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ImageIndexについての記事をうろこシティに作る
新宿御苑で初冬の写真が撮れたので、ImageIndexでアルバムを作った。この際、
Linuxのアルバムソフトについて書いておこうと、「ImageIndexで作ったアルバム
（うろこシティ）目次」などとともに、簡単な使い方を紹介した。
ImageIndexの魅力は数分で大量の写真のアルバムができることだろう。
ちなみに最後の写真はUFOのように光っていたのだが、拡大してみると大きな風船
であることがわかった。

23:46:24 - belle - No comments

2008-05-02

Imageindexをカスタマイズして「花盛りの公園」のアルバムを作る
カスタマイズしたImageindexで、「花盛りの公園」のアルバム（4月27日撮影）を
作ってみた。

花盛りの公園

目次ページをキャプチャしたもの。

†

Imageindexのカスタマイズ
まず、「/usr/bin/imageindex」をrootからviで開く。
:%s/ISO-8859-1/EUC-JP/g
を実行する。普通、前から使っているLinuxならコンソールはEUC-JPになっている
ことが多いと思う。
UTF-8になっていればそれにする。
「.imageindexrc」というファイルをホームディレクトリに以下の内容で作る。ぼく
の場合の最低限のカスタマイズであるが、いろいろとできるようだ。テキストファ
イルからキャプションも「iGal」のように生成可能（キャプション挿入はコマンド
ラインオプション。「imageindex -help」で使い方が出てくる。

$updirtext = "アルバム作成ソフトを使ったアルバム　目次に戻る";
1;

「1;」は必ず末尾に入れる。
タイトルはコマンドラインオプションで好きな言葉を入れる。

imageindex -title 花盛りの公園
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という具合である。
以上がカスタマイズであるが、実際の作業は以下のようになる。
アルバムを生成するディレクトリを作る。たとえば、
mkdir ~/public_html/alb/07_04_27
のようにする。そのディレクトリにアルバムにする写真などをコピーする。
そのディレクトリで大きすぎる写真の場合、「mogrify」コマンドで全部一気に縮小
する。
ぼくの一眼レフカメラの場合、「3872x2592」のサイズは大きすぎるので、
mogrify -resize 1600x1071 *.JPG
とした。これは数が多いと数分かかる。
そこで、
imageindex -title 花盛りの公園
を実行でできあがりである。これはサーバ上でもできるが、クライアントマシンな
らサーバにディレクトリごと転送する。
23:00:00 - belle - 2 comments

2010-08-08

新島の旅のアルバム
ImageIndexを使って新島の旅のアルバムを作った。
2010年8月3日～5日・新島の旅（ImageIndex）

このパソコンにはまだImageIndexをインストールしていなかったので、
#aptitude install imageindex
を実行してインストール。
Imagemagickがインストールされている必要があるが、ImageIndexをインストール
するとひきずられてインストールされるかもしれない。
まず撮った画像が大きいので、公開ディレクトリに行って、
$ mogrify -resize 1600x1071 *.JPG
でリサイズ。
/usr/bin/imageindex
をviで開き、
:%s/ISO-8859-1/UTF-8/g
を実行。
ホームディレクトリに「.imageindexrc」というファイルを作る。内容は、
$updirtext = "アルバム作成ソフトを使ったアルバム　目次に戻る";
1;
の2行。
公開ディレクトリに行って、
$ imageindex -title "2010年8月3日～5日・新島の旅"
を実行すれば終わりである。
21:42:01 - belle - No comments

2007-01-07

imageindexを試す
imageindexというのも試してみた。
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上のようにdetailsのページがある。写真の細かい情報など、とてもよくできてい
る。mediumサイズの写真のスライドショーも可能だ。
問題は、これを少なくとも一部日本語化することだ。

Image directory(01/01/2007 - 01/07/2007)

Debian GNU/Linuxならインストールは簡単。apt-get install imageindexである。
また公開ディレクトリにiGalと同じように、公開する写真ファイルをコピーして、
$imageindex
と打てば、すべてできあがる。
22:50:37 - belle - No comments

2006-11-26

Imageindex、組写真の楽しみ
iGalは便利でいいな、と思っていたところ、FreeBSDの本にImageindexというソフ
トのことが出ていた。
これもPerlのプログラムだが、フレームを使ったりスライドショーという文字も例
の写真に見える。
Debian GNU/Linuxでも正式Packageのようだ。
iGalのマニュアル（コマンドラインからman igalで表示される。Debian GNU/Linux
へのインストールはapt-get install imageindex）もよく読んでいないが、同じディレ
クトリに置く写真自体のサイズを変えられるのだろうか。サムネイルのサイズは変
えられることはわかっているが、本体を変えられるとwebに載せるときに便利。
Imageindexも似たようなソフトだが、試してみようと思っている。

†

息子から2Gくらいの容量のあるミニプレーヤーをもらった。それでちょっとCDか
らmp3へリッピングしようとしたがまだうまくいかない。たぶん、mp3へリッピン
グしてコピーすればいいのだろう。しかし、表示を見ると曲名が小さい文字で流れ
ている。とすると違うのかな。
23:47:35 - belle - No comments

2008-04-29

牡丹、高層ビルの工事現場
今日は御殿場に行った。花盛りだが、雑草もなつかしいものがある。
花盛りの公園など、いろいろ撮れたので、Imageindexでアルバムを作ろうと思って
カスタマイズについて調べる。/usr/bin/imageindexはperlのスクリプトである。ただ
charsetがISO-8859-1で出力されるので、この部分はどこにあるか調べようと思っ
た。まだよくわからない。公式サイトはutf-8なので、もしかしたらupgradeされた
Imageindexはutf-8で出力されるのかもしれない。
牡丹はこの間の公園でも撮ったが、民家の玄関先に咲いていた。
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新宿駅西口でたばこを吸っていたら、あらたに2つの高層ビルが建てられつつあ
る。
一部拡大してみた。

