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2004/01/01 Thu.

■ はてなダイアリー市民、キーワード編集権　13:01

　本日、はてなダイアリー市民についての表記をヘルプページに行い、ま

た、キーワードの作成・編集・削除を行うにははてなダイアリー市民であ

る必要があるものとしました。

　はてなダイアリー市民についてはヘルプページ「はてなダイアリー市

民」

　http://d.hatena.ne.jp/help#citizen

　を、キーワードの編集権については「キーワードとは・・・」

　http://d.hatena.ne.jp/help#aboutkeyword

　をご覧下さい。

　はてなダイアリー市民の定義については、

はてなダイアリー市民とは、ユーザー登録を行ってから本日までに30日

間以上の日記を登録し、最も最近に登録された日記が過去 30 日以内の

ユーザーです。

　とし、これまでの定義に加えて、ユーザー登録日時と現在の時刻を考慮

し、その間に 30日間以上日記を登録しているものとしました。

　この変更に伴い、ユーザー情報参照ページ（例：id:hatenadiary:about）に

て、ユーザー登録日時の表示、新しい基準によるはてなダイアリー市民の

判定を行うよう変更を行いました。

　はてなダイアリーキーワードは現在、作成・編集・削除時のルールや慣

習が増加しており、すぐにその全てを理解することが難しくなってきてい

ること、また、その利用者の多くがはてなダイアリーユーザーであり、全

員の日記に自動リンクするという性質からも、はてなダイアリーと関わり

をもたない一般はてなユーザーが無条件に編集できることによる不利益

を無視することができない状態となっていると考え、今回の措置に踏み切

りました。

2

はてなダイアリー日記



Sample

　キーワード編集権の限定については、これまではてなユーザーであれば

誰でも行うことができた権利を制限するものであり、キーワードの充実を

目的として登録して頂いたユーザーの方を初め、様々な方にご不便をおか

けすることと思います。大変申し訳ございません。

　今回変更しました、はてなダイアリー市民のみ編集が可能、という状態

にて約 1ヶ月を目処に運用を行い、改めてその是非について検討したいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

# lobby『すみません　そういった改定の議論などはどこで行われているので

しょうか』

# lobby『ヘルプをよく読んでいるつもりですが、新参には少々経緯がわかり

にくいです』

# lobby『わかりました』

# hatenadiary『議論の集まっている場所が無くご不便をおかけします。「キー

ワード作成ガイドライン」キーワードや当日記の過去 の書き込みとそのリン

ク元をご覧頂きますと、議論の概要を把握頂けるものと思います。』

# jouno『システム的に編集不可能になるのはどの時点からでしょうか。周知

期間がないと推敲途中で半端で投げ出されるキーワードが出る可能性もない

ではないかなと思います。』

# 低脳よばわり『http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a1%d6%a4%a2%a1%c1%a4%f3

%a1%d7%a4%f2%b9%a5%a4%ad%a4%ca%cc%a1%b2%e8%a4%c7%cb%e4%a4

%e1%a4%eb%a5%af%a5%e9%a5%d6』

# hatenadiary『jounoさん、ご質問有難うございました。キーワードの編集に

ついては、すでにさきほどより、市民の方以外はエラーメッセージが表示さ

れ編集いただけなくなっております。』

# yomeruku『キーワードを作成することに関しては問題ないのでしょうか。』

# hatenadiary『キーワード作成についても制限を行っております。』

# yomeruku『そうですか。お疲れ様です。』

# hayami『年明け早々からおつかれさまです。』

# jouno『たびたびすいません。質問なのですが、クラブ名詞問題関係の３

キーワードなのですが、不適切という見解が出されていますが、システム的
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な削除の対象なのでしょうか、それとも評議会によるユーザー判断の対象な

のでしょうか。』

# 要望『http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a1%d6%a4%a2%a1%c1%a4%f3%a1%d7

%a4%f2%b9%a5%a4%ad%a4%ca%b1%c7%b2%e8%a4%c7%cb%e4%a4%e1%a4

%eb%a5%af%a5%e9%a5%d6?kid=26400&mode=edit　消してる奴も戻してる奴

もどっちもどっち。ゴミメールすごいだろうし両人とも一時的にアカウント

剥奪するなり何とかしてほしい』
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2004/01/02 Fri.

