/Maya.app/Contents/bin/Render -r rib -alfredui -s 5 -e 5 -spool "immediate rib, local render" -
rgb 1 ./keke01-07091601.ma 

コマンド中の「-s 5」は、レンダリングする開始フレームの番号。「-e 5」は、レンダリングする最終フレームの番号。今回
は、これらの値を同じ値にして使う。「-r rib -alfredui -spool "immediate rib, local render" 」は、Embeded RenderMan無しの
RMSを使っているので、この設定が必要。無いと、内部レンダーに走るようだ。「./keke01-07091601.ma」は、レンダリング
対象のMayaシーンファイル。注意としては、レンダリングする前には、Mayaシーンファイルは、セーブして、最新にしておく
こと。 

このコマンドは、分かってきたのですが、やってみると、アルファチャネル以外、真っ黒な画像が出てくる。どうも、ライティ
ングの設定の問題ようだが、今回、自作のTOONシェーダを使っているので、Mayaシーン側で定義されるライティングは、適
当に、無視してしまったりと、必ずしも、整合性がとれた状態でないことが、問題かも。もう少し、模索が、必要なようだ。 

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年10月 7日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ミルファに、ActivePerl 5.8.8.822を、インストーリルしました。取り敢えず、コマンドプロンプトから、perlと打っ
て、起動することを確認。さて、日本語対応は、ちゃんと動くのかな。

これで、必要な前提ソフトを、全てインストして、単体の動作確認まで出来た。あとは、Webコンテンツをコピーしてきて、動
作確認して、最後、インターネット接続して、疎通テストだね。これが、何とも、不具合が起きそうだね。 

自宅サーバのリプレース作業(続)の続きを読む 

新宿ハンズに買い物

2007年10月 7日 17:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、パソコンの振動を床に伝わらないようにするため、防振/吸振するための足台を作ろうと、部材の買出し。ハンズに入
ると、何か、使えそうなバックを見つけて、ゲット。少々、高かったと思ったら、TUMIだった。これは、肩掛けにもなるし、
リュックにもなる。 

新宿ハンズに買い物の続きを読む 

ポエ村つうしん(10月6日号)

2007年10月 6日 23:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、土曜日は、「とたけけ」のコンサート。曲名は、「ふなうた2001」だった。 

初音ミク お試し(続)

2007年10月 6日 21:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早速、MIDIシーケンサソフトをノートPCへインストして、MIDIマスタキーボードと接続。「初音ミク」に歌っていただく、サ
ンプルは、取り敢えず、著作権が切れていると思われる古歌「さくらさくら」で、やってみた。ます、MIDIケーボードで、楽
譜を見ながら、ゆっくりと、片手で、弾いて、MIDIファイルとして保存。そして、ネットワーク経由で、「初音ミク」をイン
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ストしたPCから、「初音ミク」を立ち上げ、そのMIDIファイルを読み込んだ。次に、歌詞を、手入力して、更に、編集画面
で、発音の長さが短くなり過ぎているところを、多少、長くするなど、微調整(表情なと細かい設定はデフォルトのまま)して、
WAVファイルとして、書き出してみた(あと、QuickTimeで再生できるように、m4aファイルへ変換もしてみた)。

 

しかし、作詞も作曲も、ほとんど勉強したことも、やったことも無いので、素人には、この辺が、限界かな(^^;。 

一応、この記事にリンクしている音楽データの演奏は、素人ながら、この記事の投稿者「DiGi Ponta」が、弾いたものです。こ
の演奏に関わる著作権は、この記事の投稿者に帰属します。 

初音ミク お試し(続)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年10月 6日 20:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

幕張メッセから、午後は、アキバを徘徊。今日は、ソフマップで、AntiVirus2008と、MIDIシーケンサソフト、MIDI-USBアダ
プタ、MIDIケーブルをゲット。 

 

さて、これで、「初音ミク」で、遊んでみよう。 

CEATEC JAPAN 2007 見学

2007年10月 6日 20:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、午前中、幕張メッセまで、CEATEC JAPAN 2007を、見学に行きました。各社、家電関係では、大形で薄型のテレビの
参考出展が目立っていた。でも、個人的には、電子部品エリアの方が、バイオ関係の検査チップなど、割と、サイエンスの香り
のする展示が目につて、エキサティングだった。 
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でも、ミーハにも、ドコモブースでは、ドコモダケの任天堂DS用ゲームのお試し版(3ステージはいっている)をダウンロードし
て、遊んでみた。電源を切るまでは、何回も、遊べるということで、自宅まで、そのまま、お持ち帰り(^^;。なかなか、面白い
かも。 

Pixar RenderMan Pro Server 13.5.1がリリース

2007年10月 6日 18:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日に、引き続き、Pixar社から、RenderMan Pro Server 13.5.1がリリースのお知らせが、電子メールで、届いていた。早速、
アップデート。 

Pixar RfM 2.0.1とRMS1.0.1がリリース

2007年10月 5日 23:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、Pixar社から、RfM 2.0.1とRMS1.0.1がリリースのお知らせが、電子メールで届いていた。これは、Maya2008のサポート
が主なようだ。早速、インストールしてみた。でも、Maya TOON機能で生成したアウトラインの問題は、直ってなかった。
しょうがないので、MELで、1フレームずつバッチレンダリングするスクリプトを作って、当面、しのぐしか無いようだ。どっ
かに、MELのサンプルないかしら。 

初音ミク お試し

2007年10月 5日 23:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日、ゲットした「初音ミク」を、インストールして、お試し。。。。 

 

アクティベーションが、ネットワーク経由で、巧く行かない。DBにアクセスできないとかメッセージがでる。しょうがないの
で、オフライン・アクティベーションを、試したところ、正常に、アクティベーションできた。 

さて、ミクを起動してみて、判ったこと、MIDIファイルを読み込むことが出来るようだ。画面上で、メロディを入力するのに
は、根気が、大分、必要な感じだ。今度、アキバで、MIDIマスタキーボードからMIDIファイルに落とすためのハードとソフト
を調達して、後日、再チェンジしてみよう。まあ、今回、ドレミ程度に入力して、声が出るところまで、確認できた。 
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アキバ徘徊

2007年10月 4日 21:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、出張で、渋沢からの帰路、途中で、アキバを徘徊。ソフマップで予約しておいたPCソフト「初音ミク」を、引取いっ
た。

 

最近、話題のPCソフトらしいので、興味本位で買ってみたが、遊ぶのは、週末かな。さて、どんな風に歌うのかしら(^^。 

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年10月 3日 22:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Win2KサーバのIISで使っていた自作のISAPIフィルタだが、デバックターゲットのバイナリだったので、そのままでは、エラー
で動かなかった。多分、MSVC++のデバック用のDLLを、手作業で、コピーしてくれば、済むかとも思ったけど、面倒くさいの
で、MS Visual Studio(今更ながら、6.0 Pro)を、まるまるインストールすることにして、今、実行中。実作業は、明日以降だ
な。 

事前チェック作業は、これで終わりかと思ったら、perlのインストールも必要だったことを思い出した。まだまだだねー。お薦
めのPerlは、何を選べば良いかしら? 

自宅サーバのリプレース作業(続)の続きを読む 

ポエ村つうしん(10月2日号)

2007年10月 2日 21:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今夜は、ポエ村の博物館の化石が、コンプリート!になりました。 
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コンプリート! 

アキバ徘徊

2007年10月 2日 21:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「らきすた」第4巻を、見つけて、ゲット。 

 

自宅サーバのリプレース作業(続)

2007年10月 1日 23:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Win2Kサーバでは、IIS用のメーリングリスト管理ソフトとして、Anthill Mailing Serviceを使っていたが、Win2K3サーバのIIS
では、インストーラがエラーになって、入らなかった。少々、試行錯誤して、その原因が判明。Win2K3サーバでは、IISの既定
のWebサイトに、デフォルトで、Scripts仮想ディレクトリが生成されないことが原因。手作業で、その仮想ディレクトリを作成
したら、インストールは、正常に終了した。 
早速、設定して、動作確認をしたところ、正常に動作するようだ。もう少し、様子を見てから、結論を出す予定。さて、後は、
IISの自作フィルタが、リコンパイルなしで、動作するかどうかを、テストしないと、Webコンテンツの移行ができないが、こ
れが、今回のリプレースでは、最後のチェック項目。 

Autodesk Areaが新装?(続)

2007年10月 1日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日、Autodesk Areaのショーケースのイメージライブラリに2件(はねっこ、タオルぽいもの)の登録を申請したら、今日、掲載
されていた。 

Autodesk Areaが新装?(続)の続きを読む 
« 2007年9月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2007年11月 » 

リンク用バナ画像
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今月のイラスト

  
 
検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2007年10月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2007年9月です。

次のアーカイブは2007年11月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年5月 (19)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
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●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2007年11月アーカイブ 
抜糸 3分の2

2007年11月30日 10:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、通院して、抜糸が終わるかと思っていたのだが、今日、3分の2、休み明け月曜日に、残りと2回に分けた抜糸になった。
傷口が、比較的長かったためのようだ。 

11月のイラスト・カレンダ

2007年11月30日 00:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

11月は、紅葉の季節かな?? 

 

【デスクトップ画像】 1280x960 1024x768 800x600 PDF 

スパムメール増加

2007年11月28日 22:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

また、最近、スパムメールが、増加している。今回、同じ電子メールが、何通も送られてきて、件数を増やしているようだ。全
く、いたずらに、インターネットのトラフィックをふやしている。何とも、地球に優しくない行為だ。自宅サーバのリプレース
直後で、スパムメールフィルタの環境が、まだ、元に戻っていないので、MS Outlookの迷惑メール仕分けでは、全く役不足だ
ね。 

インターネットを使い始めて、ほぼ20年も経ってしまった我が身。この現状は、20年前には、想像もつかない、惨憺たるもの
だ。でも、10年前には、電子メールのダイレクトメールで、あふれかえるようになるようなことは、うすうす、皆さん、感じ
ていたが、もう、どうにもならないことも、同時に、感じていたようだ。 

アキバ徘徊

2007年11月28日 21:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ソフマップで、ネンドロイド「初音ミク」を、予約。でも、発売は、来年3月だって、気が
早いね。 

踊る初音ミクのバナー画像

2007年11月27日 22:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、踊る初音ミクのバナー画像を格上げして、右欄のカレンダの下に、常設することしました。 

さて、「鈴音リン」の予約はどうするかな(^^;。 

自宅サーバのリプレース作業(ファイルサーバ追加)

2007年11月25日 20:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、自宅サーバ(ミルファ)に、USB外付けHD(Century TERABOX-III/USB)を接続して、ファイルサーバとしても使うことに
しました。既にあるハードウェアリソースとしては、ブログサーバとして使っている玄人箱があるのだが、プレインストールの
日本語化Samba 2.2では、まだ、日本語ファイル名への対応が、今ひとつで、WinとMacの両方から共用するようなことが難し
いようだ。 

しかし、Win2k3サーバのファイル共有機能で、すんなりと思っていたのだが、そうは問屋が卸さないようで、Symantec 
EndPoint Protectionのネットワーク脅威防止に、ファイル共有が抑止されていた。気が付くのに、数十分、、、、気が付いて、
設定修正。 

自宅サーバのリプレース作業(ファイルサーバ追加)の続きを読む 

じっとな一日(続)

2007年11月24日 18:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

手術から3日目、昨日に続き、今日も、じっとな一日。痛みは、時々、背中が、ちくちくする程度になった(多分、1週間程度
で、傷が完全に塞がって、抜糸になると見込)。 

今日は、家族に、時計を買ってきてもらって、柱に付けた。これは、暗くなると、うっすらとライトが点いて、文字盤を照らし
てくれるタイプのもので、これで、時間を見るのに、灯りを付けるという手間が、省けるようになった(手を使わずに済む)。 

 

これは、SEIKOのKX306Bだね。 

じっとな一日(続)の続きを読む 

留守録の無言メッセージの発信源

2007年11月23日 21:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、留守録に、無言メッセージが、入っていたが、電話番号が、0120-14-6816と、、、、インターネットで、検索すえる
と、検索結果、どうも、イーモバイルかららしい。この電話は、留守録専用で、誰も出ることは無いのだが、最近、固定電話の
ための電話番なんて、企業じゃない限り、居ないでしょう。そう言えば、大分前には、NTTも、電話で勧誘があったような気も
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するけど、自分ところのサービス自身なんで、矛盾はないか。 

留守録の無言メッセージの発信源の続きを読む 

自宅サーバのリプレース作業(反省点)

2007年11月23日 17:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

現在、自宅サーバ(Win2k3サーバ)の上に、MS Virtual Serverで、デスクトップPC環境(WinXP Pro)を動かしているが、操作性
(応答性など)が、やはり悪いので、逆にすべきだったかと、反省。デスクトプPC環境の上に、Virtual Serverで、自宅サーバの環
境を動かすべきだったかどうかだね。 

 

注)これみて、ハックしようなんて、思わんでね。しかし、台数でみると、個人宅の規模にしては、大分、多くなって、たいへ
んだが、お金をかけて、保守の委託というのも、趣味とは、方向性が違うかな。 

自宅サーバのリプレース作業(反省点)の続きを読む 

じっとな一日

2007年11月23日 17:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、通院もないので、1日、家で、じっとする1日。薬のせいか、眠けに襲われるので、まあ、身を任せて寝ていればよい
のだけど。 

じっとな一日の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月22日 15:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

病院帰り、アキバで買い物。今日は、PC(イルファ)を、無線で使えるようにしょうと、無線マウスと、Bluetoothアダプタを、
ゲット。後、とらのあなで、同人ソフト「まおたん」と、ゲのマのズで、DVD「らきすた」6巻を、見つけて、ゲット 
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Bluetoothアダプタは、モバイルキャストのmBand (MPX2000)と、接続して、ちゃんと音声が聞けた。あと、Logicoolの無線マ
ウスは、マニュアルが誤っているのか、図では、電池の挿す方向が逆に、書かれていて、その通りにしたら、当然動かないの
で、気が付くまで、何故、動かないのかと、10分ぐらい悩んでしまった。 

アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月21日 19:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

病院へ行く前に、アキバを徘徊。何とも、薬マスコットのがちゃぽんをやってみた。浅田飴がでてきた。DDと大きさを比べて
みよう。 

このマスコットは、御神籤になっている。 

今日、やっと背中の健康対策終わりへ

2007年11月21日 18:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

数年前から、背中に、こぶ(粉瘤 or 脂肪腫)が出来始め、最近、いすに座ると、背もたれで、それが圧迫されて、不快な状況が
続いていた(あと、飛行機のエコノミーの座席だと、よく眠れない状況も)。今年、、、、 

今日、やっと背中の健康対策終わりへの続きを読む 

MacOSX10.4でのリンクエラー

2007年11月21日 09:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

年賀状作成用に、Adobe Photoshop CS2のプラグインを作ろうとしたら、どうも、 MacOSX10.4での不具合らしいが、以下3件
のリンクエラーが出て、リンクができない。 

Link Error : Reference from dylib CarbonCore(02AA1A00)[ProjectBuilderMasterObjectFile.o] to symbol '_task_name_for_pid' 
from dylib libSystem(0058010A)[?] not resolved Project: multiplexer.mcp, Target: Mach-O Debug 
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Link Error : Reference from dylib CarbonCore(02AA1A00)[ProjectBuilderMasterObjectFile.o] to symbol '_acl_copy_int_native' 
from dylib libSystem(0058010A)[?] not resolved Project: multiplexer.mcp, Target: Mach-O Debug 

Link Error : Reference from dylib CarbonCore(02AA1A00)[ProjectBuilderMasterObjectFile.o] to symbol '_acl_copy_ext_native' 
from dylib libSystem(0058010A)[?] not resolved Project: multiplexer.mcp, Target: Mach-O Debug 

どなたか、対策方法を、ご存じないでしょうか? はたまた、MacOSXを、10.3までグレー ドするしかないのかしら? 

なんか、間に合わなくなりそうだから、sgi O2で作るかどうか。 

アキバ徘徊

2007年11月19日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、メッセーサンオーの店頭で、デモしていたデスクトップマスコット「みくみく」をゲット。
踊るミクと比較すると、 

アキバ徘徊の続きを読む 

計るだけダイエット

2007年11月18日 22:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

大分、昔、NHKの番組「ためしてカッテン」で、見たような、見ないような、記憶もあやふやだが。現在、NHKのHPには、そ
のときの番組の情報は既になくなっているいりものの、今でも、記録用紙のダウンロードと説明のページは残っているよう
だ。。。。 

計るだけダイエットの続きを読む 

CODEWARRIOR LICENSINGトラブル

2007年11月18日 09:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

昨年、Adobe Photoshopのプラグインを再コンパイルするために、Metrowerks CodeWarrior 10.0 for MacOSXを、Web経由
で、購入したのだが、最近、年賀状作成のために、新しいプラグインを作ろうと、起動してみたら、ライセンス期限切れの表示
が出て、使えない状態になっていることが、判明。 
早速、Freescale社へ電子メールで問い合わせてみると、何と、システム刷新の再に、古いアカウントを削除したとか。なんと
も、勘弁してくれ。とりあえず、アカウントを作り直して、エンティティ番号を新たに割りてくれて、何ともか、再アクティ
ベーションできた。Adobe Photoshop CS SDKのサンプルも、メークが正常終了したのを確認できたので、あと、プラグンを作
るだけになった。 

CODEWARRIOR LICENSINGトラブルの続きを読む 

作詞・作曲?(続)

2007年11月17日 21:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

6拍子に決めて、歌詞を、マッピングしてみた。なんか、今ひとつかな。 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/ (5/16)2008/12/24 16:13:39

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-982.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-982.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-982.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-982.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-982.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-981.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-981.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-981.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-981.html#trackback
http://www3.nhk.or.jp/gatten/qa/archive/diet.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-981.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/codewarrior-licensing.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/codewarrior-licensing.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/codewarrior-licensing.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/codewarrior-licensing.html#trackback
http://www.freescale.com/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/codewarrior-licensing.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-980.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-980.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-980.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-980.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年11月アーカイブ 

【さくらの憂鬱】 
 
(1番) 
123456 123456 123456 123456 
こもーれびー すきとーおる さくーらのー すがーたーー 
あやーしいー げんーえいの かーげえーー あらーわしー 
まどろーみに みをーゆだね ねむーりにー さそーわれー 
さくーらのー きせつーまだ とおい はる のーきせつー 
 
すきとーおる さくらのーー かげえーひと びとをおおい 
ねむーりにー さそわれーー いーじげんの せーかーいー 
はーるかーー かーなたーー うちゅうのー はてのようー 
さくーらのー きせつーまだ とおい はる のーきせつー 
 
(2番) 
123456 123456 123456 123456 
ふーゆのーー きーせつーー みえーないー さくらのいま 
かべーごしに ないさくらの かーげーえー おもいこみー 
ひとびとはー つかーのまの きょえーいに まどわーされ 
さくーらのー きせつーまだ とおい はる のーきせつー 
 
さくーらのー きょえーいー ひとびとにー おもわれてー 
すきとーおる ないさくらに おもーいがー よどーみーー 
ひとーびとは むーくわれず きょえいーに あこがれるー 
さくーらのー きせつーまだ とおい はる のーきせつー 

あとは、メロディーを、考えるのかな? 

知人の知人の本の紹介「CG Magic: レンダリング」

2007年11月17日 19:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

知人からの紹介で、書籍紹介。11月25日に発売らいし。 

書名「CG Magic:レンダリング」 

●     著者:倉地 紀子 著 
●     定価:4410円(本体4200円+税)
●     B5 312頁
●     ISBN 978-4-274-06692-4
●     発売日:2007/11

研究者以外の視点でかかれた、内容とのことで、読み物として、面白いということです。 

知人の知人の本の紹介「CG Magic: レンダリング」の続きを読む 

オリジナルDD「ひまわり」着せ替え

2007年11月17日 17:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ゲットしたコートを着せてみた。 
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全身は、 

オリジナルDD「ひまわり」着せ替えの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月17日 17:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、リバティで、ウエスタンデジタルの1TBハードディスクをゲット。これは、イルファの増設
に使う予定。あと、A-ZONEで、60cmドール用のコートをゲット。 

 

あと、ソフマップで、タイムリープを予約。 

自宅サーバのリプレース作業(これで終わりかな?)

2007年11月15日 21:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Windows XP Proアップグレード後、Windows Updateで、ホットフィクスのインストールでエラーが起きて、失敗するように
なった原因が判明してきた。MSのサイトを検索してみたら、「Error message and scan fails when you use Systems 
Management Server 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: "0x80040154"」が、見つかり、早速、対策を試してみたら、
Windows Updateで、エラーが起きなくなった感じだ(現時点、2件成功)。 

自宅サーバのリプレース作業(これで終わりかな?)の続きを読む 

シャープMP70G(ノートPC)も廃棄

2007年11月11日 20:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/ (7/16)2008/12/24 16:13:39

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/dd-54.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-979.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-979.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-979.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-979.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-978.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-978.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-978.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-978.html#trackback
http://support.microsoft.com/kb/921129/en-us
http://support.microsoft.com/kb/921129/en-us
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/post-978.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/mp70gpc.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/mp70gpc.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/mp70gpc.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/11/mp70gpc.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年11月アーカイブ 

シャープPC-MP70G、やはり、使っていて、この低速振りには、ストレスも限界(これは、トランスメタの限界だろう、2004年
にゲットして、早3年、ご苦労様でした。ゲーム専用ノートPCとして、ゲットしたけど、この用途としても、限界だね)。とり
あえず、Web経由で、リサイクル回収をシャープに依頼。現在、内蔵ディスクを交換前のオリジナルに戻して、ディスク抹消
ツールで、完全消去中。あとは、シャープから書類がくるのを待つだけか。この機種は、まだ、リサイクル法の制定前だった
か、リサイクルシールがないね。有料かしら? 

シャープMP70G(ノートPC)も廃棄の続きを読む 

自宅サーバのリプレース作業(まだ続く)

2007年11月11日 18:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、ウイルスバスタ2008は、正常に動作中。アクティベーションも、正常。そうなると、後は、Windows Updateの問
題だけか。自動で、インストールされないと、なんとも、不便だね。 

初音ミクの使用感

2007年11月11日 17:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とか、使おうと、試みるが。まだ、何とも要領が得ない。やっつけで歌詞を作ったが、曲を入力しないと、歌詞を入れられな
い。要望としては、たとえば、同じ音で、同じ長さの音符に自動的に割りあってて、歌詞を先に、入力させてくれると、歌詞に
あわせた作曲を、初音ミクの上で行えるようになるように、感じています。将来への期待。 

作詞・作曲?(続)

2007年11月10日 21:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

作詞・作曲?のつづき(^^;。。。。 

 

【さくらの憂鬱】 
 
(1番) 
はるのこもれびー すきとおーる さくらの すがたー  
あやしい げんえいの かげえ あらわし  
まどろみに、みを ゆだねー ねむりにさそわれーるの  
さくらのきせつー まだ、とおい はるの きせつー  
 
さくらのかげえー ひとびとを おおい  
ねむりにさそいー いじげんの せかいー 
はるかー かなたー うちゅうのはてのように 
さくらのきせつー また、とおい はるのきせつ 
 
(2番) 
ふゆのきせつー みえない さくらの いまー 
かべごしに、ない さくらのかげえ おもいこみー 
ひとびとは、つかのまの きょえいーに、まどわされー 
さくらのきせつー まだ、とおい はるの きせつー  
 
さくらのきょえいー ひとびとにー おもわれてー 
ない さくらに おもいが よどみー 
ひとびとは むくわれず きょえいーに、あこがれるー 
さくらのきせつー まだ、とおい はるの きせつー  
 
作詞:デジ・ポンタ (C)2007 

何とも、意味不明な歌詞? でも、こんなもので、サンプルにしようか。次は、リズムの何にするか決めて、字数の調整かな? 初
音ミクへの入力までには、まだ、先が長いね。 

自宅サーバのリプレース作業(まだ続く)
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2007年11月10日 20:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

仮想サーバに載せたWinXP Proだが、少々、時間が経つと、おかしくなってきている。。。。 

自宅サーバのリプレース作業(まだ続く)の続きを読む 

オリジナルDD「ひまわり」着せ替え

2007年11月10日 15:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ゲットしたDD用ウィッグを付けてみた。ちょっと、イメージが、違うかな。 

 

全身は、、、、 

オリジナルDD「ひまわり」着せ替えの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月10日 14:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

レンタルショーケースの契約更新後、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、雑誌「コンプティーク」と、VOLKS(ラジ館6F)
で、DD用ウィッグをゲット。 

 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年11月10日 12:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、歯医者の後、お昼に、アキバのVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケースR-892の契約更新。精算と再出品の値札付け
に、1時間弱かかるので、少々、疲れた。今回は、値下で、新しい出品はなし。 
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作詞・作曲?

2007年11月 8日 23:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

初音ミクに何か歌わせようと、何か、作詞・作曲? でも、初挑戦だったり、、、 

作詞・作曲?の続きを読む 

自宅サーバのリプレース作業(まだ続く)

2007年11月 8日 22:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバヨドバシで、Windows XP Professionalアップグレードパックをゲット。これで、Windows Home Editionを
アップして、RDPからアクセス出来るようにしよう。。。。 

 
自宅サーバのリプレース作業(まだ続く)の続きを読む 

自宅サーバのリプレース作業(まだ続く?)

2007年11月 7日 21:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

サーバのリプレースが終わったらと思ったら、Symantec Antivirus Small Business が、もう、契約期限切れの予告表示が出始め
た。早速、見積もりを、依頼。コンシュマ向けと違って、人的なやり取りが必要なので、めんどくさい。 

自宅サーバのリプレース作業(まだ続く?)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月 5日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、シングルCD(タイムリープ)を、ゲット。 
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タイムリープベンチマークの曲だね。 

自宅サーバのリプレース作業(個人環境)

2007年11月 4日 19:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

古いサーバでは、そのアカウントで、電子メールなどの送受信を行っていたのだけど、今回のリプレースのその個人環境を、移
すのにも、何か作業が発生する。 

自宅サーバのリプレース作業(個人環境)の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月 4日 19:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後、レンタルショーケースの出品追加後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、東方系のオーディオCDと、ラジ館4Fの
イェローサブマリンで、フィギュア(イルファ、ミルファ、シルファ)を、ゲット。 

上右写真では、左が、ミルファ、真ん中が、イルファ、右が、シルファだね、 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年11月 4日 12:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日はお昼に、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケースR-595へ、出品物(涼宮遥フィギュア、ドール用ウィッグなど)
を追加。 

コミケ73抽選漏れ

2007年11月 4日 10:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

さっき、電子メールで、サークル「はねっこくらぶ」の抽選漏れの電子メールが届いた。残念、今回は、一般参加で、うろうろ
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しよう。コミケ74はどうしようかな(^^;。 

新宿うろうろ

2007年11月 3日 18:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、お昼から、新宿をうろうろ。まず、紳士服の青木本店へ行って、修繕を頼んでいたスーツの引取。次に、東急ハンズ
で、天井のペンダント・ランプの自作部材をゲット。 

 

スーツは、「かけつぎ」で依頼したが、結果は、、、、 

新宿うろうろの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年11月 2日 20:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

展示会見学後、アキバを徘徊。今日は、100円ショップ(アキハバラ・デーパート復活?)で、クリスマス風のリボンをゲット。
DD「向日葵」の髪をこれで結わってみよう。あと、年賀状なんて早いという感じだが、お年玉付き年賀切手は、早めに売り切
れるので、昨日、発売早々、郵便局で、ゲット。 

 

さて、向日葵は、、、、 

アキバ徘徊の続きを読む 

展示会見学

2007年11月 2日 19:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、会社がお休み。お昼から、東京ビックサイトで、展示会「LICENSING ASIA 2007」を、見学。 
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展示会見学の続きを読む 

Comic Market 73 当落通知がまじか!

2007年11月 2日 08:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

そう言えば、今月3日は、Comic Market 73の当落通知発送だね。 

iPODの電池充電器

2007年11月 1日 22:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

iPODを使って1年以上? 時たま、暴走して、フル充電状態だったものが、急激に空っぽ状態になってしまうことが、起きてい
る。しょうがないので、今日は、新宿ヨドバシで、電池で充電するためのアダプタを、ゲット。 

 

ポエ村つうしん(11月1日号)

2007年11月 1日 19:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Wii版「おいもり」を待っていたのですが、1年以上遊んで、一周して、間が保たなそうなので、DS版「おいもり」で遊ぶの
は、休止しますので、「ポエ村つうしん」も、休止になります。とりあえず、日付を書いて、袋に封印しました。 

« 2007年10月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2007年12月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
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2008年3月

日 月 火 水 木 金 土
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

今月のイラスト

  
 
検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2007年11月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2007年10月です。

次のアーカイブは2007年12月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年3月 (10)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
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●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊

 
Powered by BlogPeople 

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
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コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ

 
Powered by BlogPeople 

コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪

 
Powered by BlogPeople 

「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹

 
Powered by BlogPeople 
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Movable Type Publishing Platform

掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2007年12月アーカイブ 
アキバ徘徊

2007年12月31日 18:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

コミケ見物の後、アキバを徘徊。今日は、特に買う物はないので、ぶらぶら、そう言えば、こんなお店があったっけ? 

 

貴方は、どっち(^^;。 

コミケ73見学(最終日)

2007年12月31日 18:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、最終日、りんかい線の有明駅に、朝6時前に着いたが、人の多さで、東地区の入場待機列に着くまでに、大分、時間をロ
ス。いつもより、1.5倍、後ろに位置になってしまった。下写真は、ビックサイトの敷地の外から、朝日(日の出は、待機列でみ
たものの、撮影禁止というこで撮れなかった)を撮ったもの。 

 

朝日だね

 

ゲットしたもの

会場の様子は、ここからご覧いただけます。 

今日、万歩計で歩数も計ってみた帰宅(アキバ徘徊含)までに、3万1千歩弱でした。足が痛いが、この後、初詣もある。そう言え
ば、忘れずに、新年早々に、次回のサークル参加申込をしておかねば。 

12月のイラスト・カレンダ
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2007年12月31日 00:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

12月といえば、クリスマス。

 

去年の修正版で、目の描き方を変えてみました。 

【デスクトップ画像】 1280x960 1024x768 800x600 PDF 

問い合わせしてみてる

2007年12月30日 22:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

何とも、気になっていたので、(財)社会経済生産性本部のJIM健康調査に関して、問い合わせの電子メールを出してみ
た。。。。 

問い合わせしてみてるの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年12月30日 18:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、まだ、しっくりきてないパソコンの筐体の防振足を作るため、T-ZONEで、部品をゲット。
あと、「らきすた」のコレクションフィギュアをゲット。 

 

しかし、オプション部品が色々付いて
いて、ばらすとなくなるな(^^;

アキバ徘徊の続きを読む 
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掃除 掃除

2007年12月30日 13:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、コミケ73見物はやめて、部屋の掃除。天井からハタキをかけて、埃があまたのごとく、落ちたところを、掃除機で、
一網打尽(^^; しかし、パソコン周辺は、鬼のようにケーブルが這っていて、ハタキをぱっとかけるだけでは、埃がりらない(;
_;。 

掃除 掃除の続きを読む 

掃除機の改善要望

2007年12月29日 22:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ぜひとも、フィルター無しで、紙ゴミパック式(本体の掃除が不要というメリット)のサイクロン掃除機を出し欲しい(ダイソンを
使った感想から)。 

コミケ73見学(初日)

2007年12月29日 19:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、朝6時前に、りんかい線の有明駅に到着。まだ、日の出前なので、暗い(^^;。初日は、ジャンル的には、買うものがな
いので、企業ブースに並びました。雨天で、コスプレ広場が、企業ブースの購入者列の並び場に化していた。何とも、大人数に
感じた。しかし、この年末、天気が悪い。傘がなんとも邪魔だ。 

今日、「このたま3」を買おうと、フロンティアワークスに並んだら、何とも、列が動かないこと。ToHeart2関係のグッツが、
何カ所かのブースから、販売されてるんで、何度か並ばないと行けません。あと、次回の参加申込書セット(問題は開催日、
Siggraph2008の渡米と重なるため、3日目(日曜日)でないとサークル参加できないかな)もゲット。でも、郵便局の窓口は、来年
4日からなんで、申込はそれまでおあずけだね。(注:「最新危機管理マニュアル」は、同人誌です) 

会場の様子は、ここからご覧いただけます。 

コミケ73見学(初日)の続きを読む 

未来からの干渉

2007年12月28日 22:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ハルヒの憂鬱を観ているいるうちに、、、、 

未来からの干渉の続きを読む 

明日からコミケ73

2007年12月28日 21:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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何とも天気が悪くなってきているが、明日から、コミケ73が開催。天候に関係なく、朝っぱら早くから、並ぶか。初日は、企
業エリアにしようかな。早起きのため、さっさと寝るか。あそうそう、次回の参加申込セットもゲットしなければ(^^;。 

アキバ徘徊

2007年12月27日 21:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

今夜は、職場の飲み会だった。その帰り、アキバを徘徊。今日は、ソフマップに予約していたPCゲーム「タイムリープ」を
ゲット。まあ、ジャンルは、18禁のエロゲーなんだけど、グラボのピクセルシャーダなど、リアルタイムのTOONシェーディン
グや使えそうなハード機能を色々使ってみせてくれている、変わり種。内容は、まだ、遊んでないので、判らないけど、タイム
リープベンチマーク(こっちは、年齢制限ないかな)でおなじみだよね。確か、試したところ、タイムリープベンチの値で、グラ
ボ(画面サイズ1280x720)は、GeForce8600GTS以上で、30fps程度になる感じでしょうか。今、持っている、GeForce8800GTS
では、60fps程度であったと記憶。 

しかし、大分、重いから、何が入っているのかと思ったら、分厚い、絵コンテ集が、入っていた(^^;。TOONシェーディングに
関しては、色々、将来に向けての反省点を見い出すのに良いサンプルのようにも感じる。まあ、このゲームをインストして起動
してみるのは、正月休みに入ってからかな。 

アキバ徘徊の続きを読む 

今日で、やっと通院終了(手術、その後)

2007年12月25日 10:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今朝、病院で受診して、やっと、終わっりとなった。傷口のケロイド対策も、もう大丈夫なようだ。あとは、様子見で、何かあ
れば、通院というレベル。11月21日の手術から、1ヶ月ちょい経過している。体を動かすことも、普通に行って良いということ
だ。何とか、年内に、治療完了(^^。 

今日で、やっと通院終了(手術、その後)の続きを読む 

酒帯運転幇助行為の対象者

2007年12月24日 21:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、交通安全の講演を聴いて、確認したのだが、酒帯運転幇助行為で罰せられる対象者に、無免許の方も含まれるということ
だ。今までは、既存の法律を何とか使って、免許を持っている同乗者には、責任を問うことが出来ていた程度だったが、新しい
法律では、酒帯運転幇助行為そのものを、罰することが可能となったということだ。まあ、法律が、有ろうと無かろうと、運転
者へお酒を勧めてはいかんですよ。 

酒帯運転幇助行為の対象者の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年12月24日 18:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、掃除機の新調と、無くなったインクカートリッジを補充。クリスマスのせいか、店頭には、
色々、変わった展示が、、、、 
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とらのあな店頭 (一分の一の九重りん)

 

アキバヨドバシ店頭 (トランスフォー
マ)

アキバ徘徊の続きを読む 

年賀状制作(まとめ)

2007年12月24日 18:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

取り敢えず、最終的なアニメを、GIFアニメにして、下に掲載。 

 

計6フレームを、レンチキュラレンズ用に合成して、ハガキに、インクジェットプリンタで、プリント。角度を正確に合わせ
て、シール付レンチキュラレンズシート(8cm正方形に切ったもの)を貼って行く(大分、しんどい)。ただ、今回、動きが、激し
くて、かなり厳しいところがあるかも(^^;。 

さて、今までの工程をまとめると、、、、 

年賀状制作(まとめ)の続きを読む 

年賀状制作(完了)

2007年12月23日 22:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

終わった。あとは、投函するだけ。海外の宛先もあるので、これから、郵便局で、投函。今回、レンチキュラレンズシートを貼
るのも、失敗率が、かなり低くなった。八十枚強で、1枚、失敗(^^。 

ドルパ18見学

2007年12月23日 17:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、朝から、東京ビックサイトまで、ドルパ18見学。今日は、MDDボディとドレスをゲット。 
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まったり、見学しよかと思ったが、まだ、年賀状を作りかけだったので、お昼で、切り上げて、撤収。 

会場の様子は、ここからご覧いただけます。 

ドルパ18見学の続きを読む 

内部組織の壁

2007年12月23日 04:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やはり、連携が必要な内部組織に間で、、、、 

内部組織の壁の続きを読む 

明日は、ドルパ18開催

2007年12月22日 22:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

明日12/23は、東京ビックサイトで、ドルパ18が開催。朝から行くか。今回、明後日も、休みだし、まったり見学しようか
(^^;。 

年賀状制作(続き)

2007年12月22日 20:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

sgi O2で自作したツールで、何とか、レンチキュラーレンズシート用に、6フレームアニメを合成! 
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実際に、Photoshopでプリントして、レンチキュラーレンズシート(60lpi)を貼ってみると、少々、鼠が目立ってない(;_;。でも、
いいか(^^;。上画像は、解像度を落としていいるので、実際には、使うことは出来ません。悪しからず。 

年賀状制作(経過)

2007年12月22日 09:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、ベースのアニメーション付けが終了。おにぎりは、ころころさせたが、ネズミももう少し、がたがたさせるかどう
か。。。。悩んでる時間もないか。下の映像は、ループ再生で見てね。 

 

もう、これで行こう。あとは、本番解像度で、レンダリングして、合成へ! 