22:41:12 - belle - 2 comments

2012-12-25

金環日食のアルバムを作りたい
たまたま、雲間の金環日食が撮れたので、ミニアルバムを作りたいと思いつつ、年
末になってしまった。金環日食は5月21日のことだ。
アルバムはいつものアルバム作成ソフト・ImageIndexで作るとして、最初にある程
度の同じ大きさにトリミングする必要があるように思える。
いままでのアルバムは一発勝負で一挙にImageMagickでサイズを変えて、
ImageIndexで静的HTMLファイルとサムネイル、アルバムを作成してきた。
しかし、金環日食の写真はチャンスを捉えるために、雲が太陽の表面にかかってい
るときにも撮っていたので、無駄な映像がある。さらに直射だと危ないので十分気
をつけていたところで、薄曇りになったのだと思う。
息子たちは日食観察用の黒いフィルムを買っていたが、そのときの様子も思い出さ
れる。
下の写真のトリミングで（それをまた縮小してある）小さめの写真のアルバムにす
るか、それとも拡大して見ればいいようにするか迷うところ。
いったん方針が決まってしまえば、ImageIndexでのアルバム作成は簡単だ。
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9人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

22:30:35 - belle - No comments

2011-08-28

先日の式根島の旅をアルバムにする
ImageIndexでこの間の式根島の旅のアルバムを作った。
レンズプロテクタの左上のところに汚れがついているのに気づかなかったため、
ちょっと汚れが見える。
それほど気にならないので、そのままにする。フォトレタッチができないこともな
い。海の部分だったら海の色をスポイトで録ってその色で汚れを塗れば気にならな
いが。
ImageIndexのやり方は左の「検索」窓から検索すればこのblogで使っているやり方
はたくさん出てくる。
写真のキャプションなどをつけることもできるが、まだそこまでやっていない。

2011年8月9日～11日・式根島の旅

下はdetailを出してみたところ。画像のmeta dataが表示される。

21:49:51 - belle - No comments

2008-09-19

ImageIndexでアルバムを作りCDに焼く
ImageIndexでアルバムを作ると「details」にメタ情報が表示されるので、撮影時刻
がわかり便利だ。
ほかにも絞りとか、フラッシュを焚いたかとか表示される。
Debian GNU/Linux lennyのマシンでImageIndexを実行したら、localeがUTF-8に
なっているのを忘れていた。etchからはデフォルトのlocaleはUTF-8であるが、
EUC-JPのsargeからupgradeしたときにはlocaleが継承されEUC-JPになる。
左の検索で「ImageIndex」で、カスタマイズのやり方の記事が出てくるが、生成さ
れる静的HTMLファイルはUTF-8にする必要がある。ホームディレクトリに置く
「.imageindexrc」もUTF-8で保存する必要があった。

†

こないだパソコンのファンを買いに行ったときに、1GのUSBメモリを640円で入手
した。安いほど、フタが簡易になったりする。でもアクセスランプは灯るので簡易
でも問題はない。右は4G、1600円ぐらい。左は128Mでパソコンの部品を買ったと
きにおまけでもらったもの。
左側にあるのは、時計用マイナスドライバーと小さなマイナスドライバー。眼鏡を
分解して掃除したりするので、たまに必要になる。
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23:39:07 - belle - No comments

2007-01-14

昨日の写真をImageindexにしてみる
昨日の御殿場の景色をImageindexのページにしてみた。
富士山の写真はフルサイズで、1600x1200ピクセルだが、これは壁紙に使えそうな
感じ。
日本建築の写真が並んでいるあたりは、秩父宮記念公園の中。なんでも映っている
シクラメンは原種だとのこと、珍しいらしい。シクラメンはサイクルと関係あるの
かな、芽がくるくるとなっているのを園の人が見せてくれた。大きな垂れ桜があっ
て、これが春の見どころらしい。

Image directory(01/13/2007)

†

Imageindexのカスタマイズは、charsetのところをどこでいじったらいいのかまだ調
べてないので、日本語のキャプションファイルを作れない。charsetはiGalと同じ
で、ISO-8859-1で出力される。
ざっとマニュアルを読んだところ、キャプションファイルは写真の順番に対応する
1行ずつで改行したテキストファイルを作って、コマンドラインオプションに加え
ればいいようだ。生成されるHTMLファイルのcharsetをx-euc-jpかutf-8にしない
と、キャプションは英語で書かなければならない。プログラムは/usr/bin/にある。
perlのスクリプトならば、ISO-8859-1のところを全部置換してしまえばよさそうだ
が、テキストかバイナリファイルかどうやって調べるんだっけ？(^^;;)
Imageindexのいいところは、写真の趣味の方には細かい絞りなどの情報がdetailsの
ページに表示されるところと、フルサイズの大きさがどうであれ、mediumサイズ
のサムネイルが生成されてスライドショーができるところだろう。
23:00:00 - belle - No comments

2015-10-10

今日も日が昇る写真を撮った
快晴が続いている。午前はよく晴れていた。
日が昇るときに東を見ると写真を撮りたくなる。
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新マシン（Debian8 jessie）の調整●008---ImageIndexのインストール

うろこシティの「UROKOCITY - ImageIndexを使う」に概略を書いてあるが、小旅
行に行ったときなどにアルバムを作るのに便利である。
[[ImageMagick]]はすでにインストールされていた。静的HTMLを作るタイプのPerl
プログラム。
インストール画面。

6人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

21:09:30 - belle - No comments

2007-01-10

図書館にCDを返しに行く
灰皿町のwebサーバ・Apacheにモジュールを追加しようかな、と思って関係書を地
下鉄で読む。
単純に追加できるのも多いが、稼働しているサーバでhttpd.confという設定ファイル
を書き換えたりテストする必要があるモジュールなので、慎重さが要りそう。
ImageIndexも灰皿町用にカスタマイズしようと思うが、けっこう複雑になっている
ようだ。Perlのプログラムらしいが。iGalは使えるめどが立った。

