未整理なメモ

WordPress
WordPress アドレス / サイト URL の設定を誤った場合
一時的に URL を書き換えるか、データベースを更新する方法で対処する。
このうち後者のデータベースを更新する方法には、MySQL データベースを直接編集する方法と、
wp-login.php の RELOCATE を用いる方法がある。

■ A. 一時的な URL 書き換え
wp-config.php を以下のように書き換える。
define('WP̲HOME','http://example.com');
define('WP̲SITEURL','http://example.com');

引用元

■ B. データベース更新 - MySQL DB を直接編集する方法
省略

■ C. データベース更新 - RELOCATE による方法
まず、wp-config.php の 末尾に以下の行を追加する。
define('RELOCATE', true);

次に、wp-login.php へ Web ブラウザでアクセスすると、
RELOCATE 機能によってデータベース上の URL が適切な URL へ書き換わる。
※ 一度アクセスした後は記述をコメントアウトまたは削除すること

■ D. データベース更新 - 明示的な RELOCATE による方法
この方法は、方法 C で対応できない場合にのみ試すこと。
まず、wp-config.php の 末尾に以下の行を追加する。
define('RELOCATE', true);

次に、wp-login.php を以下のように書き換える。( 書き換えたい URL を明示する )
if ( defined( 'RELOCATE' ) && RELOCATE ) { // Move flag is set
update̲option('siteurl', 'http://example.com/');
update̲option('home', 'http://example.com/');
/*if ( isset( $̲SERVER['PATH̲INFO'] ) && ($̲SERVER['PATH̲INFO'] != $̲SERVER['PHP̲SELF']) )
$̲SERVER['PHP̲SELF'] = str̲replace( $̲SERVER['PATH̲INFO'], '', $̲SERVER['PHP̲SELF'] );
$url = dirname( set̲url̲scheme( 'http://' .
if ( $url != get̲option( 'siteurl' ) )
update̲option( 'siteurl', $url );*/

$̲SERVER['HTTP̲HOST'] . $̲SERVER['PHP̲SELF'] ) );
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}

その上で wp-login.php にアクセスする。

VirtualBox
ゲスト OS(CentOS) の HDD 容量を拡張する
・http://ankyo.blog.so-net.ne.jp/2011-02-20
・http://www.ryuzee.com/contents/blog/3392
1.Gparted で新しい領域 ( 例 : /dev/sda3) を ext3 でフォーマット。
2.pvcreate /dev/sda3
3.vgextend VolGroup00 /dev/sda3
4.lvextend -L +2Gb /dev/VolGroup00/LogVol00
尚、物理ボリューム (PV) と論理ボリューム (LV) の情報は、vgdisplay および lvdisplay コマンドで
確認できる。

Google
Picasa (Linux(Wine 環境 ) 上 )
■ Wine 上で Picasa がフリーズする
Wine 上で Picasa がフリーズしてしまい、事実上使えないという問題に困っていたが、
マップや位置情報機能まわりに起因するようである。
引用 :
また、geolocation をつかった機能が全滅なようで、マップを表示しようとした瞬間にフリーズする。
/.google/picasa/3.0/user.reg を編集して以下の行を追加するとフリーズが回避できる。
[Software¥¥Wine¥¥DllOverrides]
"mshtml"="native"

情報元 : http://www.netfort.gr.jp/~dancer/diary/daily/2010-Oct-16.html.ja#2010-Oct-16-15:39:44

Google Analytics
■ページ解析 ( サイト上のデータ表示 ) 機能を使ってから解除ができない
Google Analytics の「コンテンツ」＞「ページ解析」( サイト上のデータ表示 ) 機能 (*) を使ってか
ら、
Analytics から一旦ログアウトしたりしても、
ページへのデータ表示のオーバーレイが解除されない問題の解決方法。
・次の JavaScript 文を実行する javascript:_siteOverlay._close()(google Analytics のオーバーレイ
が消えない )
・該当サイトの Cookie から「GASO」という ID の項目を削除する。
ちなみに、管理人のケースの場合、
前者を実行しても残念ながら効果がありませんでしたが、後者の方法でとりあえず解決できまし
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た。

Google 追加容量
■ Tips: 別アカウントで決済できる
Google アカウントの追加容量 (Gmail、Docs、Picasa ウェブアルバム等に使用できる ) は
容量を追加するアカウント以外のアカウントでも Google Checkout による料金支払が出来る。
例えば
家族のそれぞれのアカウントの追加容量を 1 人のアカウントでまとめて決済することも可
能。( もちろん、それぞれのアカウントで同一のクレジットカード情報を登録する方法もある
が、それよりも更新などの際にも楽だし、他の決済の際に家族に勝手に使われたりしない ( は
ず ) なので安心。)
手順は以下の通り。
1. 容量を追加したいアカウントでログインした状態で、追加容量のページ ( 下記 URL) へア
クセスして、希望する容量を選択して、購入ボタンをクリックする。
https://www.google.com/accounts/PurchaseStorage?hl=ja
2.Google Checkout のページが表示されたら、ログインフォームの周辺にある [ 別のユーザー
としてログインする ] というリンクをクリックする。
3. ログインフォームが表示されるので、決済を行いたいアカウントでログインして、決済を
行う。
4. 決済が完了したらそのアカウントでのログインが継続されているので、ログアウトして、
元のアカウントでログインし直せば、無事、容量が追加できたことが確認できる。