アキバ徘徊

2007年12月21日 21:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、メッセサンオーで、デスクトップマスコット「りんりん」をゲット。 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/ (7/22)2008/12/24 16:15:30

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1027.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1027.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1027.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1027.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/archives/mov/200712101.mov
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1026.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1026.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1026.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1026.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年12月アーカイブ 

 

そう言えば、今日のYahooJapanニュースで見たけど、アーティスト名を初音ミクで、ジャスラックに登録って、法的に大分、
興味深いよね。単なる記入ミスと見ると、受け付ける側が、ノーチェックなのかなどとあきれるけど。人格のないキャラクタ
(人間でなく、法人でもない)は、主体になってしまったのか(^^;。 

年賀状制作(経過)

2007年12月20日 23:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

なかなか、進まない(;_;。今日は、シェーダの付けて、配色まで。。。おにぎりのでこぼこは、タオルっぽいものを作ったとき
のディスプレースメントシャーダで付けたもの。 

 

あとは、コピペして、数を増やして、6フレームで、「おくり」のアニメーション付け。そして、sgi O2で、合成っと。まだ、
先が長い。連休中に、郵便局に投函までやらなければ(^^;。 

アキバ徘徊

2007年12月20日 20:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、DVD「らきすた」7巻をゲット。 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/ (8/22)2008/12/24 16:15:30

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1025.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1025.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1025.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1025.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1024.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1024.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1024.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/post-1024.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年12月アーカイブ 

 

手術、その後

2007年12月16日 23:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

段々、傷口付近も、違和感が無くなってきたが、まだ、かゆみを、時たま感じるぐらいになった。まだ、運動をしたときに、ど
んな感じかは、未体験ゾーン(^^;。まあ、再来週の半ばまでは、飲み薬が残っているので、静かにしていよう。現在の傷口
は、、、、 

手術、その後の続きを読む 

Outbound Port25 Blocking(OP25B)実施への対応

2007年12月16日 23:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

BEKKOAMEから、「Outbound Port25 Blocking(OP25B)実施とメール設定変更のお願い」という電子メールが、届いていた。本
実施は、来年3月からとあるが、問い合わせたところ、現在からでも、新しい設定で、電子メールのやり取りができるそうなの
で、忘れないように、早速、設定をしてみた。。。。 

Outbound Port25 Blocking(OP25B)実施への対応の続きを読む 

雑誌「DTM MAGAZINE」を見て

2007年12月16日 21:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

雑誌「DTM MAGAZINE」1月号を見て、思ったのだが、最近では、絶滅の危機にある実機のMIDIシーケンサ、、、、 

雑誌「DTM MAGAZINE」を見ての続きを読む 

フラットでなければ伝わらない

2007年12月16日 21:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

フラットでなければ伝わらない。 

フラットでなければ伝わらないの続きを読む 

Pixar RPS 年間保守の継続

2007年12月16日 18:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

毎年、恒例。Pixar RenderMan Pro Serverの年間保守の継続を、注文。あとは、Maya8.5のアップグレードだが、MacOSXユー
ザには、メリットが、あまり感じられないので、なんとも悩ましい。あと、インテルマックへ乗り換えるタイミングも難しい。
まだ、安定性には、尚早との感もある。 
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Pixar RPS 年間保守の継続の続きを読む 

アキバ徘徊

2007年12月16日 16:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、ソフマップで、USBタイプのワンセグチューナをゲット。TVを買い替えて、ダブルウィンド
ウで無くなったので、パソコンを使っていると、TVが見られなくなっていた。今回、ワンセグチューナ(WinとMacの両々)で、
それを補完しようかと、試用。 

しかし、室内の電波事情は、悪い。アンテナをケーブルで接続しないと、使えない感じだ。 

SUSE 10.1 on MS Virtual Server

2007年12月15日 18:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ゲットしたパッケージ版のSUSE 10.0を、自宅サーバのMS Virtual Serverに、作った仮想サーバ(ニックネームは、シル
ファ/HMX-17c)へ、インスト。しかし、デフォルト+アルファのインストで、6GB弱も、ディスクを食ってしまうとは、Linuxも
大きくなったものだ。取り敢えず、10GBの仮想ディスクを2つ作って、片方に、SUSEをインストして、もう一方は、ユーザ
データを収納するために使うことにした。フォーマットは、両方とも、ext3を選択。 

 

上写真は、リモートコントロールのWeb画面。しかし、何で、仮想サーバのフルスクリーンモードをサポートしないのか? はっ
きり言って使い難い(VNCを入れるのは、さらに、セキュリティを弱体化するようで、あまり使いたくない)。やっぱり、
VMwareの方がよかったかな(^^;。あと、SUSEは、何か、重たい感じだ。 

これで、この自宅サーバに、WinXP ProとSUSE10.1の2つを、ゲストOSとして載せました。これで、少々、負荷的に、どんな
感じか、様子見。 

SUSE 10.1 on MS Virtual Serverの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年12月15日 15:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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午前中、歯医者へ行った後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミックマーケット73カタログ(CD-ROM版)をゲット。あ
と、アキバヨドバシで、SUSE 10.1のパッケージをゲット。 

あと、コミケ73の企業ブースパンフレッドも、とらのあなでゲット。Linuxの商用パッケージを探すのに時間がかかった。最近
では、店舗で見かけなくなったアイテムだね。 

仮想記憶が要らない時代なら

2007年12月14日 23:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

半導体メモリが安くなって、主記憶も、何GBが、普通。昔ながらの仮想記憶も、スワップが起こらないよに、主記憶の容量
を、そもそも増やしている始末。これは、大企業病の症状のようだ。。。。 

仮想記憶が要らない時代ならの続きを読む 

正月向けイラスト(下書き)

2007年12月14日 23:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

落書き、巫女さんイラスト。 
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正月向けイラスト(下書き)の続きを読む 

今日、ダウン

2007年12月14日 14:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とも、体調が悪く、今日、お休み。ご不便かけます。 

今日、ダウンの続きを読む 

通院、まだ、続く

2007年12月11日 10:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

今日の受診で、終わりかと期待していたが、あと、2週間、飲み薬を続けて、年内2週間後ぐらいに、再度、通院となった。今
日は、傷跡のふくらみを押さえる薬(2週間分)と、かゆみ止めの軟膏をいただいた。年内、完治か? 

無料グループウェアサービスの参入ラッシュ?

2007年12月11日 08:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、Yahoo Japanの学校向けのポータル(無償グループウェアサービス)、ライブドアのプロジェクト管理など、色々、出てき
ているようだ。。。。 

無料グループウェアサービスの参入ラッシュ?の続きを読む 

ACMメンバ更新

2007年12月11日 08:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今朝、米国のACM (Association for Computing Machinery)のメンバ更新の案内が、電子メールで入っていた。早速、更新手続
き。最近は、Webからできるんで、便利。あと、今回、電子ライブラリなどオプションのい申し込みを、ちゃんと取り除けるよ
うになっていたので、嬉しい。電子ライブラリは、今のところ、職場から見られるようなので、申し込む必要がなかった。 

ACMメンバ更新の続きを読む 

年賀状制作(経過)

2007年12月10日 23:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、帰宅途中、ロンマンスカーの中で、Autodesk Mayaを使って、ちゃちゃっと、「ネズミ」と「おにぎり」の3Dモ
デルを作成してみた。今ひとつかな、次は、IKを入れて、アニメーション付けかな。 
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あと、テキスチャとバンプマップも作らねば。 

アキバ徘徊

2007年12月10日 22:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲのマのズで、雑誌「コンプティーク」などを、ゲット。 

 

あと、ゲのマのズの店頭のガチャポンで、「ハヤテのごとく」のストラップフィギュアを何回かやって、ゲット。 

アキバ徘徊の続きを読む 

年賀状の制作を始めなければ

2007年12月 9日 20:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今年も、年賀状の制作をはじめなければ、材料は、すでに買い込んである。。。。そういえば、厚手のはがきサイズのプリンタ
用紙を買わねばならないが、まずは、絵柄の作成。今年も、レンチキュラーレンズシートを貼って、アニメーションする年賀状
だ。来年の干支は、鼠だね。CG分野では、デズニー&ピクサのレミーが話題だったけど、、、、和風で、「お結びころり」かな
(^^;。まずは、Autodesk Mayaで、ベースになる鼠の3DCG(カツーン)を作って、今回は、TOONシェーダも使うかな。 

今日のページビューカウント

2007年12月 9日 19:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

しまった。間が空いてしまった。めんどくさいので、ブログサーバを立ち上げた2005年3月からの累計を紹介していこう。現
在、556157ページ(12月6日時点)だった。しかし、人が見ているのかどうか? 

手術、その後

2007年12月 9日 19:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、傷口に、ほとんど痛みを感じなかったが、多少のかゆみと、違和感というか、しこり感が、少々、残っている。かゆみ
は、傷口と周辺が、まだ、赤くなっているせいだと思うが、これが直らないと、傷口周辺はまだ、大きな刺激を避けるようにし
ないといけないかな(風呂でごしごし洗えない)。 

自宅サーバのバックアップ

2007年12月 9日 18:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

さっき、自宅サーバのバックアップを開始。見積もりのバックアップ容量は、60GB弱、かかる時間は、4時間弱と表示されてい
る。バックアップは、DDS72で取っている。これ以上、バックアップ容量が増えると、設備の費用もかさむので、個人のサーバ
では、テープバックアップは、あきらめざるおえないかな。かといって、ディスクは、高速で大容量だが、1年以上、ほったら
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かしにしていても、大丈夫なものかしら? かなり、不安もある。ハードディスク・メーカが、たとえば、何年か保証のバック
アップ向けのドライブを出してくれると、安心するかな。 

アキバ徘徊

2007年12月 9日 16:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、オノデンで、コンセントカバーをゲット。自宅サーバの整理で、コンセントに、幾つか口が
空いたので、それに装着。 

 

中央通りの風景

内蔵ディスクのリプレース完了!

2007年12月 9日 09:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今朝、起きたら。デッドコピーが終わっていた。早速、ディスクを、交換(73GB→150GB)して、起動。無事、Win2k3サーバ
が、起動した。ほっ。さて、その他、色々、新しいディスクへ、外付けディスクに入れていたファイルを、集約せねば。 

内蔵ディスクのリプレース完了!の続きを読む 

イラスト・カレンダから今月のイラストへ変更

2007年12月 8日 23:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

毎月、カレンダ付きのイラストを、掲載していましたが、ブログの本来のカレンダ表示もあるので、カレンダ表示の下に、月別
に、イラストを表示することにしました。今回、既に、作成済みのイラストを、自動切り替えするPerlのCGIを採用しました。
まあ、これって、手抜きかな(^^;。 

内蔵ディスクのリプレース

2007年12月 8日 20:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

KNOPPIXを起動して、RAWデバイスを、ddコマンドで、デッドコピー。。。。容量は、73GB。なかなか終わらない、、、、午
後16時ぐらいから始めて、4時間強、経過、、、、やはり、終わるのは、明日かな、、、、 

内蔵ディスクのリプレースの続きを読む 

アキバ徘徊

2007年12月 8日 18:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

レンタルショーケースの出品追加後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミックマーケット73カタログ(紙冊子)を、ゲッ
ト。あと、自宅サーバの内蔵ディスクのリプレースで、デッドコピーをするため、アキバヨドバシで、KNOPPIXをゲット。 
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アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2007年12月 8日 13:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼ごろ、アキバのVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケース(R-595,R-892)へ出品追加と値下。今日は、フィギュア色々と、
らきすたストレップなど追加。 

手術、その後

2007年12月 6日 21:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、大きな痛みは、感じなかった。傷跡が、むずがゆいときと、腕を上げていると、傷口でなく、肩が痛くなるという感じ
で、少々、筋肉のバランスも、崩れているようた。まだ、少々、異物感がのこっているかな。 

当面、トラックバックを無効化

2007年12月 6日 21:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、スパム・トラックバックに攻撃されていて、ブログ自身の閲覧が、その負荷で、タイムアウトするような事態が、起き始
めました。しょうがないので、このブログサーバへのトラックバックのcgiを、当面、廃止することにしました。しかし、ト
ラックバックのないブログなんて、、、、 

注)これは、ブログサーバを、玄人箱で構築しているため、perlやDBアクセスを行うスクリプトを実行するセッション数が増え
ると、劇的に、能力不足になることが原因だが、スパムのために、設備を増強しようとは、思いたくないね。 

今日、包帯が取れた

2007年12月 5日 22:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

手術後、2週間で、包帯がとれた。傷口近辺、まだ、何となくかゆみがある。これは、追々。取り敢えず、これで、やっと、お
風呂で、湯船につかれるようになった。まだ、傷口は、ごしごし洗うことは出来ず、シャワーで流す程度だけど。これも、おい
おい。ここのところ寒くなってきたので、湯船につかれるようになったのは、嬉しい(^^。あと寝返りも、なんとか、できそう
なので、安眠もできるようになったかな。あとは、傷跡(見た目は、予定通り5cm弱かな)が、どのくらい目立たなくなるかだ
が、そもそも、自分では、大きな鏡で、積極的に見ないと見えない背中上部、手も届かないので、かゆみや異物感がなくなれ
ば、その内、自然に、忘れてしまいそうだね。後は、来週、一度、通院すれば、治療は終了っと。 

最近、お気に入りのチョコ

2007年12月 5日 21:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、コンビニで目に付いた果実ピール入りチョコ(2種)。食感の良さと、甘過ぎない感で、むしろ病みつきで、袋を開ける
と、一袋、空けてしまうので、ダイエットが、、、 
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コンビに入って、これが無いと、かなり心のダメージが大きい(^^;。 

SSL用電子証明書の変換方法など

2007年12月 5日 13:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今まで、このブログのSSL用の電子証明書が、OpenSSLのデフォルト設定作ったもので、CRLなどの設定は、全くはしょられて
ましたが、、、、 

SSL用電子証明書の変換方法などの続きを読む 

風邪でダウン(x_x

2007年12月 5日 06:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、風邪でダウン。何とも、体調が悪い。 

アキバ徘徊

2007年12月 4日 21:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。まだ、背中が痛くなるので、リュックを前にしょって? うろうろ。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、ド
ルパ18のガイドブックと、ゲのマのズで、オーディオCD(ToHeart2)と、TwoTopで、ウェアスタンデジタルのWS1500AHFDを
ゲット。これって、サーバ用途でも良いのかどうか? 

 
アキバ徘徊の続きを読む 

抜糸が終わったが、、、、

2007年12月 3日 09:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
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今日、朝、通院して、抜糸が完了。でも、来週、1度、傷口の様子を見るため、通院が必要になった。抜糸した糸の穴が塞がる
まで、今週水曜日までは、傷口の包帯がとれないということ。抜糸した後、糸ではなく、別の方向からの圧迫感が、多少、発
生。その内、緩和されるのか様子見。 
あと、弟の話では、傷口は、一ヶ月ぐらいは、伸縮を少なく、押さえる方が、傷跡が軽減されるということだ。これは、再生し
た部分の皮膚が回りよりやらかいので、伸ばしたときに、必要以上に伸びてしまうためとういことだ。まあ、あと、1週間強
は、静かにしていた方が、無難らしい。 

スパムメールフィルタPopFileインスト!

2007年12月 2日 23:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今、やっと、スパムメールフィルタPopFileを、ゲストOSの方にインストして、動作確認が終わった。これは、自宅サーバのリ
プレース前に使っていたソフト、スパムメールの隔離と分離が、自動で行われる。実績としては、確か、99%ぐらいは、スパム
を分別してくていた。これで、誤って、開いてしまうことも、激減するはずだ。 

明日、抜糸完了?

2007年12月 2日 17:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

明日、通院すれば、残りの3分の1の抜糸が終わって、治療は終了か。ただ、飲み薬が、多少、続くようだ(傷跡を軽減)。前回の
通院で、切除した粉瘤(or 脂肪腫)は、検査の結果、悪性でないことが判ったので、まずは、心配事も無くなった。 
しかし、夏から計画して、年内に治療完了と、生身は、なかなか、一朝一夕にはならないものだ。 

明日、抜糸完了?の続きを読む 

近所の紅葉

2007年12月 2日 14:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後のひと時、目に付いた近所の紅葉。。。。 

 

他のアングルは、、、、 

近所の紅葉の続きを読む 

作詞・作曲?(続)
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2007年12月 2日 10:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

6拍子って、かなりレアーチョイス。ちょっと誤解していた。8拍子に、変更です。 

【さくらの憂鬱】

(1番)

  12345678  12345678  1234564578
  こーもーれーびー  すきとーおーるー  さくーらーのすがたー
  あーやーしーいー  げんーえーいのー  かーげえーあらわしー
  まどーろみーにー  みをーゆーだねー  ねむりにさそわーれー
  さーくーらーのー  きせーつーーまだ  とおいーはるのきせつ

  すきーとーおーる  さくらのかげえー  ひとびとをーおおいー
  ねーむーりーにー  さそーわーれーー  いじげんのーせかいー
  はーーるーかーー  かーなーたーーー  うちゅうのはてのよう
  さーくーらーのー  きせーつーーまだ  とおいーはるのきせつ

(2番)

  12345678  12345678  1234564578
  ふーゆーーのーー  きせつーみえない  さくらーのーいーまー
  かべーごしにーー  ないーさくらのー  かげえーおもいこみー
  ひとーびとーはー  つかのまーのーー  きょえいにまどわされ
  さーくーらーのー  きせーつーーまだ  とおいーはるのきせつ

  さーくーらーのー  きょえーいーひと  びとにーおもわれてー
  すきとーおーるー  ないーさくらにー  おもーいがーよどみー
  ひとーびとーはー  むくわれずーーー  きょえいにあこがれる
  さーくーらーのー  きせーつーーまだ  とおいーはるのきせつ

                            作詞:デジ・ポンタ(2007年)

これにあう曲が作れるかな。語尾は、多少、調節が必要として、、、、キーメロディが、思い浮かばない。。。。 

大分、疲れているようだ

2007年12月 1日 21:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、手術のこともあるが、、、、 

大分、疲れているようだの続きを読む 

自宅サーバのリプレース作業(MPUアップグレード)

2007年12月 1日 13:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、お昼から、アキバを徘徊。今日は、ジャンパラで、Intel Core 2 Duo E6700/2.66GHzの中古バルク品をゲット。これ
で、自宅サーバ(ミルファ)をアップグレード(Intel Core 2 Duo E6420/2.13GHzからアップ)した。当初、MS Virtual Srverを動か
す予定で無かったため、この補強が目的。さて、CrystalMark2004R2の結果は、、、141582となった。アップグレード前は、
124948であったので、13%アップになる。ALU+FPUの限ると、23338+27488(アップ前19030+22994)で、21%アップ。 
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ミルファの概観 

詳細は、、、、 

自宅サーバのリプレース作業(MPUアップグレード)の続きを読む 
« 2007年11月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年1月 » 

リンク用バナ画像
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検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2007年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2007年11月です。

次のアーカイブは2008年1月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年11月 (20)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
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●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊

 
Powered by BlogPeople 

コミケ頒布物(制作状況)
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コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新

 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2007/12/ (21/22)2008/12/24 16:15:30

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2005/06/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2005/05/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2005/04/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2005/03/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/atom.xml
http://www.sixapart.jp/movabletype/
http://nerd.jp/
http://hanekko.jp/
http://wizg.org/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1476.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1472.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1467.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fblog.necoco.net%2F%3Feid%3D1058706
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1463.html
http://tbp.jp/tbp_2326.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1476.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1472.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1467.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1463.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1457.html
http://tbp.jp/tbp_2368.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1472.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1471.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fmacbook-pro-15inch.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1465.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Facmsiggraph.html
http://tbp.jp/tbp_2379.html


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2007年12月アーカイブ 

Powered by BlogPeople 

レンタルショーケース利用休止
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アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年1月アーカイブ 
アキバ徘徊

2008年1月31日 21:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、ToHeart2 Another Daysのムック(これは、18禁だった)を見つけて、ゲット。あ
と、ハルヒのネンドロイド。 
 

 
 
Asus EeePC 改造版ディスプレイドライバ

2008年1月30日 22:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日、800x480よりも大きなサイズを縮小して表示する改造版ディスプレイドライバを試してみた。文字が読めるのは、横幅
1024までぐらいかな。グラフィクスベースのゲームは、横幅1280ピクセルまで使えそうだ。 
 

 
上写真は、横幅1024ピクセルの画面サイズ表示モードで、MovableType4のブログのページ(横幅900ピクセル)を表示している
ところ。ガジェットまで、ちゃんと見れる。 
 
展示会見学

2008年1月30日 16:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の午後は、東京ビックサイトまで、展示会見学。 
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なかなか、色々なテーマの展示が盛りだくさんだった。雑誌の主催だけのこ
とはあるかな。 
 
 
展示会見学の続きを読む 

RenderMan Pro Server 13.5.3 Release

2008年1月29日 20:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、Pixarから、電子メールで、Pixar RenderMan Pro Server 13.5.3 のリリースのお知らせが、届いていた。取り合えず、
今、アップグレード完了。 
 
ただし、13.5.2でも直ってなかった不具合(ディスプレースメントマップ関係)は、今回も、直っていなかった。 

今の自宅インフラ紹介

2008年1月27日 20:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
取り敢えず、今回の自宅サーバのリプレースが終わって、どうなったかというと、下記。 
 

ホスト名 概要
hmx-17a/イル
ファ

ゲーム用PC(WinVista ホームプレミアム)。Intel Core 2 
Duo 3.0GHz/1333MHz+GeForce8800GTS/320MB
+SAS-HD。このMPUは、来月当たりに発売される45nm
版のクワッドへのリプレースを考えている。

hmx-17b/ミル
ファ

自宅サーバ(Win2K3サーバ、Webサーバ＋Mailサーバ
＋仮想サーバ＋CAサーバ)。Intel Core 2 Duo 
2.66GHz/1033MHz+GeForce7600+SATA10000rpm。
この仕様だと、これで、目一杯かな。 

●     仮想サーバ/ミルファ： WinXP Pro デスクトップ
環境

●     仮想サーバ/hmx-17c/シルファ： SUSE10.1, ブロ
グサーバ(MT4.01)、iTunesサーバ(mt-daapd)

hmx-12/マルチ Asus EeePC (WinXP Home)。持ち歩き用DTM環境(MIDI
レコーディング)

PowerBook G4 MacOSX。持ち歩き用3DCG制作環境(Autodesk Maya 
8.5 Complete, Pixar RMS 1, Pixar RPS 13, Adobe 
AfterEffect, etc.)。リプレースを検討中。

PowerMac G4 MacOSX。コンテンツ制作環境(Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Apple Final Cut Express, Apple DVD 
Studio Pro, etc.)。上記のPowerBook G4のリプレースと
統合を検討中。

sgi O2 IRIX6.5。特殊コンテンツ制作環境(C/C++, etc)。幾つか
の自作プログラムを、Macへ移植できたら、廃棄予定。

 
しかし、もっと、整理したいのだが、なかなか、進まない(後、２台を廃棄が目標)。困ったものだ。  
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仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)

2008年1月27日 20:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
取り敢えず、MacのiTunesにため込んだ、mp3ファイルを、iTunesサーバへコピーした。これは、ディレクトリをsambaで共有
して、MacOSX側のシャルから、スクリプトで実行。但し、iTunesサーバ側は、階層のないディレクリにフラットに入れる必要
があるよなので、ファイル名に頭に、連番をするようにしてコピーしました。これで巧く行くかな。。。。 
 
 
 
仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年1月27日 16:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、EeePCを持って、アキバを徘徊。なんか、変わったコスプレ？を発見。何か、イベントをやっているようだ。 
 

 
 
あと、紙風船で、中古のデスクトップアクセサリを、ゲット。これで、EeePCのデスクトップを飾るかな。 
 
 

 
 
EeePCセットアップ(続)

2008年1月27日 12:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

今日は、イーモバイルのusbタイプで、インターネット接続を試してみた、この記事は、イーモバ経由。とりあえず、問題はな
さそうだ。これから、これもって、アキバをうろうろしてみるか。

あと、EeePcには、usbポートが３つあるが、同じデバイスでも、、別のところにさすと、ドライバのインストを要求されるの
で、当面は、デバドラのはいったCDのコピーを、SDメモリへコピーして置いておくのが、よさそうだ、
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仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)

2008年1月27日 11:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

ログにあるワーニングノの意味は、不明だが、同じネットワークセグメントに範囲で、iTuneサーバが見えるようになったか
も。まだまだ、様子見。

今までにやったことは、ホストOS側のファイヤーウォール（Win2k3サーバと、Symantec Endpoint Protection）で、マルチ
キャストと使っている２つのポートを透過の設定。更に、ゲストOS（SUSE10.1）のファイヤウォール（コンパネとiptables）
で、同様に、透過の設定。

 

仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)

2008年1月26日 23:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ファイヤーウォールの設定をはずしまくって、何か、mt-daapdのログにエラーが記録されるようになってきた。

「2008-01-26 23:10:01: *** WARNING: Received 5 packets; Accepted 0 packets; Rejected 5 packets because of interface 
mismatch」と、これは、どういう意味なのか？

 

アキバ徘徊

2008年1月26日 17:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、午後から、アキバを徘徊。まずは、ソフマップで、液晶保護シートをゲット。とらのあなに行ってみると、
VOCALOID2のCDが増殖していた。何枚か、ゲット。ゲマズで、コミック「灼眼のシャナ」第４巻を、見つけて、ゲット。 
 

まだ、EeePCサイズの液晶保護シートは、見つからなかったので、12インチ用をカットして貼ってます。 
 
後、EeePCだが、仮想記憶のページファイルをなしにしたら、Cドラブの空きは、400MB強になった。これでとりあえず、以降
のインストはDドライブ（SDメモリ）にしよう。PCゲームが、DVDでなく、SDメモリで供給されると、うれしいかな。
 

EeePCセットアップ

2008年1月26日 13:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
朝から、EeePCのセットアップ。WinXPの初期設定。無線lANへの接続、、、、Symante AntiVirus 2008と、Yamaha XGworks 
STのインスト。結果、Cドライブの空き容量は、200MBを切ってしまった。やはり、4GBでは、ぎりぎり。 
 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/ (4/25)2008/12/24 16:16:47

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-3.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-3.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-3.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-3.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-2.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-2.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-2.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mtdaapd-2.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1078.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1078.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1078.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1078.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08012603.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/eeepc.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/eeepc.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/eeepc.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/eeepc.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年1月アーカイブ 

 
XGworksを起動した画面。 
  

やはり、1024の解像度が欲しいね。。。。おっと、しまった。液晶の保護シートを買ってこなかった。今から、アキバ
へ。。。。 
 
 
アキバ徘徊(Asus EeePC)

2008年1月25日 20:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
現在、アキバ徘徊中。無事、T-ZONEで、予約していたAsus EeePCをゲットできた。やっぱり、2GBのRAMも一緒にゲット。
RAMは同時購入で、5千円だった。後は、帰宅して、動作確認だね。 
 

 
箱を開けると、 
 
 
 
 
 
アキバ徘徊(Asus EeePC)の続きを読む 
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アキバ徘徊

2008年1月24日 19:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、アキバ徘徊中。１日前で、Asus EeePCが、どこかで売られているかと、思ったけど、見当たらなかった。T-ZONEでは、実
機（デモ機）が置いてあって、実物が見れた。液晶の両側の黒いスペースは、スピーカだったのか(^^。実物を見た感じは、ま
あまあだった。どちらかというと、現時点では、これで、ハードディスク内蔵の方が、嬉しいかな。 
 
さて、今日は、ゲマズで、DVD「らきすた」第８巻をゲット。 
 

明日、Asus EeePCが発売！

2008年1月24日 07:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
とうとう、明日、Asus EeePCが国内で発売！　既に予約入れてるんで、確実に、ゲットできる予定。外付けDVDドライブも用
意して、準備万端(^^。 
 
 
 
仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)

2008年1月23日 23:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今、sambaを、utf-8文字コードベースで、設定して、mp3ファイルを入れるディレクトリを、共有できるように設定。これで、
外部のマックやパソコンから、mp3ファイルを蓄積できるようになった。これで、様子見だが、現時点、安定していないと思わ
れるのは、iTuneサーバが、iTuneから、見えない時がある。これは、mt-daapdを再起動すると治るが、こんなもんなのだろう
か？　あとは、mp3ファイルを、プレイリストで、整理したいけど、格納場所のディレクトリ構造をそのまま、表示するように
ならないのかしら、まだ、要領を得てない感じ(^^;。 
 
仮想サーバにmt-daapdをインスト

2008年1月23日 00:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

だめ押しで、ブログサーバ(仮想サーバ, SUSE10.1)に間借りして、iTuneサーバも立ち上げることにした。インストするのは、
mt-daapd。SUSE用のrpmが見つからなかったので、ソースコードをダウンロードして、メイク＆インストールした。この際、
libid3tagを追加でインストする必要がでて、更に、これに付いてくるインクルードファイルid3tag.hを、/usr/includeへシンボ
リックリンクする必要も発生。 現時点、何とか、正常動作？まで、確認。少々、誤解したのは、Apache経由で、管理画面を扱
うのかと持ったが、実際は、mt-daapdの本体が、構成ファイルmt-daapd.confに書いたポート番号で、webサーバになるので、
ブラウザでは、ポート番号を指定してアクセスすると、管理画面が拝めるようになる。 あとは、mp3ファイルを、iTumeサーバ
(mt-daapd)へ送るパスを確立すること、ftpにするか、smbにするか？　どうしようか。あと、日本語パッチも必要かどうか？ 

アクセスカウンタ 試用

2008年1月20日 22:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

最近、東方プロジェクトの弾幕シューティングゲームから始まって、関連同人ゲームのファンになっている。なんとなくある可
愛さが、良い感じだ。今日は、東方プロジェクトのキャラが数字に表示されるアクセスカウンタの画像セットを、見つけたの
で、早速、試してみた。現在、使っているものは、Ｗｉｎの実行ファイルのもので、画像の入れ替えができないので、perlでイ
ンプリされているものを、ダウンロードして、インストしてみた。このブログのフッタに追加している。
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これも、可愛いね。 

注）このカウンタのCGIは、M.Kamadaの自作CGIカウンタ(http://homepage2.nifty.com/m_kamada/cgi/counter.htm)を使用して
ます。また、数字の画像は、「もず倉」(http://members.jcom.home.ne.jp/mozunatto/)の公開の画像を使用してます。 

Dear Steven Paul Jobs

2008年1月20日 16:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Dear Steven Paul Jobs,

I have been a Mac user for more than ten years. Currently, I have had difficulty for any replace of my old Macs with PowerPC. New Mac series have too big size of the cases 
and/or poor performances. So that, they fits to my use in Japan. I hope that a size of a desktop Mac is the same one as or smaller than PowerMac G4, and that a size of a note 
Mac (of Macbook Pro) is the same one as PowerBook G4 with a 12 inch display. Where Macbook 13 inch has poor performance for my use that Autodesk Maya using 3D 
hardware feature works normally. In the current state, I need to select no apple but other maker in near future. I feel very miserable for this ten years. 

Best Regards, 
a Machitosh user in Japan 

 
親愛なる　ジョブス　様

もう、10年以上も、Macintoshユーザであり続けてますが、今使っているMacintoshを、今の製品へのリプレースができませ
ん。大きすぎたり、非力すぎたり、ちょうど良くないのです。 
Desktopでは、筐体のケースが大きすぎます。PowerMac G4程度の大きさにならないのでしょうか？　Notebookでは、
MacBook Proが、大きすぎます。非力な日本人でも、持ち歩ける、PowerBook G4の12インチ型の後継が欲しいのです。
Autodesk Mayaを使うので、グラフィクスチップが、NVIDIAなど、ピクセルシェーダが使えるものである必要があり、
MacBookの13インチ型では、非力過ぎて、駄目なのです。 
現状では、２世代も前の製品のまま、行き場がなく、Macintoshユーザを止めて、Windowsへ鞍替えしなければ、ならない状況
です。 

1人の日本のマックユーザより

 

アキバ徘徊

2008年1月20日 16:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、アキバを徘徊。今日は、何か、混んでいた？ 
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今日は、「秋葉原マッド」で、防災用に、LEDのマグライトを、ゲット。LEDの方が、電池が長持ちするかしら？ この懐中電
灯？は、明る過ぎるので、人に向けないようにと、店員からのアドバイスがあった。確かに、明るいかな。あと、「とらのあ
な」で、同人ゲーム(東方系)と、初音ミクの同人CD?を、ゲット。そう言えば、以前に、どこぞの店内のBGMで、初音ミクが、
CCさくらのオープニングテーマ、、、ドリーマー、、、わたっしの世界、、、、を歌っていたような？ 
あと、TwoTopに貼ってあった貼紙は、、、、

自宅サーバリプレース（まとめ）

2008年1月20日 11:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とりあえず、昨年の後半から始めた、自宅サーバのリプレースが完了。リプレースの前後の環境を紹介（下表）。仮想サーバ１
のデスクトップ環境は、リモートデスクトップクライアントから使用。注意としては、リアルタイムなゲームをデスクトップ環
境で楽しみたい人には、下の構成でなく、WinXpのデスクトップ環境に、MS Virtual Serverを入れて、仮想サーバで、サーバ類
を動作させる方がよさそうだ。そうすれば、性能干渉は起こるが、グラボのハード機能を利用したゲームが実行可能だ。しか
し、確か今日、Intelから、新しいCPUがでたので、すぐに、ハードウェア環境が古くなるね(^^;。このハードも、必要に応じて
部品交換はあるとして、7年ぐらもつかしら、そのときは、2015年か。

 

 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/ (8/25)2008/12/24 16:16:47

http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08012001.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08012002.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1073.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1073.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1073.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1073.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年1月アーカイブ 

リプレース前 リプレース後
メインサーバ/main (Intel P3 
600Mhz/133Mhz、Win2Kサーバ、
2000年前後に自作)

●     IIS(Web, Mail, ML配信)、CA、
DNS 

●     デスクトップ環境(Mail読書き
など) 

メインサーバ/ミルファ（Intel Core 
2 Duo 2.66GHz/1033hz、Win2K3
サーバ、2007年に自作） 

●     IIS(Web, Mail, ML配信) 、
CA、DNS 

●     MS Virtual Server 
❍     仮想サーバ/ミルファ

（WinXP Pro、デスク
トップ環境） 

❍     仮想サーバ/シルファ
（SUSE10.1、ブログ
サーバ/Apache2
+MT4） 

ブログサーバ(玄人箱、Linux、2005
年に購入)

●     Apache＋MT3.2

 
昨年、既に、古いメインサーバは、ハードディスクの内容を抹消して、廃棄。あと、廃棄候補は、sgi O2ワークステーションだ
が、IRIX前提で作ったプログラムなど、別のOSのマシンへ移植してからでないと出来ないので、何とも、前途多難。最後は、
PowerPC版のMacintoshだが、これも、新しいIntelマックに対応していないアプリがあったりするので、なかなか進められな
い。 

今回、仮想サーバを使った動機は、セキュリティよりも、ここの環境が、相互に、今後、必要なものも含めて、プログラムのイ
ンストールなどで、汚れされないようにするため、それぞれ、ここにバックアップを取れば、何かあったときに、回復ができる
ことを期待してます。リプレース前の環境では、デスクトップ環境とサーバ環境が、一緒くたになっていたため、訳の分からな
いプログラムなども、ゴミのように溜まり、何が、必要で、何が不必要なのか、収拾がつかなくなっていた。今回のリプレース
で、この点は、改善されさそうだ。 

オリジナルＭＤＤ

2008年1月19日 20:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
もう少し、フェースメークをいじってみた。いじり過ぎか？ 
 

 
上瞼の一重のくぼみに、アクセントを追加。 
 
 
アキバ徘徊

2008年1月19日 19:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午前中、歯医者で、午後から、アキバを徘徊。今日は、DVDドライブと、DDS72テープ、ドリル刃セットをゲット。DVDドラ
イブは、来週末、来るだろうASUS EeePCへのアプリのインストに使う予定。まずは、DTMソフトからかな。 
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DDS72テープで、このブログサーバのディスクイメージファイルを、バックアップ。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

ブログのスタイルシート調整

2008年1月19日 00:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
とりあえず、スタイルシートなど修正して、以前の雰囲気を継承。MT4になって、管理画面では、どうもインターネットブラウ
ザとの相性が色々あるようだ。真っ当に、管理画面が使えるのは、FirefoxとIE6のようだ。SafariやIE7では、巧く動作しなかっ
たり、表示がおかしくなるところがある。MacOSXのSafariは、そもそも、最新にアップデートして以来、動作が、変になった
ような気がするが、気のせいだろうか？ 
 
これで、玄人箱は、2005年3月から2008年1月までの2年弱で引退。ご苦労様でした。 
 
一応、自宅のサーバの構成を紹介すると、下図となります。 
 

 
とりあえず、管理画面の操作（記事の投稿など）の応答性は、玄人箱と比べて、格段に早くなった。でも、サイトの再構築に、
大分、時間がかかるのが、予想外だった。 
 

気になる業界再編

2008年1月19日 00:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
昨日、MySQLが、Sunの傘下へ入るというニュースと、BEAが、Oracleの傘下に入るというニュース。DBMS業界では、かなり
大きな再編とも感じている。ただ、MySQLと、EBAとでは、大分、理由は異なるのだろうと、予想している。MySQLには、高
負荷環境に耐えたり、高信頼化など、製品(現時点の仕様では、まだ、DBMSのサブセットという認識)のレベルアップを期待す
るのだろうか。また、EBAは、SAPからシェアを奪い取る算段をしているのかもしれない。 
 
 
アキバ徘徊

2008年1月18日 23:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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会社帰り、アキバを徘徊、今日は、とらのあなで、コミック「ネギま！」２１巻を見つけて、ゲット。 
 

 
 
手術、その後

2008年1月18日 23:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
手術後、２ヶ月弱が経過、傷口の具合は、、、、 
手術、その後の続きを読む 

ブログサーバのリプレースとアップグレードが完了！

2008年1月18日 00:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今まで、玄人箱で、MovableType3.2を使って、ブログサーバを立ち上げていたが、今、やっと、MS Virtual Serverの仮想サー
バ(SUSE10.1)に、MovableType4をインストして、データの移行まで、完了。現在、この新しい環境で、ブログを公開。まだ、
色々、殺風景だが、装飾は、その内、充実して行こう。あと、ブログピープルのバナを付け忘れてるね。 
 
 
 

 
自宅サーバ（ミルファ） 

 
 
現時点、ミルファは、Win2k3サーバのホストOS上で、IIS、メーリングリスト配信、MS Virtual Serverを利用。MS Virtual 
Server上では、2台の仮想サーバが動作し、1つは、WinXPproで、デスクトップ環境、もう1つは、今回のSUSE10.1で、ブログ
サーバ。一台の物理サーバで、実質、3台分を集約した。ホストOS環境も、れっきとした1台分に使うのが良いかどうかは、内
容によるかもしれない(^^;。 

今日は危なかった(^^;

2008年1月17日 22:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、出勤時、ＪＲ中央線の四谷駅を出たところ、朝6:45頃だが、電車が停まった。人が、信濃町駅近辺で、線路上を歩いてい
るなどと、車内放送。現在、安全確認中。何とも、迷惑なやつがいるものだ。

何とも、運転再開、新宿駅には、9分遅れで、到着。何とか、ぎりぎりで、いつもの小田急線へ乗り込めた。ほっ。
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アキバ徘徊

2008年1月15日 21:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミック「ハヤテのことく！」１４巻を見つけて、ゲット。あと、T-ZONE
で、Asus EeePC(日本語仕様)を予約。発売は、1月25日とか。

コミケ７４サークル参加の配置データ投函！

2008年1月15日 20:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今朝、出勤途中。ポストに、コミケ７４サークル参加の配置データを投函しました。今回、３日目に、当選しないかしら。取り
敢えず、これで、当落通知を待つだけになりました。 

コミケ７４のサークル参加申込の配置データ、明日から

2008年1月14日 22:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

明日から、コミックマーケット７４配置用データに郵送期間が始まるね。準備は終わって、明日、ポストに投函するだけ。

コミックマーケット７４配置用データ郵送期間(受付証明書を貼った配置用データと短冊を専用封筒に入れて投函する期間: ’０
８年　１月１５日（火） ～ ２月１２日（火）

 

エレベータの定期点検って

2008年1月13日 17:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

エレベータは確かに、定期点検されていたと思うのだが、、、、 

エレベータの定期点検っての続きを読む 

アキバ徘徊

2008年1月13日 14:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼にアキバ徘徊。今日は、K-BOOKS(ラジ館3F)で、シングルCD(初音ミク)をゲット。 
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オリジナルMDD(メーク修正)

2008年1月13日 11:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

もう少し手をかけようかと、フェースメークを上書きで、修正。頬の赤みに、アクセントを付けました。これは、DD「朝倉音
夢」のフェースメークを参考にして、茶系の斜線ハッチを描いてみました。 

 

可愛くなったかな? 