■ はてなダイアリークラブキーワードの削除予定措置について　
17:41

　id:jounoさんにご質問頂きました、

　http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20031229#1072757716

　の削除予定措置についてですが、新しいクラブキーワードの作成を制限

するルールはございませんので、キーワードの作成行為はルール上は特に

問題が無い行為と考えております。

　「すでに同様の趣旨で、多くの参加者を集めるクラブが存在しますので、

不要」だと思う 1ユーザーが削除されるのと同等の行為として削除を行い

ました。

　キーワードの作成、削除にはその操作の説明責任が発生し、また十分な

議論を推奨しておりますので、上記の理由をご理解頂ける様、現在キー

ワード作成者と対話を行っております。

　特に理由を明示せず削除を行う行為は推奨しておりませんので、ご注意

頂きますようお願いいたします。

　追記：削除予定への変更操作についての説明文を一部変更しました。

（旧内容「すでに同様の趣旨で、多くの参加者を集めるクラブが存在します

ので、不要」だと思う 1ユーザーの行為として削除を行いました。）

　id:hatenadiaryは当サイトの管理者ですが、一般ユーザーの方と同等の権

利も持ち合わせるものと考えております。この趣旨を明確にするため変

更を行いました。

# mjq『diary.hatena.ne.jpドメインでのアクセスを d.hatena.ne.jpへのリダイレ

クトに出来ないでしょうか。検索や referrerで二系統の結果が出てしまいやや

不便です。』

# yomeruku『今の時点で、リンク元の履歴は増やす予定はないのでしょう

か。』
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# tau『「対話」の内容――本当に「対話」が成り立っているか否かは極めて疑

わしいですが――公開される予定はあるのでしょうか。もしくは、要望があ

れば公開していただけるのでしょうか。』

# tau『もう一つ。キーワード作成者ははてなの利用規約をはっきりと破って

いると思われるのですが、それについて何か措置は成されるのでしょうか。

以前のキーワード「cider_kondo」の内容が編集されたように。』

# tau『ちなみに、私は一ユーザーとして今回のはてなとキーワード作成者と

のやり取りは「共存不可な非寛容を掲げる人間とどこまで寛容さを保ったま

まコミュニケート出来るか」のテストケースとして見させていただいていま

す。つまり、ぶっちゃけた話 id:hatenadiaryさんがいくら努力されようが、そ

こから生じ得る生産性や実効性は全く期待していない、ということです。』

# hoshikuzu『ごめんなさい。私は期待してます。。はてなは、はてなの立ち上

げ当初よりそこに問題意識を持っているから。存在意義です。便利な BLOG

ならいくらでもある。。』

# suikan『”&” を含むキーワードが正常に扱われていないようです　

http://d.hatena.ne.jp/suikan/20040104#p7』

# jasmin-cha『私も hoshikuzuさんの意見に賛成です。はてなの存在意義で

す。』

# hatenadiary『tauさん、お問い合わせ有難うございます。対話の内容の概要

については、http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20040105#1073295752をご覧くだ

さい。』

# hoshikuzu『http://d.hatena.ne.jp/jasmin-cha/20040104#1073272261』

# hoshikuzu『jasmin-chaさんは心やさしい方なんですね。去られるのはさびし

い気もいたします。』
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2004/01/05 Mon.

■ はてなダイアリー市民とは　18:45

　本日、はてなダイアリーのヘルプに定めます条項をご理解の上ご利用頂

けないと判断したユーザーの方に対し、キーワードの編集などが行えるは

てなダイアリー市民の権利を剥奪させて頂きました。

　この措置についての経緯を当日記に掲載しておりましたが、すでに十分

な告知を行ったと判断し削除させて頂きました。

　上記措置に伴い、ヘルプの文章を

はてなダイアリー市民とは、ユーザー登録を行ってから本日までに30日

間以上の日記を登録し、最も最近に登録された日記が過去 30 日以内の

ユーザーです。ただし、はてなの利用規約や 本ルールに違反された場合

は、市民権を剥奪する場合があります。

　とさせて頂きました。

# parijan『すみませんが、これだけ不特定多数に対してコメント欄での誹謗中

傷を繰り返している人に対して、ID停止などすらできないのでしょうか？ は

てなは何をしても会員登録を剥奪されないという悪しき前例作るだけではな

いでしょうか？』

# aika『市民権を IDだけ残すというのは、コメント欄での誹謗中傷を繰り返

されるだけではないでしょうか？』

# orikura『「はてなの利用規約や 本ルールに違反された場合は、市民権を剥

奪」とありますが，それでもなお改善が見込まれない場合はアカウントの剥

奪もやむを得ないのではないでしょうか？ 少なくとも，不特定多数の人間が

関わる場における誹謗中傷は，厳しく処断されうるべきであると思います．』

# new_icu『本筋と関係なくて恐縮ですが、一度ある日の日記を書くと、日記

登録日数に含まれるのですが、その日の日記を削除しても、日数が減らない

ように見えるのですが、減らすべきでは？』
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2004/01/06 Tue.