mAgicTV5
テレビを視聴しようとすると「デバイスの操作に失敗しました」と表示される
mAgicTV でテレビを視聴しようとすると、
「デバイスの操作に失敗しました ...」といったエラーが表示されてしまい、
とりあえずそこに記載されている解決方法を試してみたが改善しない場合・・・
レジストリを弄って解決した事例がいくつかある模様。
・「HKEY_CURRENT_USER\Software\I-O DATA\MMD3」の削除情報元 :
http://miyazaki.ddo.jp/mt3/blog/personal_computer/20070217-2156.html( 今回、私が試してみた
結果、削除でなく念のため「名前の変更」をしてみたが、これで改善できた。)
・「HKEY_CURRENT_USER\Software\I-O DATA\Kilimanjaro\TVmanager\Audio\」の
「AudioDeviceName」キーの値を空欄にする。情報元 : http://miyazaki.ddo.jp/mt3
/blog/personal_computer/20070422-0822.html
・
作業を行う際は、mAgicTV 関連のプログラムを終了した状態で、レジストリエディタを使用する。

Sunbird
Google カレンダーを追加しようとしても ID/PW を何度も要求される
URL が「http://www.google.com/calendar/feeds/test__'''%40'''__example.com/public/basic 」のように
%40 が含まれる場合は、それを @ に置き換えてみる。
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コマンド / コマンドプロンプト (Windows)
非同期的にプログラムを実行する
cmd /c start /b "" "C:¥hogehoge.exe"

( 但し、コマンドプロンプト上から実行する場合は、start コマンドだけで良い。)
コマンド別 /start - CMD.EXE TIPs

Foxit Reader
Foxit Reader の Firefox 向けプラグインを削除する
Firefox のインストールフォルダ ( 例 : C:\Program Files\Mozilla Firefox) の
「plugins」フォルダ内にある、「npFoxitReaderPlugin.dll」を削除する。
（Firefox のプラグイン管理画面から無効化しただけでは、不完全。）
Google Chrome の同アドオンについて
Google Chrome は、Foxit Reader の同プラグインに非対応なのにもかかわらず、このプラグイ
ンで PDF を開こうとしてしまい、結果としてクラッシュするのだが、この問題も、このファ
イルを削除すれば解決する。

Amazon のダンボール箱
番号

縦

横

高さ

備考

BX0150

330

250

057

引用元

BX0110

330

250

071

引用元

BX0130

330

250

120

引用元 文庫本収納
に最適らしい

BX0140

330

250

175

引用元

BX1220

405

310

110

--

Google 日本語入力
使ったことが無いサジェスト ( 入力候補 ) を削除する
Google 日本語入力 プロパティを開いて、「サジェスト」タブの、
「未使用の履歴を削除」ボタンをクリックすることで、
使用したことが無い ( ＝使わない ) サジェスト候補を、削除することができる。
使用したことが無いとは、Tab キーを押して使用したことが無いということ。
Google 日本語入力のサジェスト機能は、Tab キーを押して候補を選択し利用するので、
それをしたことが無い候補は、使用したことが無い候補となる。
これを利用すれば、打ち間違った文がサジェストに登録 ( 学習 ) されてしまった場合にも対処でき
る。
http://www.google.com/support/ime/japanese/bin/answer.py?hl=jp&answer=166768

Thunderbird
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ソート順のデフォルト設定
設定エディタから変更可能。
以下引用。引用元 :http://takachan.jra.net/computer/hackthunderbird.php

■設定項目
設定名

初期値

機能

mailnews.default_sort_order

1

メールリストのソート方向

mailnews.default_sort_type

18

メールリストのソート項目

mailnews.default_news_sort_order

1

フィードとニュースグループの
ソート方向

mailnews.default_news_sort_type

22

フィードとニュースグループの
ソート項目

■設定値
機能

値

意味

ソート方向

1

昇順

ソート方向

2

降順

ソート項目

17

ソート無し

ソート項目

18

送信日時

ソート項目

19

件名

ソート項目

20

送信者

ソート項目

21

受信順

ソート項目

22

スレッド

ソート項目

23

重要度

ソート項目

24

状態

ソート項目

25

サイズ

ソート項目

26

スター

ソート項目

27

既読

ソート項目

28

受信者

ソート項目

29

不明【byLocation】

ソート項目

30

タグ

ソート項目

31

迷惑マーク

ソート項目

32

添付

ソート項目

33

不明【byAccount】

ソート項目

34

不明【byCustom】

アーカイブフォルダの自動作成設定
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Thunderbird 3 でメールをアーカイブする際のアーカイブ先のフォルダを設定できる。
引用元 : http://blog.netblue.jp/2010/03/26/thunderbird-archive-folder-customize/
mail.server.default.archive̲granularity で変更できるようだ。
値はそれぞれ
0=single Archives folder, 1=by‑year subfolders (default), and 2=year/month subfolders