オリジナルMDD

2008年1月12日 20:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今まで、VOLKSで、集めたMDD(ミニドルフィードリーム)の部品とドレス類で、1体、誕生しました。今回、ガラス製のアイを
使ってみました。でも、径が20mmで、青系です。在庫があれば、22mmで、ブラウン系が欲しいけど、これで、お試し。 
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なんか、不自然さがあるかしら? 可愛いかな? DDとのサイズを比較すると、、、、 

オリジナルMDDの続きを読む 

本性の現れるところ

2008年1月12日 17:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

言葉では、とうとも言える本人の性格とは裏腹に、その生活習慣から現れてくるものを見れば、、、、 

本性の現れるところの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年1月12日 15:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

レンタルショーケースのお守りの後、アキバを徘徊。今日は、VOLKSでアフタドルパ。とりあえず、MDDサイズのパーツと
靴、DDサイズのヘッド、グラスアイを、ゲット。。。。多分、もう一体、ドールが増殖してしまう(^^;。 

 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年1月12日 11:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/ (14/25)2008/12/24 16:16:47

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/mdd-3.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1059.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1059.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1059.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1059.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1059.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1058.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1058.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1058.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/post-1058.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/volks-59.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/volks-59.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/volks-59.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/volks-59.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年1月アーカイブ 

 

2008年1月12日のR-595 

アキバのVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケース(R-595)の契約継続とR-892へ出品追加。
今日は、ピンキーストリートなど出品追加。 

やはり新調PCの方が

2008年1月11日 22:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

さっき、新調PCのイルファ(Intel Core2 Duo 3.0GHz/FSB1.3GHz, GeForce8800GTS/320MB)で、Maya8.5PLEを試してみたが、
現在、使っているApple PowerBook G4(ディスプレイ12インチ)とは、応答性にだんちの差が、はっきりと。でも、手軽に持ち
運べるノートPC(12インチ)で、同等の性能が出るものは、ないよね。 

アキバ徘徊

2008年1月11日 20:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

病院帰り、アキバを徘徊。今日は、アキバのVOLKS(ラジ館6F)で、MDDドールのサイズに合うソックスをゲット。あと、アキ
バヨドバシで、HD/DVDレコーダ(シャープ製)をゲット。1TBの内蔵ハードディスクと、DVDが付いて、11万円強の安売り
(1/14まで)で、ゲットしました(今まで使っていた、IOデータのREC-PODだが、予約録画、何度となく、失敗する。愛想が尽き
てきた状況)。 

明日から、アフタドルパだね。でも、買う物がないかな。MDDサイズの靴とかボディのオプションかな。あと、明日は、レン
タルショーケースの契約更新しないと、、、、棚卸しが面倒くさい(^^;。 

人間ドック検診

2008年1月11日 19:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、午前中、人間ドック検診。午後は、皮膚科を受診。人間ドックは、血液検査で、コレステロール値は、昨年より、改善。
でも、まだ、平常値より高いので、体重を、標準体重へ戻す努力の継続というアドバイスを、問診時に、先生からいただいた。
皮膚科は、傷口に塗る軟膏が無くなったので、ついでという感じだが、受診。取り敢えず、傷口の経過は、問題は無いよう
だ。 

今日のページビューカウント

2008年1月10日 22:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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ブログ「カルチャハザード」を公開してから今日まで、ページビューカウントの累計は、570884ページとなった。アクセスは
多少あるようだが、記事に関するコメントの投稿が、ほとんどなく、ロボットによるスパムコメントばかりなのが、残念だ。こ
のブログで、公開しているイラストなど、どんなふうに観られているのか、感想(フィードバック)が欲しい。下手というなら、
もっと練習するかもしれないし、、、、約束はしないけど(^^;。 

アキバ徘徊

2008年1月10日 22:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク2月号」を、見つけて、ゲット。 

 

明日、人間ドック検診

2008年1月10日 19:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とも、明日は、人間ドック検診だ。これから検診が終わるまで、絶食せねばならない(;_;。 

うーーむ

2008年1月 9日 21:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

何とも、、、、 

うーーむの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年1月 7日 21:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ドンキホーテで、サスペンダをゲット。何とも、仕事始めで、冬服のスーツにやっと衣替え
したが、スーツを作るときに、ズボンの仕様を安易に指定(胴回りを、へその高さに合わしてしまった)したら、やせた訳でもな
いのでが、ずり落ちてくる(^^;。しょうがないかと、サスペンダを使うことに。 
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明日から仕事始め

2008年1月 6日 20:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

明日から、仕事始め、、、、なんとも、明日は、朝が早い。。。。 

明日から仕事始めの続きを読む 

手術、その後

2008年1月 5日 19:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

手術後、一ヶ月半ぐらい経過。傷口は、、、、 

手術、その後の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年1月 5日 16:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、K-BOOKSで、コミケ73で完売になっていたテレフォンカードをゲット。あと、OVA 
ToHeart2の原画集(同人誌)もゲット。 

 

最近、「いとうのいぢ」のイラストが、お気に入りの1つになった。あと、ショックにも、GeForce8800GTS/512MBが、2万円
台に突入。 

VOCALOID2「鏡音リン・レン」お試し

2008年1月 4日 20:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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今日、ゲットしたVOCALOID2「鏡音リン・レン」をインストして、サンプルの古歌「さくらさくら」で、お試し。既に、イン
ストしていた「初音ミク」に、リンとレイの歌手データが追加されました。結果、少々、リンとレンは、なまってるかな? 
「く」の発音が、少々、気になるので、少々、コントロールパラメータをいじる必要がありそうだ。結果は、下のアイコン(ア
イコン作者は氷室沙羅氏)をクリックして、聞いてみて(^^。 

 

Rin

 

Len

 

Miku

初音と鏡音で、キーをずらしてます。その方が、声の特徴が分かり易いね。 

この演奏データは、MIDIキーボードで曲を弾いたものを使用してます。演奏は、「デジ・ポンタ featured by 初音ミク and/or 
鏡音リン・レン」です。このくらいゆっくりした曲だと、私でも、歌った感じをイメージして、弾けてるよね。 

コミケ74のサークル参加申込

2008年1月 4日 18:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

 
サークルカット 

サークル「はねっこくらぶ」です。新年、今日から、郵便局の窓口が始まったので、早速、サークル参加
費を、振込。前回の当選漏れの返金をそのまま使って、手数料120円追加で、手続き終了。でも、新宿郵
便局だったが、大分、混んでいた(26人待ち)。あとは、15日に、配置データ(申込書類)を、郵送すれば、
サークル参加手続きは終了で、当落通知を待つばかりになる。 

【頒布物概要】 

モバイルコンテンツ FC: オリジナルキャラ「はねっこ」を使った創作(2D,3D)、モバイルコンテンツなど
を制作。コンテンツ制作のためのプラグインソフト、PCゲーム、CG映像制作に挑戦中。 

アキバ徘徊

2008年1月 4日 17:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

レンタルショーケースの出品後、アキバを徘徊。とうとう、物欲にまけて、とらのあなで、「鏡音リン・レイ」を、ゲット(周
りより千円弱安かった)。あと、ゲマズで、目に付いたコミックをゲット。 

 

早速、「鏡音リン・レン」をインストしてみよう。 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年1月 4日 12:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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年明け初めて、アキバのVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケース(R-595,R-892)へ出品追加と値下。今日は、ピンキースト
リートと、ミルファなど出品追加。 

iTuneで共有、お試し

2008年1月 3日 22:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今、初めて、iTuneの共有機能を、試しに使ってみた。環境は、WinXPをインストした仮想サーバで、iTuneを起動して、共有
を有効にして、外部のPC(Vista)から、再生してみた。出来て当たり前だが、正常な再生を確認。iTuneサーバを、サーバ専用機
能して、容易に構築出来ないものか? さて、どう使うか悩ましい。

カスタマイズフィギュア「ミルファ」

2008年1月 3日 20:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

昨日、アキバVOLKSで、ゲットしたカスタマイズフィギュア「ミルファ」を、組み立ててみた。 

  

座らせるには、スカートが邪魔(^^;

スカートが二種類、欲しいね。 

アキバ徘徊

2008年1月 3日 16:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、職場へのお土産を、リベンジで、ゲット。あと、とらのあなで、初音ミクのオーディオCD
付きの同人誌を見つけて、ゲット。あと、おでん缶の販売機に新種発見! アスキーも、おでん缶に参入「ゲイツ缶」?(^^;。 

 

あと、今日は、神田明神で、御神籤を引いてみた。。。。 

アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊
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2008年1月 2日 18:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、限定版カスタマ(ミルファ)と、とらのあなで、東方系ゲームをゲッ
ト。あと、アニメイトで、職場へのお土産で、御神籤付き海老煎を買ってみたが、中身は、1袋で、分けられないことが判り、
失敗。これでは、回覧できない。別のものに、買い直し(^^;。 

 

中に入っていた御神籤

一応、海老煎そのものは、かなり良いものな感じです。 

ACMメンバカードが刷新

2008年1月 2日 18:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、封書で、新しいACM(Association for Computing Machinery)メンバカードが届いた(これは、2月にメンバ更新になるた
め)。驚いたのは、今回、ラミネートした紙のカードでなく、プラカード(磁気記録なし)になっていた。 

 

あと、今日、WEBで、ACM SIGGRAPHのメンバ参加も申込してみました。 

コミケ74のサークル参加申込の準備

2008年1月 1日 22:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

 
サークルカット 

何とも、サークル参加(はねっこくらぶ)の申込の振込は、郵便窓口が開いたら、早速、行うことにして、
配置データ(申込書類)の投函が、今月15日(もう間もない)からだ。取り敢えず、元旦、早々、サークル
カットを決めて、申込書を完成。しかし、3日目の日曜日でないと、実質、参加が難しいので、今回、3
日目のジャンルで200に変更してみたが、どうなることやら(^^;。 

コミケ74のサークル参加申込の準備の続きを読む 
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アキバ徘徊

2008年1月 1日 17:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

元旦から、アキバを徘徊。神田明神の初詣客やら、初売り買いもの客やらで、土日程ではないが、割と人が居た。今日は、ゲの
マのズで、シングルCD(ダカーポ2)と、K-BOOK(ラジ館3F)で、同人誌を、ゲット。K-BOOKでは、2500円以上?の買物で、色紙
をプレゼント。 

 

明けまして おめでとうございます!

2008年1月 1日 02:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

明けまして おめでとうございます。早速、神田明神まで、初詣に行ってきました。その前に、ゲのマのズで、サーカス主催?の
カウントダウン・イベント&福袋初売があるということで、見物。しかし、無料配布のデモCDは、ゲットしたものの、福袋5(5
千円)は抽選に漏れてしまった(;_;。 

 
明けまして おめでとうございます!の続きを読む 
« 2007年12月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年2月 » 

リンク用バナ画像
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Thank you for visitors: 
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今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年1月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2007年12月です。

次のアーカイブは2008年2月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年11月 (20)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
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●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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掲載イラストの使用許諾に関して

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/01/ (25/25)2008/12/24 16:16:47

http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fgsitigo.blog36.fc2.com%2Fblog-entry-402.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fmistfelies.blog47.fc2.com%2Fblog-entry-1148.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1460.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fdolls.naturalfactory.net%2F%3Feid%3D986251
http://tbp.jp/tbp_2375.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fplaza.rakuten.co.jp%2Fdokusyojump%2Fdiary%2F200812240001%2F
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fplaza.rakuten.co.jp%2Fdokusyojump%2Fdiary%2F200812230002%2F
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fplaza.rakuten.co.jp%2Fdokusyojump%2Fdiary%2F200812220006%2F
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fplaza.rakuten.co.jp%2Fdokusyojump%2Fdiary%2F200812220000%2F
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fplaza.rakuten.co.jp%2Fdokusyojump%2Fdiary%2F200812210003%2F
http://tbp.jp/tbp_1223.html
http://tbp.jp/
http://www.sixapart.jp/movabletype/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/credit.html


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年2月アーカイブ 

Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年2月アーカイブ 
今日は閏日

2008年2月29日 22:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

4年に1日、とはいっても、普通と変わらない平凡な１日。

 

イラスト下書き(続)

2008年2月28日 22:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
トレース１回目の状態。 

 
影を付けるかどうか。 
 
 
 
イラスト下書き(続)の続きを読む 

朝倉由夢ヘッド＋ボディ→着せ替え

2008年2月28日 19:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
正座タイプのボディに、ドレスを着せるのは、なかなかやり難い。このボディは、腕の折れ曲がりに、袖を通すのが、すんなり
いかないが、 
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原作のゲームシナリオに、こんなシーンもあったかな？ 
 
 
朝倉由夢ヘッド＋ボディ→着せ替えの続きを読む 

体調ふちょう

2008年2月28日 06:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今月は、どうも、体調不調が、多発。季節の変わり目に、何とも、弱い。風邪と花粉症のシンフォニーって、、、何とも、きつ
い。 
 
 
体調ふちょうの続きを読む 

車掌スペース付きバス

2008年2月27日 19:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、会社帰り、小田急バスに乗ったら、車掌スペース付きのバスだった。ワンマンがほとんどの時代になっていると思っていた
が、車体は、まだ、現役であるらしい。でも、パスモの使える新しい料金回収機は、備わっている。 

 
 
それにしても、花粉症対策で着けているマスクで、気温が低くても、暑くてたまらん。もっと、花粉症には、保温性ない、マス
クが欲しいぞ。 
 
 
車掌スペース付きバスの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月25日 20:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、AZONEで、正座タイプのボディをゲット。これで、朝倉由夢ヘッドを試してみよう。 
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アキバ徘徊の続きを読む 

これが主流になるの(^^;

2008年2月25日 18:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日、YahooJapanニュースで、見つけたのだけど、記事「IBMが『Second Lifeのように』データセンターを管理する新技術」
とな。(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080225-00000012-zdn_n-sci) 
 
しかし、管理者は、むしろ、疲れそうだが、これが主流になるのかしら？　面白いだけかな？　このアナロジだと、次は、ニー
ズとは無関係に、オーギュメンテッド・リアリティ版かしら(^^;？ でも、オーギュメンテッド・リアリティは、そもそも、設備
の保守の効率化を図るために考案された技術分野だったね。 
 
これが主流になるの(^^;の続きを読む 

花粉症の季節が始まった

2008年2月24日 21:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

突風吹き荒れた昨日から、くしゃみ、鼻水、目のかゆみが、始まった。今日も、風が吹き荒れたせいか、くしゃみが出る。薬
は、飲み薬（パブロン鼻炎カプセルS）、点鼻薬（パブロン点鼻S）、目薬（ロート・アルガード）と。薬を飲むと、鼻の中が、
乾くので、これは、これで問題だ。何ヶ月も、これが続くので、思考能力は、50%以上ダウンする感じ、もう何も考えたくな
いって。外出には、風が強いと、ゴーグルタイプのメガネも欲しいかな（＾＾；。

 

朝倉由夢ヘッドのボディ選定

2008年2月24日 17:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットしたドールボディ(27cm)の首のジョイントを、首側の穴に径を併せて、ルータで削って、早速、合体。 
 

元の形状は、、、、台錐形で、根元が太すぎるので、削って、修正。 
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朝倉由夢ヘッドのボディ選定の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月24日 16:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、アキバを徘徊。今日は、AZONEで、フィギュア「朝倉由夢」のボディー(腰掛けポーズ)をゲット。首のジョイント
が、少々、形状が異なるが、削って付けるかかな。 

 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

イラスト下書き

2008年2月23日 23:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
気が向いて、下書き。 
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可愛いかな。 
 
 
アキバ徘徊

2008年2月23日 11:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

朝、歯医者に行って、湯島天神の梅花の様子をみつつ、今、アキバのCafe Solare。さっきまで、目の前の席で、PC自作の部品
の購入講習会（10人弱）が行われていたようだ。参加者は、初挑戦者らしい。でも、ローエンドの仕様のPCを、安く上げるた
めに参加してないことを祈ろう。自作の醍醐味は、やっはり、ミドルクラス以上の仕様でないと、むなしい。そうでなければ、
ジャンク品をあさって、PCへ再構成するようなことで、満足感を獲るのは、マニヤであって、初心者向けでは、決してないこ
とだろう（＾＾；。そういえば、明日は、東京ビックサイトで、ワンフェス冬２００８が開催だが、なんとなく、行く気が起き
なくなったので、見学は、お休み予定。

 それにしても、今日は、朝から、「かふーん濃度」が濃いようだ。目が痒く、くしゃみも出る(;_;。

 今日は、K-BOOKS(ラジ館3F)で、同人ソフト「かのえあ」(中古)と、コトブキヤ(ラジ館2F)で、フィギュア「朝倉由夢」、とら
のあなで、コミック「H2O」をゲット。
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そう言えば、TwoTopでは、既に、GeForce9600GTが売られていた(２万円強)。私は、GeForce9800シリーズがでるまでは、我
慢。PC自作の初体験は、このGeForce9600GTを使うのかな？　それにしても、突風が吹き荒れて、LAOXの正面入口は、閉鎖
(看板の一部が破損？)。

 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月22日 19:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、DVD「らきすた」第９巻を見つけてゲット。現在、アキバ徘徊中。 
 

 
 
アキバ徘徊

2008年2月21日 20:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
帰宅途中、アキバを徘徊。今日は、ゲマズに入ったら、何や同じ物を持って、レジに並んでいるの見て、同じものを、ゲットし
てしまいました。環姉の3Dマウスパッドとミルファの枕カバーのセットの付録が付いた冊子でした。 
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アキバ徘徊の続きを読む 

今日は事業所の35周年記念

2008年2月21日 19:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、現在の職場の事業所の35周年記念で、記念行事があった。定時後、職場でパーティがあって、現在、帰宅中。記念行
事では、初代所長の講演があった。大分、お歳をめしているが、体型は変わらず、見覚えがある。講演を聴くと、色々な思いは
あったようだが、時代の変貌も大きく感じる講演であった。 
 
favicon.icoの作り方

2008年2月20日 19:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
何とも、favicon.icoは、Winのリソースファイルかと、思い込んでいたが、インターネット検索してみると、サイズが、16x16
のgifファイルで、ファイル名を、「favicon.ico」へ変更したもので良いことが判った。いままで、専用の変換ツールで作ってい
たのは、なんだんったんだっけ？ 
 
 
体調ふちょう

2008年2月20日 06:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
最近、疲れが溜まりがちなのか。。。 
 
 
オーストリア土産ゲット！

2008年2月19日 21:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
知人が、先週、オーストリアに行っていた。お土産で、プロシーディングのCD-ROM(Proceedings of the Tenth IASTED 
International Conference on Computer Graphics and Imaging, held February 13 - 15, 2008 in Innsbruck, Austria)を、買ってき
てもらった。通販だと、333ドルという途方も無い値段が付いている。 
 

 
 
アキバ徘徊
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2008年2月18日 21:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、フィギュア「灼眼のシャナ」限定版を見つけて、ゲット。コトブキヤで
は、早々に売れていたので、取り敢えず、ゲット。 

 
 
 
まだ理解出来てないこと、色々

2008年2月17日 21:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
大昔、大学時代(学部生)で物理学学科に在学していたときに、色々、講義を受けたり、専門書を読んだりとしていたものです
が、未だに、理解できていないというトラウマ？で、気になっていることが、色々あったりします。 
 

●     一般相対性理論での質量。運動方程式からは、質量というスカラー量が、見当たらなくなるばかりか、近似するような議
論も見当たらず。何か、しっくり来ていないのです。

●     半導体のバンド理論。自由電子への周期的境界条件に適用で、運動量とエネルギーの関係に、ギャップが発生するところ
までは、理解できているのだが、横軸(運動量)へ向かって周期的になるのは、何故だっけ？

●     数学はサイエンスでないけど、理解できていないと言えば、ガロア理論(ガロア拡大やら)の具体的な実例(例えば？)は、
何でしょうか？

●     などなど

 
アキバ徘徊

2008年2月17日 15:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、アキバのベンガルで、昼飯(チキンカリー)をとって、アキバを徘徊。 
 

 
今日は、アキバヨドバシで、CD/DVDライターソフトと、ゲマズで、シングルCD(ハルヒ、プリズムアーク)をゲット。 
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はとぅねベンチ

2008年2月16日 16:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットしたはとぅねベンチをインストして、動かしてみた。 
 

 
初音ミク×16体を超えると、60fpsからいきなり遅くなるようだ。現在、使っているグラボは、GeForce8800GTS/320MB。 
 
 
はとぅねベンチの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月16日 14:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。昼飯を、シディークＡｋｉｂａカレー館のランチセットでとって、うろうろ。

今日は、とらのあなで、気になっていた、はとぅねベンチマークと、同人ＣＤをゲット。ラジ館２Ｆで、らきすたの携帯マス
コット、アキバヨドバシで、万歩計（２個目）をゲット。今までの万歩計は、ベルトの位置にちゃんとつけないと、正しくカウ
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ントしないことが判明したので、しょうがなく、3Dセンサのタイプを買いなおした。今、ズボンの仕立てに不具合があって、
ベルトでなく、サスッペンダを使っているので、ベルトの位置に使えられない。

 

あと、路地では、、、、  

 
アキバ徘徊の続きを読む 

プリンタで臓器を印刷？

2008年2月15日 23:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

今月、YahooJapanのニュースを見ていたら、「プリンタで臓器を印刷する!?生体器官印刷の驚くべき技術」という記事を見つ
けて、以前(2005年頃)の記事から、大分、進歩してきているようだ。今回の記事では、細い血管を、インクジェットプリンタで
作ることに成功したらしい。

まあ、ライフサイエンスが解禁になって、30年弱？、順調な進歩なのかな。

 

アキバで日立製の小物白家電が見つからない

2008年2月15日 22:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
最近、アキバで、特に小物の白家電だが、日立製品を探そうとすると、ヨドバシカメラ(嘘か真か、２月末に入荷予定とか言わ
れた)をはじめ、石丸電気などでも、店内に見当たらない。小物なんで、店で購入して、早々に、持ち帰りたいジャンルな商品
だ。お祝いで、贈るものだが、本人の希望の商品なので、うろうろ探すと、オノデンには、フードプロセッサや卓上IH調理器 な
ど、幾つか見つかった。今度から、オノデンから探すことにしよう。 
 
「放射能除去装置」への道

2008年2月15日 20:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の日経産業新聞の記事を見て、常温核融合の研究は、細々と続いていたんだと、感動。現在では、過剰発熱の再現性は、
100%になっているそうだ。現在のチャレンジは、重水素だけが対象という訳でなく、元素変換（異なる原子数の元素を生成）
する精度をあげることらしく、ゆくゆくは、放射性廃棄物を、放射能の無い元素へ変換するような応用を目指しているようだ
(これは。変換のルールで無害な原子数があたれば成立)。 
 
しかし、これって、コミック「宇宙戦艦ヤマト」で、「イスカンダル」までもらいに行った「放射能除去装置」の原理？だよ
ね。客観的に考えても、すごいことだ。でも、未だに、何故、このようなことが起こるのか、仕組みは不明なまま、現象を追っ
ている段階。現象論も、まだ、疎通した説明が出来ていない。 
 
最初、メディアに試験管核融合が取りだたされた時には、眉唾と言われ、現在も、まだ、その感がある。私の直感としては、当
時から、量子論でいうトンネル効果が顕現化する程度に、２つの重水素の原子が近づけば、原子核のクーロン力の壁を完全に突
破するエネルギーを必要とせずに、静かに核融合が起きるとも考えている(当時、素粒子でドクタコースにいた同期と雑談して
いた)。この分野の研究者は、パラジュームの場で、重水素の原子核が、正四面体のような配置になると、反応が起きやすくな
るという多数意見らしいが、どうやって、そのような状態になるかまでは、分かっていない状況らしい。 
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何は、ともあれ、最終処分の方法として、地下に埋めるだけでなく、これで、ある程度、無害化してから埋めるという道が開き
かかけている。是非とも、子孫に、大きな負債を残さないために、成功して欲しいものだ。 
 
Planex BRC-14VのVPNが良くハング

2008年2月15日 19:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
何とも、インタネット検索しても、多発しているPlanexのブロードバンドルータのVPN接続時のハングアップ。今、Planex 
BRC-14Vを使っているけど、新しい機種でも、同様なハングが起きているようだ。MacOSXで、イーモバイルからWAN側から
VPN接続している。毎回、手動で本体の電源を入れ直おしている。どうにかして欲しい。 
 
でも、オープンソースにしているから、自分で何とかせいとか？ 
 
でも、確認すると、ファームが、最新でないことが判明。現在、v.3.7.33だが、最新は、v3.7.33.1.83だ。アップデートしてみ
よう。 
 
3/7 CG GONG 2008 開催：発表者募集中（転載）

2008年2月15日 19:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
イベントの紹介です。以下、転載致します。 
 
3/7 CG GONG 2008 開催：発表者募集中（転載）の続きを読む 

体調ふちょう

2008年2月15日 13:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
朝から、何か、気分が悪い、、、、どうにも直らないので、午後は、有休にしました。今、帰宅途中。。。このメッセージを書
くのも、少々、つらい。風邪引いたのか、さっさと、帰って、寝ていよう(;_;。 

アキバ徘徊

2008年2月14日 21:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、コミック「ケロロ軍曹」第１６巻を見つけて、ゲット。 
 

 
 
今日は職場で飲み会

2008年2月13日 21:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今夜は、職場で飲み会。大分、飲んでしまった。今、電車の中。安全衛生関係で、中途半端な月数だけど、18ヶ月間、完全無
災害（業務上災害以外も含めて）の記念で、関係者で集まった。 
 
特許法と個人情報保護法の狭間で、、、

2008年2月12日 18:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
公開特許公報や特許公報の発明者欄には、発明者の氏名と、住所が記載されている。企業によっては、発明者の住所を、その本
人の現住所にするところもあるようだ。そうだとすると、特許庁の特許電子図書館を検索しまくると、それなりに、個人を特定
できる名簿が完成すると思われる(実際にやってみてないので、本当にそうなるか不明)。件数的には、個人情報保護法の範疇と
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も思われるので。発明者の住所の開示には、発明者の意思確認が行われるべきとも思われる。特許法の定める内容と、バッティ
ングする点かもしれないが、再考すべきとも、考えている。 
私個人としては、所詮、会社に譲渡しているので、発明者の氏名も住所も、非公開で、お願いしたいところだ。その代わり、権
利の譲渡先（出願人）を、法人格として、開示すれば、よろしかろう。本当に、発明者の住所が知りたい場合は、申請ベースで
の開示が、適切かと感じています。この辺、個人情報保護法と特許法の相反する点について、良く、行政として、考えたのかど
うか？ 
 
アニメ「ヤッターマン」リバイバル

2008年2月11日 19:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今、TVをつけったら、昔懐かしい「ヤッターマン」をやっている。作り直しだけあって、画質が良い。ストーリは、いつもの
感じ。今回は、映画「チャーリとチョコレート工場」のパロディのようだ。

 

EeePCのベンチマーク結果 (CrystalMark2004R4)

2008年2月11日 16:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、Cドライブ(SSD)の寿命は、短くなるのかどうかなど、、、、CrystalMark2004R2を実行。結果は、古い自宅サーバ(Intel 
PIII 600MHz/133MHz)と、同程度(悪くない)、、、 
 
EeePCのベンチマーク結果 (CrystalMark2004R4)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月11日 14:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後からアキバを徘徊。今日は、ゲマズで、DVD「灼眼のシャナ」第8巻をゲット。昨日ゲットしたDVDの前作の最後が、大
分、気になっている。あと、うろうろしてみると、T－ZONEあたりでは、GeForce8800GTS640MBも、三万円を切った売値が
付いていた。今、アキバのCafe Solareで、ホットのハニージンジャティで、休憩中。ハニージンジャが癖になってしまったよう
で、ハニージンジャの瓶詰めも、ゲット。

 

 

 

 

アキバ徘徊の続きを読む 

仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)

2008年2月10日 20:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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今日、ゲットした無線LANブリッジを、iTunesサーバ(mt-daapd0.2.4.1)を、接続したセグメントへインスト。早速、
PowerBook G4を、無線LANへ接続して、iTunesを起動すると、、、、　iTunesサーバ(hmx-17c)が、見えました。乱暴な対策で
も、現状、問題なしというところです。 
 

 
 
 
 
仮想サーバにmt-daapdをインスト(続)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月10日 20:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
レンタルショーケースの出品作業後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「灼眼のシャナII」と、ソフマップで、マウ
スパッド。俺コンで、無線LANルータ／ブリッジを、ゲット。 
 

「灼眼のシャナ」は、付録映像の「シャナたん」を観たくなって、１巻目だ
け、買ってみた。無線LANルータ／ブリッジは、iTunesサーバを接続しているセグメントに無線LANブリッジを付けたくなった
ので、ゲット。 
 
 
今回、増設した無線LANのノード名は、「SHANA」にしました(^^。ちなみに、既存の無線LANのノード名は、「TRIGUN」だ。
そのとき、気になっていた作品に関係したキーワードだ。 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年2月10日 13:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼に、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケースR-595に出品追加。今日は、ダイコン３のメタルフィギュアと、中華
キャノン（未開封）などを追加。 
 
 
玄人箱 有難う

2008年2月10日 11:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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2005年3月から2008年1月まで、24時間運転で、ブログサーバとして使ってきた玄人箱ですが、ブログサーバの仮想サーバへ
の移行を完了して、今、内蔵ハードディスクのバックアップ中。これで、玄人箱は引退。既に、貰い手が決まっているので、後
は、付属品を揃えて、送り届けるのみ。玄人箱 有難う。

 

携帯電話向け画像

2008年2月 9日 23:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
携帯電話向けサイト「はねっこくらぶ」で、節分のイラストを、240x320サイズにしたものを、公開しました。 
 

 
 
 
待受画像にでもどうぞ。 

手術、その後

2008年2月 9日 22:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
手術後、三ヶ月弱経過。傷口は、、、、 
 
手術、その後の続きを読む 

レアーグッツ？ (DAICON3)

2008年2月 9日 16:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
レンタルショーケースの出品物をあさっていて、発掘。これは、レアーグッツなのかしら？　DAICON３のキャラのメタル・
フィギュア。取説によると、これに色を塗って、飾るらしい。 
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不要DVDの廃棄

2008年2月 9日 16:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
何ともしんどい。過去のMSDNのメディアを破棄。何枚、あるのかなんて、数えないよ(^^;。疲れる。取り敢えず、読み出し不
能にするため、傷をつけてっと、、、、 
 

 
結局、多分、100枚ちょいぐらい、手作業で、読み取り不能の傷付け作業、、、、 
 
 
 
祝! 投稿2000件達成!

2008年2月 9日 16:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この記事で、投稿が、2000件となりました。ブログを公開してから、ほぼ3年となりました。一応、記念のイラスト(1000件の
時のイラストの数字を変えたもの)。 
 

 
 
 
 
アキバ徘徊

2008年2月 9日 16:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
レンタルショーケースの出品後、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク」などゲット。 
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あと、EeePCのために、フィットするバックを、アキバ駅の連絡通路のアキバデパート？で、ゲット。USBメモリを常設してい
るので、縦に入れられるものにしました。 
 

 
持ち歩くときは、これで持ち歩けるね。 
 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年2月 9日 12:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、お昼に。アキバVOLKS(ラジ館７Ｆ)のレンタルショーケース（Ｒ－８９２）の契約更新で、出品追加。今日は。しゅ
がーのガレキなど色々、追加。今回も、一応、赤字ではなかった（＾＾；。

 

後、ＰＣ－ＦＸのゲームソフトが欲しい方は、Ｒ－５９５に、「ああ女神様」、「ロルフィー」が、売れずに残ってます。Ｒ－
８９２には、「アンジェリークスペシャル」などが、残ってます。

 

明日はレンタルショーケースの契約更新だ

2008年2月 8日 20:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
明日は、３ヶ月に１度のレンタルショーケース(アキバVOLKS)の契約更新だ。棚卸しと、新たに出品物を、帰宅したら、準備せ
ねば。値札も、作り直し。今回も、黒字でいけるかどうか(^^;。 

社内組織としての研究所って

2008年2月 8日 19:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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どうにも、企業会計上(特に大企業)、割り切れない存在ではないのか、、、、そう感じるのは、私だけか、、、、海外では、す
でに、古株の大企業では、研究所を卒業しているのも少なくない。。。。エジソンの発案（研究所）も、そもそも、ご都合主義
的であることも、うすうす感じている。。。。研究するプロセスが不要な訳ではないが、研究所という組織を存在させていると
ころに、大分、問題があるように感じている。この問題、分かるかな。。。。

社内組織としての研究所っての続きを読む 

EeePC & 東方花映塚

2008年2月 8日 07:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
昨晩、試しに、EeePCへ、弾幕シューティングゲーム「東方花映塚」をインストールして、遊んでみた。どうもフルスクリーン
モードでは、正しく動作しないようだ。ウィンドウモードで、正常動作だが、画面サイズの高さが少々、寸足らずで、切れる
が、遊べない程ではなく、実行速度も、普通。特に、問題なく遊べることを確認。もちろん、USBのゲームコントローラを付け
て、操作。 
 
EeePC & 東方花映塚の続きを読む 

今日は職場の飲み会

2008年2月 7日 22:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
さっき、職場の飲み会が、終わって、帰宅途中。小田急線車内から、この記事を投稿。遅くなった(^^;。 

今日は「ブログの日」だったんだ

2008年2月 6日 17:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

TVニュースをつけたら、「ブログの日」のイベント（表彰式）の紹介が映っていた。知らなかった。ISPなどでも、お祭り騒す
ればよいのに（＾＾。

そういえば、この記事で、1993件目の記事になる。後、7件で、2000件突破だ。2005年3月から2008年2月の3年弱で2000
件。1000件突破は、2006年9月だから、ペース的には、こんなものかな。

 

今日はお休み

2008年2月 6日 09:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
何とも、今日は、体調が悪く、ダウン。一旦、家を出て、電車に乗るとこまできたが、どうにも、回復せず、引き返すことに。
でも、引き返す頃には、通勤ラッシュが始まっているので、これも大分、苦痛の極み。 
 
ゆうちょ銀行の口座

2008年2月 5日 22:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

10年以上ぶりに、ゆうちょ銀行（郵便貯金）の口座の貯金を再開しようと、まだ、口座が廃止されていないかどうか、残高照
会を、郵便局のATMからやってみた。とりあえず、まだ、使えるようだ。この口座、一度、期限切れまじかの通知を受けて、
残高照会して、延命している。これほど出し入れしない口座なので、預金には、向いているね(^^;。そういえば、キャッシュ
カードは、窓口で、新しいゆうちょ銀行のカードに交換してくれるのかしら？ 
 
しかし、普通の銀行だと、合併など変更があった場合、預金者へ、お知らせが、郵便で届くのだが、今回の「ゆうちょ銀行」へ
の移行に関して、何も通知が来ないような。そういうもんなんだろうか？ まあ、年金のにのまえで、新システムへ移行したと
きに、口座が行方不明にならないことを、お祈りしておこう。

 
 
 
 

小田急線新百合ケ丘駅でポイント故障
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2008年2月 5日 07:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
朝６時半頃、小田急線新百合ケ丘駅でポイント故障があったらしい。一昨日の雪のせいか？　６時４５分頃、小田急線新宿駅に
着いたら、いつも乗る電車の一本前の電車が停まっていた。ラッキーなことに、この電車が時間調整のため、いつも乗る電車と
同じ時間で出発となった。今、この電車のなか。今年になって、JRも含めて、通勤経路で、トラブルが、これで３件目だ。なか
なか、多いが、幸運なことに、職場に着く時間が、遅れることは、まだ、発生していない。 
 
MSがYahooへ買収提案

2008年2月 4日 21:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

いつくるかとも、思ってたけど、、、アップルもそうだけど、コンテンツ・ビジネスへの多角化(もしくは、コンテンツの囲い
込み)という流れの１つかなとも感じる今日この頃。

 

お絵描き（節分）

2008年2月 3日 21:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、節分だった。取り敢えず、お絵描き。 
 

 
やっぱり、はねっこの鬼娘かしら？　 
 
(PDFファイルも公開)   
08020204.pdf 
 
 
 
 
 
 
アキバ徘徊

2008年2月 3日 14:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼頃、アキバを徘徊。今日は、今年に入って、初めての真っ当な雪が降っていた(降っている雪はなかなか写真に写らない
ね)。明日の朝が、凍って、大分、危険かな。 
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今日は、コトブキヤ(ラジ館２Ｆ)で、デンモンベインの怪しい？フィギュア、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年2月 2日 19:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、同人誌(シャナとガチャピンが登場するみょうな組み合わせ)と、同人CDを
ゲット。後半は、知人(K氏)と合流して、MacBook Airの実機を触わりにソフマップや、GAME BANK 九龍城など怪しいお店もう
ろうろ。 
 

