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　このインストールガイドは、 Mac OS X 10.5 Leopard 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。
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１） まず、 TNTmips Ver.2008:74 （以下、 TNTmips） をインストールし、

最後に、 日本語メニューにするために、 言語の設定を行います。

２） 次に、 アクティべーションコードを入力します。

１) と ２) の後、 TNTmips を起動すると、 TNTlite として使うことが出来ます。

TNTlite を使うまでには、 ２つの作業があります。

インストールの前に

言語の設定
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①インストールの前に

TNTmips Ver.2008:74 は Mac OS X v10.4 Tiger 以降に対応いたしております。

TNTlite とは？

扱えるデータ量

　TNTlite は、 TNTmips の無料版です。 処理できるデータサイズや、 一部の機能に制限がかかっていますが、 製

品版の TNTmips が持つほとんどの解析機能を使うことが出来ます。 これから GIS を学ぼうとしている方や、 デー

タの作成を多人数で分けて行う場合などには、 最適な GIS ツールです。

　TNTlite で扱えるデータサイズは、 次のようになります。

ラスタ

ベクタ

CAD

TIN

データベース

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

トータルで３１４, ３６８ピクセル（約３０万画素）まで。 「ライン数 × カラム数」で言えば、

１０２４ x ３０７、 ６１４ x ５１２、 ３０７ x １０２４などのサイズまでのラスタは扱えます。

１５００点、 １５００ライン、 ５００ポリゴン、 １５００ラベルまで

５００要素、 ５ブロックまで

５０００三角形、 ５０００エッジ、 １５００ノードまで

１テーブルにつき１５００レコードまで

アクティべーションコード

　アクティべーションコードは “TNTmips” を “TNTlite” として起動するために必要となるコードです。

　このコードを入手するには、 マイクロイメージ社のサイトで TNTlite のユーザー登録をしてください。 登録が終わ

りますと、 入力するコードが電子メールで届きます。

　アクティべーションコードの有効期限は３日間です。 有効期限が切れても、 マイクロイメージ社のサイトから何度

でも入手できます。
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　TNTmips をインストールするには、 「付属のインストール DVD からインストールする方法」 と 「マイクロイメージ

社のサイトから TNTmips をダウンロードし、 それをインストールする方法」 の２通りがあります。 これらの方法で

は TNTlite を起動するまでの手順が違います。

TNTmips のインストールとアクティべ

ーションコードの入手②

２．１　インストール DVD を使う場合

TNTmips のインストール 

↓

ユーザー登録

↓

アクティべーションコードを入手 

↓

 アクティべーションコードの入力

↓

TNTlite として起動

マイクロイメージ社のサイトへアクセス 

↓

ユーザー登録

↓

TNTmips のダウンロードとアクティべーションコードの入手

↓

TNTmips のインストール

↓

アクティべーションコードの入力

↓

TNTlite として起動

インストール DVD の場合） ダウンロードの場合）

　インストール DVD を使った場合、 ドライブにインストール DVD をセットすれば TNTmips のインストールの準備は

完了です。 他方、 ダウンロードの場合、 マイクロイメージ社のサイトから TNTmips をダウンロードする必要があり

ますので、 インストールの準備に少し時間がかかります。 ですが、 マイクロイメージ社が公開している最新のパッ

チ （バグやエラーの修正プログラム） を適用した TNTmips をインストールすることが出来ます。

　インストール DVD をＤＶＤドライブにセットすると、 デスクトップに

DVD のアイコンが現れます。

・このインストールガイドは、Mac OS X v10.5 Leopard を使って書いています。
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　DVD を開くと、 ４つの dmg ファイルがあります。 コ

ンピュータに合ったファイルを選択して下さい。

TNT_74_Mac32_Full_20081001.dmg

TNT_74_Mac64_Full_20081001.dmg

TNT_74_MacIntel_Full_20081001.dmg

　３２bit 版の Mac OS X をお使いの方は、 “TNT_74_

Mac32_Full_20081001.dmg” を選択してください。

TNT_74_MacIntel64_Full_20081001.dmg

　TNT2008-74 （Intel full） をダブルクリックします。

　管理者の名前とパスワードを入力し、 ［OK］ ボタンを押します。

　License というタイトルのウィンドウが現れます。

内容をよく読み、 ［Continue］ ボタンを押します。
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　To continue installing the software, you must 

agree to the terms of the software license 

agreement. というメッセージが現れます。［Agree］

ボタンを押して、 次へ進みます。

　インストール先を指定します。 通常、 「アプリケー

ション」 が指定されています。 念のため、再度 「ア

プリケーション」 を選択して、 ［Continue］ ボタンを

押します。

　［Japanese Keybord input method(IME)］をチェックし、

［HASP USB Key Driver 1.9] のチェックを外します。

　［Install] ボタンを押すと、 インストールが始まります。
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　インストールが終わると＜ TNT products 