■ キーワードページの広告掲載について　16:51

　本日、はてなダイアリーのキーワードページに広告の掲載を開始しまし

た。

　広告はそのページの内容にあったものが表示される仕組みとなってい

ます。興味のある内容はぜひクリックしてみてください。

■ はてなダイアリーの緊急メンテナンスについて　19:40

　本日予定しておりました、はてなダイアリーの緊急メンテナンスは延期

いたします。

　はてなダイアリーの不安定な状態が続いておりますが、なるべく早急に

サーバー増強作業を行う予定ですので、よろしくお願い致します。

# Yuichirou『http://d.hatena.ne.jp/keyword/%bd%b5%b4%a9%be%af%c7%af%a5

%c1%a5%e3%a5%f3%a5%d4%a5%aa%a5%f3?kid=2246#p3「おまかせ！ピース

電気店」の部分だけ定義リストになっていません。「[]～ []」で自動リンクを

止めているのが関係していそうなのですが…』
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2004/01/07 Wed.

■ はてなアンテナ『サムネイルバージョン』

　id:hiraxさんが「はてなアンテナ『サムネイルバージョン』」なるものを

作られています。

　http://www.hirax.net/diaryweb/?200401a&to=200401051#200401051
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2004/01/08 Thu.

■ はてなダイアリーガイドバナー　22:45

　先日開始したキーワードページの広告掲載ですが、キーワードに応じた

広告がない場合は、はてなダイアリーガイドのバナーを掲載するように変

更しました。

　id:sugioさん、その他有志の皆様、有難うございます。

# toronei『http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a4%a8%a4%bd すみません、これはよ

ろしいのでしょうか？』

# inkjet『http://d.hatena.ne.jp/yohkura/comment?date=20040111#cみたいなことに

なるので、コメント欄にも＜ BR＞を反映できるようにしてほしいです。』

# hatenadiary『toroneiさん、ご質問有難うございます。規約上は問題ないと思

いますので、コメント欄等で議論が行われればと思います。』

# hatenadiary『特に明記はしておりませんが、現在コメント欄で＜ br＞に

よって改行は行っていただけます』
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2004/01/11 Sun.

■ はてなダイアリーのアクセス障害について　18:54

　先日より、はてなダイアリーにアクセスした際に、数回に 1回の割合で

正常にページが表示できない不具合が発生しておりました。これは、サー

バーの処理能力を超えたアクセス数の集中によるものですが、本日、サー

バーの増強作業を行いました。

　この間アクセスいただいた皆様には、ご迷惑をお掛けし申し訳ございま

せんでした。

　なお、先日延期を行いましたデータベースの増強作業につきましても、

近日中に行う予定です。

　よろしくお願いします。

■ はてなダイアリー障害情報　01:18

　本日、23時 50分頃より断続的にはてなダイアリーにアクセスしにくい

状態が発生しておりました。

　これははてなダイアリーへの一時的なアクセス集中により、特に日記編

集画面において負荷が高い状態となっていたためですが、さきほど改善作

業を行い、正常にアクセスいただける状態となっております。

　この間アクセスいただいた皆様には、ご迷惑をお掛けし申し訳ございま

せんでした。

■ キーワード作成不具合について

　昨日のサーバー設定変更に伴い、キーワードの新規作成が行えない不具

合がございました。さきほど、正常に作成が行えるよう変更を行いまし

た。id:umikazeさん、ご指摘有難うございました。

　ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

# tao575『うーん、まだ調子悪いようですが・・・』
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# yama_moto『調子悪いです。　やっとコメント書けましたが、表示が変で

す。』

# sadako『editがぜんぜん出来なくなってしまいました・・・。』

# sadako『自己レスすみませんが、一応登録されていました。すみません。画

面は相変わらず表示されませんが・・・』

# hatenadiary『申し訳ございません。依然負荷の高い状態が続いており、不安

定な状態が断続的に発生しております。早急に改善を行いたいと思います。』

# umikaze『今現在ですと、新しいキーワードが登録できなくなってます。登

録しても、説明文が全く表示されず、カテゴリーの中にも登録されていない

状態で……キーワードを編集した場合は何も問題は無いようなのですが……』

# fukoich『数日前からはてなアンテナが i-modeから見られなくなっています。

お忙しい時だと思いますが、とりあえずご報告まで。』

# umikaze『変更お疲れ様です。ありがとうございます。これからも大変で

しょうけど、頑張ってください。』

# toronei『キーワードの誤爆よけについてですが、全角で 2文字、半角英数で

4文字以下の単語は、単語登録されているものでも括りにしていないとキー

ワードリンクが出ないという風にすれば、誤爆よけにもなるし、「」と『』の

問題などもなく、いけるのではないかと思うのですが、作る側に手間かかり

そうですが、どうでしょうか？』
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2004/01/13 Tue.