Internet Explorer
印刷 - ページ設定 -「ヘッダーとフッター」
■デフォルト値
ヘッダー :
&w&b&p/&P ページ

フッター :
&u&b&d

■利用できる値
・情報
&w ウィンドウ タイトル
&u ページのアドレス (URL)
・日時
&d 短い形式の日付 ( コントロール パネルの [ 地域 ] での指定と同じ )
&D 長い形式の日付 ( コントロール パネルの [ 地域 ] での指定と同じ )
&t コントロール パネルの [ 地域 ] で指定する形式の時刻
&T 24 時間制の時刻
・ページ
&p 現在のページ番号
&P 総ページ数
・体裁
左揃えの文字列 （体裁用の変数（&b) をつかないで文字列を入力）
&b 右揃えの文字列 (&b に続けて文字列を入力 )
&b&b 中央揃えの文字列 ( 最初の &b に続けて文字列を入力 ) と
右揃えの文字列 (2 番目の &b に続けて文字列を入力 )
&& アンパサンド (&)

引用元 :http://affililife.blog8.fc2.com/blog-entry-282.html

JScript
この項目は、JScript と WSH のメモに移動しました。

WSH(Windows Script Host)
この項目は、JScript と WSH のメモに移動しました。

携帯動画変換君 (3GP Converter)
WindowsVista で携帯動画変換君を使う /Quick Time7 を導入する
http://masapiyo.blog53.fc2.com/blog-entry-629.html ( 魚拓 )

Perl
この項目は、Perl のメモに移動しました。
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Flash
インストールされている Flash Player のバージョンを確認する
最新の Flash Player のバージョンと、インストールされている Flash Player のバージョンは下記
URL で確認できる。
http://www.adobe.com/jp/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm

Java(Applet)
インストールされている Java のバージョンを確認する
http://java.com/ja/download/installed.jsp?detect=jre&try=1

JavaScript
delete
JavaScript の delete は、C++ のそれとは違い、
オブジェクトを壊すものではなく、
オブジェクトの「プロパティー」を壊すためのものである。
http://d.hatena.ne.jp/n-karasu/20090211/1234325858 魚拓

Xoops
インストール時に「＊個のデータをデータベース xoops_ranks にインサートす
ることに失敗しました」のようなエラーが出る
MySQL が Strict モードになっている場合は、
MySQL の my.ini をいじって、Strict モードを解除させる。

Xoops Cube Legacy 2.* をインストールしたら部分的に文字化けする
phpmyadmin を使ってるなら、
Xoops 用のデータベースの照合順序を「ujis_japanese_ci」に変更して、
Xoops を入れなおす。
引用元 :http://usadeki.jp/modules/d3forum/index.php?post_id=206

VC++（Visual C++）
C++ でも特に wxWidgets に関するものは、C++(wxWidgets) のメモへ移行

Aptana Studio 2.0
Aptana Studio に関するメモは、Eclipse のメモに統合移動しました。

Windows 7
Windows 7 に関係するメモはこちらへ移動。

Subversion、TortoiseSVN
Subversion と TortoiseSVN に関係するメモはこちらへ移動。

Opera
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画像広告やインラインフレーム広告を非表示にする
これを使えば便利。
http://operawiki.info/PowerButtons#kill
このページ上にある Kill ボタンを D&D でツールバーなどへ登録しておく。
( そのままボタンをクリックしてもダイアログが出るが、それで登録してもダメっぽい。)
Kill ボタンをクリックすると、
マウスで選択している場所のエレメントが赤くなるので、
非表示にしたいエレメントを選択してクリックするだけ。

EASEUS Todo Backup
EASEUS Todo Backup でシステムパーティションをバックアップするとき何や
らエラーが出る
テンポラリファイルの保存先がシステムパーティション (Windows のドライブ ) になってるとエ
ラーになるらしいので、
EASEUS Todo Backup の最初の画面のメニューの「Option」から、
「Temporary file path」の場所を、別のパーティションに変更する。

Kaspersky
KIS2010 を入れたあたりから FFFTP の挙動がおかしい ( 重い )
FFFTP の設定を INI ファイルに書くように設定したら直った。

Windows Live Messenger でのファイル受信時に Kaspersky にスキャンさせる
WindowsLiveMessenger の、オプション画面の「ファイルの送信」で、
「次のプログラムを使ってスキャンする」にチェックを入れて、
"C:¥Program Files¥Kaspersky Lab¥Kaspersky Internet Security 2010¥avp.com" SCAN

を入力。

Email
メールの消失・不確実性について
http://research.microsoft.com/pubs/70299/tr-2006-67.pdf

TMPGEnc - エンコード設定
・エンコード設定 /TMPGEnc - ほよめも

その他
名前の自動生成ツール
・ すごい名前生成器 http://namegen.chobitool.com/
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