 
あと、8GBのSDメモリと小形アダプアのセットもゲット。これは、EeePCに常時接続。しかし、MacBook Pro Airが、でないか
しら？ 
 
EeePC & IE7

2008年2月 2日 08:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

そういえば、IE7には、ズーム機能が付いていたのを思い出し、アップグレードしてみた。多少、Cドライブの空きが減るけど、
80%縮小表示すれば、だいたいのwebページは、横が切れることはなさそうだ。
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アキバ徘徊

2008年2月 1日 21:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、メッセサンオで、同人ソフト(ハルヒ)とCD(初音ミク)をゲット。 
 

 
 
今まで有り難う ERGO

2008年2月 1日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、封書が届いていて、エルゴソフトが、パッケージソフト事業を終了するという通知であった。マックユーザになって、初
めてのワープロは、確か、EGWORDであった。しかし、この手のソフトウェアは、オープンソースとして、Sourceforge辺り
で、ボランティアで延命という余生はないものか。でも、パッケージ事業だけで、SI事業で使ったりするのかしら？ 
 
 
 
STOP SPAM むなしい響きか

2008年2月 1日 18:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近、更に、スパムメール(私にとって不要なメール)が、増加してきた。スパムメールフィルタ(PopFile)で、ほとんど、ゴミ箱
いきだけど、うっとしい。特に、出会い系サイトや、電子メールの転送サービス経由のメールは、100%削除。大体、ヤフーの
フリーアカウントなんて、匿名みたいなものなんで、わざわざ、このようなサービス経由で送ってくる心理が不明だ。とりあえ
ず、このサイトの記事に関して、具体的な感想やコメントが含まれていないメールは、スパムメール扱いですので、ご了承下さ
い。ときどき、「掲示板をみました」などと書いてあるのを、見つけるけど、具体性に欠けるので、全くもって、駄目ダメで
す。ご覧いただいたURLとその記事の内容に関して、引用が必要です。後、同じ件名と文面のスパムメールが複数届くけど、こ
れは、スパムメールフィルタに選別に精度を向上させることになるので、全く以って、無駄なあがきではないでしょうか。よろ
しくお願い致します。 
 
ブログ管理者より 
 
迷惑、、、、
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2008年2月 1日 06:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今朝も、JR中央線が、遅延。今度は、東中野で、線路に人が立ち入ったようだ。立ち入ったやつは、どいうりょうけんなのだあ
ろうか？　場所は違うが、早朝、線路への人の立ち入りは、今年になって、２回目だ。何となく、故意の行動であれば、最低一
週間ぐらいの懲役で、刑罰対象にしても良いのでは。 
 
« 2008年1月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年3月 » 
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検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年2月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年1月です。
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次のアーカイブは2008年3月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年11月 (20)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
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アキバ徘徊
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明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年3月アーカイブ 
年度末、お元気で

2008年3月31日 19:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、年度末で、明日から新年度。今日、職場をされる方々、お元気で、新職場でのご活躍を、お祈りしております。また、
どこかで、お会いしましょう。 
 
アキバ徘徊

2008年3月31日 19:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ソフマップで予約していたネンドロイド「初音ミク」をゲット。大きさが、小さいのかと
思っていたが、10cm弱のものだった。しかし、顔部品など、箱を開けると、ばらばらになる。箱から出さずに、飾るのだろう
か？ 
 
# 今、アキバ徘徊中。 
 

 
 
 
携帯電話向け画像

2008年3月30日 22:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
携帯電話向けサイト「はねっこくらぶ」で、桜花見のイラスト(サイズ240x320)を、公開しました。 
 

待受画像にどうぞ。 
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携帯電話向け画像の続きを読む 

オーブンクレイ フィモ (その後)

2008年3月30日 16:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
どうにも、白い粘土を、熱して固めると、茶色っぽくなる。熱する前の粘土は、写真左の袋に入っているもの。何でだろ
う？？？ 
 

 
 
不思議の国のアリスになったかしら？

2008年3月30日 16:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
オリジナルMDDのウィッグを、三つ編み茶系から、金髪長ウェーブへ変えて、アリスドレスを着させると、大変身、、、、 
 

不思議の国のアリスになったかしら？　可愛いか
な？　そうだ。このオリジナルMDDに名前を付けてなかった。この際、オリジナルMDD「ありす」にしよう(^^。上写真は、時
計を持った兎のCGキャラも合成しとけば良かったかな。 
 
不思議の国のアリスになったかしら？の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月30日 16:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、コトブキヤ(ラジ館２Ｆ)で、エバ使徒のデフォルトフィギュア、24cmドール用アリスドレ
ス、コレクションフィギュアをゲット。VOLKS(ラジ館６Ｆ)で、DD用のウィッグをゲット。コトブキヤで、1/8 PVCフィギュ
ア POP WONDERLAND 「ふしぎの国のアリス」を見つけたが、７千円強もするので、同じような値段のアリスドレス(MDDサ
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イズでもいけそう)をゲット。 
 

 
 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月29日 18:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
桜の写真を撮って、フィルムの現像を、アキバヨドバシへあずけて、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、シングルCD
（ToHeart2ad）をゲット。 
 

 
 
さくら♪～さくら～♪

2008年3月29日 17:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、東京都区内、桜満開。予定通り、朝から、新宿御苑へ。。。。 
 

朝、8:30AM頃、入口に、少々、人が並んでいる。日差しが強くて、少々、不快だが、それ以上に、昨日の職場の飲会で、アル
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コールを摂り過ぎたせいもあり、花粉症の症状が、かなり激しい(;_;。これだと、ピント合わせが、しんどい。さて、桜の方
は、 
 
 
 
さくら♪～さくら～♪の続きを読む 

東京国際アニメフェア２００８

2008年3月28日 06:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の午後(半日有休)は、東京国際アニメフェア２００８(東京ビックサイト)で行われる講演(知人が座長)を、聴きに行かねば。
この後、職場の飲会が、新宿であるので、場所的には、ちょうど良いか(^^;。 
 

 
 
東京国際アニメフェア２００８の続きを読む 

花粉症対策 使い捨てマスク

2008年3月27日 18:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
最近は、50枚セットなどの使い捨てマスクが、容易に手に入る時代になっているが、春向けで、気温が上がったときに、どう
にか通気性があって、熱がこもらないマスクが、ぜひとも欲しい。今日、使い捨てマスクのストック切れで、何か、買わない
と、どうにもならない。どれにしようか？ 
 
花粉症になって、ほぼ20年(今の会社に就職してから)、、、、何とも、憂鬱な症状だ。そのうち、アニメ「ナウシカ」のような
世界と同じように、アレルギーもエスカレートして、マスクが無いと肺が腐ってしまう時代もくるのかしら？　 
 
桜の開花のペースが早いね

2008年3月27日 06:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
東京都区内、昨日今日で、大分、桜が咲いてきた。この分だと、来週末まで保つかどうか。桜の写真を撮るとすると、今週土日
しかないかな。土曜日、雨でなければ、朝から、新宿御苑(開園9:00AM)まで、愛用の45判カメラ(WISTA)を持って、撮影に行
こう。 
 
以下、昨年の桜の写真 
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今週末の天気に期待しよう。しかし、準備ができてないなフィルムは昨年余らした、ベルビア１００でいくしかないか(^^;。確
か、インスタントフィルムは、まだ、あったはずだ。 
 
 
アキバ徘徊

2008年3月26日 19:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「ToHeart2ad OVA」第１巻をゲット。あと、TwoTopで、
GeForce9800 GX2(8万円弱？)が、もう売られていた。早速、パッケージを見て、確認。。。。残念、やっぱり、噂通り、
GeForce9では、Shader Model 4.1(倍精度浮動小数計算対応)は、出さないようだ。Shader Model 4.0と書いてあった。今回、グ
ラボのアップグレードはやめるかな。 

 
# 今、アキバを徘徊中。 
 
そう言えば、米国では、45nmプロセスのIntel Core 2 Quadが発売されているとか、国内は、いつから店頭に出てくるのかし
ら？ 
 
 
 
 
計るだけダイエット(その後)

2008年3月25日 23:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
気を抜くと、計っていても、体重は、戻ってしまうようだ。食生活で、満腹感への欲求が押さえられないので、やはり低カロリ
で量のある食事が取れる環境があれば、安心して生活ができそうだが、身の回りは、栄誉が付く食事と全く、逆な意識の大海に
いて、とても、安心できず、逆にストレスが溜まる一方だ。困ったものだ。 
 
「シーグラフ東京　第４８回セミナー」聴講

2008年3月25日 18:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、会社から、会場へと移動中(小田急線車内)。19:00までには、着けそうだ。 
 
数分遅れたが、無事、到着。。。。 
「シーグラフ東京　第４８回セミナー」聴講の続きを読む 

自宅サーバのシステム構成

2008年3月24日 22:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
YAMAHA RT58iの設定も一段落したので、現時点のシステム構成を紹介。 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/ (5/22)2008/12/24 16:19:48

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1164.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1164.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1164.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1164.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08032601.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1163.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1163.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1163.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1163.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1162.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1162.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1162.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1162.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1162.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1161.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1161.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1161.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/03/post-1161.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年3月アーカイブ 

 
現時点、サーバのセキュリティ対策には、Symantec Endpoint Protectionを導入している。その他のPC(仮想含)やMacには、
Symantec AntiVirusか、VirusBusterを入れてます。無線LANは、MAC認証と、暗号化を適用。まあ、取り敢えず、最低限のセ
キュリティ対策ぐらいはやりましょう。 
 
 
アキバ徘徊

2008年3月23日 14:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、フィモの別の色を補充。メンロンブックスで、同人誌と同人ゲームを
ゲット。ゲマズで、コミック「Ｈ２Ｏ」をゲット。AZONEで、ドール用の靴をげっと。 
 

 
同人誌は、「北斗神拳」と「ToHeart2」のコンビネーションで、既に、うっぷと吹き出す心持ち。「貴様は既に死んでい
る」！？　フィモは、白色は、扱いが難しいことが判明、すぐに色移りして、汚くなる。色付いた粘土をこねた手は、手を洗わ
ないと、前にこねていた色が混じったりしてしまう。 
 
アキバへ行く途中、上野不忍池を経由、、、、 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

オーブンクレイ フィモ

2008年3月22日 18:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、昨日、VOLKS(ラジ館6F)で、ゲットした粘土（オーブンクレイ フィモ）をお試し。この粘土は、オーブンで、120℃
で、20分間、焼くと、固くなるものだ。取り敢えず、簡単なものかと、60cmドール用に、アイスクリームの模造品を作ってみ
た。しかし、ピンク色が、少々、きついかな。下写真の左は、第１号、右が、第２号。最初のは、どうも、空気が入っていて、
コーン部分に泡が出て、汚らしくなった。右のを採用。。。。 
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重量は、コトブキヤに置いてあったキーホルダ（こっちの方が本物みたいだけど）と比べ軽いので、オリジナルDD「向日葵」
に持たせてみると、、、、 
 
オーブンクレイ フィモの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月22日 17:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、午前中、歯医者で、その後、アキバを徘徊。なんか、ＵＤＸで、バンダイが、イベントを開催してるね。 
 

 
 
VPNルータのリプレース(完結)

2008年3月22日 11:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ルータYAMAHA RT58iを、WAN向けに、DNSサーバとして動作させる方法が、判ったかも。方法は、IPマスカレードで、ルー
タのLAN側のIPアドレスへ、TCPとUDPのポート53を、フォワードすることで良いようだ。ルータのDNSは、リカーシブモード
で動作するので、その先を、自宅サイトの本来のDNSサーバへフォワード設定。

現時点、これで、正常動作いているようだ。とりあえず、プライマリとセカンダリのDNSサーバの設定が完結！　これで、様子
見しよう。

ヤマハに問い合わせ出しちゃったけど、取り消す方法がないので、しょうがないね（＾＾；。

 あと、注意として、LAN側で、独自のDNSを公開している場合(多くは、LAN側に、WEBサーバを立てて、WAN側からIPマスカ
レードでフォワードしていると、WAN用とLAN用のDNSサーバが必要)、DHCPの設定（コマンドライン）で、そのIPアドレスを
配布するようにしないと、WAN側向けのDNSのIPアドレスが配布れるので、ご注意。

また、導入から今まで、VPN接続も、ハングすることなく、安定している。今年、Siggraph2008は、米国ロスで開催なので、
そこからの接続テストのできるかな。
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VPNルータのリプレース(完結)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月21日 20:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケースで、ドール用の帽子をゲット。あと、ラジ館6Fで
のVLOKSで、焼くと固くなる粘土と、ドール用の塗料セット、20mmアイ用ヤスリ、プチプチなどゲット。VOLKSに貼って
あったドルパ１９のポスタには、DD「Fateセーバ」にお写真が載ってた。写真をみたところ、鎧と剣も合わせて、良く出来て
いる感じだ。でも、実物を見ないと分からない感じも残っている。これは、最長の購入抽選列になるのでは。まあ、私は、特
に、ファンじゃないので、パスかな。DD(MDD含)は、既に、自作も含めて、6体にも増殖して、これ以上は、さすがに、置くと
ころがない(^^;。 
粘度の方は、60cmドール用にアイスクリームでも作れるかと思っているが、これでも難しそうだね。 
 

# 現在、アキバのカフェSegafredo。さて、帰るか。 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

しまった（；＿；

2008年3月20日 22:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
しまった、ルータRT58iの設定をいじり過ぎて、アクセス不能に、、、、しょうがないので、出荷状態へ初期化して、設定のや
り直し。現在、DNSのIPマスカレードが巧くいっていない。ルータでなく、DNSサーバを動作させているWin2K3サーバの設定
のせいかもしれないが、どうにも切り分けができない。もう、しんどくなってきた。とりあえず、このルータは、セカンダリ
DNSのパスなので、焦らず、設定方法を模索するしかないか。プライマリDNSも同じサーバで受けているので、なおさら、疑問
も大きい。 
 
 
アキバ徘徊

2008年3月20日 16:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、腕時計のバンドのピンが無くなったので、アキバヨドバシで、修理依頼。あと。ゲマズで、
DVD「らきすた」第１０巻と、コミック「藍蘭島」第１２巻をゲット、とらのあなで、同人ゲームをゲット。 
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Siggraph2008フルコンレジスト

2008年3月20日 00:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
何か、円高なんで、少々、早いけど、ACM Siggraph 2008のフルカンファレンスのレジストレーションをしてしまいました。
ACM会員＆早割で、＄840。今回、エレクトニックシアタはないのかしら？　フルフェスティバルパスになっているけど。飛行
機予約は、まだ、早いかな。 
 
今日は職場の飲会だった

2008年3月19日 22:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
年度末、人事異動などで、送別会の季節。今日は、送る方の立場で、送別会、一回目。今、東急電鉄で、帰宅途中。 
 
VPNルータのリプレース(その後)

2008年3月18日 21:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
あれから、YAMAHA RT58iを使い続けているが、VPN接続は、安定している。ハングなど全く起きないようだ。あれから、ラ
インコマンドも幾つか調べて、イントラの構成を反映した静的ルーティングの設定など、追加して、イントラ内での不自由も無
くなってきた。 
 
現在、少々、バグなのか、WAN側の接続を切っても、勝手に、すぐに再接続してしまうこと。接続が切れていないと、変更で
きないパラメータもあるので、不便だ(^^;。 
 
東京国際アニメフェア２００８の招待券ゲット！

2008年3月18日 21:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
東京国際アニメフェア２００８のビジネスデーの招待券をゲット。どうも有り難うございます。この手のイベント(コンテンツ
業界)の招待券を、いただいたのは、初めてだったり(^^;。いただいたからには、行かねばなるまじ。まずは、講演を聴かないと
ね。 
 
 
東急電鉄が遅れている

2008年3月17日 22:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
珍しく、帰りが遅くなって、東急経由で、帰ろうと、、、、東横線で、停電が発生して、ダイヤが乱れているとか。とりあえ
ず、各駅停車が来たので、乗ってしまった。今、電車の中から、この記事を投稿してます。家に着くのは、23時を過ぎるな。 
 
「シーグラフ東京　第４８回セミナー」のお知らせ(転載)

2008年3月16日 21:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

「『シーグラフ東京　第４８回セミナー』のお知らせ」を、転載します。
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「シーグラフ東京　第４８回セミナー」のお知らせ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
シーグラフ東京会員の皆様、お世話になっております。 
シーグラフ東京事務局からセミナーのお知らせです。

今回のシーグラフ東京 第４８回セミナーは、３月２５日（火曜）に 
ソニーピクチャーズイメージワークスの方に講演をお願いします。 
急な来日のため、告知からセミナーまでの時間が短くて申し訳ありません。

■タイトル：「ソニーピクチャーズイメージワークスにおけるプロダクションプロセス 
　　　　　　　 ～Hair／Furを中心として～」

 

「シーグラフ東京　第４８回セミナー」のお知らせ(転載)の続きを読む 

イラスト完成！

2008年3月15日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
やっぱり、もっと速いマシンで、お絵描きしないと、これ以上、細かく描けないかな。 

 
 
PDFファイルは、ここからダウンロード。その内、シャナ風に、可愛く＋かっこ良いで、イラストを描いてみようかしら。 
 
 
 
VPNルータのリプレース

2008年3月15日 18:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今、やっと、設定が終わった。４時間かかったかな。 
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一応、IPフォワード(このブログ)と、VPN接続とで、正常動作を確認。VPN
接続の安定性は、様子見だね。さて、ちゃんと据え付けしなければ。 
 
今回のリプレースで、問題になったのは、、、、 
 
VPNルータのリプレースの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月15日 18:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
レンタルショーケースの出品後、アキバを徘徊。今日は、新調するVPNルータの設定のため、LANケーブルをゲット。あと、
VOLKS(ラジ館６Ｆ)で、ドール用のアニメティックアイをゲット。 

あと、新しいVPNルータが、アース接地を必要とするので、リード線も、部
品屋で、ゲット。圧着端子付けて使おう。 
 
帰りに、、、、 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年3月15日 13:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼に、アキバVOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケース(R-595,R-892)に出品追加。今日は、らきすたフィギュア、トリス
ティアフィギュアなど、出品。 
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アキバ徘徊

2008年3月14日 22:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、LAOXで、DSゲーム「ハヤテのごとく！」を、見つけて、ゲット。学校編にしてみました。 

 
帰宅後、YAMAHAのVPNルータの設定をしようかと思ったら、、、、LANケーブルが足りない(^^;。しょうがない、設定は、明
日だな。 

イラスト下書き(続)

2008年3月13日 22:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
トレース、１回目。 

 
 
花粉症で最悪状態が続く

2008年3月13日 20:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
ここのところ、朝から、花粉症の症状がきつい。どうにかならないのか？　ゴーグルタイプで、違和感ない度付き眼鏡とか、空
気清浄機が隠せるようなマスクなど、、、、もう、クシャミと鼻をかむのに、疲れ果てた。 
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トレンドマイクロさん、もう駄目ですか？

2008年3月13日 18:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
YahooJapanニュース「トレンドマイクロのウイルス情報ページが改竄被害、ウイルス埋め込みも　3月13日18時16分配信」を
見つけてのだけど、現在、仮想サーバのWinXPで、トレンドマイクロを使っている我が身としては、何とも、やなご時世になっ
たものだ。トレンドマイクロは、社員のウィニー事件も過去あり、やはり、会社的にヤバイのかしら。 
 
 
アキバ徘徊

2008年3月12日 21:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、VPNルータの新調に、ソフマップで、YAMAHA RT58iをゲット。 

 
現在、VPN接続に、マルチユースルータPLANEX BRC-14を使っているが、何度となく、ルータ自身がフリーズするので、愛想
が尽きた。 
 
さて、セットアップは、今度の土日かな。 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

早朝、JR人身事故

2008年3月12日 06:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
人身事故のせいで、JR中央線が、２５分遅れ。でも、何故か、バスが早めに駅に着いたせいか、プラットフォームに、電車が
ちょうどいて、新宿行きへ乗ることができた。新宿を降りるときに、次の電車は、すぐには来ないと放送がかかる。運が良かっ
たのか、現在、遅れること無しに、通勤できてる。むしろ、一本、早い小田急線に乗れた(^^;。 
 
しかし、今日も、花粉のせいか、鼻水とクシャミの症状が、ひどい状態だ。 
 
 
イラスト下書き

2008年3月11日 22:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
はねっこのイラスト下書き。 
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可愛いかな？ 
 
 
スパムメールが溜まっていた

2008年3月11日 20:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
半年ぶりぐらいに、YahooJapanのMyYahooにログインしてみると、1500件弱のスパムメールが溜まっていた。なんとも、しょ
うがないので、一旦、POPアクセスを有効して、無駄にダウンロードして、削除。でも、量的には、可愛いレベル、通常、使っ
ているアカウントの電子メールアドレス宛のスパムメールは、多分、１日で、300件を超えているので、４日分にすぎない。っ
ても、何とも、これは、書いていて、むなしい記事だ。 
 
 
スパムメールが溜まっていたの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月10日 21:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク」を見つけて、ゲット。 

今日は、後、スティックポスタのバインダ用の補充の袋を探したが、ゲマズ
も、アニメイト(品切)にも、無かった。どっかに、置いてないのかしら？ 
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ブログ掲載のイラストの使用許諾を策定

2008年3月 8日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
無償利用許可ですが、明文化しました。使用許諾の最新版は、ここ(各ページのフッタにリンクを付けています)からご覧いただ
けます。 
 
今日現在の使用許諾は、、、、 
 
ブログ掲載のイラストの使用許諾を策定の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年3月 8日 17:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼に、作品展を見学後、アキバを徘徊。今日は、ソフマップで、iPod nono 8G(今回、黒色)を、ゲット(今のは、引き取り手が
確定したので)。今回、ヘッドフォンは、ノイズキャンラ付きのものをトライ。ドスパラで、16GBのSDメモリを、ゲット。価格
は、７千円を切っていた。あと、とらのあなで、同人ソフトをゲット。 

 
それにしても、目が痒い、、、、(;_;。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

みずき会作品展見学

2008年3月 8日 17:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、親が入会している絵画教室の作品展を見学。東京駅近辺のギャラリＫＵＢＯＴＡで、明日まで、開催。 

 
 
朝から目が痒いかゆい(;_;

2008年3月 8日 08:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、朝から目が痒い。くしゃみも、、、、 
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第47回セミナー(CG GONG 2008) 聴講

2008年3月 7日 23:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
シーグラフ東京の第47回セミナー(CG GONG 2008) を聴講してきました。今回、盛況で、発表も、なかなか面白ものばかりで
した。 

 
 
Pixar RMSで起きるMayaのメニュー文字化け(回避方法)

2008年3月 6日 23:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
MacOSXでの問題だが、Pixar RMSをロードすると、Autodesk Mayaのメニュー文字化けが起きる。このの対策で、MacOSXのデ
スクトップ全体を、コンパネ「言語」から英語表示すると、すべて英語表示なるので、文字化けの問題は起きなくなる。でも、
この状態だと、日本語版Adobe Illustratorがエラーをはいて、起動しなくなる。 
今日、知人から、アプリ単位で、表示言語を切り替えられることを知って、早速、トライ。Mayaのアイコンをマウス右ボタン
で、クリックして、「情報を見る」を選択。これで表示されるダイアログの「言語」欄を開いて、チェックボック「JP」の
チェックを外して、英語のみにする。これで、Mayaを起動すると、確かに、Mayaのメニュー表示が、英語になった。MacOSX
のデスクトップのメニューは、日本語のままなので、Adobe Illustrator CSも正常に起動できることも確認。とりあえず、これ
で、当面、不満は無くなった。 
 
イラスト完成！

2008年3月 6日 21:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
取り敢えず、彩色して完成(^^;。 
 

 
PDFファイルは、こちら。 
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第47回セミナー(CG GONG 2008) のお知らせ(転載)

2008年3月 6日 12:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
シーグラフ東京「明日、３月７日(金) ＰＭ７時から第47回セミナー(CG GONG 2008) のお知らせ」を転載します。ふるって、ご
参加下さい。 
 
 
第47回セミナー(CG GONG 2008) のお知らせ(転載)の続きを読む 

イソジンのカバ君(縫ぐるみ) 発掘!

2008年3月 5日 22:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、家で、イソジンのカバ君(縫ぐるみ) 発掘される。家族が、懸賞で当たったものとか。縫ぐるみは、珍しいので、記念撮影
(^^;。 
 

 
 
イソジンのカバ君(縫ぐるみ) 発掘!の続きを読む 

携帯電話向け画像

2008年3月 4日 22:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
携帯電話向けサイト「はねっこくらぶ」で、イースターのイラストを、240x320サイズにしたものを、公開しました。 
 

 
 
待受画像にでもどうぞ。 
 
Siggraph2008のオンラインホテル予約が始まった！
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2008年3月 4日 18:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今朝から、ACM Siggraph2008のオンラインホテル予約が始まっていた。今朝、見て、早速、会場(米国ロスのコンベンション
センタ)に、最も近いホテルに、予約。今年は、お盆と完全バッティングなんで、飛行機代は高いかな。あと、問題なのは、コ
ミケ７４にサークル参加を申し込んでるが、３日目の日曜日に配置されないと参加できないこと。さて、どうなるこかな(^^;。 
 
仮想現実感

2008年3月 2日 22:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

仮想現実感というと、あくまでも、映画「マトリクス」のような現実と区別が付かないビューを提供することだが、今、思う
と、没入感を向上するため、現実と変わらない体験をする環境と考えると、別に、現実と区別が付かないビューでなくとも、ア
ニメの世界のようなデフォルメされたビューに基づいても良いと感じるところです。この意味では、最近のオンラインゲームな
どは、この手の観点で、落ち着きそうだ。これは、思考の適用柔軟性のなせる業か。

仮想の世界での物体の運動は、実世界で、同じ運動を強いることもなく、一意な対応関係ではなくなる。たとえば、仮想世界
で、物が移動しても、実世界では、半導体メモリ上に記憶される値が変化することに対応するだけで済ませることもできる。つ
まり、仮想世界に存在させている設備も、同様に、物理的な同等の設備との一意な関係を必須とすることはない。仮想世界の中
で閉じている事象は、別の何かで代用すされていても、仮想世界では、区別が付かない。

 

気になってきた

2008年3月 1日 22:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

宇宙に渦で満たされているけど、その回転のエネルギーは、どこから来て、どこに行くのか？　身近では、地球の自転、太陽系
の回転、銀河系の回転、どれも古典力学では、同じだよね。どれも、熱と化して、エントロピーを発散すると、不可逆なプロセ
ス。

 

アキバ徘徊

2008年3月 1日 14:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、DD用の靴をゲット。

あと、ソフマップで予約していたPCゲーム「ToHeart2 Another Days」と、「D.C.ポーカ」をゲット。ToHeart2の販売店付録
は、なんかごつい（ウォータマット）。本当に使う人がいるのかどうか？　とりあえず、帰宅したら、インストしてみよう。

良くみると、「Another Days」は、英語的には変化かな？　「Another」の次は単数系になる。意味的には「Alternatives」ま
あ、これも、どっこいどっこいかかな。 
アキバ徘徊の続きを読む 
« 2008年2月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年4月 » 
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リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005

2008年6月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年3月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年2月です。

次のアーカイブは2008年4月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年6月 (5)
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●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
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●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
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ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年4月アーカイブ 
自宅サーバの冷却ファン増設

2008年4月30日 22:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、自宅サーバの冷却ファンの増設。１台の冷12cm却ファンをシャーシーの外側に付けて、使っていたのだが、より埃を
吸い込まないように、１台さらに増設した。今回も、静音タイプで、10dB強のものを採用。 
 

冷却ファンのフィルタだが、片方は、半年ぐらい使い続けて、中性洗剤で、洗ったものの、黒っぽく黄ばんでいる。今回、フィ
ルタも新品に交換した。これで、様子見。 
 
不要品の処分に、がた、ごと、、、、

2008年4月30日 21:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
昨日、不要となった同人誌を、アキバの「まんだらけコンプレックス」へと査定申込で、発送。今日は、不要になった同人ソフ
トやグッツなどを、処分するため、がたごとと、段ボール箱に詰めて、「まんだらけコンプレックス」へ、明日、発送予定。あ
と、普通の書籍やDVDなどは、ブックオフで査定してもらうため、段ボールへ詰めて、これも、明日、発送予定。なんやかんや
と、やっと、作用机のある部屋に、足の踏み場が存在するようになった(^^;。少々、筋肉痛が、、、、これで、段ボールで計４
箱の体積が空いたはずだね。 
 
アキバ徘徊

2008年4月30日 20:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。GW中も、１日１万歩、歩くとなると、何時もより、長く歩かないと、達成できないので、少々、苦
しい(^^;。さて、今日は、KBOOKSで、コミック(大魔法峠、あそびにいくヨ！)をゲット。あと、リバティで、現品処分で並んで
いたHDIM入力端子＆アンプ＆スピーカ付きの22inchディスプレイ(1680x1050)を見つけて、値段が、3万円ジャストを見て、
ゲットしてしまった。今まで、TVへPCを接続して使うことにしていたが、やはり、HDレコーダに録画した番組を見ながら、PC
を使うなどすると、使い難いので、割り切って、ディスプレイを分けることに。 
 

  

 
早速、ディスプレイを、PCへ接続してみると、、、、  
アキバ徘徊の続きを読む 
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GWの花見

2008年4月30日 20:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、アキバに行く途中、近所の根津神社のつつじ祭りと、アキバから総武線で近くの亀戸天神の藤を、ぶらりと見学。 
 
【根津神社】 
 

まだ、満開ではないようだ。しかし、出店が表側にいないので、なんか祭り
らしくないなー。 
 
【亀戸天神】 
 

 
もう、満開状態。でも、昔と比べると、まだ、長さが、長くない。回復するのだろうか？ 
 
GWの花見の続きを読む 

オリジナルDD「向日葵」着せ替え

2008年4月29日 18:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、先日のドルパ19でゲットしたドレス(東方プロジェクト系ゲームキャラ「博麗 霊夢（はくれい　れいむ）」)のコス
チュームへ着せ替え。 
 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/ (2/23)2008/12/24 16:20:41

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/gw.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/gw.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/gw.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/gw.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08043001.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08043002.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/gw.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/dd-55.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/dd-55.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/dd-55.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/04/dd-55.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年4月アーカイブ 

顔のアップは、、、、 
 
オリジナルDD「向日葵」着せ替えの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月29日 16:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
荷物を、ゆうパックの集荷に渡して、午後から、アキバを徘徊。今日は、ガード下で、部品と工具、メロンブックで、同人誌を
ゲット。あと、ASUS EeePC 4Gだけど、なんとなくフィットしないので、中古買取に引き取っていただきました。 
 

一昨日の同人誌即売会COMIC1で発売された同人誌らしい。ハルヒのパロ
ディは、今のところ、キョンの女装へ走っているようだ。 
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アキバ徘徊の続きを読む 

朝から、がた、ごと、、、、

2008年4月29日 11:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、いつの間にか、溜まりだした同人誌などを処分しようと、朝、郵便局で、ダンバボールをゲットして、詰めつめ。ゆう
パックの箱大で２箱。余り詰めすぎると、持ち上げられなくなるので、15Kg程度で、分けて。今、ゆうぱっくの集荷待ち。郵
便局まで、持ち込むのと、腰を痛めそうだ(^^;。送り先は、今回、アキバに出来た「まんだらけ」の買取窓口を、チャレンジ。
さて、幾らになるのかしら？ 
 
アキバ徘徊

2008年4月28日 22:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、GW中に、自宅サーバの空冷強化に、部品を、調達。 
 

 
 
 
アキバ徘徊

2008年4月27日 20:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
映画を観終わって、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、DVD「らきすた」第11巻を見つけて、ゲット。あと、最終巻の第12巻
でフルコンだね。 

 
 
あと、アキバのドンキホーテの１階で、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

ドルパ19見学

2008年4月27日 20:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、朝から、ドルパ19を見学。運が良ければ、ＤＤセーバをゲットしようかと、限定品販売列に並んだが、抽選番号は、
２千番台。あきらめ。 
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会場の様子は、ここからご覧いただけます。 
 
帰りに、有楽町で、アニメ映画「名探偵コナン　戦慄の楽譜（フルスコア）」を観賞。なんか、ちょっと、物足りなかった。 
 
リフォーム耐震対策の見積も多難

2008年4月26日 21:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

リフォーム耐震対策って、しかし、多少、お金を払っても、精度の高い見積が欲しいと思うのは、私だけなのだろうか？　ただ
でやってもらえれば、それに越したことはないが、責任ある見積書という観点では、それが無償である優先度は低い。今のとこ
ろ、住友林業ホームテックは、有償の見積を受けられるが、大和ハウスなどからは、発注を確約しないと見積もれないなどど言
われたらしい。これでは、とっつきようがないので、採用できない。工事費が千万円前後と考えると、相見積は、常識だとし、
何社か、比較されることも当然と思う（勤め先で、業者比較や相見積なしでは、決して決裁はおりないよね。個人宅向けは、い
い加減で良いというのは、やっぱり、その企業の信用は、もう失墜しているのだよね）。お客が見積作業の人件費を負担すると
いってるのだから、業者さんの財務的にも、健全だともうのだけど。とりあえず、あと２社ぐらいリホーム大手で、業者さんを
見つけないといけませんね。

 

アキバ徘徊

2008年4月26日 14:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。そのまま、ゴミ箱へ行かせるには、もったいないので、遊ばなくなった家庭用ゲーム機(PCエンジ
ン、SEGAサタン、SEGAメガドライブ)とそのゲームソフトを、処分しに、レトロげーむキャンプの買い取りへ。

 
 
あと、今日は、PCゲーム「セガラリー」をゲット。ついでに、アメ横で、愛用の男性用香水をゲット。 
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明日は、東京ビックサイトで、ドルパ１９が開催、朝から、限定販売抽選に
並ぶか。決めては、千番台未満になれるかどうかかな。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

STOP SPAM!