■ はてなダイアリー緊急メンテナンスについて　11:44

　本日、11時 50分より、はてなダイアリーの緊急メンテナンス作業を行い

ます。

　これは、先日より延期をしておりました、データベースの増強作業とな

ります。

　この間ご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願い致しま

す。

■ はてなダイアリー緊急メンテナンスについて２　12:26

　本日、11時 50分頃より行っておりました、はてなダイアリーの緊急メン

テナンス作業は先ほど終了しました。

　この間アクセス頂いた皆様には、ご迷惑をおかけし申し訳ございません

でした。

■ はてなダイアリー新規登録不具合について　17:23

　本日正午頃より、はてなダイアリーの新規登録を行えない不具合がござ

いました。

　これは、日記データベースの増強、ならびに構成変更作業の際の設定不

備によるものです。

　大変申し訳ございません。さきほど正常に新規登録可能となりました

ので、今一度お試し頂けますでしょうか。

　id:td_okudaさん、ご指摘有難うございました。

■ はてな障害情報　00:54

　本日、午前 0時頃より 45分間ほどに渡り、はてなの全サービスにアクセ

スいただけない状態が発生いたしました。

　これは、はてなのユーザーデータベースの不具合によるものです。
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　この不具合はさきほど解消いたしました。

　この間アクセスいただいた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ござ

いませんでした。

# yms-zun『お忙しいところ失礼します。携帯から閲覧した場合でも，<a href

～ >によるリンクや http:～の記述による自動リンクに対応していただくこと

は可能でしょうか。』

# td_okuda『はてなダイアリーに登録しようとするとエラーが返ってくるので

すが・・・？』

# hatenadiary『携帯端末の場合は、リンク先のページが閲覧できないことが多

く、また、タグのために送信文字列の増加がありますので、現時点では見送

らせて頂きます。』

# yms-zun『承知しました。有難うございます。』

# sohei『携帯端末からコメントを書いた際に、文字化けすることがあるので、

その原因を教えてほしいのですが・・・』

# yama_moto『最近ケイタイから画像をおくっても画像でません。』

# manhole『500エラーに遭遇した際、エラー画面に表示される管理者への連

絡先が「root@localhost」でした。差し出がましいですが直された方が良いか

と。』

# DocSeri『削除予定キーワードの一覧で内容が表示されないようですが。』
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2004/01/15 Thu.

■ 日記編集後の移動先ページ　10:52

　先日より、日記を編集した際に、編集した日付の日記ではなく、最新の

日記へ移動する不具合がありました。

　これを、編集した日付の日記へ移動するよう修正しました。

　id:calmzoneさん、ご指摘有難うございました。

# alkis『すみません。自動付加される CSSの div.body{clear:both;} ですが、表

示が崩れるので設定もしくはテーマ無しでの付加解除を可能にしては頂けな

いでしょうか ? 現在は無理矢理コメントアウトさせていますがコメントが閉

じられず気持ち悪いです。』
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2004/01/16 Fri.

■ はてなダイアリー携帯版機能拡充　15:06

　はてなダイアリーの携帯版はこれまで、日記の閲覧、コメント、メール

からの更新のみが可能でしたが、この機能拡充を行いました。

　・トップページ http://d.hatena.ne.jp/mobile から各種携帯電話端末からロ

グインできます

　・ログイン後、自分の日記の編集が可能です

　・日記文中のキーワードが自動リンクされるようになりました

　・キーワードページ、ASINページができました

　・ログインユーザーしかコメントできない日記にも、コメントできるよ

うになりました

　また、パケット料金を大幅に節約できる iアプリ、jigアプリのダウンロー

ドも可能としました。jigアプリは通常のブラウザと比べ、平均 50%のパ

ケット圧縮を行うことができ、これにより大幅なパケット料金の削減が見

込めます。便利なアプリケーションをどうぞご利用ください。

　jigアプリダウンロード

　http://jig.jp:8080/dl_.jsp?p=26&h=hatena&u=d.hatena.ne.jp%2Fmobile

　※ jigアプリは月額 300円の有料アプリです。

# syn『jigアプリは有料なのですね。』

# hatenadiary『そうですね。月額 300円必要です。パケット代がその倍以上で

あれば基本的にお得になるかと思います。』
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2004/01/17 Sat.

