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このインストールガイドは、 Mac OS X 10.4がインストールされた

Apple 社製コンピュータに、 TNT 製品をインストールするためのガ

イドです。 ご不明な点につきましては、 弊社 ( TEL: 03-3623-2851 ) 
までお問い合わせ下さい。



TNTmips を使うまでにはいくつかの手順を

踏まなければなりません。

①まず、 DVD をセットし、

③続いて、 X11をインストールすれば、

ほぼ完了。 あとは

TNTmips が起動するか確認し、
④日本語フォントの設定

を行えば完璧です。

1
DVD のセット 2

TNTmipsVer.2006:72
のインストール 3

X11のインストール
4 日本語フォン

トの設定

TNTlite の起動

TNTmips の起

② TNTmips Ver.2006:72をインストールしましょう。
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DVDのセット①

DVD をセットすると、 DVD のアイコンがデスクトップに現れ

ます。 ダブルクリックすると DVD が開きます。

3つの .dmg ファイルとフォルダが 2つあります。 お使いのマシンに合ったファイル

をお使いください。

今回は G4に TNTmips をインストールしますので、 TNT_72_Mac32_Full_20060608.dmg
ファイルをダブルクリックします。

G3、 G4 TNT_72_Mac32_Full_20060608.dmg

最初に、 TNTmips のインストール DVD を

取り出し、 DVD ドライブにセットします。

管理者権限でログインしてから作業を行ってください。

G5 TNT_72_Mac64_Full_20060608.dmg
Intel Mac TNT_72_MacIntel_Full_20060608.dmg
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では、 TNTmips 本体をインストールしましょう。

＜認証＞ウィンドウが開き、 管理者の名前とパス

ワードの入力を求められますので、 それぞれの欄

に入力し、 ［OK］ ボタンをクリックしてください。

② TNTmipsのインストール

＜ License ＞ウィンドウが現れます。 内容を

よく読み、 ［Continue］ ボタンをクリックし

てください。

すると、 “To continue...”と聞かれますが、

［Agree］ ボタンをクリックしてください。

TNT2006-72（32-bit full）というアイコンを

ダブルクリックしてください。
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＜ Select Destination ＞ウィンドウ

ではインストール先を指定します。 通

常、 「アプリケーション」 に緑色の下

向き矢印が付いています。 念のため、

再度 「アプリケーション」 をクリック

し、 ［Continue］ ボタンをクリックし

ます。

すると、 インストールタイプを選択すること

のできるウィンドウが現れます。 「Custom 
Install」 を 「Easy Install」 に切り替え、

［Install］ ボタンをクリックしてください。

ステータスバーが現れます。

インストールが終了すると、 ＜ Finish Up ＞

ウィンドウで、 “Install was successful.”
というメッセージが出ます。 メッセージを確

認したら ［Quit］ ボタンをクリックします。

これで、TNT製品のインストールが終了です。

次は X11をインストールします。
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③X11のインストール

Mac OS インストール DVD をセットします。 すると、

「Mac OS X Install DVD」 というアイコンが現れます

ので、 このアイコンをダブルクリックしてください。

さらに、 その中の 「Optional 
Installs」 をダブルクリックしま

す。

次に、 ウィンドウシステムを司る X11をインストールします。

「オプションインストールのインス

トール」が立ち上がり “ようこそ ...”
というメッセージが出てきます。［続

ける］ ボタンをクリックしてくださ

い。

＜使用許諾契約＞ウィンドウが現れ

ます。 内容を読み、 ［続ける］ ボタ

ンをクリックし、 さらに ［同意しま

す］ ボタンをクリックします。
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これで X11のインストールが終了しました。

次に、 インストール先を選択

します。 通常は “Macintosh 
HD” に保存します。 緑の矢印が

“Macintosh HD”についている

ことを確認し、 ［続ける］ ボタン

をクリックします。

続いて、 インストールの種類を選

択します。 まず、 アプリケーショ

ンの隣にある三角形のボタン を

クリックします。 さらに、 X11の

チェックボックスをオンにして

［インストール］ ボタンをクリック

します。

＜認証＞ウィンドウが開き、 管理者の名前と

パスワードの入力を求められますので、 それ

ぞれに入力し ［OK］ ボタンをクリックしてく

ださい。 インストールが開始します。

しばらくすると、 “ソフトウェアは

正常にインストールされました ”と

いうメッセージが現れます。 インス

トールが終了したら ［閉じる］ ボタ

ンをクリックしてください。
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外編① TNTmipsの起動