†

午前に図書館で借りたCDを返しに行く。ストラビンスキーとテレマン、バッハ。
この辺では珍しい畑のようなところを通るのだが、土があらわで寒々としている。
帰りに三軒茶屋の本屋さんに寄ると、前に試したPov-Rayという3D画像をつくるソ
フトの説明本があったので興味を持つが、奥付を見ると2001年刊。でもこの類のソ
フトも動かしてみたいという興味がある。
ビデオを撮ろうと思ったら、充電切れ。ビデオを回すのはかなり電気を食うよう
だ。どうも、このカメラはwebcamにそのまま使えそうな感じ。その場合はACアダ
プタをつけて三脚かな。
23:57:28 - belle - No comments

2011-09-12

9月初めの雲の変化
昨日、SDカードの記録が満杯になりかけていたのと、ちょうどいい雲が出ていたの
もあって雲の写真のアルバムを作った。

2011年9月11日・雲の変化(ImageIndex）
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今夜は月もいいようだが、雲は過去の記録を見てみるとこの時期、変化がきれい。

21:16:06 - belle - No comments

2012-05-31

金環日食の小アルバムを作ろうとしているが
ImageIndexでこのあいだの金環日食の小アルバムを作ろうと思っているが、いくつ
か削除する写真もある感じ。
ちょうど濃い雲が湧いていたので、その奥に太陽があるというのはいいが、光で画
面がつぶれているのは削ったほうがいいだろう。
昨日ヨドバシカメラで見たニコンの新製品は2000万画素以上ある。ウチのD40xは
1000万画素ぐらいでこれで十分だが、カメラもどんどん発達してくる。

23:48:59 - belle - No comments

2010-08-05

海の夕暮れの不思議な光
一昨日から、[[吸殻山99番地]]の桐田真輔さんと新島に行ってきた。
ふだんの散歩の場所を移して、きれいな風景を見ながら歩いたり温泉に入ったりと
いうような簡単な趣旨の小旅行だ。今回は最小限の釣り道具を秋葉原で買ったの
で、ぼくは釣りの初歩を覚えるために、新島に1軒しかない釣り道具屋のおじさん
にいろいろ聞いたり港で釣りを試みたりした。桐田さんには多少付き合っていただ
いたが、余興ということでは彼はちょっと退屈だったかもしれない。
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今年は海水の温度が高く、みなさん釣果はよくないそうだ。ぼくは仕掛けの付け方
やリールの巻き方をやっと覚えた程度。釣果ゼロ(^^;;)。さびき釣りのオキアミをか
ごに数度入れてやってみただけだ。
やり方は覚えたのでこの次の機会には釣れるかも。
釣り人の一人は釣れてからサメに持っていかれたと言っていた。ゴールデンウイー
クのころは大きなマダイを式根島でだいぶ釣ったとのこと。
港は船が入るので初心者にはすぐそばの深いところに糸を垂らし釣るので、場所は
まず港からだろう。
一昨日の夕日が沈み、不思議な光が沈んだ後の空に見られた。これはなにか名前が
あるのだろうが、わからない。

写真はたくさん撮ったので、またImageIndexでアルバムにする予定。
22:36:40 - belle - No comments

2011-08-22

フォトフレームに式根島の映像を流す
1つのSDカードなので、差し込んでおけばこのあいだの旅のスライドショーが楽し
める。
これをまたImageIndexでアルバムに作れば、インターネットでもときどみ見られ
る。

今度の夏の旅行も一眼レフで撮っていったが、これをビデオカメラにして動画をた
くさん撮ることもできることはできる。しかし、充電池の問題などがある。どちら
かひとつにしないと身軽ではないし。あるいはICレコーダーで海の音、トリの声な
ど収録することもできるが、これもリニアPCMのレコーダーで録りたくなる。
それぞれに海のあたりで使うので、海水がかからないように注意しなければいけな
いが。
22:11:30 - belle - No comments

2007-02-26

筆ペンで命名を記す
息子と嫁が考えた名前なのだが、ベビーベッドに張る命名の紙は祖父・祖母が書く
ものらしい。
筆ペンを新調して、名前を書いた。
このごろはコンビニで用紙を売っているようだ。鶴や亀の型押しもありめでたい感
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じの紙。
こないだNHK教育テレビで「変体仮名」を書く番組があって、とても興味を持っ
た。講談社学術文庫の『草書の字典』は持っているが、実際の和歌や俳句などを変
体仮名でおもしろく書いたらどうだろうか。白川静の字典はよさそうで、そろえよ
うと思ったときがあったが、今度、常用漢字だけの字典が出たようだ。これは数千
円なので買っておいてもいいかな。

†

昨日撮った公園の写真のアルバム作りは、テレビを見ているうちに寝てしまい、明
日にすることにした。でも作る作業はほんの5分で終わるものだが(^^;;)。
imageindexが評判がいいので、これのカスタマイズを考えることにする。
灰皿町ラジオの一般朗読版、宮沢賢治全作品朗読、もそろそろ始めようと思ってい
る。

よく使うコマンド(13)　使ったシェルコマンドのhistoryを表示する
history
とすると、いま495ぐらいの過去に使ったコマンドが表示された。
fc -l
とすると、最近使った17のコマンド履歴が表示された。
また、上向き矢印を押していくと、順々に過去に使ったコマンドが表示される。

23:54:47 - belle - No comments

2009-05-16

携帯電話のマイクロSDカードから写真を取り込む
去年あたりからの傾向として、デジカメの2Gや、携帯の1Gの記憶メディアを使い
切ったところで一つのフォルダに入れることにしている。
写真自体は内部に撮影時刻などが記録されているが、いっぱいになったところで消
去してまた始めれば時系列のフォルダができるのでバックアップという意味ではわ
かりやすい。
相当な枚数になるが、ImageIndexなどでさらに処理すれば撮影時刻などのメタ情報
やサムネイルなどが生成される。DVDに焼いておけば万全。
下の写真は携帯のマイクロSDカードリーダーを携帯で撮ったもの。これをパソコン
の前面のUSBの穴にさし込めばlennyは自動的に認識してマイクロSDカードのフォ
ルダを表示してくれる。