■ questionモジュール　15:53

　人力検索サイトはてなに登録された質問を、最新順に表示する question

モジュールを公開しました。ヘッダやフッタに、

<hatena name="question">

　と書くと、最近登録された質問が一覧で表示されます。

　questionモジュールは、以下のオプション指定が可能です。

　:listlimit:表示する質問の件数。無指定の場合は 5件。

　:titlelength:質問の表示文字数。無指定の場合は 20文字。

　:c: カテゴリー。はてな質問一覧で表示されるカテゴリー ID。たとえ

ば、コンピュータカテゴリー http://www.hatena.ne.jp/list?c=c の最新質問を

表示させる場合には、「c」となります。

■ ヘルプ改訂　16:34

　はてなダイアリーのヘルプに questionモジュールについての説明を加え

ました。

　また、以下の変更を行いました。

　・はてなダイアリーヘルプ目次へのリンクを設置しました

　・はてなダイアリーガイドの解説を加えました

　・aタグ name属性の、"aboutcitizen"、"aboutconfigdiary"にスペルミスが

ありましたので修正しました。

　・携帯端末からのアクセスについての記述を変更しました

　・jigアプリについての説明を加えました

# another『「http://d.hatena.ne.jp/ユーザー名」と末尾に「/」をつけない URLで

も、当該のユーザーの日記に行けると嬉しいと思います。』

# takeshou『いつもご苦労様です。一応、先に検索だけはしてみたのですが、
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答えが見つからなかったので質問させていただきます。リンクが発生するだ

ろうと予想されるキーワード（つまり、キーワードとして登録されているこ

とを知っている言葉）を使っているにもかかわらず、リンクが発生しないこ

とが多くなってきている気がするのですが、これは日記の書き方の問題で

しょうか？それともシステムの問題でしょうか？ 2重の”[”と”]”を使え

ば、キーワードのページへのリンクは発生しますが、逆にキーワードのペー

ジの「○○を含む日記」の方からのリンクは発生しません。何かうまく解決

する方法はあるでしょうか？』

# yukichi99『「末尾に「/」をつけない URLでも、当該のユーザーの日記に行

けると嬉しい」というのは、どうしてでしょうか。いちいちファイルかディ

レクトリかを検索させるため、サーバーに負担がかかるような気がするので

すが。』

# hatenadiary『anotherさん、ご要望有難うございます。yukichi99さんにご指

摘頂いた通り、「/」がついた URLが実体のある URLですのでこちらをご利

用頂ければと思いますが、「/」が無い場合は「/」つきの URLに移動するよう

に変更しました。』

# hatenadiary『takeshouさん、ご指摘有難うございます。キーワードの自動リ

ンク機能について、現時点で不具合は認識しておりませんが、調査を行いた

いと思いますので、詳しい現象についてお教え頂ければと思います。』

# takeshou『hatenadiary様。コメントで書くのは大変そうだったので、info＠

hatena.ne.jpにメールさせていただきました。よろしくお願いいたします。』
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2004/01/20 Tue.

■ bookテーマ　10:00

　id:n-yujiさん作の bookテーマを設定画面から選択可能としました。

　自作テーマを公開され、はてなで利用可能とさせて頂ける場合は、ぜひ

info@hatena.ne.jp までメールでお寄せください。（CSS・画像ファイルは

GPLライセンスにて配布させていただきます）

　追記：

　また、以前より id:inkjetさんが作成された「repro」テーマも利用可能と

させて頂いております。

　ご報告が遅くなりすみませんでした。

■ 日記画像ファイルの保存先変更について　19:21

　本日、日記に投稿した画像ファイルが保存されるディレクトリのパスを

変更しました。

　同一ディレクトリの画像ファイル数が大量になり、また今後も増加し続

けることが予想されるため、サーバーのパフォーマンスや安定性を重視

し、変更とさせて頂きました。

　これまで、投稿された画像は

　http://d.hatena.ne.jp/images/diary/hatenadiary2004-01-20.jpg

　といった URLとなっておりましたが、今後は

　http://d.hatena.ne.jp/images/diary/hatenadiary/2004-01-20.jpg
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　といった URLになります。