Mac OSX を再起動し、 TNTmips を起動してみます。

Hasp キーを USB ポートに挿入してください。

「Macintosh HD」 ＞ 「アプリケーション」 ＞ 「TNT products 2006-72」 ＞を選択し、

「TNTmips」 をダブルクリックしてください。

＜License Configuration＞ウィンドウが現れます。

“HASP USB...”を選択し、 ［OK］ ボタンをクリック

してください。

すると、＜ Getting Started 
Reminder ＞ウィンドウが

いくつか現れます。 これら

のウィンドウを閉じるには、

左上の赤丸ボタンをクリッ

クします。

※ HASP キーを認識しない場合は、 P.15～ 19を参考に HASP キーのドライバをアンインストールし、 再度ドライバをインストー

ルしてください。
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このようなウィンドウが立ち上がれば OK です。

終了するには ［Main］ ＞ ［Exit］ を

選択します。
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外編②TNTliteの起動

TNTlite を利用する場合、 アクティベーションコードを要求してくる場合があります。 こ

れは、 ver.6.8から導入されたライセンス管理システムです。 アクティベーションコー

ドを要求された場合、 マイクロイメージ社の Web サイト （http://www.microimages.
com/tntlite/register.htm） にて登録が必要となります。 まずはアクティベーションコー

ドの入手方法からご紹介します。

登録サイトで必要事項を英数字で入

力してください。 登録の際、 Rseller 
Code が必要となりますので、

JP807と入力してください。 すべ

て入力が終わりましたら、 下の方に

ある ［Request Activation］ ボタン

をクリックしてください。

このような画面が表示されれば登録完

了です。 入力していただいたメールア

ドレスにアクティベーションコードが

送信されますので、確認してください。

マイクロイメージ社からこのような

メールが送られてきますので、 本文

中からアクティベーションコードを

探しましょう。
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TNTlite を起動してみましょう。

ライセンスの切り替えから行います。 「Macintosh HD」 ＞ 「アプリケーション」 ＞ 「TNT 
products 2006-72」 ＞ 「Change License Configuration」 を選択してください。

＜ License Configuration ＞ウィンドウが現れたら、

“TNT lite...”を選択し、 ［OK］ ボタンをクリックして

ください。

次に TNTlite を立ち上げます。 「Macintosh HD」 ＞ 「アプリケーション」

＞ 「TNT products 2006-72」 ＞ 「TNT mips」 を選択してください。

＜ License Key Found ＞ウィンドウが現

れます。 ［lite］ ボタンをクリックしてくだ

さい。 このウィンドウが現れなかった場合

は、 次の手順に進んでください。
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＜ TNT Activation ＞ウィンドウが現れ

た場合は、 メールアドレスとアクティ

ベーションコードを入力し、 ［OK］ ボ

タンをクリックしてください。 ＜ TNT 
Activation ＞ウィンドウが現れなかった

場合は、 次の手順に進んでください。

TNTlite が立ち上がりました。

＜メインウィンドウ＞には、

「TNTmips 2006-72 （TNTlite 
license）」 と表記されます。
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④日本語フォントの設定