別の部屋から持ってきたモニタはずいぶん明るい。
Windowsで妻も使っていたり仕事でも使っていたりしたので、そこにもモニタを調
達する必要があるようだ。
前買ったときから4年、その前は3年の間がある。またその前はブラウン管モニタ
だった。サーバと旧デスクトップで使っていたモニタは現在も使っているが7年
使っていたことになる（ほとんどつけっぱなし）。
23:07:48 - belle - No comments

2010-08-30

先日の花火大会の写真をアルバムにする
ImageIndexのカスタマイズはできているので、およそ10分でアルバムが作れた。
さらにカスタマイズするとキャプションなども入れられるらしい。

2010年8月21日・二子玉川の花火
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21:25:51 - belle - No comments

2010-08-07

岩礁
露天風呂がある波止場近くの岩礁。
船に乗る日の午前はだいぶ長く温泉に入った。

ImageIndexはこの64bitマシンにはインストールしてなかったが、アルバムを作るた
めにインストールしておいた。
Debian GNU/Linux squeezeは、前にlennyがtestingのときより頻繁にupdateするよ
うに感じる。
以前からtestingはそんなふうで、感じるだけなのかもしれないが。
22:56:33 - belle - No comments

2010-01-15

ぺるけさんの「全段差動プッシュプルアンプ」製作アルバムを作る
Imageindexを使って、真空管「全段差動プッシュプルアンプ」のアルバムを作っ
た。

2010年1月15日・ぺるけさんの「全段差動プッシュプルアンプ」を作る

Fujimi_3_Haizara-Cho(Rinzo_Shimizu) http://www.haizara.net/~shimirin/nuc/index.php?amount=0&blogid=1&query=im...

11 / 31 2020/11/15 13:00



ちょっと修正したり、線の被覆が焼けていたりするが公開してみる(^^;;)。
23:59:00 - belle - No comments

2007-03-11

CD-Rにアルバムを保存
孫誕生関係の写真をimageindexでアルバムにして、CD-Rに焼いた。
[[X-CD-Roast]]を使う。
さらにCDラベルをプリントして張る。

上はX-CD-Roastの起動画面。DVDも焼くことができる。今回は180Mバイトぐらい
なのでCD-Rにした。
imageindexでディレクトリごと焼くと、どのOSでもWebブラウザでimageindexの
形式で見られるので便利である。
23:57:01 - belle - No comments

2007-01-28

冬の新宿御苑
今日は灰皿町のオフ会＋詩の朗読の録音で、新宿御苑に行った。

暖冬といっても、やはり寒い。でも水仙やロウバイなども咲いていた。
天気図からいえば暖気と寒気がせめぎあっているのだが、春霞の季節とは違う。し
かし、あたかも春霞の情緒があった。
近接撮影がおもしろいのがわかったので、温室でたくさん撮った。そのうち、
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imageindexなどのアルバムにしたい。

†

朗読のPodcastingはいくつか作ろうと思っている。
まず身近な詩人たちの朗読を収録する番組。
雑談を含めて、たぶん今日は5回分ぐらいの音声を録音することができた。ただ、
野外ではイヤホンでモニタすると、相当にいろいろな音が入る。静かだと思ってい
ると近い首都高速の車の行き来の音が意外に大きいことがわかる。
ICレコーダ本体についているマイクを使ったが、これを別のマイクにすればもっと
いいかもしれないと思ったが、とりあえず初めてのこと、これで近々Podcasting番
組にする。
あと2つほど作ろうと思うが、それは実現したときに(^^)。
このNucleus blogのPodcastingもある程度、曜日を決めて続けたいと思う。
23:00:00 - belle - No comments

2007-01-21

小雨が降る日曜の夕方
大寒の話題で、やはり今年は暖冬だということだ。
夕方には、小雨が降ってきたが、それほど寒くない。
サーバのほうはOKなのだが、デスクトップのapt-get upgradeの「事前設定」が中断
abortingされる現象が昨日起きて、なぜかいろいろ調べる。
いろいろ試したり、考えてもわからない。デスクトップのほうがたしかにいろいろ
とやっているが、基本的にサーバとの違いはない。それだけにぎくりとした。なに
がひっかかっているのかなあ。xserver-xfree86 package configなのだが……。

†

アルバムを作るツールで、[[zphoto]]というflashを利用するのを見つけた。これもそ
のうちやってみよう。imageindexの日本語へのカスタマイズ方法はまだ調べていな
いが、このzphotoがうまくできれば、アルバム形式のエントリがiGalを含めて3つに
なる。
23:57:36 - belle - No comments

2007-02-02

アルバムの目次
昨日は葛根湯を、食前に飲んで、今日の朝には微熱がなくなった。
なぜかこのへんには漢方も処方するお医者さんがあって、昨年は1度行った。
ちゃんと、お医者さんの隣の建物は漢方薬局になっている。普通の西洋のクスリは
食後に飲むのが多いが、食前か食間である。
シム2というゲームでは、たとえば「かすみは風邪を引いています。あまり立って
いないで、睡眠をよくとればすぐに治るでしょう」という言葉が出てくることがあ
る。お医者さんの言う言葉だ(^^)。
Linux Journalが6月号で予約切れになるという郵便がアメリカから来た。いま、1ド
ル120円ぐらいとしても安いので1年予約する文書を郵送した。ちなみに、向こうか
らの郵便代は84セント、こちらからは110円（航空便）郵便代は双方同じ程度。
アルバムソフトを使ったアルバムを確かめるのに、目次がなかったので、富士見3
番地からリンクするページを作った。