　既に投稿された画像については、こちらで新しいアドレスでもアクセス

可能となるよう移動を行いました。

　古いアドレスのファイルについても現在はアクセス可能としています

が、今後は正式なサポートを行いません。

　日記中などに直接 URLを記述されている場合など、大変お手数ですが、

パスの変更をお願いいたします。

　旧アドレスの利用停止時期については、現在未定です。

　追記：ファイル保存先変更を行った理由について補足させていただきま

した。

■ はてなダイアリー障害情報　00:19

　本日、23時頃よりはてなダイアリーにアクセスしにくい状態が発生いた

しました。

　これは、はてなダイアリーへのアクセス集中によるものです。

　この間アクセスいただいた皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございま

せんでした。

　はてなでは、サーバーの負荷にあわせ継続してサーバー増強を行なって

いきたいと思います。

　どうぞよろしくお願いします。

# inkjet『http://d.hatena.ne.jp/inkjet/09990102#1074601984上記のように、「公開

アカウント」というものを作りたいと思います。管理側の意見を伺いたく存

じます。』

# DocSeri『今まで掲載した旧ファイルはユーザーの自己責任でアップロード

し直さないと見えなくなってしまうということでしょうか。』

# hatenadiary『DocSeriさん、説明が不足して折りすみません。これまでの

ファイルは、新しいアドレスでアクセスできるようすべて移動を行いました。

日記本文中に imgタグなどで直接 URLを記述されているなどの場合のみ、変
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更していただく必要がございます。』

# fukoich『1／ 11にコメントしました、はてなアンテナを携帯から見られな

い問題がまだ解決していません。「302　無効なデータを受信しました」に

なってしまいます。アンテナによって見られるものもあるみたいなんですけ

ど……。よろしければ調査していただけないでしょうか？』

# hatenadiary『fukoichさんご質問ありがとうございます。対応が遅れており

申し訳ありません。閲覧のできないアンテナをお教え頂けますでしょうか。』

# fukoich『試しに他のアンテナも確認してみたところ、どうやら今のところ

私のアンテナだけみたいです。』
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2004/01/21 Wed.

■ 共有フォルダ（DAVフォルダ）内の画像について　12:19

　先日の画像パス変更に伴うシステム変更操作で、はてなダイアリー共有

フォルダ内の一部のファイル（ディレクトリに /images/を含むもの）が表

示されない不具合がございました。

　先ほど修正しました。id:manpukuyaさん、ご指摘有難うございました。

■ 日記画像パス一括変換について　12:29

　昨日の日記画像のファイルパス変更に伴い、日記画像中のファイルパス

の変更が必要なユーザーの皆様、大変お手数をおかけし申し訳ございませ

ん。

　日記内検索で、「images/diary」等で検索を行っていただきますと、本文中

の画像 URLの指定が検索可能かと思います。

　また弊社にて、一括の置換作業を行わせて頂きたいと思います。弊社都

合による変更で大変申し訳ございませんが、1 ユーザー様につき一律 100

ポイントにて申し受けます。

　日 記 画 像 ファ イ ル パ ス の 一 括 置 換 作 業 を ご 希 望 の 方 は、

info@hatena.ne.jpまで、ユーザー名と「日記画像ファイルパスの一括置換作

業希望」の旨を明記し、お申し込みください。

■ 各種モジュールの moduletitle属性について　19:01

　はてなダイアリー内でご利用頂けます antenna モジュール、question モ

ジュール、keywordモジュール、hotkeywordモジュール、hoturlモジュール、

hotasinモジュールの各モジュールにおいて、

　

　

<hatena name="antenna" moduletitle="最新日記一覧 ">
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　といった形式で、上部に表示されるタイトルの文字列を指定できるよう

に変更しました。

# yoosee『外部アンテナからはてなダイアリー内の日記の更新時刻を取得して

いますが、GET リクエストの場合に last-modified http header が返っていない

ように見えます。HEAD では返ってきています。

http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20030324#1048466023 を見ると GET でも返すよ

うになっているように読めるのですが、実際には現在どうなっていますで

しょうか ?』
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2004/01/22 Thu.

■ RSSファイルの「&amp;」を含むタイトル　14:56

　「&amp;」を含むタイトルがある場合に、正常な RSSファイルが出力され

ない不具合がありました。

　さきほど、日記のタイトルについても、エスケープを行うよう変更を行

いました。

　id:copyrightさん、ご指摘有難うございました。

■ はてなブックマークレット　22:06

　はてなツールバーのページ

　http://www.hatena.ne.jp/info/toolbar

　に、はてなツールバーと同等の働きをするブックマークレットを掲載し

ました。

　InternetExplorer以外のブラウザをお使いの方や、ツールバーは不要、と

いう方は、ツールバーページの各機能のリンクを右クリックし、「お気に入

りに追加」等の操作をしていただくことで、ツールバーのボタンと同様の

動作をするブックマークをブラウザに追加することができます。

■ はてなダイアリーブック販売開始　01:04

　本日、はてなダイアリーの内容を本にできる「はてなダイアリーブック」
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の販売を開始しました。