2008年4月25日 07:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
最近、また、スパムメールの量が多くなったような、1日4百通を超えてきている。差出人と宛先は異なるが、同じ内容のスパ
ムも大分ある。同じ内容とはいっても、微妙に異なるものもある。これは、スパムメールフィルター対策かと思うのだが、現
在、使っているメールフィルタPopfileは、99%ぐらいは、除去しているようだ。最近、馬鹿みたいに、バイアグラ販売の英文の
スパムが多発しているが、これは、例のボットによるものだろうか？  
スパムに見舞われている症状は、まるで、花粉症のようだ。合法的に、スパマ(海外も含めて)へ、直接、報復して、ぎゃふんと
言わせる仕組みはないもんだろうか？　ケロロ軍曹ねたでは、携帯電話から報復ボタンを押すと、スパマが爆発するなどという
シーンもあるくらいだ。そのうち、理性では押さえきれなくなるのだろうか(^^;。 
 
セミナ聴講

2008年4月23日 20:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の午後、日経BP社主催の日経マーケット・アクセス特別セミナー「【データ・センター利用実態調査2008】発行記念セミ
ナー」を聴講。初めて、日経BP社の本社に入った。 
 
セミナ聴講の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月22日 21:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、60cmドール用のヘッドキャップをゲット。既に、ウィッグの色移り
が起きているものがあるので、残念だが、これで、その進攻は、止まるかな。 
 

 
 
 
バーチャル(人格)とリアル(存在)の同期って
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2008年4月21日 22:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
雑談、雑談。。。。 
バーチャル(人格)とリアル(存在)の同期っての続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月21日 21:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。昨日、ゲットしたGeForce9800GX2(XFX)のデジタルオーディオのコネクタが、通常のDVDドライブ
のものとは、ピッチが異なり、どうにも、巧くささらないので、T-ZONEで、2mmピッチの変換ケーブルを、ゲット。早速、試
してみたら、巧く行った。 
 

右写真で、赤色の矢印の部分。 
 
そう言えば、認証されたネットワーク接続では

2008年4月20日 23:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

そう言えば、認証されたネットワーク接続では、個人情報をどのように保護できるのかが、興味深い点の１つだろう。一番、簡
単なのは、ドイツのように、仮名（≠匿名）を使うことかな？

 

GeForce9800GX2 インスト！

2008年4月20日 19:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
早速、愛称HMX-17aミルファへ、今日、ゲットしたGeForce9800GX2を、インスト！　早速、CrystalMark2004R2を実行して
みると、CrystalMark2004R2の結果は、、、、 

イルファ(HMX-17a) Vista+G33+CH9 
E6850(3.0GHz) 
8800GTS

Vista/SP1+G33+CH9 
Q9550(2.83GHz) 
8800GTS

Vista/SP1+G33+CH9 
Q9550(2.83GHz) 
9800GX2

CrystalMark 124519 180483 184808
ALU 26588 51346 52039
FPU 28657 51269 51927
MEM 16820 22033 20848
HDD 11578 10544 11018
GDI 9090 7764 7671
D2D 3573 9341 9556
OGL 28195 28186 31749
備考 微妙だね(^^; GDIだけが遅くななった それほど速くならないのね

 
WinVistaのエクスペディエンスは、5.9のまま。3DMarks06の結果は、12821で、平均値より、微妙に上回ってい程度だった。
ハードウェア的なアップグレードは、ここで限度かな。という訳で、これで、ファイナル。それにしても、NVIDIAが、Shader 
Model 4.1をサポートしないのは、何とも残念だ。 

さて、CrystalMark2004R2の生の結果は、、、、
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GeForce9800GX2 インスト！の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月20日 19:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、古いパーツと、不要になったレクポッド(HDレコーダ)を、じゃんばらで、処分して、GeForce9800GX2をゲット。この
グラボは、長さが長く、シャーシのフロントのFANにぶつかって、入らないので、厚さ25cmから、17cmの薄型FANへ交換。あ
と、電源コネクタの爪が細くないと、接続できないとか、店員に言われて、標準規格のプラグをパーツ屋で、調達したが、結
局、電源装置付属のプラグで、そのまま接続できた。 
 

 
あと、ゲマズで、コミックをゲット。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

Intel Core 2 Quad インスト！(再評価)

2008年4月20日 00:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

グラボのデバドラを最新版へアップしてみたら、CrystalMark2004R2の結果は、、、、 
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CrystalMark 103581 124519 177558 180483
ALU 21329 26588 54200 51346
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化が目立つね
微妙だね(^^; グラフィクスが遅く

なった(;_; 
GDIだけが遅くななった

グラボの性能劣化は大分、少なくなった。CrystalMark2004R2の生の結果は、、、、

 

Intel Core 2 Quad インスト！(再評価)の続きを読む 

Intel Core 2 Quad インスト！

2008年4月19日 16:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットしたIntel Core 2 Quadを、愛称HMX-17aイルファへインスト！　マザボAsus p5k-vmがエラー表示。uCodeエ
ラー？　マザボのBIOSを、今月のリリースのBIOSアップデートすると、エラー解消！ 
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さて、これで、Windows Vistaは、どのくらい、軽くなったのか、CrystalMark2004R2の結果は、、、、 

イルファ(HMX-17a) 
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Vista+G33+CH9 
E6600(2.4GHz)

Vista+G33+CH9 
E6850(3.0GHz)

Vista/SP1+G33+CH9 
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CrystalMark 103581 124519 177558
ALU 21329 26588 54200
FPU 22837 28657 48565
MEM 14884 16820 21173
HDD 11666 11578 10819
GDI 7363 9090 7942
D2D 2732 3573 9413
OGL 22770 28195 25446
備考 グラフィクスの性能劣化が目

立つね
微妙だね(^^; グラフィクスが遅くなった(;_; 

 
しかし、グラボ周りの性能が落ちて言えるのは、少々、ショックだね。どうなっているのだろうか？　一応、
CrystalMark2004R2の生の結果は、、、、 
 
Intel Core 2 Quad インスト！の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月19日 15:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
歯医者の帰り、午前中、アキバを徘徊。T-ZONEで、Intel Core 2 Quad Q9550(抱き合わせなし)を、発見。取り敢えず、ゲッ
ト。驚いたことに、FANが、Core 2 Duoよりも、薄くなっている！ 
 

 
今、早速、CPUを入れ替えて、動作確認中。。。。 
 
 
 
ねんどろいど「初音ミク」開封

2008年4月18日 22:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、箱から出してみた。。。。 
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アキバ徘徊

2008年4月18日 22:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、コミックをゲット。あと、VOLKSで、白色のフィモを見つけて、ゲット。これ
は、加熱温度が低いので気をつけよう。 
 

 

自然法則の普遍性って

2008年4月16日 22:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
アニメ「絶対可憐チルドレン」を観ていて、ふと、頭をよぎったのだが、、、、 
 
自然法則の普遍性っての続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月16日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、ポイントを使って、気になっていたフィギュアをゲット。 
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アキバ徘徊の続きを読む 

大森ベルポートの演奏会

2008年4月16日 21:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、お昼頃、仕事で、東京の大森のベルポートに寄った際、コンコースで、演奏会が行われていた。尺八と三味線とチェロの
アンサブンル。 
 

 
 
アキバ徘徊

2008年4月15日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミックとライトノベルをゲット。あと、メッセサンオで、デスクトップマ
スコットをゲット。 
 

 
 
 
アキバ徘徊
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2008年4月14日 20:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、新宿で、無事、都バスの定期券を買ってから、アキバを徘徊。今日は、特に、何もゲットしていないが、ツクモの前
を通ったら、Intel Q9550の在庫あり、但し、マザボと同時購入とあった。どこもかしこも、お客から、他の物と抱き合わせ販
売は無いのかなんて、言えないよね。マザボは、既に、持っている人向けに、何か考えてくれ。もしかして、マザボメーカ経由
で、仕入れているとか？ 
 
# 現在、アキバ。 
 
アキバ徘徊

2008年4月13日 15:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
レンタルショーケースの出品後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミック「絶対可憐チルドレン」など、ゲット。あ
と、目覚まし時計も、新調。 
 

コミック「絶対可憐チルドレン」全巻読破、、、、このキャラは、吾妻風で、ストーリは、超人ロック風で、何か懐かしさを感
じるね。コミック「ケメコデラックス！」は、風変わりで、不細工なモビルスーツ？と美形の操縦士のギャップと、主人公の能
力の奇抜さがなんともいえないね。コミック「sola」も、キャラクタ設定がいい感じ。コミック「東方儚月抄」は、やはり、
まったりしていた。

あと、アキバ駅のプラットフォームで、、、、 

 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年4月13日 13:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKS(ラジ館6F)のレンタルショーケース(R-892)への出品追加。今日は、朝倉由夢(下写真)など、追加しましいた。 
 

 
 
オリジナルMDD「ありす」フェースメイク
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2008年4月12日 20:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
やっぱり、再度、フェースメイク(チーク部分)をやり直し、、、、 
 

ちょっと、小さめにしてみた。可愛いかな。 
 
オリジナルMDD「ありす」着せ替え２

2008年4月12日 18:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットしたMDD用ドレス「魔女っ子学園B組セット」へ着せ替え。 

 
全身は、、、、 
 
オリジナルMDD「ありす」着せ替え２の続きを読む 

オリジナルMDD「ありす」着せ替え

2008年4月12日 16:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットした靴に履き替え。あと、フェイスメイクアップ(チーク)も修正。チークの部分は、なかなか、難しい。まだ、巧
く描けてない。 
 

全身は、、、、 
 
オリジナルMDD「ありす」着せ替えの続きを読む 

新宿御苑の八重桜
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2008年4月12日 14:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、都バスの定期を買うついでに、新宿御苑の八重桜を見物しようとしたが。都バスの定期券売り場の営業日が、土曜日が
定休日になっていた。なんということだ。平日の営業時間が20時までに伸びているので、何とか、有休を取らなくても、定期
が買えそうだ。リベンジは、月曜日(^^;。 
 
さて、気を取り直して、新宿御苑に、、、、 

あと、色々、、、 
 
 
 
新宿御苑の八重桜の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月12日 14:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKSの「４月新作ドレス発表会」。開店10時に併せて、9時半ぐらいに到着。 
 

既に、百名以上だと思うが、列が出来ていた。今日、ゲットしたももの
は、、、、 
 
 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月10日 21:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク」をゲット。 
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今、届いたスパム（２）

2008年4月10日 11:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、メールをチェックして届いたスパム（差出人：「マユ・マユ」、件名：「ご主人様！！マユは寂しいです(>_<)」）のイン
ターネットヘッダーを確認。 
 
> Received: from luna.email.ne.jp (60.20.254.252 [60.20.254.252]) 
>     by sbmx6 (SpamBlock.ps 3.4.100) 
>     with ESMTP id xxxxxxxxxxxx.xxxx@sbmx6 
 
これも、pingしてみると、、、、 
 
$ ping 60.20.254.252 
PING 60.20.254.252 (60.20.254.252): 56 data bytes 
64 bytes from 60.20.254.252: icmp_seq=0 ttl=110 time=487.860 ms 
64 bytes from 60.20.254.252: icmp_seq=1 ttl=110 time=495.563 ms 
64 bytes from 60.20.254.252: icmp_seq=2 ttl=110 time=516.324 ms 
$ 
 
更に、tracerouteをしてみると、、、、 
 
今、届いたスパム（２）の続きを読む 

午前中、通院

2008年4月10日 10:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
検査の結果、運が良かったのか、陽性なのは、杉花粉のみであった。だとすると、症状が顕著なのは５月までだ。あと、風邪ぽ
い症状もあったので、それも診てもらった。ファイバカメラで、鼻の穴から気管まで、のぞかれた結果、気管支の入口付近が軽
く炎症しているとのことで、薬ももらった。とりあえず、市販薬(風邪薬)だと、花粉症の薬と一緒に飲める物が分からないの
で、病院で処方してもらうのが、安全だ。 
 
さて、職場へ向かうと、、、お茶の水駅に付くと、国分寺で変電所火災が発生して、中央線が止まっていた。このせいで、総武
線は、大混み。しょうがないので、今、千代田線で、代々木上原経由、小田急線へ乗り換えようと、向かっている最中。そう言
えば、これで、病院の先生が遅れ来たのかしら？ 
 
JRの変電所火災、記憶の残るレベルで、３回、これは、少なくないのでは。山手線も過去、おきているし、再発防止の施策とい
うのは、JR全体で取り組んでいないとういことなのかしら？ 
 
午前中、通院の続きを読む 

花粉症が、、、、

2008年4月 9日 21:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、また、花粉症がひどくなった。明日は、病院へ行って、アレルギーの検査結果を聞いてくる日だ。 
 
今、届いたスパム
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2008年4月 9日 20:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、アキバの喫茶店で、イーモバルで、メール閲覧。たった今、届いたスパムのメールヘッダーから、発信元のIPアドレス
(218.9.115.20)へ、pingしてみると、なんと、応答があること、(^^。 
 
> Received: from yahoo.co.jp (unknown [218.9.115.20]) 
>     by mx.bekkoame.ne.jp (Postfix) with SMTP id xxxxxxxxxxxxx 
 
$ ping 218.9.115.20 
PING 218.9.115.20 (218.9.115.20): 56 data bytes 
64 bytes from 218.9.115.20: icmp_seq=0 ttl=110 time=914.837 ms 
64 bytes from 218.9.115.20: icmp_seq=1 ttl=110 time=552.862 ms 
64 bytes from 218.9.115.20: icmp_seq=2 ttl=110 time=562.565 ms 
$ 
 
試しに、tracerouteもやってみると、、、、 
 
今、届いたスパムの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月 9日 20:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、TwoTopで、Q9550のバルクを見つけたが、何処もかしこも、マザボと抱き合わせ。何枚
も、同じマザボを買う訳にもいかないよね。グラボと一緒ななら、買えるかもが、どうなんだろうか？ 
 
 
# 現在、アキバ、徘徊中。 
 
暴風雨！

2008年4月 8日 18:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、どうしたことか、暴風雨。朝から、職場も、ぴゅーぴゅーと排気管辺りから、音がして、気が散って、しょうがない。
雨も横殴り、、、、桜もこれで、風前の灯火かな。 
 
コミックマーケット74受付確認ハガキ

2008年4月 7日 22:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、コミックマーケット74受付確認ハガキが届いていた。受付番号を見ると、今回も、書類不備には
なっていないようだ。後は、当落通知を待つのだが、スケジュールがバッティングして参加できないこと
が、判明している。残念だ。もし、日曜日の配置になれば、一日早く、米国から戻ってくるかどうか(^^;
　びみょう？ 

今日は職場で懇親会

2008年4月 7日 19:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、新年度のイベントで、職場で、飲み会があった。今、帰路のバスの中。明日は、朝一番で、打ち合わせがあるので、寝
坊は、厳禁か。 
 
仮想サーバにmt-daapdをインスト(その後)

2008年4月 6日 22:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
取り敢えず、あれから、iTunesサーバ(mt-daapd)は、使えているのでありますが、何と、申しましょうか。物足りないものであ
ります。実質、ほとんど、ラジオと変わらない。このために、さんざん、苦労したのかと、感じる次第であります。このアナロ
ジで、ホームユースのVODというべきものかも、きっと同じ気分になるのかと、想像してしまう。 
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オリジナルMDD「ありす」メークアップ

2008年4月 6日 16:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、頬紅のメークを修正。小さくしてみた。 
 

可愛くなったかな？ 
 
東京上野のさくら

2008年4月 6日 15:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
だめ押しで、多分、今年最後のさくら見物。。。。 
 

見るからに、桜も終わり。八重桜が咲き始めてい
るかな。 
 
東京上野のさくらの続きを読む 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年4月 6日 13:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKS(ラジ館6F)のレンタルショーケース(R-595)の契約継続と、R-892への出品追加。今日は、ネギま！グッツなど、
追加しましいた。 
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MacOSXのAdobe Photoshop 64bit版って出ないの？

2008年4月 5日 21:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
先日、YahooJapanニュースを見ていたら、Adobeは、Photoshop 64bit版を、MacOSX用には出さないという記事を見つけた。
何とも、がっかり。原因は、Appleがプログラム開発環境を、コロコロ変えてきているところだ。 
私も、言いたい。変えても、出来ることが変わらないようだ。追加ならともかく、刷新するのは、Apple側も、その開発費、無
駄金じゃないでしょうか？　プログラム作る方も、プログラマの教育やら、環境整備など、無駄に、金がかかる。結局、付いて
来れないところは、切り捨てという意思の現れなのかね。はたまた、マイクロソフトが、フォトシンセのようなソフトを出して
きたところで、いきり立ってい、八千辺りしているのか(これは、QuickTime VRチームにすべきだ)。 
 
しかし、実質、この流れだと、もう、来年頃は、クリエータには、使えないMacになるのだろうか？　Final Cut(Adobe 
Premiereの廉価版という感じ)みたいに、Appleブランドのレタッチソフト(今度も、Adobeの廉価版)を出すのか？　でも、廉価
版では、使っていて、ストレスが溜まるのですよ。 
 
MacOSXのAdobe Photoshop 64bit版って出ないの？の続きを読む 

オーブンクレイ フィモ (その後)

2008年4月 5日 19:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
フィモが、色によって、熱する温度が異なることが判明。この白色に銀箔が入っているものは、「～110℃ 30分間」と書いて
あった。実際に、確かめてみる。使っているオーブンレンジの温度調節機能の精度によるが、その温度調節つまみの目盛りで
は、90℃より、もう少し低い方が良い感じだ。90℃でも、うっすらと、茶色っぽい。 
 

以前に作ったパーツと組み合わせると、、、、 
 
オーブンクレイ フィモ (その後)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年4月 5日 16:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、ドルパ１９のガイドブックと、オーブンクレイ フィモをゲット。よ
く見ると、フィモは、色によって、熱する温度が違っていることが判明。取り敢えず、リベンジ。あと、とらのあなで、コミッ
ク「バスタード」第２５巻を見つけて、ゲット。これで、最終回？じゃない？ 
 

アキバの路地では、、、、 
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アキバ徘徊の続きを読む 

桜の写真の現像が上がってくる

2008年4月 4日 18:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、先週土曜日に新宿御苑で撮影した桜の写真(４５ポジ)の現像が上がってくる。今、帰宅途中。アキバヨドバシによっ
て、取りに行かねば。この撮れ具合によっては、明日、リベンジかも(^^;。 
 
取り敢えず、無難な線で、妥協。 
 

 
 
桜の写真の現像が上がってくるの続きを読む 

午後は通院 (花粉症対策)

2008年4月 1日 12:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
花粉症の薬をもらいに、午後、通院。今、移動中。 
 
今年は、日によって、症状の重さが、大分違うようだ。基本的には、南風が、花粉を運んでくるのか、あたたかく、風の強い日
は、症状が重い。先週土曜日は、花粉が多かったのにも関わらず、マスクを外さないと、眼鏡が曇って、ピントが合わせられな
いなどあって、大分、症状が後を引いて、苦しかった。 
市販のマスクは、吐いた息が、すぐ外に出るように、下部に弁を付けてくれると、熱もこもらず、息が上に上がらずに済むのか
しら。小夏用花粉対策マスクを、出してくれないものか？ 
 
今も、マスクをしていると、暑い。 
 
今日は、混んでいるようだ。大分、待たされた。薬をもらうだけにしようかと思ったが、検査もしてもらうことにした。採血し
て、撤退。最後、会計まで、２時間、かかった。検査は、１週間ぐらいで、結果が出るとのこと。薬は、今回も、アレグラで、
30日分。この頃には、花粉もやんでいるかな。 
 
« 2008年3月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年5月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
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from 7th, May. 2005

2008年5月

日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 
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11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年4月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年3月です。

次のアーカイブは2008年5月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
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●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
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１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年5月アーカイブ 
アキバ徘徊

2008年5月31日 15:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。しかし、天気が悪い。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、ドール用ドレスをゲット。あと、とらのあな
で、同人誌と、同人ゲームをゲット。 
 

 
 
 
アキバ徘徊

2008年5月29日 21:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
帰宅途中、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、エバンゲリオン・コラボのECOの1DAYチケットを見つけて、2パック、試しに、
ゲット。エバの限定グッツのカードが同封されているらしい。 
 

 
 
 
イベント見学

2008年5月29日 09:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、朝から、東京ビックサイトまで、イベント見学。LinuxWorldとVirtual World Conference。今、ビックサイトに到着。
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イベント見学の続きを読む 

エミル・クロニクル・オンライン お試し(続)

2008年5月25日 23:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この土日で、LV15まで来た。ゴミ箱をクリックすると、「にぁーあ」？？、、、、 
 

おっ。これは、「ねこまた」に会える条件を満たしたシグナル。あとは、こ
まめに、ゴミ箱をのぞいていれば、会えるのかしら？？？？　調べてみると、ビギナーズパックで、始めると１匹付いていたら
しい。残念。 
 
エミル・クロニクル・オンライン お試し(続)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年5月25日 14:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、散髪して、お昼ごろ、アキバを徘徊。ゲマズで、ＥＣＯの１ＤＡＹチケット(但し、在庫があったのは、第八弾)を補
充。
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あと、湯島界隈では、、、、

アキバ徘徊の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年5月24日 16:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼からアキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミック（ケメコスペシャル）と東方系同人ゲームをゲット。

 

 

 

 
アキバ徘徊

2008年5月23日 21:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、コミック（ハルヒ）をゲット。 
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当落情報検索システムがサービス開始！

2008年5月22日 21:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0)  

サークルカット 

一昨日から、コミケ７４の当落情報検索システム＆サークル情報登録システムのサービスが開始。今日、
「はねっこくらぶ」の登録を実施。当落通知は、６月７日の予定。さて、３日目になるかな。 

アキバ徘徊

2008年5月22日 21:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、DVD「らきすた」（第１２巻）を見つけて、ゲット。これで、フルコンプで、テ
レフォンカードも、ゲット。 
 

 
 
 
六法全書、ゲット

2008年5月22日 07:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
新年度が始まって、2ヶ月弱、過ぎてしまったが、今年度も、有隣堂の平成20年度六法全書を、ゲット。しかし、重い本だね。 
 
GW、不用品の処分(省みれば)

2008年5月21日 22:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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GWから始めた不用品の処分だが、ゆうパックで送ったダンボールの数、ほぼ20箱。送料合計で、2万円弱。。。。赤字になっ
てないよね(^^; 
 
今日は、ダウン

2008年5月21日 06:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、体調不調で、ダウン。季節の変わり目は、どうも調子が悪い。 
 
アキバ徘徊

2008年5月20日 21:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、シングルCD（ウッーウッーウマウマ）をゲット。 
 

 
 
 
天気が悪い

2008年5月20日 07:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
最近、台風が直撃する訳でもなく、大分、雨風が強い日が、増えているような。午後には、天気が回復してくるのかな。 
 
Signature Stores お試し

2008年5月18日 23:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
先日のデザインフェスタを見学の際、オリジナルＴシャツ販売のポータルSignature Storesの出展コーナで、チラシをもらっ
て、何か写真やイラストが作れるのであれば、登録してくれば、ビジネスになるとかなんとか。でも、ポータルサイドとして
は、成り立つかもしれないが、デザイナーサイドは、多品種効果は無いので、なんだかな～と思いつつ。既に、持っているイラ
ストを１つ登録してみた。ストア名は、「Pixel Cutie」にしてみました。でも、Ｔシャツとしては、少々、割高な感じになる
が、どうなんだろうか？　この登録したＴシャツは、ここから見られます。買う人いるのかしら？ 
 
GW、不用品の処分(さらばＰＤＡ)

2008年5月18日 18:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、PDA(プログラム開発環境含め)の一掃を実施。今まで、ご苦労様でした。 
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SONY CLIEとHITACHI NPD-10JWLを廃棄(中にデータが残っていなことを確認済み)。あと、開発環境、のコードウォーリアや
書籍など廃棄。まあ、パズル(CLIE, NPD)を作っただけだけどね。もう、ウルトラ小形のフルPCの時代へ入ったよね。 
 
アキバ徘徊

2008年5月18日 16:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
お昼頃、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、同人ソフトをゲット。 
 

 
 
 
DD「セイバー」

2008年5月17日 21:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日のアフタドルパでゲットしたDD「セイバー」を、今、箱から出して、組み立ててみた。ドレスやら鎧やら、入り組んでい
て、ドレスアップに時間がかかった。鎧を着ている時は、足と手は、専用の部品と差し替えるようになっていた。さて、凛々し
いセイバーを記念撮影！ 
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それにしても、DDにしては、かなり重い。 
 
デザイン・フェスタ24見学

2008年5月17日 16:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、アキバVOLKSで、DD「セーバ」をゲットしてから、東京ビックサイトへ。何か、面白い作品が有るかどうか？　会期
は明日までだが、明日はどうするかな。 
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会場の様子は、ここからご覧いただけます。 
 
アフタドルパ

2008年5月17日 09:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、朝から、アキバVOLKSへ、、、、とりあえず、並んで、整理券をゲット。先頭者の抽選が終わり、193番？が先頭に、
私の番号は、267番ということは、100人以内、可能性はありそうだ。さて、先頭から購入券が配布が始まり、運良く、今回、
DD「セイバー」をゲット。現在、お店の開店時間まで、購入列のまま、待ち状態。あとは、セイバー用のドレスがゲットでき
るかどうか。 
 

# これが、終わったら、
東京ビックサイトまで、デザインフェスタを見学予定。 
 
 
アフタドルパの続きを読む 

弐号機(自作PC)の部品リストを発掘

2008年5月15日 22:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
GWから始めている不用品の整理だが、山積み？になっていたプリンタ用紙を、シュレッタにかけていたら、1993年頃に組み立
てていた自作PC(弐号機)の部品購入リストが、発掘されたので、ここで紹介。総額、この仕様で、税別41万円弱。これは、多
分、BSD386(v.0.9)か、Windows3.1を動かしていたものかな、もう記憶がない(^^;。確か、初号機は、i386だったと記憶してい
るので、弐号機と断定している。 
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購入先は、今はなきお店
も少なくない。 
 
イベント見学

2008年5月15日 09:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の午前中は、東京ビックサイトで、第10回 データストレージEXPOを見学。さて、セミナ聴講から、、、、 
 

 
イベント見学の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年5月14日 20:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
仕事帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、ドラマCD「狂乱家族日記　凶華様大地に立つ！！」を、ゲット。 
 

 
 
 
知らなかった(^^;

2008年5月14日 19:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
知らなかった、都バス茶５１が、夜は、お茶の水行きでなく、すべて、秋葉原駅行きへ変わっていた。これで、会社帰り、アキ
バを徘徊して、タクシに頼ること無く、バス(定期券)で帰れる。朝も、秋葉原駅行きにしてくれると、お茶の水のバス停が、JR
の駅に近くなるので、嬉しいのだが、何か、しがらみがあるのか(?_?。 
 
セミナ受講

2008年5月14日 18:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の午後は、東京の九段下まで、IDGジャパン主催のINTEROPABILITY FORUM「仮想化によるWindows&Linux相互運用の戦
略的価値を探る」を、受講。なかなか、興味深い話が聞けたかも(^^;。 
 
# 今、帰宅途中で、アキバの喫茶店。 
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あと、色々、グッツをゲット。 
 

SuSEのDVD入りのバッグと、リストバンド型USBメモリかな。 
 
セミナ受講の続きを読む 

ICキャッシュカードへ生体認証登録

2008年5月14日 11:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日午前中は、有休取って、ICカードへ更新した銀行キャッシュカードを持って、銀行へ、生体認証の登録に行ってきました。
生体認証有無で、取り扱い限度額が変更できるとのことだが、まず、普通に使えるものか、お試し期間を経た後だね。 

とうとうWiiでSTARパロジャ！

2008年5月13日 21:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今月、待望していたPCエンジンのCD-ROMゲーム「STARパロジャ」が、Wiiのバーチャルコンソールで、リリースされた。早
速、ダウンロード。 
 

PC用のエミュレータと
は、違って、ちゃんとBGMも聞けた。何と言っても、こういう軟弱なゲームが好きなんだよね(^^。 
 
 
アキバ徘徊

2008年5月13日 19:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊中。今日は、とらのあなで、シングルCD(狂乱家族日記のオープニング、エンディング)をゲット。アニ
メ化した狂乱家族日記の制作に、知人が参加しているようなので、ぜひとも、視聴率上がるように、ご覧下さい。都区内に住処
がある私としては、オンエアで観られないのが、全く、残念。DVDが出るまで、我慢の子です(^^;。 
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狂乱家族日記のエンディングの方は、２枚組で、１枚は、DVDで、エン
ディングのビデオが入っていた。最近は、凄いね。 
 
GW、不用品の処分(ダメ押し)

2008年5月12日 23:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、これも溜まりに溜まっていたＴシャツ(1999年あたりからイベントでゲット。SiggraphのTシャツの他、Pixar, ILM, 
Appleなどなど)を整理。これも、ゆうパックの大サイズで、２箱になった。これは、まとめて、引き取り手を見つけたので、後
日、発送予定。これで、GWからの累計で、17箱の容積を、処分したことになる。 
 
GW、不用品の処分(ダメ押し)

2008年5月11日 10:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今朝、だめ押しで、PVCフィギュアで、箱のあるものを、まとめて、処分。ゆうパックの大サイズのダンボールで1.5箱相当、
これも買取査定に、発送。これで、GWからの処分した量は、同じダンボールで、15箱弱になるかな。部屋は、多少、目に見え
て、空いてきた。まあ、今年の大整理は、この辺にしておこう。疲れた。 
 
あと、今日、発掘したCDメディアは、、、、 
 
GW、不用品の処分(ダメ押し)の続きを読む 

エミル・クロニクル・オンライン お試し(続)

2008年5月10日 21:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
1DAYチケットで、チャージして、エミル・クロニクル・オンライン へ。このチケットで、遊びたい日だけ、使えば、間の期
間、抜けていても、以前の状態の続きから遊べることが、判明。今日は、NPCのアリスの従人の頼みをきいて、クエスト(左写
真)。。。。おっと、ダウンタウンに、タチコマを発見。誰かのマスコットのようだ。 
 

あと、今日、光系の魔法
使いになった。今日明日、遊ぶか。 
 
アキバ徘徊

2008年5月10日 17:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク」を見つけてゲット。あと、Win版のBand-In-A-Boxをゲット。Bnad-In-A-Boxは、
昔、Mac版で遊んでいた。 
 

 
そう言えば、UDXのイベントエリアでは、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

GW、不用品の処分(ダメ押し)

2008年5月10日 17:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、朝から、MSDNのDVDメディアを、整理整頓。最古と最新のみ残すことにして、あとは、傷をつけて廃棄。 
 

 
もう、何枚あるかなんて、聞かないで(^^;。 
 
GW、不用品の処分(ダメ押し)

2008年5月 8日 23:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
溜まりに溜まっている古いCD-ROMやFDも、整理を始めた。発行日の記載のあるものでは、Apple Macintosh関係では、最古の
ものは、1992年のDevelop CD(左下写真)。Microsoft関係では、1993年のDeveloper CD (右下写真)。さすがに、古く、使えない
ので、処分。あと、手つかずになっていた専門書も整理を始めないと、大学教養程度の本は、いつでも手に入るので、処分する
のが良さそうだ。 
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MicrosoftのDeveloper 
CDは、Vol.3からゲットしている。もう少し早く、気が付いていれば、Vol.1からゲットできていた(^^;。写真をよく見ると、
MSDNになったのは、Vol.6からだね。あと、当時、個人輸入したWin32 SDK/DDKもあった。。。。 
 
GW、不用品の処分(ダメ押し)の続きを読む 

35mmフィルムカメラが消える日

2008年5月 6日 22:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とうとう、今日を以って、自分の所有するカメラから、35mmフィルムカメラがなくなりました。ただ、まだ、35mmフィルム
プリンタに付いているカメラが残っているが、一般的なカメラというジャンルでは、もうなくなった。

このブログを始めてから、まず、2006年1月に、60mmフィルムの中判カメラを処分してなくなりました。これは、４×５大判
カメラフィルム大判カメラへ移行したため、中途半端な存在となったためです。続いて、2006年8月に、ブラウン管TVがなく
なりました。全て、液晶TVへ移行しました。それに続いて、今日、2008年5月、35mmフィルムカメラが、なくなりました。
これは、デジタル一眼レフカメラへ移行したためです。CCDサイズは、35mmフィルムよりも狭く、アドパテス・サイズとなり
ますが、それを補う超広角レンズがデジタルカメラ専用に出回るようになり、18mm相当の画角が得られるようになっているこ
とも、追い風になりました。今日、下取りでしたお金で、Nikon純正の12mm-24mm/F4レンズも手に入りました。これは、
35mmフィルムで換算すると、1.5倍なので、18mm-36mm/F4として使用できます。

そういえば、確か、レーザディスクも、既に、一掃してしまっていたが、いつだったか。でも、まだ、ビデオテープが若干残っ
ているのが、意外かな（＾＾；。

 

エミル・クロニクル・オンライン お試し

2008年5月 6日 18:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
GW最終日になって、「エミル・クロニクル・オンライン」をチャレンジ(初体験)。まだ、NPCとの対話する程度で、モンスタ
のいるフィールドへ出る一歩手前。 
 

夢の島？で、左は、商売
人が集まっているエリア、右は、何かの部落。両方とも、NPC。操作性では、マウスで移動させるのだが、少々、やり難い感
じ。あと、グラボの性能を意識してか、少々、離れた物体の描画は省かれるので、近づかないと、見えない。 
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この島の次、やっと町へ、、、 
 
 
エミル・クロニクル・オンライン お試しの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年5月 6日 16:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
中野から、アキバに向かい、徘徊。今日は、何とか、オンラインゲームを試してみようかと、思い立って、ゲマズで、ハートフ
ルオンラインRPG「エミル・クロニクル・オンライン」のプレイチケットをゲット。 
 

ゲマズに置いてあったの
は、1DAYチケットだったので、何枚か、ゲット。まあ、土日で、１パックずつ使う感じでしょうか。右写真は、ゲームを起動
した画面。まだ、青葉マーク以前なので、説明を読んでいるところ。ちなみに、アバターの名前も、「デジ・ポンタ」です。 
 
GW、不用品の処分(取り敢えず、終了)

2008年5月 6日 16:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ダメ押しで、35mmフィルムカメラの処分に、東京中野のフジヤカメラへ。本体、レンズ、ストロボ、とカメラバッグ
など、色々。これを、下取りに、レンズ(12-24mm/F4)とストロボをゲット。 
 

これで、多分、みかん箱で13箱相当を、処分したかな。容積的には、大
分、減ったが、部屋の景観的には、余変わらないので、少々、めげている(^^;。 
 
さて、早速、レンズを試すと、、、、 
 
GW、不用品の処分(取り敢えず、終了)の続きを読む 

これが主流になるの(^^;（続）

2008年5月 5日 20:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
以前の投稿で、あまり良くない方向性として、コメントして、 
 

そう言えば、リアルとバーチャルの自己同一性を目指していたような。これは、見方を変えれば、以前の投稿記事
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で引用した米国特許5,905,983 「Multimedia database management system and its data manipulation method」の
IT版かな。日本語だと、「特開平10-011339 マルチメディアデータベース管理システム」だったような。 

 

と書いたものの、どうも、そのようなことが、求められているようにも感じてきました。全てのリアルアイテムを、情報処理に
より実現される仮想世界へ、直接的にマッピングし、若しくは、仮想現実感を実現するアイテムへ、間接的にマッピングするな
どして構築した仮想世界で、ユーザが、すべてを、操作するとうビジョン。仮想世界での操作性を考えると、ゲームソフトメー
カのノウハウが活きてくる分野とも思えるので、ゲーム業界が、IT産業へと異業種参入の機会を得るようなことも、将来、あり
得そうだ。でも、ここまでくると、映画「マトリクス」のような世界の方が、無駄が少ないよね。多分。 
　ただ、この手の衝動は、何となく、バベルの塔の神話のようで、酬われない人類の夢の一つとも、感じてならない。まあ、最
低限、アニメや映画のネタには、困らないか。 
 
あと、オーギュメンテッドリアリティまで、行くかどうかという問題もある。純粋に、仮想世界で、戯れるか。一歩進んで、構
築した仮想世界を、リアル世界へ再マッピングするのかどうかどうか。

東京国際アニメフェア～アニメアワード2008 (TOKYO MX)

2008年5月 5日 20:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日(今、観てます)、20:00から、TOKYO MXで、東京国際アニメフェア～アニメアワード2008の入賞作品が紹介されてます。 
 

●     学生部門の優秀作品「THE CLOCKWORK CITY」ですが、作風は、既に日本風でなく、むしろ、Siggraphのエレクトリッ
クシアターで観るような作品(重々しくグロい)に近く、同じ土俵という作品ですね(ちょっと尺が長いけど)。

●     一般部門の優秀作品「Ark」は、昨年のSiggraph2007のエレクトロニックシアターに入選した作品のようだ。観た記憶が
ある。これも、重々しくグロい作品だ。

●     一般部門の優秀作品「The Lost Puppet」、操り人形が演じる作品で、東洋／インド風。あと、画面を分割して、全体、
主人公アップなど、同時に見せたり、工夫がみられ、面白い。

●     公募作品入選、、、、と続く 

 
まあ、今まで、このようなコンテンスト作品が、マスメディア(東京の地域放送局だけど)で紹介される機会がほとんどなかった
ことを考えると、大きく進歩したよね。 
 
PowerBook G4 to HDMI

2008年5月 5日 15:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
大形液晶TVを買い替えて、初めて、PowerBook G4から、HDMI経由で、TVへ接続して、動作確認。以前のVictorの液晶TVとは
違い、正常に、表示。先日、ゲットしたディスプレイへも、接続して、動作確認。これも、正常に表示。VictorのTVは、なん
だったんだろうか？ 
  

26inch TV 

 

22inch Display
 
やっぱり、パソコン用のディスプレイの方が、安くて、解像度が高いなー。 

アキバ徘徊

2008年5月 4日 18:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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レンタルショーケースの契約更新後、アキバを徘徊。今日は、気になっていたコミック「BLUE DROP」をゲット。メロンブッ
クスで、１巻と２巻が揃って、置いてあったので、ゲット。 
 

 
あと、海洋堂(ラジ館４Ｆ)で、ジョントパーツをゲット。 
 

 
「かすたま」に付いてくるジョイント(膝)は、時には、色が合わないので、黒系のジョントを、ゲット。でも、カチャポンでし
か買えないのは、何故？ 
 
アキバの路上には、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年5月 4日 11:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKS(ラジ館6F)のレンタルショーケース(R-892)の契約更新で、棚卸しと、ドール用の靴とウィッグを、出品追加。 
 
オリジナルDD「向日葵」着せ替え

2008年5月 3日 20:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、弟夫妻が、近所のつつじ祭りの見物のついでに、伊勢神宮のお土産(鈴)をもってきた。持って歩くと、音がするので、
ドールの首飾りにして、飾ることにした。ちょうど良い大きさかな？ 
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似合うかしら？ 
 
アキバ徘徊

2008年5月 3日 17:42 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
雨が上がったので、お昼から、アキバを徘徊。今日は、昨日、買い間違えたディスプレイ・ケーブルを、買い直し。あと、PC
ゲーム(カオス・ヘッドって、サプペンスものらしい)と、休み明けの職場へのお土産(^^;。 
 

アキバ・ヨドバシの前では、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

GW、不用品の処分

2008年5月 3日 10:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 

GWに入って、不用品の処分を進めていたが、今日、処分品を発送して、とりあえず、終了。今回の処分対象（何年分忘れた
が）は、同人誌、同人ゲーム/PCゲーム、アニメ/ゲーム系のオーディオCD。あと、古い家庭用ゲーム機とゲームソフト。最終
低に、ダンボールで８箱（ゆうパック大サイズ相当）になった。今回、利用した業者は、「まんだらけコンプレックス」、「レ
トロげーむキャンプ」、「ブックオフ」。これで、大分、部屋に足の踏み場ができた(^^;　（処分対象は、現在、査定中だが、
値が付かないものは、廃棄で、お願いした）。

グッツに関しては、今後も、レンタルショ－ケースを活用予定。そういえば、明日、更新しなければ(^^;。

あと、整理していてら、色々、発掘されるものもあって、、、、

 
GW、不用品の処分の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年5月 2日 18:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、KBOOKSと「とらのあな」で、コミック(くらくらく～１、あそびにいくヨ！３、くろがね
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カチューシャ01)と同人誌(ハルヒ系)をゲット。あと、調子が悪くなったCPUスイッチ(時々、ボタンを押しても切り替わらない)
のリプレースで、ディスプレイ切換器(キーボードとマウスが、PS/2とUSBが混在する環境になったので、CPUスイッチは機能
しなくなったので)をゲット。 
 

  

 
しかし、ディスプレイ・ケーブルを買い間違えてしまったので、明日、リベンジ(^^;。あと、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

携帯電話向け画像

2008年5月 1日 18:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
携帯電話向けサイト「はねっこくらぶ」で、端午の節句のイラスト(サイズ240x320)を、公開しました。 

 
待受画像にどうぞ。 
 
« 2008年4月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年6月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005

2008年7月
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日 月 火 水 木 金 土
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年5月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年4月です。

次のアーカイブは2008年6月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年7月 (20)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
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●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
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【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年6月アーカイブ 
固定電話にワンギリ？

2008年6月30日 21:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
最近、日中に、03-5956-6811から、着信がある。これを、インターネット検索すると、ワン切りの電話番号らしい。何とも、
迷惑だ。 
 
しかし、着信履歴があると、まず、インターネットで、その電話番号を検索してしまうね（＾＾；。 
 
 
アキバ徘徊

2008年6月30日 21:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、ECO 1DAYチケットを、補充。 
 

 
 
ECO日記（ＥＣＯお試し）

2008年6月29日 23:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

この土日曜日での進捗は、、、、

●     飛空挺の部品が、２つ目をゲット。
●     ネコマタの名前を、「ふぁんにゃん」した。
●     レベルは、25/26となった。レベル26になれば、新しい杖が持てるようになるので、あと一歩。
●     貯めたお金は、5万Ｇ強。
●     リングメンバと、「ネコマタ音頭」をやってみた。ネコマタが踊っている。EPが30減。
●     まだ、打たれ弱い。何か、防具が必要だが、どうすればよいのか不明。

 

 

今月から定期雑誌購読

2008年6月29日 21:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今月から、久々に、定期雑誌購読をすることにしました。雑誌は、日経BP社の「ネットマーケティング」にしました。年間、3
万円強ですが、味見で、１年間購読。
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オリジナルDD「向日葵」着せ替え

2008年6月29日 19:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットした白狐のお面を装着！ 
 

 
普通の巫女服の方が、良かったかな？ 
 
ＥＣＯお試し (コマ回し)