アルバム作成ソフトを使ったアルバム

iGalもimageindexもそんなには難しくない。とりあえずは、左の「検索」から
iGal、imageindexなどを入れて検索すればここにもだいぶ書いた。

†

core 2 duoのマザーボードを調べているうちに、どうも高級志向が頭をもたげてく
る。具体的には[[i975X]]というチップセットだ。Intel Desktop Board [[D975XBX2]]
がこれにあたる。しかし、これはべつにサーバ用にパワーアップということではな
く3Dゲーム用にパワーアップという感じ。この場合の高級志向はぼくの目的から
いって間違いかもしれない。
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BOXD875PBZLKにしたときには、機能的にサーバ向けパワーアップの要素が大き
かったので、これとは違う。
22:41:17 - belle - 2 comments

2007-01-13

御殿場に行く
雪の富士山。

ここのところ晴れの日が続いている。ただ乾燥しているせいか寒い(^^)。
どちらかというと、変哲もない野の道を歩くのだが、たまたま会った姉夫婦の車で
公園に行く。
またiGalかimageindexでアルバムをつくろうと思うが、後日。
下は帰りの御殿場駅の向かいのプラットフォームのベンチの下にいた猫2匹。

23:53:34 - belle - No comments

2009-08-06

小雨の式根島
[[吸殻山99番地]]の桐田真輔さんと式根島に行ってきた。
今年は梅雨明けが遅くまた現在は沖縄のほうでは台風が動いていて、東京23区より
多少南の式根島も小雨が断続的に降った7月だったとのこと。
撮った写真は[[ImageIndex]]でアルバムにするつもりである。
蝶の写真と夏靄に煙る新島の写真（シマアジ養殖場付近から）を載せてみる。
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ICレコーダーの実験をやったり、天気がよかったらビデオも撮ろうと思ったのだ
が、民宿にいる間はほとんど寝ていた(^^;;)。なんだかよく眠れる旅だった。
究極は2日目にざあざあぶりのなかで、水着1枚で雨に打たれながらうとうとした。
ICレコーダーはやはりマイク部分に風が当たるとよくないようだ。外付けマイクに
カバーをしないと自然の音も録りにくいことがわかった。
ビデオは今日少し、小雨の野伏港の情景を撮った。そのうち、灰皿町のFLVのペー
ジに載せようと思う。
20:25:56 - belle - No comments

2008-08-22

先日の花火のビデオ、写真、ビデオの整理
Linuxは非常に安定しているので、写真やビデオのコピーを置いておくのに適してい
る。
しかし、せいぜい500Gの容量であることと、ぼくの場合はサーバに転用していくの
で、やはりDVDやCDにコピーしておくのがいいだろう。
その際、いままでぐちゃぐちゃだったのを、年月順に焼くことにする。
手帳は1977年から日記をつけているし、サーバを始めてから、去年2年ずつぐらい
の日誌を綴じることにした。もちろんblogも日付順のいい記録。
焼いたDVDなどは、年ごとにケースに入れていけばいい。そのまま保存するのも芸
がないので、ImageIndexなどのアルバムソフトで静的HTMLを作っておけば後で探
しやすいだろう。

†

不安定なWindows Vistaから、128MのUSBメモリを使って、必要なファイルを新イ
ンストールしたVistaに移した。さっそくビデオを取り込むテストをしたが、新島の
強烈な光の風景は後でやってみることにして、テープにいちばん最近記録した花火
のビデオをflvにしてみた（間違えた！　まだ22日だった^^;;　まあいいや）。

先日の花火（08年8月23日flv作成）

下は再生映像からキャプチャした静止画像。

21:50:12 - belle - No comments

2009-09-23

午前中の雲のアルバムを作る、光デジタル受信端子基板の製作
今日は午前、秋のいい雲が出ていた。
ImageIndexでアルバムを作ってみたが、写真は色の処理をしたほうがよかったかも
しれない。

2009年9月23日・雲の変幻
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光デジタル受信端子基板を製作して過程の写真も撮ったが、考えてみたらアルバム
にするほどの細かさではなかったので、適当に作った基板の表裏を載せてみる。

光デジタル受信モジュールは[[TORX177]]という千石電商で売っているものを使っ
たが、[[TORX147]]というモジュールを探している。もし売っているところがおわ
かりの方がいたら、commentsに書いてくださると幸いです。
23:26:48 - belle - No comments

2007-04-30

今日も快晴
Debian GNU/Linux lennyのKDE3.5.5のKonquerorには、アルバムviewというファイ
ル表示形式が加わった。ちょうど、imageindexのようになっている。
あまり解像度が大きいと今までは画像ファイルを表わすアイコンだったが、これな
ら1000万画素など高解像度のファイルでも見やすいようだ。
ネットワーク関係の設定やサーバのバックアップはゆっくりやっていくつもり。な
んらかの文書にしておかないと自分でも忘れてしまう。もし、2つのHDD（サーバ
以外の2つのマシン）にバックアップが完全にとれたときには、サーバも含めて全
部のマシンをlennyにしてしまいたい。サーバを再起動させるときにはなんとか3分
ぐらい止まるくらいにしたいものだ。ただ、背面ファンが回らなくなっているの
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を、新品に交換したいと思うので、サーバマシンを移行させる可能性もある。
背面ファンはリベットのような(?)、溶接のような感じで留められているので、なん
となく半田ゴテの登場になりそうな感じもある。電源はいいものを使っているの
で、口径の大きいファンがついていて温度によって自動的に回転数が変わる。いま
のところ速い回転になることはないので、背面ファンは強いて動かさなくてもいい
のかもしれない（5月1日記　背面ファンも温度によって回るのに気づいた。故障し
てなかった^^）。