　http://www.hatena.ne.jp/info/hatenadiarybook

　ご自分の日記のお好きな期間を指定していただくことで、1冊から書籍

化して頂けます。

　価格も 1,600円からと大変お手軽で、約 1週間でお手元にお届けします。

　はてなダイアリーも開始から 1年が過ぎました。ぜひこの 1年の思い出

を、本にしてみてください。

# sugio『ダイアリーユーザー同士のサポート掲示板の要望

（http://d.hatena.ne.jp/adramine/20040116#p4）が出ていますが、可能でしょう

か。もし見送りであればキーワードシステム活用や外部掲示板利用などで、

別の方法が検討されると思います。FAQ系はてなダイアリークラブについて

id:YOWさんが試案されています（http://d.hatena.ne.jp/YOW/20040115#p2）の

で、お答いただければその構想の参考にさせて頂きます。よろしくお願いい

たします。』

# nyaofunhouse『はてなダイアリーブック、とても面白そうなのですが、大体

どの程度の分量の日記がいくらになるのか、よくわかりません。できれば 1

ページあたりの文字数・行数、日付ごとの改ページの可不可、目次の可不可、

あたりが分かれば具体的にイメージしやすいのですが。』

# hatenadiary『価格の目安について、http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20040123

#1074839916に書いております。ご参照下さい』

# ynaito35『はてなダイアリーブックは、100円で PDFファイルをもらう所ま

でで、やめてもいいのでしょうか？』

# hatenadiary『PDFファイルをご覧頂き内容にご満足頂けない場合は、キャン

セル頂くことが可能です。この場合、初期のサンプル PDFファイル作成料

(100pt）以外に費用は発生いたしません。』
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2004/01/23 Fri.

■ sectionモジュール　10:53

　日記の中の最新タイトルを一覧表示する section モジュールを利用可能

としました。ヘッダやフッタに

<hatena name="section">

　と書くと、最近の日記のタイトル（本文中に見出しのある場合はその見

出しが、ない場合はその日のタイトルが）が表示されます。

<hatena name="section" listlimit="10" titlelength="10" moduletitle=" 最近の

タイトル ">

　のように入力すると、

　:listlimit:何日分の日記からタイトルを抽出するか

　:titlelength:タイトルの最大文字数

　:moduletitle:上部タイトルの文字列

　をそれぞれ指定できます。

■ はてなダイアリーブックの価格の目安について　15:38

　id:nyaofunhouseさんにご質問いただきました、はてなダイアリーブック

の価格の目安についてですが、サンプルの PDFファイル

　http://www.hatena.ne.jp/images/info/hatena_diary_book_sample.pdf

　をご覧頂きますと、大体の目安をお分かりいただけるかと思います。

　当はてなダイアリー日記については、2003年 1月 18日から 12月 31日ま

でをコメントつきで書籍化し、361ページとなりました。（サンプル写真と
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して掲載を行っている書籍です）

　この場合、

　800 + 361 x 8 + 350 = 4,038円（送料・税込）

　となります。

■ sectionモジュールの不具合について　16:03

　section モジュールのタイトル部分で、タイトルの指定が無い場合にモ

ジュールのタイトルが表示される不具合を修正しました。

　また、コメントアウトにより下書きされた内容は、タイトルが表示され

ないよう変更しました。

　また、タイトルにカテゴリーの指定がある場合、そのまま表示するよう

変更しました。

■ 投げ銭　19:18

　id:YOWさん、id:hayamiさん、id:koabeさん、id:hidejiさん、id:b4-ttさん、

id:nobodyさん、その他匿名の皆さん、有難うございました。

　コメント欄にて多数の温かいメッセージを頂き、励みにさせて頂いてい

ます。

# fjm『sectionモジュールですが、下書き機能を使って書いたエントリが

moduletitleの文字列で表示されてしまうようです。』

# moleskin『sectionモジュール入れてみました．できればリストが日付で区切

られたりするようにはできないでしょうか？一応ローカルではやってみまし

たけど』

# impropus『同じく使ってみました。便利な機能ですが、任意でタイトルごと

のカテゴリーも表示できればもっといいかも知れません。』

# hatenadiary『カテゴリー名のみをタイトルにされている方もいらっしゃるよ

うですので、カテゴリーはそのまま表示するように変更します』

# sukairain『http://d.hatena.ne.jp/theoria/さんに、勝手に言いがかりをつけられ

て、大変迷惑しています。非常に不愉快です。http://d.hatena.ne.jp/theoria/氏
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は、不愉快な言動ではてな市民に迷惑を掛けています。