言語の設定

　通常のインストールは完了していますが、 日本語で表示できるように言語

設定を変更しましょう。

＜メインウィンドウ＞から、

［Tolls］ ＞ ［System］ ＞

［Preferences...］ を選択して

ください。

［Language...］ ボタンをクリックし、

［Japanese］ を選択、 さらに ［OK］ ボタン

をクリックし、 ＜メインウィンドウ＞に戻り

ましょう。

TNTmips を再起動するために、 ＜メインウィンドウ＞

も閉じましょう。

TNTmips を再起動すると、 日本

語メニューになります。
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フォントの設定

次はフォントの設定方法をご紹介します。

＜メインウィンドウ＞より、

［操作ツール］ ＞ ［システム］

＞ ［フォント］ を選択します。

＜インターフェイス フォントリスト選択＞ウィンドウの 「利用可能なフォント」

欄から、 フォントを選択することができます。 さらに、 ダブルクリックすると、

＜プロンプト＞ウィンドウが現れます。 このウィンドウではフォントサイズを変

更することができます。

「使用するフォント」 欄の優先順位は上の行ほど高いので、「コマンドキー + クリック」

メニューから英数字のフォントを上に設定してください。
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再起動すると、 フォントの設定が有効になります。
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installアンインストール

何らかの理由で、 もう一度インストールしなおしたい ...。 そんな時のために、

TNTmips と HASP キーのドライバのアンインストールの方法についてご説明

します。

（1） TNTmips のアンインストール

TNTmips のアンインストールは、 「Macintosh HD」 ＞ 「アプリケーション」

から、 「TNT products 20067-72」 を選択し、 それをゴミ箱にドラッグすれば

終了です。
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＜ AKSUSB Uninstall ＞ウィンドウが現れるので、

［Uninstall］ ボタンをクリックしてください。

（2） HASP キーのドライバのアンインストール

「Macintosh HD」＞ 「アプリケーション」＞ 「TNT products 2006-72」＞ 「Program 
Files」 ＞ 「HASP」 ＞ 「AKSUSB Uninstall」 を選択してください。
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＜認証＞ウィンドウに名前とパスワードを入力してください。

 ＜ AKSUSB Uninstall ＞ウィンドウの ［Quit］ ボタンをクリックし、 パソコンを再

起動してください。

　以上で HASPキーのドライバのアンインストール

が終了しました。
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インストール DVD の中にある、 TNT_72_Mac32_F
ull_20060608.dmg ファイルをダブルクリックし、 さ

らに TNT 2006-72 （32-bit full） をダブルクリックし

てください。

＜ License ＞ウィンドウが現れます

ので、 内容をよくお読みください。

［Continue］ ボタンをクリックする

と、 “To continue...”と聞かれます

が、そのまま［Agree］ボタンをクリッ

クしてください。

（3） HASP キーのドライバのインストール

＜認証＞ウィンドウが開き、 管理者の名前

とパスワードの入力を求められますので、

それぞれに入力し ［OK］ ボタンをクリック

してください。
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“HASP USB Key Driver 1.9” のチェッ

クボックスだけをオンにして ［Install］
ボタンをクリックします。

インストールが終了すると、

＜Finish Up＞ウィンドウで、

“Install was successful.”
というメッセージが出てきま

す。 メッセージを確認したら

［Quit］ ボタンをクリックし

ます。

以上で HASPキーのドライバのインストールは終了です。

＜ Select Destination ＞ウィンド

ウではインストール先を指定します。

通常、 「アプリケーション」 に緑色の

下向き矢印が付いています。 念のた

め、再度「アプリケーション」をクリッ

クし、 ［Continue］ ボタンをクリッ

クします。
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FAQ よくある質問

一度、インストールCD-ROMの

中身をハードディスクにコピー

して、コピーしたdmgファイル

を実行してみてください。

インストールが実行できない

ターミナルを使ってライセンス

サーバーの設定を行います。詳し

くは、フローティング・ライセン

ス用のインストールガイドをご

覧ください。

フローティングライセンス
サーバとして利用したい

フローティングライセンス
クライアントとして利用したい

インストールした TNT products 
2006-72内で、 「Change License 
Configuration」 を開きます。 次

に 「FlexLM Floating License」
を選択し、 License Server: の欄

にサーバーとして利用しているパ

ソコンの IP アドレスを入力する

と、 クライアントとして利用する

ことができます
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最新情報は

www. o p e n g i s . c o . j p

にて

随時提供しております
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株式会社オープン GIS

〒 130-0001 東京都墨田区吾妻橋 1-19-14 紀伊国屋ビル 1F

TEL (03)3623-2851

FAX (03)3623-3025

URL http://www.opengis.co.jp

　　E-mail info@opengis.co.jp