今日も、昨日に続き快晴だった。
近所のクレマチスとモッコウバラ。

23:56:08 - belle - No comments

2012-06-25

明治神宮の写真の続き
ImageIndexでアルバムにしようと思っているが、菖蒲の写真の続き。
そういえば金環日食の写真もアルバムにしようと思っているが、日食の部分を拡大
して同じサイズにしたほうがいいかなあ。
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今日はなんとなく涼しい。
23:32:35 - belle - 2 comments

2013-05-09

軽井沢の鴨たち
軽井沢の写真の続きになるが、鴨が池にいた。
多摩川の鴨などより、なんとなくのんびりしているようだ。

ImageIndexによるアルバムはそのうち作っておこう。
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3人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

23:24:07 - belle - No comments

2014-03-02

新宿御苑の温室の写真を中心としたアルバムを作る
[[ImageIndex]]でこの間の新宿御苑の写真のアルバムを作った。
精選しようかな、と思っていたが全部載せたほうが簡単なので全部で作った。
写真の好みもそれぞれ違うので、ぼくが選ばなかったのがいいと思ったりすること
もある。

早春の新宿御苑と温室（2014年2月25日）

大きな画像はHDサイズ（1920x1280）にしたので、スマートテレビなどでご覧に
なっている方はフルハイビジョンで見ることができる。
またこのサイズのモニタなら壁紙にできる。（バチバチ撮ったものではあるが^^;）

7人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

21:06:07 - belle - No comments

2009-08-22

花火
仕事の帰りに家族と合流し、二子玉川の河川敷に行って花火を楽しんできた。
すごい人出で電車も臨時運行で増やしている。
午後7:00から8:00までの1時間、相当数の花火が打ち上げられた。
一眼レフカメラで撮ろうと取扱い説明書を見ていたら、ISOを最大に上げればなん
となく撮れるように思った。結局1Gのメモリに目いっぱい撮った。
そのうちまたImageIndexを使ったアルバムにするかもしれない。
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22:57:58 - belle - No comments

2009-08-28

晩夏の空を舞うヘリコプター、Messing around with ImageMagick

今日はいい天気だった。午前、小型のヘリコプターが飛んでいた。
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†

Linux Journalの9月号が先日届いた。
Dave Taylorのコラム「Messing around with ImageMagick」（ImageMagickをいじ
くる）では、[[ImageIndex]]（静的HTMLを生成する）でも外部コマンドとして使っ
たり、ぼくが画像の一挙リサイズなどに使っているImageMagickについて書かれて
いる。Linux Journalの記事ではあまり難しいところまで踏み込まないで、適当な感
じでそれでいて読者が調べるという書き方がいいものが多い。
たとえば上の写真のインフォメーションは、「identify」というコマンドを使って、

shimirin@debian3:~/blogimage/09aug$ identify 09_08_28b.jpg
09_08_28b.jpg JPEG 480x279 480x279+0+0 DirectClass 8-bit 63.3027kb

とすると、ファイル情報が表示される。
シェルスクリプトで、

for filename in *.png
do
convert -resize "50%" $filename smaller/$filename
done

とするものを作って名前をつけておけば、その名前で「現在いるディレクトリの拡
張子pngをもつ画像ファイルを50%にすべて縮小して、このディレクトリの下にあ
る『smaller』にリサイズして収める」ということが即座にできる。花火の写真のと
きは200枚以上あるので多少時間がかかった（5分ぐらい？）。
これだと元サイズの画像はそのまま残るが、1GのSDカードが500円ぐらいの昨今、
元画像はカードで保存したまま、そのディレクトリで上書きしてしまえばHDDの節
約になる。
23:00:00 - belle - No comments

2007-11-23

Ajaxなスライドショー
だいぶ前にRuby on Railsを試してみたが、買ってあった『[[実践Ajax]]』という本を
地下鉄で眺めていて、さらにWebで検索してみたら、Ajaxなエフェクトをつけるス
ライドショーが簡単にできそうに思えた。
すでに「アルバム作成ソフトを使ったアルバム」でiGal、imageindex、zphotoの3つ
のソフトを使ったアルバムを作っている。この3つはカスタマイズの余地がだいぶ
あるが、むしろAjaxのほうがフレキシビリティがあるような感じがする。

Ajax 実践テクニックエフェクト付きスライドショー (4)

上のリンクの「実行」を押すとスライドショーのサンプルを見ることができる。こ
のサンプルコードを掲載している本を買ってもいいかもしれない。
このソースを読むと、prototype.jsというのが出てくる。これは、

Prototype JavaScript framework: Easy Ajax and DOM manipulation for dynamic web
applications

で入手できる。このほかにも重要なJavaScriptライブラリがAjaxのためにあるよう
だ。
Webでスライドショーを作る場合、サイズが問題なので、Ajaxでもローカルの仕込
みでImageMagickのお世話になりそうな感じがするのは上の3つと同じ。だが、ほか
にいろいろ書けることと、PerlなどでWebページを一括処理できそうなので興味を
持った。そのうちやってみよう。

†

ベルの爪とぎ用の板の写真を載せたら、昨日踏んづけて壊してしまった。かなり
使っているので、ぼろぼろになっているので新品を買った。
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23:12:04 - belle - No comments

2014-02-28

カモのつがい
新宿御苑での写真の続きだが、写真を撮るのが楽しい公園だ。
ここで集まりなど何度もやったが、このごろはやっていない。
池にはカモのつがいが泳いでいた。

まだ[[ImageIndex]]によるアルバムを作っていないので、小出しだが温室の植物の葉
の表面。
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5人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

23:21:00 - belle - 2 comments

2017-06-16

変わりアジサイ
[[imageindex]]は新パソコンにまだインストールしていなかった。
小アルバムにする前に、長谷寺の珍しいアジサイの写真を数枚ずつここに載せるこ
とにした。
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今日は気温が上がったが、夜は気持ちのいい温度。

3人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

23:10:34 - belle - No comments

2014-05-03

昨日の写真の続き。バラ、ホバリングする蜂など
昨日はかなりたくさんの写真を撮って、天気もよかったので[[ImageIndex]]でアルバ
ムにするが、しばらく小出しにここに出していく。
花菖蒲。