2008年6月29日 17:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
何か、地べたを、コマが沢山、回っている。これもモンスタ？ 
 

 
写真には、１つしか写ってないけど(^^;。 
 
アキバ徘徊

2008年6月29日 15:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼頃、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、ドール用？のお面をゲット。 
 

このお面は、何か名前が付いているものなのかしら？　白狐のお面で良い
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の？ 
 
アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年6月29日 15:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKS(ラジ館7F)のレンタルショーケース(R-595)に出品追加。この１週間で、契約切れだが、だめ押し。今回は、コ
ミックなど追加。 
 
ＥＣＯお試し (ネコマタ改名)

2008年6月28日 21:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ファーイーストで、無地のネームプレートをゲットして、ネコマタちゃんに、名前を付けました。新しい名前は、
「ふぁんにゃん」にしました。 
 

今日は、クエストを繰り返して、レベルアップと、お金稼ぎに、注力。 
 
アキバ徘徊

2008年6月28日 16:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、キーボードをゲット。慣れているキー配置のキーボードが、何と言っても使い易い。あと、
とらのあなで、コミック「ToLOVEる」を全巻、ゲット。 
 

あと、リナックスカフェでは、ＭＳＩが展示イベントしていた。G45+CH10のマザボや、Intel atomのノートPCの展示があっ
た。どこくらい、変わるのかしら？ 
 

ＥＣＯお試し (ネコマタ親密度回復)

2008年6月26日 22:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ちょっとだけ、ＥＣＯ。サウリン岬のペットドクタに、ネコマタの親密度を回復してもらった。これで、最大値の30ま
で、回復した。戦闘不能にならないように気をつけないとね(^^;。 
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アキバで小競り合い？

2008年6月26日 19:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ｉチャネルニュースを見ていたら、銃刀法違反の刃渡りの長いナイフを所持していたやからが、巡回中の警察官からの職
務質問最中、逃げ出し逮捕。しかし、よくわからないのは、アキバは、ビル影で見えないかもしれないが、万世橋警察署が目と
鼻の先のお膝元だ。惨事前でも、警察官の巡回は、普通の町より、多い場所ということを知っていて、そんなものを持ち歩くの
かと、疑問もある。地元でなければ、そのようなことが、分かっていないということでれば、金太郎飴のような日本人が、まだ
まだ、出てくるのか。全く、うんざりだね。 
 
あと、あの惨事の場合も、容疑者がトラックを乗り捨てた場所は、アキバUDXの地上の交番から20メートル前後の目と鼻の先
だったのと、巡回の警察官も、歩行者天国で、多かったはずで、そのため、5分間という短いスパンで、逮捕という運びになっ
たとも思われる。普通の町中では、もっと多くの被害者が出ていたとも考えられる。 
 
日本人の鏡

2008年6月26日 13:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今度は、ウナギの産地偽装、これは、どこぞのシンジケート(やマフィヤ)の手口かと思わせるような広域的組織的なものだが、
でも、末端は、普通の日本人がやっている訳で、人ごとと思わず、今の日本人万人に、何か潜在的な問題を抱えていることをふ
まえて、防止と対策を行う必要がありそうだ。例えば、各人のコプライアンスの意識向上はあるものの、組織としての延命がか
かっていると分かったときに、その組織の構成員は、コプライアンス徹底を、迷うことなう選択できるかどうかと、組織の管理
者は、問題意識を持つことだ。 
 
行政サイドの支援としては、例えば、会社更生法のようだが、破産でなく、不正から逃れられなくなった組織が、けじめを付け
て、新組織（すべての資産を引継）として、再出発できるようにする法律の立法のような支援方法（構成員は、審査の上、新組
織へ再雇用など）かしら。 
 
風邪が悪化

2008年6月26日 06:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(4) ¦ トラックバック(0) 
喉が痛くなって、頭もくらくら。今日、ダウン。最近の風邪か。皆様、お気を付けを。 
 
風邪が悪化の続きを読む 

タク券の正しい使い方

2008年6月25日 22:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
TVニュースで、不正利用を見たからではないが、会社で使うタク券は、自己防衛の目的も含め、タクシ運ちゃんへ渡す前に、
裏書きで、自分と同乗者が判るメモと移動目的(日付、時間、区間)など書いておくと、良い。また、金額は、自分で書いて渡
す。なんといっても、タク券の管理は、おおざっぱなので、そのものでは、身を守ってくれない。 
 
あと、タク券の冊子毎、盗難に有ったときのために、裏書きに、ユニークな記号と連番をスタンプしておくと、リスク軽減にな
るときもある。 
 
ご参考 
 
アキバ徘徊
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2008年6月25日 21:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、コトブキヤ(ラジ館2F)で、コレフィグをゲット。箱を開けてみると、ToHeartの２大ヒロイ
ン(あかり、マルチ)が出てきました。 
 

 
 
。。。。喉が痛い

2008年6月25日 07:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
昨日から、クシャミが出ると思っていたら、かなり、朝方、喉が痛い。風邪か。。。。 
 
ECO日記（ＥＣＯお試し）

2008年6月22日 21:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この土日曜日の活動は、南下して、、、、 
 

●     アイアンシティで、飛空艇の部品を、１つゲット（毎週、品物が変わるらしい）。しかし、重たくて、運べなかったの
で、リングメンバに手伝ってもらった。 

●     トンカ島に上陸（モンスタが居ない島？、お金がなくなったら、何処にも行けなくなる？、ネコマタ藍の手がかりは？）
●     レベルは、22/22になったかな
●     来週は、取り敢えず、お金を稼がねば。 

 
ＥＣＯお試し (ネコマタ藍)

2008年6月21日 19:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、２匹目のネコマタ「藍」を探しに、これで、クエストの始まりかな。でも、必要なアイテムは、魔法使いのまま、揃え
られるのかしら？ 
 

 
 
アキバ徘徊
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2008年6月21日 19:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
東京ビックサイトからの帰り、アキバも徘徊。今日は、メロンブックスで、東方系の同人ソフトを、ゲット。アキバドバシで、
太陽電池で回転する台座をゲット。でも、家の中の照明だと、回らない？ 
 

  

ちょうど、デジカメも持っていたので、アキバ駅前の写真も撮ってみた。あと、ドンキホーテ前で、たこ焼きを食っていたら、
通りがかりの人から、「この辺にメイドカフェありませんか？　TVでよく出ているやつなんだけど。。。この中央通り沿い
で」と聞かれたが、、、、、「いっぱい有って判らないよ」（入ったこと無いけど）。「近くなら、そこのまんだらけの２階と
か？」、、、、（しまった。後から、ドンキホーテの上の方に＠ホームカフェがあったけ、ごめんね。忘れてた） 
 
東京おもちゃショー２００８見学

2008年6月21日 18:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、午前中、歯医者に行った後、東京ビックサイトまで、東京おもちゃショーを見物。 
 

  

 
 
それにしても、混んでいた。あと、暑くて暑くて、、、、 
 
あと、会場の様子は、ここからご覧いただけます。 
 
今日は職場で飲み会

2008年6月19日 20:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は職場で飲み会。アキバ徘徊は、パス。今、帰宅中の東急電鉄。 
 
モバイルPCなどで個人情報を扱う方々へ

2008年6月18日 18:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
モバイルPCなどで個人情報(検索可能な複数の個人情報)を扱う方々へ、最近、やはり盗難など、個人情報の漏洩になる事故が、
多いとは言えないが、絶えない状況が続いてますね。このブログでも、過去、お薦めしてますが、個人情報を、リモートデスク
トップ経由で、安全な場所にあるPCで、扱うことが、宜しいかと思います。最近では、モバイルPC向けに、イーモバを始め定
額のインターネット接続が大分、普及してきて、料金もそれほどでもありません。リモートデスクトップで使う場合、同時に１
人が使うのであれば、Winサーバに搭載のターミナルサーバは不要で、通常のWinXP/VistaのPCへ接続して使うことができま
す。 
 
情報も置き場所を考え、個人情報は、持ち歩かないで、扱うことが、まずは、安全の第一歩です。個人情報が漏洩してからの後
始末は、何かと大変です。ご検討され、実践されることを、お薦めします。 
 
あと、マイクロソフトのオフィスに関しては、デスクトップPCとノートPCで使うことを許されていたと記憶してますので、こ
の為に、２本買う必要も無いと思われます（お手数ですが、使用許諾を確認して下さい）。 
 
 
アキバ徘徊
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2008年6月17日 21:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)で、MDD用のドレスを、ゲット(色移り防止用かな)。あと、LAOXで、コ
レクションフィギュアを見つけて、ゲット(妙に、小顔だが、こんなもんなのかな？)。 
 

 
 
体調不調

2008年6月16日 18:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
熱っぽく、午後、有休で、帰宅。 
 
イラスト下書き

2008年6月15日 22:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
落書き。東方系ぽいかな。 
 

 
 
右手に、何を、持たせようか？ 
 
アキバ徘徊

2008年6月15日 14:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、ぶらぶら。惨事後、１週間、警官も沢山、出ていて、聞き取りをしていた。今日は、ラジオ
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デパートにも、入ってみたら、今年は、60周年、気が付きませんでした。 
 

最近、電子部品を集めて何か作る子供も、あまり見られないので、寂しい。
この前のSecond Lifeを作った人の講演では、子供のときにアキバ通いのラジオ少年だったとか。少年期は、色々、寄り道しな
ければならないのですよ。 
 
 
アキバ徘徊

2008年6月14日 19:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
映画鑑賞後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、東方系の同人ゲームをゲット。 
 

 
 
映画「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」(先行ロードショー)

2008年6月14日 19:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、東京有楽町まで、映画「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」の先行ロードショーを、観に行きました。
久々のインディジョーンズで、わくわく。 
 

何とも、意外な展開も、、、 
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アキバ徘徊

2008年6月13日 21:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、気になるタイトルのコミックをゲット。「レールガン」は、新しいキーワードで
もないが、、、、 
 

 
それにそても、アキバ惨事から、明日で、１週間が過ぎるのか。。。。 
 
シーグラフ東京主催レセプションのご協力のお願い(転載)

2008年6月13日 18:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
以下、ご賛同いただける方へ、よろしくお願い致します。今年も、１口ですが、協力予定です。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 シーグラフ東京主催レセプションのご協力のお願い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
毎年夏に、ACM/SIGGRAPH（シーグラフ）の年次大会がアメリカで開催されます。今年の開催地はロスアンゼルスです。コン
ファレンスや機器展示、アートショーなどのイベントが8月11日～8月15日までの期間で行われます。この第35回大会のシーグ
ラフ2008の会場にて、シーグラフ東京（正式名称：TokyoACM/SIGGRAPH）は、ささやかなレセプションを企画しておりま
す。 
 
　このレセプションへは、会員ではなくともどなたでも参加可能です。参加予約なども必要ございません。2008年も、このレ
セプションへのスポンサー協力を、各企業や団体の方々にお願いいたしております。 
 
シーグラフ東京主催レセプションのご協力のお願い(転載)の続きを読む 

RenderMan Pro Server 13.5.4 Release

2008年6月13日 07:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、Pixar社から、RenderMan Pro Server 13.5.4 Releaseのお報せが、電子メールで届いていた。時間があるときに、アップ
してみよう。RnderMan Studioから使うったときのバグが改善されているかどうか？ 
RenderMan Pro Server 13.5.4 Releaseの続きを読む 

ぷらっとホームの本多弘男会長が死去

2008年6月12日 06:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
YahooJapanニュース「ぷらっとホームの本多弘男会長が死去」（6月12日4時59分配信 ITmediaニュース）を見て知ったが、ア
キバのパソコンショップの人で、顔を覚えている数少ない方々の１人（この方だけかも）。実際には、店舗があったときに、数
回しか、話したことはないが、今でも、記憶に残っている。確か、1994年前後だったか、始めて、CD-ROMドライブ(当時、単
速で30万円だったか)を、プラットフォームで買ったときに、このおやじさんと、話した記憶がある。最近は、店舗が無くなっ
たので、顔を見れる機会もなくなった。 
 
ご冥福をお祈り致します。 
 
 
 
アキバ徘徊
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2008年6月10日 21:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク」(７月号)を見つけて、ゲット。あと、ついでに、ECOの
1DAYチケットもゲット。 
 

 

アキバ徘徊

2008年6月 8日 15:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日は、お昼過ぎ、アキバに着いてみると、中央通の交差点を中心に、消防車やら救急車やら、警官もいっぱいになっていた。 
 

12:30PM頃、トラックで、歩行者天国へ突入？して、何人かをはねた後、運転手が、路上に出て、サバイバルナイフで、何人
かを、刺したとか。犯人は、逮捕されているようだ。家に帰って、TVを観ると、その時点で、3名が心肺停止。通り魔というタ
イトルだったが、トラックも使って、無差別殺人、テロっぽい。天気が良ければ、その時間、そこを歩いていた可能背も高かっ
た。運不運としか良いようがない。 
 
取り敢えず、今日の買い物は、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

ＥＣＯお試し (雑草除草クエストで)

2008年6月 7日 21:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
何と、雑草除草クエストで、雑草と戦っていたら、妙なものを、落として行きました。。。。 
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あれ、名前をど忘れ(^^;。これなんだっけ？ 
 
片手用ゲームコントローラ

2008年6月 7日 14:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
東京有楽町のビックビック館へよってみたら、アキバでは見つけられなかったサンワサプライの片手用ゲームコントローラを発
見。早速、ゲット。これと、フリーソフトで、ファンクションキーへ割り当てれば、ECOで使えるかな。 
 

 
あと、同じお店で、父の日プレゼントのお酒をゲット。「電気ブラン」は、変わり種で、買ってみた。なんじゃこれ(^^;。 
 
片手用ゲームコントローラの続きを読む 

Siggraph2008 飛行機予約

2008年6月 7日 14:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、東京有楽町のＪＡＬカウンタまで、米国ロスまでの往復の飛行機を、予約に行き、発券まで、終了。今回は、気まぐれ
に、また、ＪＡＬに戻ってみた。しかし、お盆休みと重なると高いのと、税金が４万円強もかかって見えると、何とも、税金の
為に、飛行機に乗るようだ。全く。 
 
 
 
 
ＥＣＯお試し (ようこそ、ネコマタちゃん)

2008年6月 6日 21:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
ラッキー、露天で、「こころのかけら」をゲット。 
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早速、使ってみると、、、、 
 
ＥＣＯお試し (ようこそ、ネコマタちゃん)の続きを読む 

コミケ７４抽選漏れ

2008年6月 6日 19:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日、早速、当落通知が、電子メールで届いていた。結果、サークル「はねっこくらぶ」は、抽選漏れでした。残念。まあ、こ
れで、Siggraph2008は、最終日までいられる。明日にでも、飛行機の予約をしよう。でも、次回の参加申込書セットは、通販
で買わないといけなくるし、申込(参加費振込)の期限も、短かったような。対応できるかどうか。 
 
今日、ダウン

2008年6月 5日 06:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、体調不調で、お休み。 
 
次のMicrosoft Hyper-Vへ要望

2008年6月 1日 22:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
ハイパーバイザ(Hyper-V)が動作する物理サーバへログオンするときのログオン画面から、直接、ゲストOS(まあ、Win系で良い
けど)へ、ログオンして、フルスクリーンで操作できる環境が欲しくありませんか？　現在、Microsoft Virtual Server使っている
のだけど、二回、ログオンするので、何とも、ストレスが溜まる。外から、RDPで入る場合は、しょうがないと思うのだけど
ね。あと、ローカルで入ったら、グラボのアクセラレータも動作すると嬉しいかな。ゲーム専用の仮想サーバとか作れそうだ。 
 
エミル・クロニクル・オンライン お試し(続)

2008年6月 1日 19:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日、ECOを遊ぶに際して、ファンクションキーの操作が、不便なので、大分、前にゲットしていたOptimus mini three を使っ
て、キー三つだけだけど、お試し。HP回復魔法、攻撃魔法を割り当てて、、、、 
 

何か、それなりなキートップの画像が、欲しいね。右手はマウス、左手に、
オプティマス・ミニだね。 
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携帯電話向け画像

2008年6月 1日 18:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
携帯電話向けサイト「はねっこくらぶ」で、端午の節句のイラスト(サイズ240x320)を、公開しました。 
 

 
待ち受け画像でどうぞ。 

アキバ徘徊

2008年6月 1日 17:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、PCとディスプレイの電源を集約するため、２口のAOタップを作るため、部品(タップ、AC
プラグ付きケーブル、圧着端子)をゲット。あと、100円ショップ(アキバデパート)で、小物をを、ゲット。 
 

 
 
« 2008年5月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年7月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005

2008年8月
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日 月 火 水 木 金 土
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年6月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年5月です。

次のアーカイブは2008年7月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年8月 (14)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
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●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊

 
Powered by BlogPeople 

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
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１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年7月アーカイブ 
アキバ徘徊

2008年7月31日 21:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲーセンの前を通り過ぎようとしたら、取ってくれと言わんばかりの景品グッツが目に付い
て、ＵＦＯキャッチャで、ゲット。 
 

フェイトの扇子だね。 
 
ACM Siggraph Asia 2008見学計画

2008年7月31日 20:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
まだ、米国ロスで開催のACM Siggraph 2008も、始まっていない時期だが、今週、ACM Siggraph Asia 2008のオンラインホテ
ル予約が始まり、当日、安いホテルは、すぐに空きが無くなったようだ。 
 
今年、職場では、報賞休暇が取れる年になって、このACM Siggraph Asia 2008を見学しようかと、考え始めています。 
 
とりあえず、ホテルが取れるかどうか、オンライン予約は、もう、空きが無いようなので、旅行代理店経由で、ホテルにつばを
付けた。コンベンションセンタから歩ける距離で、近いところだ。あと、飛行機とレジストレーションだが、これは、
Siggraph 2008から帰国してから考えよう。 
 
ばったりあった

2008年7月29日 21:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、帰宅途中、お茶の水で、大雨になっていた。千代田線駅を出るところで、ばったり、S.M.氏(同じ会社で、昔の職場の
先輩)に会った。懐かしいというか、今の職場は何処なんでしょう？ 
 
ばったりあったの続きを読む 

ECO日記（ＥＣＯお試し）

2008年7月27日 21:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この土日の進捗は、、、、 
 

●     レベルは、30/32。進捗なし。 
●     残金は、44万G強。 
●     ネコマタ（杏）イベント開始（まずは、「こころのかけら」をゲットしておく） →双子ネコマタのイベントが割り込み。

ボスキャラが強すぎて、終われない。双子ネコマタの姿のまま、すごすしかない。 
●     飛空艇の部品は、もう、くれないらしい。回転帆×６枚を、どうするかだが、途方もない部品の量だ。丸太の入手が難し

そうだ。
●     魔法「スリープレジスト」を覚えた。これで、アイアンシティーへの道すがら、南国ペンペンの魔法攻撃をかわせるか。
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アキバ徘徊

2008年7月27日 14:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼ごろ、アキバを徘徊。今日は、メロンブックスで、コミックをゲット。あと、アキバヨドバシで、エアコンの掃除スプレイ
などゲット。 
 

ソフマップでは、HPのミニノートが在庫有りで、並んでた。CPUがインテ
ルだったらよかったのに。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

ＥＣＯお試し (ネコマタ藍→双子)

2008年7月26日 23:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

なんとも、裁縫屋を出ようとしたら、飛空艇に引っ張り出され、双子のネコマタのイベントが割りう込みで発生。でもでも、ボ
スキャラが強すぎで、このイベントから抜けられなくなった（＾＾；）。当面、経験値アップか。

宣伝電話の断り方（職場に配属された新人へ）

2008年7月26日 21:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

職場で、新人が受けた私的な宣伝電話、、、、最近、新人教育で電話の受け答え方法を、教えていないのか？　と、思いつつ、
少々、トラブル。

まず、基本的に、職場で、職場の電話を私用で使うことは、どの会社も、禁止事項だと思います。従いまして、電話は、「は
い、ＸＸです」と、受けるものの、私的な宣伝と判った瞬間に、相手がしゃべり終わるのを、まったく待つ必要もなく、大きめ
な声で、「そのような内容を、この電話でやり取るすることは、許されておりませんので、申し訳ありませんが、お引取り、お
願い致します」といって、すぐに、電話を切りましょう。機械的に、すぐにきることが、重要です。これも、仕事なので、電話
の受け答えは、練習しておきましょう。

更に、私は、自宅の固定電話は、留守録オンリ（応答メッセージは、英語にしてます。これが、迷惑電話には、大分、利きま
す。）で、出ることないです（まあ、日中は、職場にいて、取れる人も居ないでけどね）。
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英語のメッセージは、最近では、パソコンに機能があり、英語は、ネーティブに近く話してくれます。それを、録音して使いま
す。

 

アキバ徘徊

2008年7月26日 15:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、コミックマーケット７４のDVD版カタログをゲット。 
 

今回のとらのあなの付録は、ペットボトルのホルダーだね。DVD版は、抽選漏れも、リスト掲載があるので、ゲット。 
 
# それにしても、暑い暑い暑い暑い、、、、 
# 今日は、隅田川の花火大会、東京と区内にいて、
# まだ一度も見たことがない。のんびり観るなんて、
# ありえないか。 

アキバ徘徊

2008年7月25日 23:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、コンビニで、変わり種の即席ラーメンを見つけて、ゲット。 
 

変身というのは、２種類のスープ元が付いていて、途中で、入れて、２つの
味が楽しめるもの。 
 
ACM Siggraph2008のバッチが届いた

2008年7月25日 21:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ACM Siggraph2008のバッチが届いていた。後は、行くだけだ。 
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アキバ徘徊

2008年7月24日 20:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「狂乱家族日記～壱かんめ」を見つけて、ゲット。早速、帰宅したら、
観てみよう。 
 

 
 
深夜、地震

2008年7月24日 07:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、零時半頃、東京都区内、大分長く、揺れていたが、震源地は、東北で、　最大、震度６強？　最近、東北も地震が、多い
感じだ。 
 
ECO日記（ＥＣＯお試し）

2008年7月21日 22:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この連休の進捗は、、、、 
 

●     ネコマタ（藍）をゲット。名前を、「あいにゃん」としました。
●     レベルは、30/32。
●     残金は、30万G強。強化結晶をゲットできてくれば、お金も貯まってくるようだが、モンスタが落とす確率は、大分、低

い。
●     ネコマタ（杏）イベント開始（まずは、「こころのかけら」をゲットしておく）
●     飛空艇の部品「触媒」をゲット。残りは、回転帆×６枚だが（＾＾； 

 
アキバ徘徊

2008年7月21日 22:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼頃、アキバを徘徊。今日は、うろうろしていると、自販機を発見。 
 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/ (4/18)2008/12/24 16:26:32

http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08072601.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1311.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1311.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1311.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1311.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08072401.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1310.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1310.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1310.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1310.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/eco-4.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/eco-4.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/eco-4.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/eco-4.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1309.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1309.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1309.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/07/post-1309.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年7月アーカイブ 

「メイド茶」を発見。大分前からあったのかしら？ 
 
ＥＣＯお試し (ネコマタ藍→杏)

2008年7月21日 22:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ネコマタ（藍）が、ゲットできた。「ブリキの体」と「ブリキの心」が、露店で、ゲットできた。何か、かなり、
ショートカット。 
 

和風なネコマタでござる。。。。と、つかの間、アップタウンの裁縫屋に行
くと、次のネコマタのイベントが、、、、 
 
 
ＥＣＯお試し (ネコマタ藍→杏)の続きを読む 

仮想化の再考

2008年7月21日 16:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ＩＴにおける仮想化とは何だろうかと、再考すると、やはり、センスとオペレーションに関して、空間軸と時間軸の順序の無意
味化なのかな。情報の記憶は、空間軸上のリポジトリが不問になり、情報の処理は、タイムスライスで多重化されつつ、空間軸
上のリポジトリも不問となる。理想は、時間軸上のリポジトリまで、不問にできれば、情報の記憶も含めて、順序が無意味化さ
れる。

 

アキバ徘徊

2008年7月20日 18:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
映画鑑賞後、アキバをうろうろ。今日は、メロンブックスで、コミックをゲット。 
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映画鑑賞

2008年7月20日 18:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ハシゴで、映画を２本、鑑賞。１つは、アニメ映画「崖の上のポニョ」、もう一つは、ポケモン映画「ギラティナと氷
空の花束 シェイミ」。 
 

感想は、、、、 
 
映画鑑賞の続きを読む 

ＥＣＯお試し (ネコマタ藍)

2008年7月19日 23:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ネコマタ藍のイベントが、ちょっと、進んだ。ジャンク屋で、話が、進んだ。やっぱり、ブリキ関係のアイテムを持っ
て、店員に話しかけないと、話が進まないようだ。 
 

あと、必要な強化結晶である４つ、「いのちの結晶」、「魔力の結晶」、
「力の結晶」、「クリティカルの結晶」をゲット。結局、「いのちの結晶」は、４つ、ゲットしていたので、３つを露店で売っ
て、残りの強化結晶を、露店で、買ったという結末(^^;。 
 
あと、露店で、残ったお金で、「ブリキの心」を作るためのハートルビーをゲットしたが、「ブリキの体」を作らないと、更な
る進捗はなさそうだ。 
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アキバ徘徊

2008年7月19日 15:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、コミケ７４のカタログ(紙)は発売。でも、今回、抽選漏れだったので、紙版は、パス。 

 
アキバの駅前だね。ゲマズの店舗が大きくなってた。 
 
 
 
ラムちゃんゲット

2008年7月19日 15:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
ジョージアのコーヒー缶のオマケ。ラムちゃんゲット。 
 

 
 
アキバ徘徊

2008年7月17日 22:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、LAOXで、toLoveるのコレフィグを見つけて、２箱、ゲット。出てきた物は、、、、 
 

ララと、金色の闇が出た。 
 
ＥＣＯお試し（ミニキャリヤ）
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2008年7月16日 23:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、お休みだったので、ＥＣＯも、少々、やってみた。お金が、ちょっと貯まってきたので、露店を物色。。。。ミニキャ
リヤ（赤色の芋虫？）と赤縁眼鏡をゲット。ミニキャリアは、本来は、イベントのクリヤが必要だが、もう少し後になりそうな
ので、今回は、ショートカット(但し、商人にならないと、通常サイズのキャリアを持てない)。 
 

ミニキャリアに、早速、「いもいも」と命名した。「いもいも」を連れてい
ると、ボディの搭載重量が40ポイント増加することが判明。赤縁眼鏡も、早速、装着。 
 
現在、ペットとして連れて歩けるのは、 

●     ネコマタ「ふぁんにゃん」×１匹
●     ミニキャリア「いもいも」×１匹
●     捨て犬バウ（名無し）×１匹
●     マンゴラニンジン（名無し）×２本 

となった。 

アキバ徘徊

2008年7月16日 17:29 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、アキバを徘徊。今日は、iPod nano用のキャリングケースをゲット。あと、SH706iカメラのパノラマ機能をお試し。 
 

中央通りだが、ちゃんとつながっているかな。今
日、ゲットしたものは、 
 

やっぱり、ネックストラップが、良いんだが、、、、良いのがない。 
 
 
新宿御苑(SH706iカメラお試し)

2008年7月16日 17:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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今日は、会社が創立記念日で、お休み。午前中、映画でも観ようかと、新宿へ、、、、平日は、なんと、朝一が無い、、、、
しょうがないので、すぐ近くの新宿御苑を散歩。この前、ゲットしたSH706iのカメラを試し撮りしてみよう。 
 

電子ズーム機能が、邪魔だな。ノイズが出る感じだ。。。。 
 
新宿御苑(SH706iカメラお試し)の続きを読む 

アキバ徘徊（万歩計新調）

2008年7月15日 21:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、万歩計を新調。今度は、やっぱり、クリップ付きにして、前の万歩計の
二の前は避けよう。 
 

 
 
Pixar User's Group Meeting レジストレーション開始

2008年7月14日 22:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、電子メールで、Pixar User's Group Meeting (開催8月13日) のレジストレーション開始のお知らせが、届いていた。今年
は、20周年とか。早速、登録！ 
 
万歩計故障

2008年7月13日 22:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ズボンのお尻のポケットに、万歩計を入れていたら、液晶表示中央に、大きな黒いスポットが表示。あと、右側の表示が
出てない。フロントはプラスチックで押しても液晶表示に影響はないはずで、やはり、ポケット内が、高温室になったせいかど
うか(;_;。。。。よく見ると、液晶に縦に方向にひびが入っているようだ。こんな形のものでも、柔いということか。 
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また買うのか？　これで二台目だが、三台目が必要かというと、ほぼ、毎日、どこを歩けば、１万歩超えるかどうか判ってきて
いるので、もう良いかな。 
 
万歩計故障の続きを読む 

ECO日記（ＥＣＯお試し）

2008年7月13日 19:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この土日曜日の進捗は、、、、 

●     飛空挺の部品は、４つ目（操縦輪）をゲット。ちょっと、気になるのは、６枚必要となる帆だね。 
●     レベルは、28/31となった。 戦闘不能を回復する魔法を覚えた。 
●     貯めたお金は、15万Ｇ強 
●     まだ、打たれ弱い。何か、防具が必要だが、どうすればよいのか不明。
●     EPが、完全回復。
●     今日は、ファーイーストシティの北にあるフシギだんのアジトへ入った。中立の島は、何があるのだろうか？　ひたすら

皆さんは、モンスタとたたっている。ただ、私は、光の魔法が効きにくい火の玉がいるので、苦手。

 
アキバ徘徊

2008年7月13日 19:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、アキバを徘徊。今日は、携帯電話を機種変更。P903iから、SH706iへ変更して、パケホーダイをパケホーダイフルへ
変更(８月から)。SH706iは、706iシリーズで唯一、WVGAサイズ液晶。端末は、一括支払いにして、バリュープラン適用。 
 

カメラの試し撮りは、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

映画「スピードレーサ」観賞

2008年7月12日 19:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、夕方、有楽町で、映画「スピードレーサ」を観賞。これは、日本のアニメ「マッハGoGoGo」の実写版洋画になるが、
大部分は、CG映像。 
実際に観てみると、悪くはないが、大分、斬新なマッハGoGoGoだった。実写版というと、リアルワールドに対するリアリティ
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を追求していると思いがちだが、この作品は、アニメワールド(原作)に対するリアリティの追求が成されのかと見直した。映画
「マトリクス」では、あの北斗神拳の手の動きを実写表現をなし得ているが、この作品も、色々な物の表現を成しえたものと、
感心している。まあ、冷めるところも有ったけど。 
 
映画「スピードレーサ」観賞の続きを読む 

東京国際ブックフェア見学

2008年7月12日 19:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、お昼から、東京ビックサイトまで、国際ブックフェア２００８を見学。 

  

 
今回、西棟のせいか、ブースがぎゅうぎゅう詰めな感じがした。電子書籍よりも、電子教材のエリアが増えたかな電子書籍関係
は、早速、ｉＰｈｏｎｅのデモ展示が並んでた。。。。 
東京国際ブックフェア見学の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年7月11日 20:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
出先の打ち合わせが、長引いて、、、、打ち合わせの資料は、土日曜日、自宅へ持ち込むのも、情報盗難などあると、難儀なの
で、郵便局からEXPAC500で、職場まで発送。さて、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、コミック(ハヤテのごとく、空を飛ぶ
３つの方法)をゲット。 
 
# 現在、アキバ。 
 

 
 
アキバ徘徊

2008年7月10日 21:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティック」を見つけて、ゲット。 
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自宅サーバのアップグレード思案

2008年7月10日 18:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

現在、32bit版のWin2k3サーバベースで、MS Virtual Serverを使っているが、Win2k8サーバへのアップグレードは、アップグ
レードと言えども、MS Hyper-vを使うには64bit版Win2k8サーバが必要になるので、新規インストールになる。今年、やっ
と、Win2k3サーバへのアップをなし終えたばかりなので、なかなか気合いが入らない(^^;。

あと、心配なのは、IIS用のCGIやエキステンションが、32bitバイナリのまま、使えるかどうか。使えなければ、VMで、32bitの
Win2k8サーバを立ち上げなｋればならないのかな。 

タクシーの状態表示器、、、、

2008年7月10日 06:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
タクシーの状態表示器だが、「空車」、「賃車」、「回送」、「割増」などの表示を行う機器。でも、遠くからでは、表示され
ている色で判断するしかないが、色の統一が、今ひとつ、「回送」と「賃車」の 見分けがつき難い。「回送」なのに、手を振
る虚しさよ(;_;。あと、文字の大きさが小さいので、外からは、フロンガラス全面に、表示されるような光学的な仕組みがある
と、良いよね。 
 
アキバ徘徊

2008年7月 8日 19:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、ECOの第11弾1DAYチケットを見つけたので、ゲット。今まで、品切れだった
が、まだ、残っていたのか。 
 

レアーアイテムあるかしら？ 
 
会社帰り

2008年7月 7日 21:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、東急の二子玉川駅のプラットフォームから、夕焼けが見えたので、記念撮影。まあ、夕焼けといっても、大分、夜に
近いけど。 
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もこちゃん着せ替え

2008年7月 6日 21:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
昨日、ゲットしたドレスに、着せ替え。少々、涼しげ。 
 

 
 
ECO日記（ＥＣＯお試し）

2008年7月 6日 21:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

この土日曜日での進捗は、、、、

●     飛空挺の部品は、３つ目をゲット。 
●     レベルは、26/29となった。 欲しい魔法は、JOBレベル50なので、まだ、ほど遠い。その前に、戦闘不能を回復する魔法

は、確か、JOBレベル30からだったかな。 
●     貯めたお金は、9万Ｇ強。 
●     まだ、打たれ弱い。何か、防具が必要だが、どうすればよいのか不明。
●     早くも、第11弾のチケットが品切れになっていた。後、12パックないと、次まで、保たないので、再販希望。
●     EPが、30/34まで回復。今度の土曜日には、完全回復かな。 

 

コミケ75申込書セットの通販申込

2008年7月 6日 16:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今度のコミケ74は、日程がバッティングして、全く見学できないので、昨日から始まった通販で、コミケ75申込書セットを注
文。ついでに、"circle.ms"に、サークル「はねっこくらぶ」を登録。多分、サークル参加申込も、コミケ75(冬)は、オンライン
経由になるかな。 
 
http://c10003523.circle.ms/oc/CircleProfile.aspx 
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上記URLから、登録したページが見られます。 
 
 
アキバ惨事その後

2008年7月 6日 09:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
先週、金曜日は、職場へ緊急連絡、夕方頃、どこぞで無差別殺人予告があったとかで、その時間帯、そこに近づかないようにと
いうお達しだ。でも、過去、別に、同じような殺人予告が無かった訳では無かろうが、それが、フィルターされずに、開示され
るようになっただけだろう。暴力団の小競り合いもある訳だし、治安関しては、今までが気の迷いと思って、暮らすべきかな。 
 
ＥＣＯお試し (捨て犬バウ)

2008年7月 5日 23:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、南で、バウと戦っていたら、首輪(捨て犬バウ)を落して行った。これは、バウがペットして連れて歩けるアイテムだ
ね。 
 

今まで、上画像は、画面をカメラで撮っていたが、今回は、スクリーンプリント機能で、撮ってみた。ジャギがでなくて、やっ
ぱり奇麗だ。 
 
ＥＣＯお試し (捨て犬バウ)の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年7月 5日 17:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、ドール用部品やドレスをゲット。ゲマズで、コミック、ゲットなど。 
 

あと、ボーズのインナーヘッドフォンのパッドを紛失したので、スペアー
を、ボーズの直販店で、ゲット。 
 
 
アキバVOLKSレンタルショーケース集約

2008年7月 5日 11:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKSのレンタルショーケースR-595が、契約切れ。出品物の整理が、出来てないもので、契約中のレンタルショー
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ケースR-892へ、集約。 
 
携帯電話向け画像

2008年7月 1日 21:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
携帯電話向けサイト「はねっこくらぶ」で、七夕の節句のイラスト(サイズ240x320)を、公開しました。 
 

 
待ち受け画像でどうぞ。 

シーグラフ東京２００８年度会員資格更新

2008年7月 1日 20:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お知らせの電子メールが届いていたので、早速、会費を振込。一緒に、シーググラフ２００８のリセプションへのカンパ１口
も。 
 
« 2008年6月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年8月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005

2008年9月

日 月 火 水 木 金 土
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28 29 30     
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検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年7月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年6月です。

次のアーカイブは2008年8月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年9月 (14)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
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●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
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ドルパ20参戦報告。
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年8月アーカイブ 
ゴーレムで露店（ＥＣＯお試し）

2008年8月31日 22:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

今日は、最後、タイニーとゴーレム・ゴブレットをゲット、して、露天を開業して、ログアウト。大分、チケットのアイテムの
余りものが、たまってきた。

 自分の画面からは、どうも、メッセージが表示されていない。他人の画面からは、見えているのかしら？

 
ゴーレムで露店（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

飛空庭の移動用改造完成！（ＥＣＯお試し）

2008年8月31日 20:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、部品がすべてそろい、飛空庭の移動用の改造が終わった。

ロケットタイプを選んだが、羽が良かったかな。できばえは、、、
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さて、試運転、、、、 

 

飛空庭の移動用改造完成！（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年8月31日 19:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館６Ｆ)で、肌色FIMOと60cmドール用部品(手)を見つけてゲット。

 

 

 

アキバ徘徊（ルータ新調）

2008年8月30日 14:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、オレコンで、ルータ（PCI BRC-14VG）をゲット。あと、ゲーセンのUFOキャッチャで、
FATEの水筒をゲット。
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 しかし、セットアップが、めんどい（＾＾；。

 

ルータ１台、故障

2008年8月28日 21:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

暑さのせいか、雷による瞬断のせいか、今日、ルータ１台が、故障。うんともすんとも言わなくなった。故障したのは、イント
ラ側のルータだったので、内外の接続には、問題が起きなかったが、イントラ側のDNSもかねていたので、しょうがなく、
hostsファイルで、当面、しのぐことに。

代替機を、調達せねば。しくしく（；＿；

 

ルータ１台、故障の続きを読む 

今、小田急線、人身事故で、不通

2008年8月27日 20:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、小田急線、踏切で起きた人身事故で不通になっていた。今日の星座占いは、最下位だったが、ここに居合わせている
人が、全て同じ星座ってことはないよね(^^;。 
今、警察の現場検証中らしい。運転再開には、何十分かかかるかな。 
 