http://d.hatena.ne.jp/theoria/氏へ、注意喚起を願います。』

# hatenadiary『ユーザー様の間のトラブルについては、この場所ではなく個別

に対応させて頂きます。お手数ですが、詳しい内容を info@hatena.ne.jpまで

お伝え頂けますでしょうか。』

# sukairain『取り乱しました。ただ今メール作成中です。しばらくお待ち下さ

い。』

# sukairain『数回 info@hatena.ne.jpに送りましたが、DAEMONさんから断ら

れました・・・なぜでしょう？』

# yukichi99『どんなメッセージですか ?　プロバイダの問題ではなくてですか

?』

# hatenadiary『本日 12時半頃から 16時半頃にかけて、弊社メールサーバーに

不具合がありメールを受け取れない状態となっておりました。申し訳ござい

ません。再送願えますでしょうか』

# qubi『これと似たような感じで、カテゴリー自体の自動リスト化もあると嬉

しいですね。最新のものから、とかではなく、abc順等メニューとしての役割

を持つようなかたちで。』

# baby_universe『sectionモジュールすばらしいです！早速利用させて頂きまし

た。ただ、1点要望です。文字数でなくバイト数で表示文字数を制御できる

といいです。英語だと短くなりがちなので。』

# U40『sectionモジュール 　(゜д゜ ) ウマー 』

# syn『sectionモジュール、antennaモジュールや keywordモジュールと同じよ

うに 1. 2. ...と行頭に番号がつくようになったらうれしいです』

# sohei『sectionモジュールですが、タイトルに“ ”が含まれていると、それ

も表示されてしまいます。修正できないでしょうか。』

# sohei『あと、上に関連して注釈“(())”の内容も表示されるのですが、対応

お願いします。』

# Propaganda『sectionモジュールが antennaモジュールと共通の classを使用し

ているので、とてもカスタマイズしづらいです。修正出来ませんでしょうか』

# Propaganda『あと、日付の書式も変更可能だと嬉しいです。』

# n-yuji『sectionモジュールさっそく導入しました。「タイトル」と「見出し」
を分けて「タイトル」のみ拾うようにとか、できないものでしょうか。「タイ
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トル」と「見出し」の使い分けは人によってだいぶ差があるので、選べたほ

うがいいように思うのです。』

# stock『section moduleに属性 match=”xx” のがあって xxにマッチしたタイ

トルだけ拾えるとあり難いです』

# mt-rv『いいですね。日付で区切りが入るともっと便利かなと思います。試

しに自分で手打ちしてみました。』

# kakeru3307『http://d.hatena.ne.jp/keyword/%f3%d5%cc%c0%c6%fc%b5%ad　論

議のないままの評議会決議には疑問を感じましたが、論議が過剰になっても

放置されていることにも違和感を感じます』
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2004/01/24 Sat.

■ はてなダイアリーブック拡張　17:11

　先日受付を開始しましたはてなダイアリーブックですが、早速多数のお

申し込みを頂いております。有難うございます。最初のサンプル PDF

ファイルは週明けの送信となります。

　そのはてなダイアリーブックですが、本日画像を JPEG/GIF/PNG画像対

応としました。はてなダイアリーに投稿頂いた全ての画像に対応してい

ます。（ただしアニメーション GIFは再現されません）

　http://www.hatena.ne.jp/info/hatenadiarybook

■ はてなダイアリー障害情報　01:48

　25日午前 1時頃より、はてなダイアリーの画像、および CSSファイルが

正常に表示されない不具合が発生いたしました。

　これははてなダイアリーの画像サーバーの不具合によるものです。

　この問題は、さきほど解消しております。

　この間ご利用の皆様には、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでし

た。

　どうぞよろしくお願いします。

# sadako『現在、メンテナンス中ですかね？それともアクセス過多ですか？

（1/25 1:05）』

# yomoyomo『あなたがコメントを残せているのだからメンテナンス中なわけ

ない（なかった）と思いますが？』

# sadako『まぁ、復旧を気長に待つことにしますｗ』

# delunnehr『やっぱり、ヘンだわ。復旧がんばってください。』

# sadako『復旧お疲れ様でした。迅速な対応ありがとうございます。』

# k_ahiru『はてなアンテナで更新範囲内に <<i>strong> なんて文字列がある

と、きちんとタグエスケープできてません。』
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