バラ。
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ホバリングする蜂。飛翔する昆虫をカメラで捉えるのも楽しい。

9人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

23:01:28 - belle - No comments

2012-12-29

5月21日の金環日食のアルバムを作る
ImageIndexでアルバムを作った。
初め金環日食の部分をトリミングしてアルバムを作ったがそうするとタイムスタン
プが今日になってしまう。
それで、単に縮小したものをアルバムにした。
ただし、当時のカメラの時刻も不正確だと思う。カメラの時刻合わせも大切なのだ
なと思った。

5月21日の金環日食（metadata時刻不正確）

金環日食の細かい部分を見るときには、スライドショー（frame）から選んでい
き、フルサイズにして、画像を拡大すればよく見える。
これらの写真は初めに縮小されているので、元画像から太陽の部分をトリミングす
るほうが、金環日食はよく見える。時間的経過を表すにはタイムスタンプの時刻の
順番を使ったほうがいいので、とりあえずはこの形式で作った。
下はアルバムのトップページのキャプチャ。
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2人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

23:51:00 - belle - No comments

2013-08-15

竹芝桟橋から式根島までの写真のアルバムを作る
船の中からなので、窓ガラスを通して写すことになるが、いろいろな船が通ったり
する。
アルバムは[[ImageIndex]]を使った。アルバムはよく表示の大きさだけ変えてサムネ
イルにするが、このソフトは[[ImageMagick]]を使ってちゃんと縮小したサムネイル
を生成する。このごろやっていなかったのでちょっと忘れていたが、アルバムから
戻るリンクのページからやり方を書いたページを開ける。
またうろこシティのアルバム目次のリンクにこのblogへのリンクも記しておいた。

2013年8月6日　竹芝桟橋から式根島まで

下はアルバムのキャプチャ。

この夏の旅のアルバムは3つぐらいに分けることにした。このミニアルバムには12

Fujimi_3_Haizara-Cho(Rinzo_Shimizu) http://www.haizara.net/~shimirin/nuc/index.php?amount=0&blogid=1&query=im...

26 / 31 2020/11/15 13:00



枚を入れてある。

♦ ♣ ♠ ♥

今日はなんと、部屋の中でアブラゼミが鳴きだした！（うなり声のようなの）じぇ
じぇじぇである。
ビデオも撮ったので、そのうち公開してみよう。

2人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

21:26:38 - belle - No comments

2015-01-06

年末の箱根小旅行のアルバム
[[ImageIndex]]でアルバムを生成してみた。
今回コマンドラインでアルバム生成を実行してみると、「注意」が出た。Perlの
トークンが少し変わったせい。Patchを見つけたが、元ファイルがUbuntu用にカス
タマイズされているかもしれないので（この場合はそれはないだろうが）、そのま
ま実行した。
メンテされていないということだろうか。でも静的HTMLを作るだけなので、特別
な問題はない。

2014年12月20～21日　箱根

下はスライドショーのスクリーンショット。

見どころは、箱根登山鉄道、霧の湖水、富士山、強羅公園のブーゲンビレア温室な
どだが、箱根の旅は温泉でのんびりするのが主目的。

Facebookに登録して、友達の「いいね！」を見てみましょう。いいね！ シェア

22:51:03 - belle - No comments

2007-01-25

zphotoを使ってみる
「zphoto: Flashベースのフォトアルバムを作るツール」を使ってテストアルバムを
作ってみた。
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Chaos and plants etc.(07_01_25)

これはWindows版をダウンロードして、Windows XPで作った。この場合、灰皿町
のサイトはEUC-JPが多いので、templatesフォルダ内にあるHTMLファイルの部分
的雛型にmetaタグのShift_JISを入れた。というのも、これがないとほかの文字エン
コードのサイトから飛ぶとき、認識せずに文字化けすることがあるからである。カ
スタマイズしたのは、そこだけ。
Linuxにもインストールできるようだが、試していない。flashが絡むのでいくつか
ソフトをインストールする必要があるようだ。
参考サイト：zphoto のインストール
なんとなくLinuxでやったほうがやりがいがありそう。
ただ、文字コードの関係を修正する必要があるかもしれない。
マウスのカーソルを当てるとズームインするのがおもしろいが、flashの技術として
はそんなには難しくないのかな？
これでiGal、Imageindex、zphotoとアルバムの3つのエントリを使うことができる
が、好みの問題もあるだろう。
2004年にできあがったソフトのようだ。
21:57:56 - belle - No comments

2007-05-22

CD、DVD

また夕食後に寝てしまって、ビデオ編集をやらなかった。
CD、DVD関係で、このごろ覚えたのは、
●DVD-ROMで、DVDプレーヤーですぐ再生することができるもの。よくマニュアル
を読めば、スキップする場所を指定できるようになるのかな？
●音楽CDで、トレイに入れると再生が始まるもの。MP3形式でもいいのだろうか？
　音楽CDにするには音声周波数の制約がある。またステレオ録音でなければならな
い。
●ラベルのプリントをして張ること。今日、量販店で見たらDVDでも直接プリント
できるものがあるようだが、DVD-Rが手もとに残っているので試みていない。

データ保存には前から使っていたが、結局整理できなくて、ハードディスクにその
まままとめて入れておいたほうがかえって探しやすい。
写真はこのごろ、Linuxの[[imageindex]]を使うと詳細な撮影時刻データなどが表示
できるのでこのやり方がいいなと思う。