しょうがないので、多摩線を使って、京王線へ乗り換え、振替乗車で、新宿へ、、、、 
 
アキバ徘徊

2008年8月24日 15:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後、アキバを徘徊、今日は、ゲマズで、コミック化された「家族狂乱日記」第一巻を見つけて、ゲット。 
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ひぐらしコラボ（ＥＣＯお試し）

2008年8月24日 15:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
アキバのゲマズで、「ひぐらしのなく頃」のコラボレーションパッケージをゲットしたので、早速。お社を、飛空庭に、置いて
みた。 
 

 
あと、ネコマタ（藍）用のベットもゲット。。。。 
 
ひぐらしコラボ（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

SIGGRAPH 2008 報告会聴講

2008年8月22日 22:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今年は、参加者も立ち見が出る程、盛況。 
 

今年のSiggraphでは、やはり、Computer Animation Festivalと両立が出来た人は、居なかったようだ。やっぱり、観たかった
ぞ。DVDに載っていない作品が特に。 
 
今日は、、、、 
 
SIGGRAPH 2008 報告会聴講の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年8月22日 16:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後、有休。少々、シーグラフ東京のセミナまで、アキバで、時間つぶし。今日は、ECOの「ひぐらしのなく頃」コラボのパッ
ケージの発売日で、ゲマズで、見つけて、ゲット。これに入っている社を、飛空庭に乗せてみよう。 
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あと、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

SIGGRAPH 2008 報告会のお知らせ（転載）

2008年8月22日 12:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
以下、転載。 

 
みなさま、こんにちわ。 
シーグラフ東京事務局です。 
 
来週の金曜日、８月２２日に、セミナーを行ないます。 
多くのみなさまの、ご来場をお待ちいたしております。 
 
以下、案内です。。。。 
 
SIGGRAPH 2008 報告会のお知らせ（転載）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年8月21日 21:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
無事、アキバに到着。早速、徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「狂乱家族日記弐かんめ」を、見つけて、ゲット。 

 
 
小田急線が落雷による停電で停まった

2008年8月21日 18:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、帰宅中。小田急線が、成城学園を通過して、新宿に向かうところで、落雷による停電で、停止。復旧は、いつになるのや
ら。空調が止まって、暑くなってきたが、窓も開かない(×＿×。 
 
18:52頃、照明が復帰。このまま、発進するのか？ 
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アキバ徘徊

2008年8月19日 21:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、アキバヨドバシで、スーツケースを新調。昨年の渡米で、鍵の調子が悪くなっていたことを忘れていた。今週土曜日
に、届く。いまどきのスーツケースは、鍵を掛けたまま、チェックインできるようになるらしい。少々、便利になるか。

 

ネコマタ・イベント交差、等（ＥＣＯお試し）

2008年8月18日 22:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
ひぇー。双子イベント中に、杏イベントが始まったが、結局、裁縫屋で、シリアライズ。姿は、杏でも、双子イベント。 

あと、トンカで、飛空庭の登録。。。。 
 
ネコマタ・イベント交差、等（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

コミケ７５サークル参加申込完了

2008年8月18日 15:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、オンラインで、冬コミ７５の申込が完了しました。後は、当落通知を待つだけかな。 
 
【活動概要：　モバイルコンテンツＦＣ】ホームページ(http://hanekko.jp)を起点に、オリジナルキャラ「は
ねっこ」を使った創作(2D,3D)、モバイルコンテンツや、ブログを公開。また、コンテンツ制作のためのツー
ルソフト開発、CG映像制作に挑戦中。 
 
【予定頒布物】「はねっこくらぶ」の最新アーカイブ 
 
アキバ徘徊

2008年8月18日 14:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午前中、アキバを徘徊。今日は、ゲーゼンで、ミク長ネギを、ゲット。あと、ゲマズで、コミック「ネギま！？」をゲット。 

 
 
コミケ７５サークル参加申込準備
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2008年8月17日 22:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
冬コミの申込の期限が、今週中。オンライン申込で、手続き開始。次のサークルカットは、再利用(左画
像)。新しく描くかどうか。明日、コンビニ決裁で、参加費を振り込んで、申込を完了させよう。 

無事、帰国

2008年8月17日 17:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
さっき、成田空港に飛行機が到着して、今、夕飯を終えたところ。さて、帰宅するか。 

 
 
 
今日、帰国

2008年8月16日 23:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
早いもので、光陰矢の如し、今日、これから、ホテルをチェックアウトして、帰国。 

 
 
今日、帰国の続きを読む 

ACM Siggraph 2008見学（最終日）

2008年8月15日 23:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、もう最終日。。。。 
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。。。。 
 
ACM Siggraph 2008見学（最終日）の続きを読む 

ACM Siggraph 2008見学（４日目）

2008年8月15日 02:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
疲れが、出てきてる。眠いだけ？　 

さて、今日は、、、 
 
ACM Siggraph 2008見学（４日目）の続きを読む 

ACM Siggraph 2008見学（３日目）

2008年8月13日 23:11 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、早いもので、開催期間の半ばで、RenderManユーザ会の日だね。そう言えば、無線LANに続き、携帯電話もつながり難
いので、何とも、難儀。 

さて、、、、 
 
ACM Siggraph 2008見学（３日目）の続きを読む 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/ (8/19)2008/12/24 16:28:39

http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08081503.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-4.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-3.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-3.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-3.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-3.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08081401.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-3.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-2.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-2.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-2.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-2.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08081314.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/acm-siggraph-2008-2.html#more


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年8月アーカイブ 

ACM Siggraph 2008見学（２日目）

2008年8月12日 23:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
昨日、会場の無線LANが、どうもアンテナ近くまで行かないと、真っ当に使えないことが判明。全く、不便だが、しょうがな
い。あと、ホテルの部屋から、圏外になって、携帯電話が使えないこと、これも不便。そういえば、今日から、展示会も始まる
ので、空いた時間に、回ってみよう。 
 

 
さて、今日は、まず、これから朝飯をホテルで取って、、、、 
 
ACM Siggraph 2008見学（２日目）の続きを読む 

ACM Siggraph 2008見学（１日目）

2008年8月12日 04:26 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午前中、インターネットへつなげなかったので、混んでいたため？　アンテナの近くに寄れなかったからか？ 
 

今日は、、、、 
ACM Siggraph 2008見学（１日目）の続きを読む 

米国ロスに到着

2008年8月11日 08:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
無事、到着が少々、遅れたが、米国ロスに到着。早速、ホテルにチェックインし、コンベンションセンタまで、Siggraph2008
の配布物を受け取りに行きました。今、ホテルに戻っています。最初、ホテルからインターネットに接続が出来ないのかと思っ
たが、無線LANでなく、有線LANのモジュールケーブルが出ているのを発見して、早速、接続。この記事は、ホテルから投稿。
一応、記事の投稿は、SSLを張って行うようにしているので、多少、安全かな。 
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周りの様子は、、、、 
 
米国ロスに到着の続きを読む 

今、成田空港

2008年8月10日 13:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、チェックインと預け荷物を渡したところ。Eチケットになったので、チェックインは、端末から。JALでは、初めての利
用。でも、時間帯のせいか、全く待たずに、搭乗手続きが完了。多分、預け荷物のX線チェックを、カウンタ入口で行わなく
なったためかな。年１回程度の出国だが、だんだんだれてきて、荷造り等、だんだんその辺にあるものを、詰め込む適当さに
なってきた。 
 
おっと、ドルへ換金しておかねば、忘れるところだった(^^;。 
今、成田空港の続きを読む 

今、スカイライナ

2008年8月10日 12:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
成田空港に向かって、今、スカイライナの車内。なんか、荷物が重く感じるのは、歳のせい？　運度不足が大部分。 
今年は、イーモバイルを使っているので、スカイライナからでも、記事のポストができる。昨年は、無線LANサービスだったの
で、空港内からみのだった。 
今年のACM Siggraph 2008の目玉は、何だろうかと。Intelのグラボ製品への進出？　でも、ハイエンド向けでなく、中途半端
な気もするね。 
 
アキバ徘徊

2008年8月10日 10:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、渡米前に、アキバに立ち寄り。ゲマズを見ると、雑誌「コンプティーク」９月号を発見。ゲットしてしまった。このま
ま、持って行くか(^^。 
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# 今、アキバの喫茶店。さて、もう少し経ったら、 
# コンビニで弁当買って、成田空港へ向かうかな 
 
 
明日、渡米

2008年8月 9日 20:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
ACM Siggraph 2008の見学のため、明日の飛行系で、渡米だ。行かれる方は、現地で、お会いしましょう。 
 
飛空挺が完成！（ＥＣＯお試し）

2008年8月 9日 20:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、６本目の回転帆をゲットして、飛空挺が完成。。。。 
 

 
早速、飛空挺に搭乗。。。。 
 
飛空挺が完成！（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年8月 9日 20:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午前中、床屋に行って、お昼ごろ、アキバを徘徊。今日は、KBOOKSで、東方系グッツ（キーホルダ）をゲット。 
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コミケ７５申込書セットが届いた

2008年8月 8日 23:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、通販で申し込んでいたコミケ７５サークル参加申込書セットが届いていた、申込期限は、今月２０日、帰国後、手続きし
よう。サークルカット、何にしようかな。 
 

郵送の申込も可能だが、どうしようか。 
 
エンブレム登録成功（ＥＣＯお試し）

2008年8月 7日 23:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ちょっと、ECO。クレストを数回、こなして、リングの知名度が３００達成。噂通り、エンブレムの登録に成功。今回、
お試しで、羽マーク。羽マークは、比較的、目に付くね。

 

アキバ徘徊
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2008年8月 7日 21:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「ToHeart2 ad」Vol.2を見つけて、ゲット。これって明後日、発売だよ
ね。 
 

 
 
アキバ徘徊

2008年8月 6日 20:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「いちご」を見つけて、ゲット。猫神が読みたくなったので、買うことに。 
 

でも、この雑誌、ほとんどHぽい？ 
 
SIGGRAPH 2008 User Group and Partyレジストレーション

2008年8月 5日 23:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、AREAで、記事を見つけて、早速、レジストレーション。 
 
CNNフィッシング？

2008年8月 5日 07:58 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(3) ¦ トラックバック(0) 
今朝、何通も、「CNN.com Daily Top 10」というタイトルの電子メールが、届いていた。メッセージのソースを見ると、CNN
のURLの中に混じって、「autourdufeu.net」のどこかのページのURLを参照している。更に、差出人の電子メールアドレスが、
ロシアドメイン。スパムメールというよりも、フィッシングメールかな。 
 
お気をつけ下さい。 
 
 
 
アキバ徘徊

2008年8月 4日 23:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、オーディオCDをゲット。 
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帰宅したら、自宅サーバが、熱暴走らしき状態。温度が下がるまで、再起動不能状態。ひぇー(^^;。この夏、超えられない？　
ケース開けて、外から扇風機しかないか。 
 
飛空挺の部品集め（ＥＣＯお試し）

2008年8月 3日 22:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、飛空挺の残りの部品（回転帆×６本）に調達に、注力。結果、完成品を２本、調達。内一本は、組み立て、残り一本
は、露店で購入。あと、ロウ以外の部品は、回転帆×４本分を準備完了。後は、ロウを８０個弱、集めれば、完成のはずだ。 
 

完成した回転帆を、、、、 
 
 
飛空挺の部品集め（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年8月 3日 14:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、野不忍池を経由して、アキバを徘徊。今日は、ドンキホーテで、買い物して、KBOOKS(ラジ館３Ｆ)で、東方系ゲー
ムグッツをゲット。 
 

 
あと、UDXでは、インテルがイベントをやっていた。。。。

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/ (14/19)2008/12/24 16:28:39

http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08080401.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1322.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1322.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1322.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1322.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08080304.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1322.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1321.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1321.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1321.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1321.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08080303.jpg


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年8月アーカイブ 

アキバ徘徊の続きを読む 

ワン切り「045-444-3271」

2008年8月 2日 19:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
さっき、留守録に、ワン切りと思われる「045-444-3271」からの着信が記録されていた。インターネットで検査すると、迷惑
談話らしいことが判った。昔は、webも無かったので、こんな検索は無理だったが、今では、何とも、便利な時代になったもの
だ。あとは、電話を新設するときに、インターネットで検索に引っかからない電話番号を選ぶのも、必要な準備だね。 
 
ウッーウッーウマウマの購入者プレゼント

2008年8月 2日 19:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、シングルCD「ウッーウッーウマウマ」の購入者プレゼントのDVDが届いていた。もう来ないのかと思い始めていた。 
 

 
 
アキバ徘徊

2008年8月 2日 19:28 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
レンタルショーケースの契約更新後、アキバをうろうろ。今日は、ケマズで、スティックポスタのバインダ用のクリアファイル
の補充を見つけて、ゲット。 
 

 
 
アキバVOLKSレンタルショーケース出品

2008年8月 2日 15:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、VOLKSのレンタルショーケース(R-892)の契約更新と出品追加。しかし、棚卸しと、値札張り替えとうとうと、混んで
たせいか、二時間以上かかった。 
 
SH706iフルブラウザは、いまいち

2008年8月 1日 06:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日から、ドコモのパケホウダイ・フルが使えるようになったので、早速、新調したSH706iのフルブラウザをお試し、、、、

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/ (15/19)2008/12/24 16:28:39

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1321.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/0454443271.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/0454443271.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/0454443271.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/0454443271.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1320.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1320.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1320.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1320.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08080202.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1319.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1319.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1319.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/post-1319.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/08080201.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/volks-68.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/volks-68.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/volks-68.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/volks-68.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/sh706i.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/sh706i.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/sh706i.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/08/sh706i.html#trackback


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年8月アーカイブ 

「これもだめだったか」という感想。自分のブログ（このブログ）が、容量制限を超えたというメッセージとともに、画像の一
部が、表示されなかった。SH706i以外のフルブラザもこんなもんなんだろうか？　何とも、がっかりだ(;_;。 
画像のロードは、表示サイズ分だけ、ロードするようにすれば、大きな画像でも、対応は可能と思われるが、開発者のそこまで
の力量がないとうことか。 
 
パケホウダイ・フルの意味が無くなったので、来月、普通のパケホウダイへ戻すか。 
 
SH706iフルブラウザは、いまいちの続きを読む 
« 2008年7月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年9月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005

2008年10月
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今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年8月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。
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前のアーカイブは2008年7月です。

次のアーカイブは2008年9月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年10月 (38)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読
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マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
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明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年9月アーカイブ 
vLife in Online RPG is a vStyle and/or a vMode!

2008年9月30日 23:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
ガンホーのエミルクロニクルオンライン(ECO)で、遊んでいての感想だが、エリア制限付きのチャット機能で、一種のラジオ配
信があっても良いかなとか、感じ始めてます。自分の家(飛空庭)のスペースに入ると、何か、うんちくのある番組が、音で、聞
こえてくるとか、インターネット・ラジオが聞けるとか、パーソナライズできると、愛着もわくな？　但し、現時点、飛空庭で
は、レコードプレーヤが置けて、レコードをかけて、BGMの変更が可能だったり、パブリックスーペースには、映画館も存在
している。 
 
あと、ゲーム世界の中で、携帯ゲームで遊ぶ、若しくは、クレスト達成で、ゲームダウンロードできるとか。携帯電話を使う
や、パソコンを使うというのもありかも。 
 
しかし、ゲーム世界にあるパソコンで、インタネットメールを読み書き？　ネットサーフィンする？　ゲーム世界のどこから行
うか？　Ａ大陸？　Ｂ島、Ｃシティ、Ｄ山脈、Ｅ洞窟、、、、、で、何か異なれるのかどう？　ゲーム世界にだけ存在するホー
ムページ？　独自のドメイン世界、.eco、.east、.north、.south、.west、.flygarden、、、、 
はたまた、ギャラリとするのかどうか？ 
 
まあ、いわゆる、 

vLife in Online RPG is a vStyle and/or a vMode. Enjoy vAll! 
 
 
 
vLife in Online RPG is a vStyle and/or a vMode!の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年9月30日 21:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「狂乱家族日記参かんめ」を見つけて、ゲット。なんか、ペースが早
い。 

 
 
コミケ７５受付確認ハガキが届いていた

2008年9月29日 23:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、コミケ７５受付確認ハガキが届いていた。次回の申込のために、ここに記録。 
 
ネコマタ（茜）をゲット（ＥＣＯお試し）

2008年9月28日 23:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ネコマタ（茜）を、ゲット。光の塔は、今のレベルでは、強い敵だらけだが、拾いにいった部品は、攻撃してこないも
のだったので、何とか、クリヤ。 
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名前は、「あかあか」に命名。生き返り魔法や、防御魔法をかけてくれるの
で、嬉しい存在。 
 
アキバ徘徊

2008年9月28日 22:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、東方系同人ゲームをゲット。 

 
 
 
ヤッターマン・コラボ（ＥＣＯお試し）

2008年9月27日 18:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、ゲットしたヤッターマン・コラボを、ご開封。。。。 

あんと、コスチュームの他、「ドクロベー」は、ペットだった。ヤッターマ
ンが連れるよりは、ドロンボーメンバのコスチュームで連れていいないと変かな(^^;。 
 
アキバ徘徊

2008年9月27日 18:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、ECOのヤッターマンコラボを見つけて、ゲット。 
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何が、入っているんだっけ？ 
 
アキバ徘徊

2008年9月25日 21:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「らきすたOVA」を、見つけて、ゲット。 

 
 
 
gooラボのブログ通信簿のお試し

2008年9月23日 23:07 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
以前から、気になっていたgooラボのブログ通信簿を試してみた。。。。 
 
gooラボのブログ通信簿のお試しの続きを読む 

六姫クエストをチャレンジ（ＥＣＯお試し）

2008年9月23日 22:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、試しに、六姫が依頼するクエストから、「モーモー草原の６６６匹斬！」を、２人で、やってみた。多分、やっつけま
くって、１時間前後。しかし、「ワイルドモア」が、何とも、鬱陶しい。このクエストは、景品(薔薇の髪飾り)がもらえるだけ
だった。今回、判ったのは、パーティ参加可能なクエストは、複数人で参加する場合は、同時に参加しないと、同時に終われな
いこと。気を付けよう。 
 
アキバ徘徊

2008年9月23日 14:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、PCでDVDを再生すると、音声が正常に再生されずノイズが出る症状に襲われ、、、、市販
のDVD再生ソフトを買って、試してみることに。しかし、過去、HDMI接続にしてから、再生したことが有ったかどうか記憶が
無い。 
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コトブキヤで、やみちゃんを見つけたので、ゲット。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

最近、暗号利用の事故が目に付く

2008年9月21日 23:45 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

困ったものだ、ＩＴシステムでの公開鍵暗号（PKI）の利用に関して、その意味を、まったく理解せずに使用しているのか。

最近、暗号利用の事故が目に付くの続きを読む 

七ツ森学園の謎解き（ＥＣＯお試し）

2008年9月21日 22:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、フシギ団に協力して、七ツ森学園の謎解き。

七ツ森学園へ出発、、、、

 

七ツ森学園の謎解き（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

ガーデナーになれた（ＥＣＯお試し）

2008年9月21日 01:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、やっと、マイマイ島の迷路とボスキャラを攻略。今回も、根気良く、ヤドリギの種を２発打っては、回避の繰り返し。ボ
スキャラの居るフロアのマンゴラニンジンは、先に、倒しておいた。ヤドリギの種は、４００個ほど、持って入ったが、今まで
の累計は、計り知れない。
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さて、ブローチは、、、、

ガーデナーになれた（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

年金加入履歴の確認が来た

2008年9月19日 00:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

職場経由で、年金加入履歴の確認が来た。直接、関係ないけど、20歳が、任意加入から義務加入になったのは、1990年だった
かな。法改正の履歴は、なんとも、検索し難い。

 

RenderMan ProServer 14.0 Released

2008年9月18日 09:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日、Pixar社から、RenderMan ProServer 14.0 Releasedのお知らせが、電子メールで、届いていた。時間の空いたときに、
アップグレードしてみよう。さて、バグは、色々と、直っているかしら？ 
 
金融不安、、、、

2008年9月17日 08:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
米国の住宅ローンの焦げ付きに始まったドタバタだが。大分前に、ＮＨＫ特集で、リファイナンスの特集を見ていらいきな臭さ
を感じていた。反省点としては、担保に頼らず、借り主が、自力で働いて、計画的に完済する能力の与信にかかっていると思う
ばかりだ。金貸し業は、借り主から、計画的に完済されてはじめて、本業の業績とすべきだろう。 
 
金融不安、、、、の続きを読む 

ゴルドーの遺言状（ＥＣＯお試し）

2008年9月16日 00:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、Lv45のソードマンへ、憑依して、ゴルドーの遺言状を、クリヤ。幾つかあるチェックポイントまで、憑依して、乗せ
てもらった。当方は、回復魔法かけまくりで、戦闘不能にならないようにサポート。戦闘不能になった場合は、リザレクション
魔法で、回復。。。。なんとか、クリヤ。飛空庭も移動に、大活躍した。これで、アクロポリスのダウンタウンにいる三姉妹か
ら、商品を買えるようになった。現在、ウァテスのLv36/Job36。 
 
この連休で、マイマイ島の迷路をクリアできなかった。次は、今週末。正月イベントのアイテムの鳥居も欲しい。露店に流れて
こないかな。この前、見つけたときに、買っておけば良かった(^^;。 

アキバ徘徊

2008年9月15日 16:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、ＫＢＯＯＫＳで、東方系フィギュアをゲット。あと、iPod nanoのキャリングケースを新
調。汚れのせいか、カバー越しの操作が出来なくなった。 
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フィギュアは、発売前には、もっと小さい物かと思い込んでいたので、この
大きさに驚いた(^^;。 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

ネコマタ（山吹）をゲット（ＥＣＯお試し）

2008年9月15日 00:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ネコマタ（山吹）を、ゲット。クリスタルが、拾えず、露店でゲットしたけど（＾＾；。ボスキャラは、L35/Job36の
ウァテスで、クリヤできてた。

さて、次は、マイマイ島の迷路を、クリヤせねば、、、、

 

飛空庭の芝生（ＥＣＯお試し）

2008年9月14日 17:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

露店で、偶然見つけて、ゲット。こんな感じ、、、、
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 土盛りの方が、雰囲気出るかな？

 

飛空庭の芝生（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

食品業界の不正も氷山の一角

2008年9月13日 19:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やはり、昔からあるレガシーな業界(まあ、教員採用も含めて)の不正は、まだまだ、出てくるような気がする。なんとも、取り
締まる側は、つつき甲斐があるのかな。あとは、このようなことを黙認してきた日本社会の古い体質も是正が必要と思う
が、、、、

 

食品業界の不正も氷山の一角の続きを読む 

飛空庭の移動用改造２（ＥＣＯお試し）

2008年9月13日 13:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、飛空庭の移動用改造の２つ目が完成。これで、ロケットタイプと羽タイプの両方がそろった。お社には、どっちが、あっ
ているかしら？

あれから、銀杏も、本数が増えて、４本になった。後は、地べたを、土盛りにできれば、落ち着くか。でも、鳥居が欲しいね。

 

アキバ徘徊

2008年9月10日 23:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、雑誌「コンプティーク」と、東京ゲームショウ２００８のチケットをゲット。 
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今の飛空庭（ＥＣＯお試し）

2008年9月 7日 23:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
この土日で、飛空庭は、こんな感じになった。まず、外は、、、、 

服装は、ひくらしコラボに入っていた服で、男キャラでも着れるものがあっ
たので、着てみた。左には、お月見セット（月見団子とすすき）を置いてみた。風景的には、銀杏を数本と、鳥居が欲しが、今
度の正月イベントでも、もらえるものかな？　あと、芝生も欲しいが、これが難航。露店で買えない物なのかしら。さて、お社
の内は、、、、 
 
今の飛空庭（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

双子と杏のネコマタ・イベント・クリヤ（ＥＣＯお試し）

2008年9月 7日 23:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、やっと、双子ネコマタを、クリヤ。タイタニア／ファテスのLv35/Job36辺り。ちまちま、逃げながら、ホーリーライト
を打ち続けて長丁場。。。。 

やっと、元の姿に、、、、ともったら、続けて、杏イベントへ、、、、 
 
双子と杏のネコマタ・イベント・クリヤ（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

銀杏の木（ＥＣＯお試し）

2008年9月 7日 00:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ゲットした1DAYチケット12弾に入っていた銀杏の木×2本を、飛空庭に置いてみた。
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アイテムとして、露店で、鳥居を見つけたが、高すぎて買えない（＾＾；。　さて、タイニーアイランドでは、月見イベン
ト、、、、飛空庭に、ゲットした月見団子とすすきも置いた。。。。

銀杏の木（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年9月 6日 21:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊、今日は、ゲマズで、ECOの1DAYチケットと、コミック「らきすた」をゲット。あと、ゲーゼンの
UFOキャッチャで、シャナのカップをゲット。 

ECOのアイテムに銀杏の木が２本、早速、飛空庭に置いてみよう。あ
と、、、、 
 
アキバ徘徊の続きを読む 

今日は、ダウン

2008年9月 3日 06:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

朝から、体調が悪い。寒暖の差に、体がついていけてない(X_X。

 

アキバ徘徊

2008年9月 1日 22:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、オーディオCD（このたま４）を見つけて、ゲット。 

 
 
 
« 2008年8月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年10月 » 

リンク用バナ画像
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検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年9月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年8月です。

次のアーカイブは2008年10月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
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●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
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●     2007年9月 (58)
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●      このブログを購読
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪

 

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/09/ (12/13)2008/12/24 16:29:19

http://hanekko.jp/
http://wizg.org/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1476.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1472.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1467.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fblog.necoco.net%2F%3Feid%3D1058706
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1463.html
http://tbp.jp/tbp_2326.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1476.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1472.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1467.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1463.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1457.html
http://tbp.jp/tbp_2368.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1472.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1471.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fmacbook-pro-15inch.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Fpost-1465.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F12%2Facmsiggraph.html
http://tbp.jp/tbp_2379.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F11%2Fpost-1415.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F08%2Fvolks-68.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F07%2Fvolks-67.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F06%2Fvolks-66.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fthe.nerd.jp%2Fblogs%2Fdigip%2F2008%2F02%2Fpost-1093.html
http://tbp.jp/tbp_5162.html
http://tbp.jp/
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fmkn.way-nifty.com%2F213%2F2008%2F12%2Fpost-52d3.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fmkn.way-nifty.com%2F213%2F2008%2F12%2Fpost-62ea.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fmkn.way-nifty.com%2F213%2F2008%2F12%2Fpost-2c08.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Ftoyako.sowaka.biz%2F2008%2F04%2Fds_1.html
http://www.blogpeople.net/cgi-bin/click.cgi?u=http%3A%2F%2Fblog.so-net.ne.jp%2Fyuseum%2F2007-12-24
http://tbp.jp/tbp_7468.html


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年9月アーカイブ 

Powered by BlogPeople 

初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年10月アーカイブ 
コミケ７５のサークル参加当選（祝）！

2008年10月31日 18:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
 今日、電子メールで、コミケ７５のサークル参加の当落通知が届いた。１１月２日に発信かと、思ってい

た。「はねっこくらぶ」は、「月曜日　西地区“む”ブロック－21a 」にて、参加になります。月曜日と
いうことは、中日の１２月２９日だね(今年は、大晦日はない)。早速、有休を申請しなければ。さて、頒
布物の準備と、年賀状の制作準備もしなければ(^^;。 
 
今のところ、「はねっこくらぶ」は、最低でも、１年１回は、サークル参加させてくれてる。嬉しいこと
だ。 

昨日、ツクモが倒産

2008年10月31日 06:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
なんと、昨日、アキバを、うろついていたが、気がつかなかった。でも、ツクモでは、あまり買い物してなかったので、直接的
な影響はないかな。大昔(80年代)、学生の頃、パソコン(初めて買った)を値切ろうとしたら、この商品は、価値のあるものだと
か言われて、値切り交渉が決裂。結局。アキバの現金卸で、購入したというエピソードの記憶が残る程度。今回、どちらかとい
えば、債務超過という記事は見当たらないので、グレーだが、キャッシュフローのショート。現金決済のお客も大事にしてねっ
て感じなのかしら。 

ワークショップ聴講

2008年10月30日 13:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
今日の午後は、これから、グリッド協議会の第25回ワークショップ「クラウドとグリッド」（秋葉原ダイビル）を聴講。さ
て、何か、面白いネタがあるかな。 

アキバ徘徊

2008年10月28日 21:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、コミック（ケメコデラックス、ハヤテのごとく、プチエヴァ）をゲット。 

 
 
 
Intel Macへのリプレース準備

2008年10月26日 22:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

現在、まだ、Power G4のMacの環境で暮らしているが、Pixar RenderMan Pro 14などの新バージョンが、Intel Macのみサー
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ポートになってきた。しょうがないので、年末に向けて、Intel Macへのリプレースを検討するか。

現在、DesktopのPowerMac G4と、NoteのPowerBook G4を使っているが、これは、MacBook 13inchかMacBook Pro 15inchの
どちらかに一本化しよう。Mayaの操作環境と考えると、15inchの画面の方が、広くてよいが、重さが、2.5Kgと重くなる。ど
うするか(^^;。

さて、更なる問題は、、、、

 

Intel Macへのリプレース準備の続きを読む 

ソーウェン祭（ＥＣＯお試し）

2008年10月26日 20:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ノーザン魔法学校のソーウェン祭をエンジョイ。天使と悪魔のペンダントもゲット。屋上のカボチャ畑で、カボチャの
種も欲しかったが、ペットの育成ができる環境だったので、急遽、ブリーダのジョイントジョブを、試験を受けゲット。早速、
養成。「いもにゃん」と「いもいも」を訓練。

「いもいも」は、、、、

ソーウェン祭（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

レナの紹介状（ＥＣＯお試し）

2008年10月25日 23:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ひぐらしコラボ限定版に付いてきた「レナの紹介状」を試してみた。これは、男女キャラどちらでも、レナの髪型にな
れるアイテム。でも、男キャラだと、単なる長髪？　着ているものも、コラボパッケージに付いてきたものだね。 

コラボパッケージには、髪型込みの帽子も付いてくるが、耐久度がなくなれ
ば、消滅となるが、髪型は、変更しない限り残るのが特徴だ。この限定版の販売は、終わっているので、在庫が残っていない限
り、手に入らないもののようだ。ただ、限定版でない通常版は、まだ、ゲマズやヨドバシカメラで、在庫を見かけている。 
 
アキバ徘徊

2008年10月25日 23:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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午後から、アキバを徘徊。今日は、「とらのあな」と「ホワイトキャンバス」で、東方プロジェクト系のフィギュアキーホルダ
を見つけて、ゲット。 

 
 
 
ハロウィン（ＥＣＯお試し）

2008年10月24日 22:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

さっき、ECOに入ってみたら、世界は、ハロウィン。

飛空庭に行ってみると、、、、

ハロウィン（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

ダウンですーー。

2008年10月24日 11:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

体調不調で、お休み。。。。

 

ダウンですーー。の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年10月23日 21:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。最近、天気が悪くて、鬱陶しいね。今日は、とらのあなで、DVD「狂乱家族日記四かんめ」を見つけ
て、ゲット。 
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しくしく（；＿

2008年10月22日 09:34 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
山手線に乗ったら、足がべたつく。ガムの吐き捨てを踏んでしまった。車内にガムを吐き捨てるやからは、心身症に違いないの
で、まず、病院で診てもらえ（；＿ 
 
今のレベル（ＥＣＯお試し）

2008年10月19日 23:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この土日曜日の成果は、 

●     レベル４１、ＪＯＢレベル４０（ウァテス）、ガーデナーレベル１６になった。
●     露店で使っていたクリスマス・タイニーが耐久性零になり消滅。マリオネットやゴーレムは修理不能ということだ。新し

い物を作れるようにしないと。今は、ゲットしていたサナカのマリオネットをゴーレム化して、露店にした。取り敢え
ず、今の商品は、自力で作れるもので、「おいしいカレー」と、飛空庭用の「土盛り」が、目玉商品。

●     片手用ゲームコントローラを、新調。これは、店頭在庫のある東京有楽町のビックビック館まで、買いに行った。
●     次回は、今週末に再開。 

 
Blog Card リニーアル

2008年10月19日 23:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
先日、ヨドバシでゲットした超特厚(0.35mm)の名刺用紙で、Blog Cardを新調してみた。図柄は、以前のもので、レイアウトを
調節。 

取り敢えず、10種類。毎月のイラストで使っている図柄の一部。趣味の集
まりの時には、名刺の代わりにしよう。会社の名刺では、業種も違うので、もらった方も、意味がない。 
 
「シーグラフ東京　第５１回セミナー」開催案内（転載）

2008年10月18日 23:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

転載です。今回は、都合が付きそうにないか。面白い話題があったら、コメントで、お教えいただけると、嬉しいかな。
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-------

「シーグラフ東京　第５１回セミナー」 
ビジュアリゼーションカンファレンス、OpenGL_Japan セミナー同時開催セミナー 
-------------------------------------------------------------------------------- 
第５１回目のシーグラフ東京セミナーはビジュアリゼーションカンファレンス、OpenGL_Japan セミナーとの同時開催で行いま
す。

今回のセミナーは、参加のためにＷｅｂからの事前登録が必要です。 
参加無料（事前登録制） 
http://www.kgt.co.jp/avs_conso/event/vc14/index.html 
参加申し込みフォーム 
https://www.kgt.co.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=vizcon2008

お誘い合わせの上お越し下さい。

 

「シーグラフ東京　第５１回セミナー」開催案内（転載）の続きを読む 

色々なものからメラミン検出

2008年10月17日 07:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
「メラニン」と勘違いしていたが、「メラミン」が、食材の色々なものから検出されてきた。そうなると、不正混入というより
も、生産過程での混入の線が高くなってくるような気がする。どこか、チェックを忘れている落とし穴的な生産過程があるので
は？とも、感じてくる。 

Pixar製品の年間保守契約更新

2008年10月16日 19:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、Pixar製品(RenderMan Studio, RenderMan Pro Server)の年間保守契約の更新を注文。２つの製品の保守期間がずれている
ので、別々に更新する片方を忘れそうだ。といっても、RenderMan Studioは、失念して、既に切れていたので、今回、２年間
の保守契約にした。これで、来年から、１年間ずつ、両方とも、同じタイミング（来年の年末）で、更新するようにする予定。
年末のSiggraph Asia 2008渡航の費用もかさみ、今月、何とも、出費が(;_;。 

RenderMan Pro Server 14.0 リリースセミナー聴講

2008年10月15日 19:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今夜は、東京浜松町の東京産業貿易会館で、インディーゾーン主催のRenderMan Pro Server 14.0 リリースセミナーが開催。 
 
新MacBook 13inch

2008年10月15日 16:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(3) ¦ トラックバック(0) 
今日、発表になった新MacBook 13inch。GeForce9400Mを搭載している。Maya2008以降が動けば、やっと、PowerBook G4 
12inchの後継になる。確認中。期待大。これで、Appleから撤退しなくて済むかな。でも、リプレースは、年末かな。 
 
コミケ７５サークル情報登録＆当落検索システムへ登録

2008年10月14日 23:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、電子メールで、案内が来ていたので、早速、コミケ７５サークル情報登録＆当落検索システムへ登録。これで、当落通知
を、電子メールで待つだけだ。

 

金融不安
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2008年10月13日 21:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

最近の金融不安を鑑み、信用の根拠は、どこに求めるものか。世界にあるすべての証券の総額と、世界にあるすべてのキャッ
シュの合計を比べると、キャッシュの総額が大分多くないと、世界経済が、債務超過ということになるが、ここまで考える事態
ではないかとも思う。インフレとデフレの考え方は、物とキャッシュの関係を象徴する概念であるが、証券(ある意味、借金)
は、どこに入るのか？　今回の不安を透明化には、物とキャッシュと証券(借金)の３つの関係を明らかにしないとならなので
は。

 

今のレベル（ＥＣＯお試し）

2008年10月13日 21:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

この連休の成果は、

●     レベル４０、ＪＯＢレベル４０（ウァテス）、ガーデナーレベル１５になった。一次職のスキルは、ＪＯＢレベル５０
で、欲しいものがあるので、そこまでは、我慢の子。

●     ガーデナースキル「農園」で、土盛りを作ってみた。材料が重量オーバなので、トリッキーな方法を実践。
●     鳥居を、物々交換でゲット。飛空庭に、早速、設置。神社らしくなったが、賽銭箱が欲しい。
●     片手用ゲームコントローラが壊れた。断線かも。これがないと、巧く操作ができなくなっていた。

 

 次は、週末土曜日に再開。

 

無線キーボード＆マウス

2008年10月13日 19:31 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Logicoolの無線のキーボードとマウスをかったのだが、なんとも、近くに受信器があるのにもかかわらず、反応しなくな
る。。。。大分、いらいらしてきているが、有線に戻すか、その前に、Bluetoothも試してみるかどうか。

 

事故米の用途を飼料用に限定？

2008年10月13日 10:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

知らなかったが、今まで、事故米が、飼料用には、流通していたようだ。でも、この機会に再確認が必要ではないかと、感じ
る。例えば、過去、大騒ぎになった狂牛病も、病気羊の肉骨粉が、牛の飼料に混ぜられて使われていたためだ。汚染物質が、回
りまわって、人間の口に戻るときには、どうなっているか、ちゃんと、再確認して欲しい。

 

東京ゲームショウ２００８見学
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2008年10月12日 14:20 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、朝から、幕張メッセまで、東京ゲームショウ２００８を見学。 

 
 
いつもながら、混んでるね。会場の様子は、ここから、ご覧いただけます。 
東京ゲームショウ２００８見学の続きを読む 

「シーグラフ東京　第５０回セミナー」聴講

2008年10月11日 19:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
聴講してきました。フォトンマッピングの祖。 

フォトンマッピングの考え方を、NPRにも活かせないかな？ 
 
「シーグラフ東京　第５０回セミナー」聴講の続きを読む 

鳥居をゲット（ＥＣＯお試し）

2008年10月11日 19:10 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、物々交換で、鳥居をゲット。早速、飛空庭に、置いてみた。 

後は、賽銭箱でもあれば、もっと、雰囲気が出るのに、、、、 
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「シーグラフ東京　第５０回セミナー」開催のご案内（転載）