†

Debian GNU/Linux etchでは3D表示形式のデスクトップ[[compiz]]が使えるようだ。
[[GNOME]]ではPackageがあるので、インストールは簡単だがまだや試みていな
い。ウインドーの表示のとき、ぐにゅぐにゅという派手な動きをしたり、半透明化
したり、いろいろおもしろそうなのだが、KDEではまだ実験段階のPackageがあ
る。GNOMEにもすぐ切り替えられるのでそのうちやってみよう。
apt-cacheで探すと次のようにGNOME関係のPackageが見つかる。

debian2:/home/shimirin# apt-cache search compiz
compiz - OpenGL window and compositing manager
compiz-core - OpenGL window and compositing manager
compiz-dev - OpenGL window and compositing manager - development
files
compiz-gnome - OpenGL window and compositing manager - GNOME
window decorator
compiz-gtk - OpenGL window and compositing manager - Gtk window
decorator
compiz-plugins - OpenGL window and compositing manager - plugins

23:55:00 - belle - No comments
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2007-01-29

昨日撮った写真のimageindex

昨日撮った写真のimageindexを作ってみた。

Image directory(01/28/2007)

デジカメのスーパーマクロモードで撮ると、植物の細かい部分が写っておもしろ
い。
23:00:00 - belle - 2 comments

2011-08-19

急な温度変化
今朝は暑かったが、天気予報どおり、激しい雨の後温度が下がった。
昨夜アブラゼミが網戸にとまったのだが、今日の午前中とまっていた。突然の夏の
終わりだとは思えないが、今年は天気図を見ているとそれに合った素人でも推測で
きる素直な気象のように思う。
2GのSDカードがあと10枚の写真データぐらいの余裕しかないので、新しいのを
買ってきた。
式根島のImageIndexによるアルバムもそのうちつくろう。
22:27:49 - belle - No comments

2007-02-27

嫁と孫が退院
今日は嫁と孫が病院から、息子・嫁宅に帰ってきた。
仕事の後、ウチにあった荷物などを自転車で運ぶ。
眠っている孫をしばらく抱く。手足を元気に動かして赤ちゃんらしくなってきた。

†

住宅地にあった病院の近所の公園のアルバム。
旧小坂家住宅（imageindexによるアルバム）

「up one directory」を押すと、下の「よく使うコマンド」のtouchを使った空の
ファイル「index.html」に行く。
このimageindexによるアルバムのためにそのindex.htmlに「戻る」リンクをそのう
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ちに張ります。
「slideshow view (frames)」を押すとフレームを使ったスライドショー形式の見方
ができる。右側を押すと撮影した解像度の写真が表示される。「details index」で
は撮影日時、シャッタースピード、絞りなどを確認できる。
また、アルバム作成ソフトを使ったアルバムに今までのこのFujimi3 Nucleus blogに
関連したアルバムの目次があります。
23:51:55 - belle - No comments

2007-03-22

暖かい日
夕食後、うとうとしてそのまま少し眠ってしまった。
セブン-イレブンで、試しにimageindexでサムネイルを生成してブラウザで見やすく
したファイルを入れたCDから写真プリントしてみたら、うまい具合に画素数の多い
ディレクトリの画像を認識する。
プリント用にベタなファイルを入れたものを別途作らなくてもいいようだ。
[[ゼビウス]]は12万点ぐらいまでいく。ドモグラムの盆踊りを過ぎ、ナスカの地上絵
を過ぎ、初めてのガルザカート（以上の固有名詞はゲームフリークが知る^^）が来
るころ、なんとなくいい感じになる。[[Wikipedia]]にこのゲームのかなり詳しい解説
がある。
YouTubeでの、ゼビウスの作者・遠藤雅伸さんの解説。

遠藤雅伸ゼビウスセミナー

23:57:00 - belle - No comments

2007-08-09

神津島の夏休み
灰皿町吸殻山の桐田真輔さんと恒例の伊豆七島の旅、今年は神津島に行った。
神津島には学生時代、キャンプしに行ったことがある。
しかし、そのときキャンプした長浜から上れる[[阿波命神社]]は、昭和63年の災害で
壊れ、新たに造られた建物があった。学生時代に感じた静謐な神社の様相がすっか
り変わっていた。また山肌に枯木が点々とあるので、地元の方に聞いてみると平成
12年7月の地震のときに枯れたという。
しかし、町の中心にある[[物忌命奈神社]]は初めて行ったが、さすがに地形のたぶん
歴史的にいちばん安定している場所に古くから建てられているだけあって、古木な
どの風格があった。
写真は、ジェット船が入港した多幸湾と、天上山の景観。この山の上にはかなり平
らなところがあって、砂漠あり林あり、とおもしろいところらしい。次回はこの山
に登ってみたいと思った。

なお今回の旅では写真を110枚ぐらいとビデオもかなり撮った。
写真はimageindexというソフトを使って、アルバムをつくる予定である。
ビデオのほうは「灰皿町テレビ」の映像編集の練習も兼ねて、とりあえずはflvコー
デックでやると思う。
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†

弓立社から出ている「[[吉本隆明全講演ライブ集]]」が通巻20で完結した。挟み込ま
れたプリント、また冊子の後記によると、来年、新たな装いで新しいものが始まる
という。
個人的な希望をいえば、この20巻に収められたものはいっさい入れず、すべて新し
い音声、映像資料をかたちにしていってほしいと思う。新しい資料が発見されたと
きにかたちにすれば読者はいくらでも待つと思う。
23:11:57 - belle - No comments

2014-08-16

宮塚山の笠雲
今日もテレビを見ているうちにちょっと眠ってしまった。
写真は新島の旅2日めにも見える、宮塚山の笠雲。
そろそろImageIndexでアルバムにしてしまおうと思う。
ビデオを編集していき、DVDのisoファイルを作ったり、blu-ray用にまとめたりした
い。

5人が「いいね！」しました。Facebookに登録して、友達の「い
いね！」を見てみましょう。

いいね！ シェア

23:59:00 - belle - No comments

Fujimi_3_Haizara-Cho(Rinzo_Shimizu) http://www.haizara.net/~shimirin/nuc/index.php?amount=0&blogid=1&query=im...

31 / 31 2020/11/15 13:00