2008年10月11日 12:00 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

以下、転載です。

-------

お待たせいたしました、シーグラフ東京事務局です。

第５０回目の記念すべきシーグラフ東京セミナーは 
ヘンリク・ヴァン・ジェンセン氏の講演会を行なう事となりました。 
ジェンセン氏は、Photon Mapping の第一人者です。 
現在は、カリフォルニア大学サンディエゴ校に所属されています。 
今回の来日においてジャンセン氏は、Pacific Graphics 2008での講演も予定されております。

このセミナーの内容は、英語によって行なわれます。 
同時通訳などは付きませんが、ｉａｍａｓの高桑先生から技術解説を行なっていただきます。

多くの方のご来場をお待ちいたしております。

次回１０月２９日には、第14回 ビジュアリゼーション・カンファレンス併設セミナーも予定されております。 

「シーグラフ東京　第５０回セミナー」開催のご案内（転載）の続きを読む 

円高＆株安って

2008年10月11日 09:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

円高＆株安って、、、、結果的には、海外企業が買収し放題なのか(^^;。今が、これぞと、走る投資かもいるのかどうか？　国
内企業は、海外展開のために、足りていないビジネスコンポーネント(現地での足ががり)の調達には、良い機会かもね。

 

東京ゲームショウ２００８は明後日、見学

2008年10月10日 18:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
明日、見学しようかと思っていたが、シーグラフ東京のセミナーを聴講しようとすると、時間的に無理があることが、判明。明
日は、午後、シーグラフ東京を聴講して、明後日、東京ゲームショウ２００８。 
 
アキバ徘徊

2008年10月 9日 20:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、ECOの1DAYチケット第７弾を見つけて、10パックゲット。 
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# 今、アキバで、夕食中。 
 
 
セキュリティソフトの契約更新の嵐

2008年10月 6日 20:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今月は、Mac×2台、Vista×1台、Win2K3×1台のセキュリティソフトの契約切れの予告メッセージの嵐。今日、Win2K3サー
バに入れているSymantec AntiVirus Business Packの契約更新の代金を振り込んで、一旦、嵐がやんだ。あと、仮想サーバに入
れているWinXP×1台の期限予告メッセージも見ているが、これは、VirusBusterなんで、バージョンアップで、使用リソースが
半分になるとか宣伝しているので、期限切れの日に、新規パッケージを当てる予定。 
 
ネコマタ（菫）をゲット（ＥＣＯお試し）

2008年10月 5日 22:57 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、ネコマタ（菫）のクエストを始めて、ゲットできた。ネコマタ（桃）の姉らしい。 

これで、大分、ネコマタが増えた。。。。 
 
ネコマタ（菫）をゲット（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年10月 5日 22:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼頃、アキバを徘徊。今日は、ゲマスで、雑誌とコミックなどゲット。 

猫の肉球アイテムは、押すと、「にゃん」と鳴く声がする。 
 
アキバ徘徊

2008年10月 4日 22:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午後から、アキバ徘徊。今日は、VOLKS(ラジ館6F)へ行くと、ＤＤオプションヘッドパーツ０１(丸顔タイプ)を発見して、早速
ゲット。これで、大分、前にゲットしたグラスアイを試してみよう。 
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しかし、ドールが増殖する一方(^^;。 
 
スケッチをコンプ（ＥＣＯお試し）

2008年10月 4日 22:38 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、アイアンシティで頼まれたスケッチがコンプした。 

この六枚をまとめて、持って行くと、、、、 
 
スケッチをコンプ（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

ACM Siggraph Asia 2008渡航準備

2008年10月 4日 15:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ACM Siggraph Asia 2008 (第一回目)の渡航準備(使い道がない褒章休暇を当てる予定)。今日、飛行機のチケット発券と、レジス
トレーションを完了。ホテル予約は、終わっているので、後は、行くだけになった。しかし、飛行機は、エコノミで、追加課金
(4万円強)が、本体(4万円弱)より高いのは、どうも腑に落ちない状況だね。

あと、レジストレーションは、現在のレートだと、シンガポールドルで払う方が、円は少なくなるようだ。

 

大阪市の個室ビデオ店の火事、、、、

2008年10月 1日 21:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
現状、放火の線で処理が進んでいるようだ。でも、火災報知器に関しては、何とも言い難い。。。。 
大阪市の個室ビデオ店の火事、、、、の続きを読む 

東京都区内の分別回収が変更

2008年10月 1日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
10月1日から、東京都区内の分別回収の内容が変更。不燃ゴミの対象が、大雑把にいうと、金属、陶器、ガラスなど、燃えない
もののみになった。 
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アキバ徘徊

2008年10月 1日 20:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
夕飯を取りにアキバへ。アキバヨドバシに寄ってみると、ECOの甲殻機動隊コラボパッケージが目についた。これは、去年の夏
に発売のもので、もう完売品かと思っていた。早速、ゲット。当分、タチコマ連れて、うろうろ(^^;。 
 

あと、無印良品で、首筋マッサージローラをゲット。最近、首周りのこりが
ひどい。 
 
「松下」から「パナソニック」へ完全移行

2008年10月 1日 13:54 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日から、「松下」から「パナソニック」へ完全移行のようだ。でも、ここ10年以上、「ナショナル」も「松下」も製品での
アピールは、影が薄かったと思う。まあ、海外展開に、英単語の意味を考えると、日本発にして、「ナショナル」では、まずい
だろう。 
 
gooラボのブログ通信簿のお試し(２回目)

2008年10月 1日 09:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
もう一度、やってみた。。。。 
 
gooラボのブログ通信簿のお試し(２回目)の続きを読む 

体調不要でダウン

2008年10月 1日 09:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
流行り風邪か、体調不要で、ダウン。 
 
« 2008年9月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年11月 » 
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今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年10月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年9月です。

次のアーカイブは2008年11月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年11月 (40)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
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●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
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●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト

 

 

 

注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
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アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ストーカーと呼ばないでぇ
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初SD
ドルパ20参戦報告。
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
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１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年11月アーカイブ 
今のレベル（ＥＣＯお試し）

2008年11月30日 22:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

この土日曜日までの成果は、ウァテス職で、Lv48、JobLv46となった。なかなか、一週間で、１レベルアップのペースは、し
んどいが、JobLv50を、目指して、年内に達成できるかどうか(^^;。

上着は、Lv48から着れるものだね。 

今のレベル（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年11月30日 16:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、マック版宛名職人（アップグレード）をゲット。

これで、年賀状の名簿をメンテ準備。

 

椅子

2008年11月29日 11:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

東急ハンズで、椅子？をゲット、高さ的に、この折りたたみの椅子？（実際には、足を乗せる台）を、椅子に使うことにした。
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これに座布団乗せて、座る。ただ、床に接地するパイプ部分は、床に傷がつかないように、東急ハンズにあった樹脂製クッショ
ンパイプを付けて見た。

モーモーをゲット（ＥＣＯお試し）

2008年11月29日 11:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、運よく、ゲッコから、健康栄養ドリンクをゲットできたので、ファーイースト・シティの花子から生まれたモーモー

がゲットできた（このあと、プチクローラと交換と続くのだが、プチクローラは、ショとカットして、既に、ゲット済み）。と
りあえず、飛空庭へ。

 

モーモーをゲット（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年11月28日 21:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、とらのあなで、DVD「狂乱家族日記ごかんめ」をゲット。あと、ソフマップで、現品処分
(旧パッケージ品)のインナーヘッドフォンをゲット。このヘッドフォンは、どんな音質かどうか、お試し。 
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10 pro が、安売りしてないかな。低音が、今ひとつな感じ。 

アキバ徘徊

2008年11月26日 21:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。１日１万歩、歩いたら、帰る。今日は、とらのあなで、雑誌をゲット。付録につられたのかも。

 

 

銀杏の樹の黄葉（ＥＣＯお試し）

2008年11月24日 22:44 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、飛空庭の銀杏の樹が、黄葉する機能があることに気が付いた。落ち葉もゆらゆらと、まったり、散っている。

あと、今日は、、、、 
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銀杏の樹の黄葉（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

年賀状の制作状況

2008年11月24日 15:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、背景の景観を、少々、揃えてみた。ガードレールと日の出(^^;。 
 

上画像をクリックすると、少々、拡大するよ。 
 
 
 
アキバ徘徊

2008年11月23日 15:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼に、アキバを徘徊。今日は、ドルパのガイドブックと、ドール用のアイホールやすり。らきすたのコレフィグ。

これは、よくできているかな。。。。 

アキバ徘徊の続きを読む 

まちもり通信

2008年11月23日 15:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、街に行ってみた。
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街は、、、、

 

まちもり通信の続きを読む 

まちもり通信

2008年11月22日 20:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日から、「まちもり通信」を始めます。今日は、土曜日といえば、「とたけけ」のコンサート。早速、聴きに、、、、

ＤＳと違って、何曲もリクエストして聴けるようだが、もらえるのは最初の一曲。

あと、今日は、Wii版　のポエ村のお友達コード（2278-0189-9553）が、発行されました。お友達コードの交換が、やはり
ハードルが高いので、どうやって増やしていくのかどうか。

 

アキバ徘徊

2008年11月22日 15:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼ごろ、アキバを徘徊。今日は、Wii用のキーボード、MDD用のインナードレス、コレクションフィギュアなどゲット。
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インナードレスは、コトブキヤ(ラジ館２Ｆ)に置いてあった42cmドール用だが、MDDのサイズでも合うようだ。あと、コンビ
ニで、ボジョレヌーボをゲット。

アキバ徘徊

2008年11月21日 19:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、予約しいていたWiiゲーム「街にいこうよ　動物の森」をゲット。

さて、起動してみよう。。。。 

アキバ徘徊の続きを読む 

SFC Open Research Forum 2008見学

2008年11月21日 16:25 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は午後、六本木ヒルズまで、慶応大学主催のSFC Open Research Forum 2008を見学。なかなか、変わり種もあって、面白
かった。 
SFC Open Research Forum 2008見学の続きを読む 

年賀状の制作準備

2008年11月20日 23:53 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
頭の方向を少々、カメラ目線に変えて、リストバンド付けてみた。 
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リストバンドは、万歩計にしようとしているのだが、数字が入れられるかど
うか。後処理にするか。 
 
年賀状の制作準備

2008年11月19日 23:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、牛の３Dモデルに、アニメーション付け。もう、息切れしてきたので、かなり雑になっている。年賀状で、レンチキュ
ラーアニメになるで、６フレームの送りになる。４つ足で走らせようかとも考えたが、今回は、２足歩行の擬人化した牛にしよ
うかなと。 
 

これを、部品にして、群衆にするか、単独で使うか、どうするかな。 
 
年賀状の制作準備

2008年11月18日 22:21 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、会社帰りの電車で、座れたので、そこで、PowerBook G4使って、作業。少々、角のとんがりを鈍くして、TOONシェー
ダを割当て、テストレンダリング。アホっぽい牛になった。目の瞳の位置を、調節できるようにしてみるかな。 
 

しかし、これって、牛に
見えるかな（＾＾；。 
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年賀状の制作準備

2008年11月17日 23:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
牛の３Dモデルに、鼻の穴と口のくぼみを付けてみた。レンダリングは、NPR前提なので、漫画ちっくなのが良い。時間も残り
少なくなったので、とりあえず、これで行くか。 
 

次は、シェーダの割り付
けと彩色、IK付けとアニメーション付けだ。 
 
 
アキバ徘徊

2008年11月17日 21:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、コミック、グッツ、PCファン・フィルタをゲット。

グッツの中身は、、、、

 

アキバ徘徊の続きを読む 

ダウンタウン（ＥＣＯお試し）

2008年11月16日 20:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

なんと、ダウンタウンのI.G.シアターの作品が、変わっているね。
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今日の進捗は、Lv45、JOBLv43。目先の目標、JOBLv50までは、道が長い。

 

アキバ徘徊

2008年11月16日 15:14 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

午後から、アキバを徘徊。今日は、すべてのキーボードを、有線に戻すべく、新調。無線は、どうにも接続が巧くない。

あと、ホワイトキャンバズで、東方系キャラグッツをゲット。 

さらば、デスクトップMacintosh

2008年11月15日 11:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

大分、古くなったこともあり、PowerMac G4を処分。これで、現存するMacintoshは、PowerBook G4の１台だけになった。年
末に、MacBook Proヘリプレースする予定でいるが、とりあえず、Macintosh Classic(ユーザとしては初代Macintosh)から始め
たデスクトップMacintoshライフは、今日で、終止符。

この代替機は、この前、自作したWin Vistaマシン(Vista/SP1+G33+CH9, Q9550(2.83GHz), GeForce9800GX2)。でも、とりあえ
ず、当面、ＥＣＯ専用機かな。 

 

Win版 MS PowerPoint2003不具合対策(TIPS)

2008年11月12日 19:05 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今まで、再入力して、大分、不便していたが、これからは、その必要はなくなりそううだ。。。。 
 
Win版 MS PowerPoint2003不具合対策(TIPS)の続きを読む 
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年賀状の制作準備

2008年11月11日 21:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
おっと、耳を忘れてた。まだまだ、だねー。 

そう言えば、４足の歩
く、アニメーション付けが、大変そうだね。 
 
体調不調、、、、

2008年11月10日 18:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
体調不調で、ダウン。 

アキバ徘徊

2008年11月 9日 14:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、アキバヨドバシで、Win版のPhotoshop Element 7 をゲット。これで、通常のPhotoshopの代用ができるかと、お試
し。でも、素人向けになったのかしれないが、妙に、使いにくい。

 あと、ソフマップで、Wiiゲーム「街にいこうよ　どうぶつの森」を、予約。11月20日に発売だね。

 

アキバ徘徊

2008年11月 8日 22:48 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早いものだ、アキバの店頭では、既に、ｉ７のデモ機が飾られている。今使っているＰＣは、来年には、多分、世代遅れで、使
いまわせるものが、なくなる。ここまで、コアー数が増えると、仮想化が当たり前に使いたいけど、グラボのIO-v対応をしてく
れないと、ゲーマ向けには、今ひとつだね。
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色々、物色（ＥＣＯお試し）

2008年11月 8日 09:40 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

さっき、露店で、「思い出の桜の樹」と「ブルードラゴ」をゲット。

ブルードラゴは、、、、

色々、物色（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

年賀状の制作準備

2008年11月 6日 21:39 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、会社帰り、電車の中で、牛の３Dモデルを、手直し。まだまだ、かな。 
 

 

年賀状の制作準備

2008年11月 5日 23:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
来年は、丑年か、、、、 
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牛らしい3Dモデルを、作ってみたが、大分、今ひとつ。牛の写真を見なが
ら作らないと、駄目らしい。今年も、最終的なレンダリングは、TOONシェーダを使う予定。 
 
 
 
今日の話題

2008年11月 5日 20:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日の話題は、米国大統領選挙で、オバマ氏が当選、、、、ではなく、お年玉付き年賀切手（８０円＋３）が、売り切れてい
た。新宿西口の日本郵便支店で、昨日、発売が開始だったはずだが、とは言っても、いつとは言えないが、まだ、在庫は入って
くるらしい。会社帰り、寄ったのだが、無駄足だった。とりあえず、帰り道、秋葉原の支店に寄ったら、在庫があったので、早
速、ゲットした。 
 
あと、電子メールでDMが入っていたのだが、Autodesk社が、Softimageを買収したと。噂では聞いていたが、ユーザ宛に、通
知が届いていた。 
 
アキバ徘徊

2008年11月 4日 21:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、万歩計(多分、渡米中に無くした)の新調。先日出た、「生活リズムＤ
Ｓ」をお試し。 
 

 
 
 
ウイルスバスター2009アップグレード

2008年11月 3日 23:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
無料アップグレードキャンペーンで、アップしてみたが、メモリ使用料が半分というふれこみだが、なんとなく、遅くなったよ
うな。気のせいかしら。 
 
フィッシング・メール再び

2008年11月 3日 08:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
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最近、英語のフッシング・メールだが、テキスト形式のメールを装って、urlの表記と、リンク先が異なるものが、スパムメー
ルフィルターを潜り抜けてきている。内容は、色々だが、ネットワークのドメイン登録が期限切れになったとか。

お気をつけ。

 

タイニー・マリオネット作成（ＥＣＯお試し）

2008年11月 2日 23:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、タイニー・マリオネットの作成に挑戦。何とか、仲間と、「ぬいぐるみの生地」が、ゲットできたので、早速、裁縫お
ばさんのところに、、、、

 

タイニー・マリオネット作成（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

アキバ徘徊

2008年11月 2日 14:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、アキバヨドバシで、Bluetoothのマウスをゲット。だめ押しで、無線マウスを再トライ。こ
れで、接続が、途切れるようだったら、無線からは、完全撤退だね。 

 
 
ログハウス（ＥＣＯお試し）

2008年11月 2日 11:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

ガーデナスキル「ログハウス」が使えるようになったので、お試し。
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ログハウスの中は、、、、

ログハウス（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

消費税率の一律アップには反対

2008年11月 2日 10:22 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

消費税率が、誤差の範囲内程度あれば、良かったのかもしれないが、１０％などとい誤差とも言えない値になってきたら、海外
同様に、商品の種類によって、税率を変えてくれないと、貧富の格差を更に、加速することになる。基本的に、食事で必要な食
材は、減税にすべき。嗜好品としてのチョコレート菓子などは、増税かな。もし、できなければ、消費税でなく、物品税（内
税）を再開すべきではないか？

 

コミケ７５当落通知が届いた

2008年11月 1日 16:47 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

 

サークルカット 

今日、紙面の当落通知も届いた。2日に発送かと思っていた。早いね。

レンタルショーケース利用休止

2008年11月 1日 15:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
利用し始めて3年弱、売る物が無くたってきたので、今日、契約切れを以て、撤収しました。、あた、不用物が溜まってきた
ら、再開かな。今までの収支は、、、 
 
レンタルショーケース利用休止の続きを読む 
« 2008年10月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ ¦ 2008年12月 » 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
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from 7th, May. 2005

2008年12月

日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年11月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年10月です。

次のアーカイブは2008年12月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年12月 (41)
●     2008年11月 (40)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
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●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
アキバ徘徊
コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
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ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹

 
Powered by BlogPeople 
Powered by 
Movable Type Publishing Platform

掲載イラストの使用許諾に関して
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Calturehazard, Blog of Digi-P
★メイン画面に戻るには、上のタイトルをクリック★

2008年12月アーカイブ 
コミケ７５の頒布物制作状況

2008年12月23日 22:56 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
もう時間がない（;_;。とりあえず、DVDトールケースカードのデザインが完。これも、サークルカットの使い回し。あとは、取
説の折り込みと、DVDの中身のマスタリングと、２０枚コピー、袋詰めが残作業。 
 

現時点の頒布内容は、、、、 
 
コミケ７５の頒布物制作状況の続きを読む 

バードへJOBスイッチ（ＥＣＯお試し）

2008年12月23日 21:13 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

早くも、ドルイドのJobLv10になったので、早速、バードへ、セージーマスターのところに行って、JOBスイッチしました。 

今、現在、Lv51(74.1%)+バードJobLv1(0.0%)になりました。更なる経験値アップをがんば。

飛空庭の今（ＥＣＯお試し）

2008年12月23日 21:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

飛空庭の今の様子を紹介。地面を、雪にしてみました。
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内は、、、、

飛空庭の今（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

ドルイドに転職（ＥＣＯお試し）

2008年12月23日 19:16 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、ウァテスJobLv50を達成して、魔法「ホリーグローブ」を覚えたので、早速、2次職の「ドルイド」へ転職。このドルイ
ドは、攻撃魔法がないので、しばらくしたら、次の「バード」へ転職する予定（これは、アップタウンのセージマスターの家の
「禁断の書」でＪＯＢスイッチが可能。スイッチの時期はJobLv10の倍数が良い）。

この転職の試験に必要になった「こころのかけら」を、募集コメントを出して、探していたら、ＥＣＯに初めて入ってうろうろ
していたときに、お会いした「光鬼」さんからオファーがあって、ゲットしました。お久しぶりです。どうも有難うございまし
た。このブログも発見されたとのこで、恐縮。

# しかし、年賀状をどうにかせねば（＾＾；

 

今のレベル（ＥＣＯお試し）

2008年12月21日 23:36 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、現在のレベルは、Lv51+ウァテスJobLv49(約45%)。あと、もうちょっと、今週末には、JobLv50かというと、コミケ準備
で、それどころでないか(^^;。とりあえず、JobLv50になって、魔法「ホーリーグローブ」を覚えたら、２次職に転職しよう。
次は、ドルイドかバードだが、バード経由ですぐに、バードになれるかどうか。 
 
コミケ７５の頒布物制作状況

2008年12月21日 20:03 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日は、ＤＶＤ「はねっこくらぶ WINTER 2008」のレーベルを作成。後は、パッケージデザイン。中折は、ツール(weave, 
RenderMan自作シェーダ、など)の簡単な取説を用意して、終わりかな（＾＾；。

http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/ (2/19)2008/12/24 16:32:44

http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/081223-03.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1475.html#more
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1474.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1474.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1474.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1474.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/photo/081223-01.jpg
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1473.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1473.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1473.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1473.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1472.html
http://wizg.org/
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1472.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1472.html#comments
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1472.html#trackback
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1467.html
http://the.nerd.jp/blogs/digip/2008/12/post-1467.html


Calturehazard, Blog of Digi-P: 2008年12月アーカイブ 

サークルカットの使いまわしで、すみません。時間がないので、お許しを、、、、

 

年賀状制作状況

2008年12月21日 19:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、やっと、試しプリント。1080dpiでプリントして、レンチキュラレンズシートをあわせてみると、ちゃんと解像度とサイ
ズが合った(牛が走っているように何とか見える)。これで、本番へと。でも、25日には、間に合わないかな。

アキバ徘徊

2008年12月21日 14:51 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
お昼から、アキバを徘徊。今日は、Ｆ商会で、DVD－Rメディアをゲット。あと、アキバヨドバシで、インクカートリッジなど
を、ゲット。 
 

DVD－Rメディアは、内径が、23mmで、レーベル印刷面が広く取れるや
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つ。コミケ７５の頒布物に使う予定。 
 
ノーザンの冬景色（ＥＣＯお試し）

2008年12月20日 23:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
久しぶりに、北に行ってみると、がらっと雰囲気が変わっていた。 
 

今日、現在のレベルは、Lv50+ウァテスJobLv49になった。あと、１つレベ
ルアップで、欲しい魔法が覚えられる。あと一歩！ 
 
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ

2008年12月20日 16:43 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

とうとう、Macintoshの話だが、PowerPCから、Intelへ移るときがきました。今日、知人のお店に、発注して代金を、振り込み
ました。これで、Macintoshは、このMacBook Pro 15inch(CPU2.4GHz,RAM4GB, HD250GB/7200rpm )の1台のみに、集約予
定。これに、Maya2009, Pixar RenderMan Pro, Pixar RenderMan Studioなどのアプリをすべて、移設。

問題は、今までのPowerPCとIntelでは、エンディアンが異なるので、プログラミングするときに気をつける必要があること。良
いことは、WinXPも一緒に使えるようできること？

後は、納品を待つだけだが、今回、Maya　8.5 Complete からMaya　2009 Completeへのアップゲレードも一緒に頼んだ。今
年、１年間でのCG関係の出費は、大分、かさんだ(^^;。 

 

アキバ徘徊

2008年12月20日 13:55 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
午前中は、歯医者で、お昼から、アキバを徘徊。今日は、UDXで昼飯をとっていたら、サンタコスチュームの外国人と何人かの
集団がやってきて、お客に、プレゼント（お菓子）を配っていた。私も、ゲット。でも、、、、 
 

 

コミケ７５の頒布物（予定）
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2008年12月19日 22:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今回、サークル「はねっこくらぶ」の頒布物は、レンチキュラレンズでアニメーション表示させる
ための画像合成ツールweave（ＭａｃＯＳ/ＰＰＣ版のみのコマンドラインツール）と、お試し用の
レンチキュラレンズシート（シール付き）を2枚程度を付録にしようかと考えてます。あとは、
RenderMan Shader「タオルっぽいやつ」かな。

それぞれ、ＤＶＤ「はねっこくらぶ」に、サイトのアーカイブと一緒に、いれおきましょう。

 

↑ レンチキュラレンズ用画像合成weave 
(6フレーム分) 

 

↑ シェーダ「タオルっぽい」 
（リストバンド） 

アキバ徘徊

2008年12月19日 21:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
会社帰り、アキバを徘徊。今日は、クレバリで、可愛いマウスを見てけて、ゲット。 

 
 
年賀状制作状況

2008年12月15日 22:15 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、レンリキュラーレンズ用の画像へ合成してみた（今年も、sgi O2で合成）。サイズは、3240ドット×3240ドットで、
1080dpiで、3inch×3inchにプリントすれば、60lpiのレンチキュラーレンズにフィットする見込み。下画像は、合成結果を、
縮小したもの。 
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こんな感じ。あと、制作ステップのスナップ（3D
モデル作成＆アニメーション付け、TOONシェーダ割当＆彩色）は下画像。 
 

使用ツールは、
Autodesk Maya 8.5 Complete for MacOSX, Pixar RenderMan Studio 1.X, Pixar RenderMan Pro Server 13.X, Adobe Photoshop 
CS2, Adobe Illustrator CS3, レンチキュラレンズ向け画像合成の自作ツール。 
 
さて、もう、時間もないが、コミケ７５の準備もするとなると、年賀状投函は、大晦日かな(^^;。 
 
銀行諸手続き

2008年12月15日 18:33 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(3) ¦ トラックバック(0) 

今日は、風邪の養生に徹したかったが、平日でないとできない銀行諸手続きをしに、ちょいと外出。

●     まずは、銀行１で、キャッシュカードの磁気記録部分が磨り減ってきたので、ICキャッシュカードへ変更手続き。ここ
は、過去、同じ手続きをした別の某銀行と違って、即日、発行できず、1週間ぐらいかかり、かつ、届いたカードをもっ
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て、再度、銀行窓口に行かねばならない。
●     次に、銀行２へ、新規口座開設。ここは、20時まで、TV窓口から手続きができるところだった。でも、手続きに30分ぐ

らいかかった。この銀行２は、ICキャッシュカードへの変更は、磁気キャッシュカードからの変更手続きになる。手数料
2100円とか。これは、職場にあるキャッシュディスペンサは、この銀行のものなので、生活の不自由を解消するには、
口座開設が必要。

 

アキバ徘徊

2008年12月14日 21:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

成田空港からの帰り道、アキバの寄り道。今日は、とらのあなで、コミケ７５カタログ（CD-ROM版）をゲット。あと、ゲマズ
で、コンプティーク1月号も見つけて、ゲット。

 
ACM+Siggraphの会員更新

2008年12月14日 20:49 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

Siggraph Asia会期中に、ACM会員の更新の案内が、電子メールで届いていた。今日、自宅に戻って、ACMとSiggraphのメンバ
更新手続き完了。生涯会員という選択肢もあったが、今後の検討事項にしょう。

 

無事、帰国

2008年12月14日 17:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今、成田空港に着いて、食事をとっているところ。とりあえず、無事、帰国。やっぱり、シンガポールと比べると、外は、大
分、寒いね。 
 
# 無事かどうか、なんかやっぱり風邪が悪化。 
# 喉が痒いから痛いへ、頭も重い 
# 明日まで休暇としておいたので、養生するか 
無事、帰国の続きを読む 

オープンソースinventorの中のlibImage

2008年12月13日 12:30 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(2) ¦ トラックバック(0) 
インターネット検索をしていたら、 ftp://oss.sgi.com/projects/inventor/download/ にある inventor-2.1.5-10.src.tar.gz 
の中に、LibImageがあることが判明。これって、SGI IRIXのlibImage(ライブラリ)と同じものかな。同じなら、MacOSXでも、
sgiファイルがプログラムから直接、扱える。帰国したら、ちゃんと動くか、確認してみよう。 
年賀状で使うレンチキュラーレンズ用の画像データを作るツールは、現在、IRIXのlibImageを使っていたため、いままで、
MacOSXへ移植ができないでいたが、これで解決かな。sgi OpenInventorで作ったツールも、MacOSXへ移植ができるかは、
追々、確認してみよう。 
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ACM Siggraph Asia 2008 （最終日）

2008年12月13日 08:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、とうとう、最終日。ホテルからコンベンションセンタへの道すがら、ラッピングバズ。窓まではみ出るラッピングは、
日本では、見たことが無いかな。 
 

さて、今日は、、、、 
ACM Siggraph Asia 2008 （最終日）の続きを読む 

Autodesk Maya TIPS!

2008年12月12日 17:17 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
これも、忘れそうだだから、ここに記録しておこう。MayaのTOON機能で、アウトライン生成して、ポリゴンへの変換を選択
している場合だと思うが、デフォルトのカメラpersp以外からのレンダリングする場合、TOON機能側のカメラの位置設定のパ
ラメータ(pfxToonsShape*のMesh OutputのCamera Pointの座標をレンダリングするカメラの座標へ )を変更しないと、正しいア
ウイトラインが生成されないので注意しよう。 

ACM Siggraph Asia 2008 （３日目）

2008年12月12日 08:52 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、早朝、マーライオンを見学に、日の出前に、徒歩でてくてく、、、、 
 

  

今日の聴講は、、、、 
ACM Siggraph Asia 2008 （３日目）の続きを読む 

ACM Siggraph Asia 2008 （２日目）

2008年12月11日 09:01 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日から、アートギャラリ／イマージェンシテクンロジ、展示会が始まる。 
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さて、今日は、、、、 
 
 
ACM Siggraph Asia 2008 （２日目）の続きを読む 

RenderMan Pro Server 14.2 Released

2008年12月11日 08:59 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日、RenderMan Pro Server 14.2 Releasedのお知らせが、電子メールで届いていた。でも、アップグレードは、帰国後だね。 

ACM Siggraph Asia 2008 （初日）

2008年12月10日 09:32 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
今日は、初。早速。朝一で、レジストレーション。今日は、ほとんど、コースだけ。最終日に、NPRのセッションがあるので、
期待。 
 

コースの中に、Pixar RenderManがあったが、全日コースの先着２５名で、
別の場所で行うらしく、 少々、パス。今日は、基本に戻って、まず、、、 
 
ACM Siggraph Asia 2008 （初日）の続きを読む 

ACM Siggraph Asia 2008 （シンガポールへ到着）

2008年12月 9日 23:35 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 
とりあえず、到着して、夕飯食って、まったり。後は、風呂に入って寝るだけ。さて、今日、撮った写真は、、、、 
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滞在ホテル(Swissotel The Stamford)、真ん中の細高いビルと、、、、 
 
 
ACM Siggraph Asia 2008 （シンガポールへ到着）の続きを読む 

ACM Siggraph Asia 2008 （シンガポールへ出発）

2008年12月 9日 06:08 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(3) ¦ トラックバック(0) 

さて、これから自宅を出て、成田へ。シンガポールは、初めてなので、ちょっと緊張。

年賀状制作状況（これで行くか）

2008年12月 7日 21:41 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
とりあえず、少々、手を入れて、完成。これで、レンチキュラー化を、帰国後、やらねば。コミケ７５の準備もあるが、 
 

上画像はアニメーションgifを縮小して表示しているけど、なんか上下に振
動しているなんで？ 

ドルパ２０見学

2008年12月 7日 16:46 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、朝から、東京ビックサイトで開催のドルパ２０を見学。限定販売購入の抽選列へ、、、、
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抽選結果は、、、、 
ドルパ２０見学の続きを読む 

ネコマタ（空）をゲット（ＥＣＯお試し）

2008年12月 6日 20:12 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

やっと、ネコマタ（空）をゲットできた。ボスキャラとの戦闘は、なんとも長丁場になる。後、残るは、ネコマタ（新緑）の
み。

終わったあとは、、、、

ネコマタ（空）をゲット（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

東京理科大学と夏目漱石と坊ちゃん

2008年12月 6日 20:06 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
この前、物理学学科の卒論の研究室の同窓会があった。元気で懐かしい顔が見れた。そこで、聞いたのだが、夏目漱石の坊ちゃ
んでゆかりの物理学学科だが、移転計画が進行中らしい。移転後は、何か、碑でも建てておいた方が良いよね。 

コミケ７５カタログ

2008年12月 6日 15:04 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

コミケ７５カタログを確認。サークル「はねっこくらぶ」も、ちゃんと掲載。
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サークルカット元画像

 

配置は、「月曜日　西地区“む”ブロック－21a 」です。今回も、Pixar RenderMan Stuido 1.0で使えるRenderMan Custom 
Sheder（TOONとタオルっぽい）を頒布かな。会場で、興味があれば、言ってくれれば、PowerMacG4 & Ｍａｙａで実際にデモ
できます。

今回、電子申込みで、サークルカットは２値画像ファイル(Photoshopで変換)で、アップしたのだけど、カタログでの印刷結果
は、なかなか悪くないね。次回も、電子的に申し込むかな。

 

コミケ７５カタログの続きを読む 

アキバ徘徊

2008年12月 6日 14:50 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

お昼から、アキバを徘徊。今日は、コミケ７５カタログ(冊子)が発売の日。早速、とらのあなで、ゲット。

 あと、、、、

 

アキバ徘徊の続きを読む 

年賀状制作状況

2008年12月 4日 23:09 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
大体、図柄の全貌が完成。後は、細かいところの調整と、レンチキュラーレンズ用に画像合成する作業だが、これは、シンガ
ポール滞在中(ACM Siggraph Asia 2008)にやるか。 
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来年は、メタボ検診が始まりそうな年なので、まあ、流行ネタ。 
 
 
 
ＥＣＯタウン（ＥＣＯお試し）

2008年12月 4日 21:37 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

三周年だそうです。おめでとう！

今日から、ＥＣＯタウンが始まった。。。。 

ＥＣＯタウン（ＥＣＯお試し）の続きを読む 

年賀状の制作状況

2008年12月 4日 00:19 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 
やっと、連番イメージファイルをテキスチャ画像に指定できるようになった。なかなか、煩雑で、めんどくさい。すぐ、忘れそ
うだ。このサンプルでは、腕時計の数字が、１から６を繰り返しで、表示している部分。 
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年賀状の制作状況の続きを読む 

Autodesk User Group Event and Partyレジスト開始

2008年12月 3日 20:18 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

今日、電子メールで、案内が届いていたが、ACM Siggraph Asia 2008にあわせて、12月10日に、Autodesk User Group Event 
and Partyが開催されるようだ。早速、レジスト。

 

アキバ徘徊

2008年12月 3日 20:02 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(1) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、Ｋ－ＢＯＯＫＳで、昨日、買い忘れた三巻目と、アキバヨドバシで、Win版のIllustrator C3
アップグレードをゲット。

アキバ徘徊

2008年12月 2日 20:23 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ダメ押しで、続きと、ＤＶＤを、ゲマズで、ゲット。
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SSLサイト証明書の更新完！

2008年12月 1日 23:27 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

なんとも、期間を長く設定しておけば、良いのかもしれないが、年１回ペースで、SSLサイト証明書を更新。２つ使っていると
ころ、1つは既に期限切れになっていた。何はともあれ、無事、更新完了。しかし、年一回の作業だと、手順を忘れてしまうの
で、けっこうしんどい（＾＾；。なんやかんやで、一時間弱、かかってしまった。

 

アキバ徘徊

2008年12月 1日 20:24 Digi Ponta ¦ 個別ページ ¦ コメント(0) ¦ トラックバック(0) 

会社帰り、アキバを徘徊。今日は、ゲマズで、気になっていたコミックをゲット。

« 2008年11月 ¦ メインページ ¦ アーカイブ 

リンク用バナ画像

 

Thank you for visitors: 
 

from 7th, May. 2005
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2008年12月

日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

今月のイラスト

  
 
 
 

 

検索

   

このアーカイブについて 

このページには、2008年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2008年11月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

月別 アーカイブ

●     2008年12月 (41)
●     2008年11月 (40)
●     2008年10月 (43)
●     2008年9月 (30)
●     2008年8月 (46)
●     2008年7月 (47)
●     2008年6月 (45)
●     2008年5月 (48)
●     2008年4月 (55)
●     2008年3月 (55)
●     2008年2月 (63)
●     2008年1月 (62)
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●     2007年12月 (64)
●     2007年11月 (44)
●     2007年10月 (69)
●     2007年9月 (58)
●     2007年8月 (39)
●     2007年7月 (58)
●     2007年6月 (60)
●     2007年5月 (66)
●     2007年4月 (74)
●     2007年3月 (67)
●     2007年2月 (51)
●     2007年1月 (66)
●     2006年12月 (62)
●     2006年11月 (67)
●     2006年10月 (62)
●     2006年9月 (51)
●     2006年8月 (49)
●     2006年7月 (58)
●     2006年6月 (60)
●     2006年5月 (65)
●     2006年4月 (46)
●     2006年3月 (48)
●     2006年2月 (44)
●     2006年1月 (61)
●     2005年12月 (49)
●     2005年11月 (70)
●     2005年10月 (54)
●     2005年9月 (58)
●     2005年8月 (55)
●     2005年7月 (53)
●     2005年6月 (55)
●     2005年5月 (55)
●     2005年4月 (57)
●     2005年3月 (23)

●      このブログを購読

 

マイサイト
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注）「Calture」の正しい綴りは、「Culture」です。お間違いないように。 

ＴＢピープル

コミケ頒布物(制作状況)
コミケ７５の頒布物制作状況
コミケ７５の頒布物（予定）
冬コミの告知ページ完成!!　『NECOSMO』ねこみみ コスプレCD-ROM写真集
アキバ徘徊
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コミケ７５カタログ
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コミケ７５の頒布物制作状況
年賀状制作状況
インテルマック(MacBook Pro 15inch)へ
年賀状制作状況
ACM+Siggraphの会員更新
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レンタルショーケース利用休止
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
アキバVOLKSレンタルショーケース集約
アキバVOLKSレンタルショーケース出品
明日はレンタルショーケースの契約更新だ
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ぎんスコップ
ストーカーと呼ばないでぇ
おにごっこ
DSソフト　湯けむりサスペンスシリーズ発売
クリスマスはアタイのたんじょうび！-久々の「おい森」ネタ♪
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初SD
ドルパ20参戦報告。
ドルパ２０
ドルパ２０見学
SD初お迎え♪
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「銀魂」でカラーな沖神！☆（≧▽≦）☆！＆銀さん絵で１月カレ...
「銀魂」で神楽ちゃんイラストをいただきました♪＆【ご報告】頂...
１２月２２日は「家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！」の王子こと...
【ジャンプ感想】魔人探偵脳噛ネウロ　第１８７話　手【いっぱつ】
「銀魂」で夜兎族兄妹
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