2008-74 ＞ウィンドウおよび Finish Up とい

うタイトルのウィンドウが現れます。 ＜ TNT 

ptoducts 2008-74 ＞ウィンドウはそのままにし

おいてください。

　Finish Up というタイトルのウィンドウメッセー

ジを確認したら ［Quit］ ボタンを押して、 ウィ

ンドウを閉じます。
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＜ TNT products 2008-74 ＞ウィンドウから、

［Change License Configuration] を選択しま

す。

＜ License Configuration ＞ウィンドウが現れます。 ［TNTlite （No 

key required）］ がチェックされていることを確認し、 ［OK］ ボタンを

押します。

　＜ TNT products 2008-74 ＞ウィンドウへ戻

り、 ［TNTmips］ を選択します。

アクティべーションコードの入手

＜ TNTlite Activation ＞ウィンドウが現れます。 まだア

クティべーションコードを入手しておりませんので、 そ

のまま右下の ［Get Code... ］ ボタンを押します。
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Reseller Code: には弊社のコードである

JP807 とご入力ください。

　TNTlite Activation ページへアクセスします。

　ネットワークの接続タイプは “Yes”、 “No” のどちら

かを選択します。ダイヤルアップ接続の場合は“Yes”、

それ以外の場合は “No” を選択してください。

　必要事項を記入し、 ［Request Activation］ ボタンを

押します。

　しばらく待っていると、 アクティベーションコード

が記載されたメールが届きます。

　アクティべーションコードを取得しましたら、 ③アク

ティべーションコードの入力と TNTlite として起動へ

お進みください。

　また、 このページには以下の URL からもアクセスで

きます。

マイクロイメージ社　TNTlite Activation ：
http://www.microimages.com/tntlite/register.htm
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２．２　ダウンロードする場合

　まずは、 マイクロイメージ社のホーム

ページへアクセスします。

MicroImages ：

http://www.microimages.com/

　マイクロイメージ社のサイトの左側に

ある “Ｄｏｗｎｌｏａｄ　Ｆｒｅｅ　ＴＮＴｌｉｔｅ．．．”

をクリックします。 　

　FREE TNTlite というタイトルのページ

が開きます。 “Download TNTlite...” を

クリックします。
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　FREE TNTlite 2008:74 というタイトルのページが開

きます。 お使いの OS 用の “フルバージョン (Full)”

または “ミニバージョン (Minimal)” のいずれかをダ

ウンロードします。 ３２bit 版の Mac OS X をお使いの

方は [Mac Intel] 欄の “Mac OS X 32-bit Intel” の “フ

ルバージョン” を選択しています。 フルバージョンと

ミニバージョンの違いは以下の通りです。

フルバージョン ：

 最新の TNTmips のみ （170MB 程度）

※両方ともサンプルデータは含みません。

初めてインストールされる方は、 フルバージョンをダウンロードされることをお薦めします。
ミニバージョンは、 アップデートやパッチの適用などに使用します。

Reseller Code: には弊社のコードである

JP807 とご入力ください。

　TNTlite Activation ページへ移動します。

ネットワークの接続タイプは “Yes”、 “No”

のどちらかを選択します。 ダイヤルアップ接

続の場合は“Yes”、それ以外の場合は“No”

を選択してください。

　必要事項を記入し、 ［Request Activation］

ボタンを押します。

　Thank You for Registering TNTlite という

タイトルのページが開きます。 　[Download 

Now] ボタンを押すと、 ダウンロードが始ま

ります。 また、 登録したメールアドレスにア

クティべーションコードが送られます。

最新の TNTmips、 チュートリアル、
サンプルスクリプト、 利用可能な全
ての言語を含む （325MB 程度）

ミニバージョン ：
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　ダウンロードが終わると、 ＜ TNT products 2008-74(Intel 

full) ＞ウィンドウが現れます。 ［TNT 2008-74(Intel full)] を選

択します。

　このような忠告メッセージがあらわれますが、 ［開

く］ を押して次へ進みます。

　後の手順は２．１インストール DVD を使う場合と同じですので、 そ

ちらをご覧下さい。

　管理者の名前とパスワードを入力し、 ［OK］ ボタンを押します。
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　＜ TNT ptoducts 2008-74 ＞ウィンドウ

へ戻り、 ［TNTmips］ を選択します。

　＜ TNTlite Activation ＞ウィンドウが現れま

す。 マイクロイメージ社のレジストリフォームで

入力したメールアドレスと、 入手したアクティ

べーションコードを入力し、 ［OK］ ボタンを押し

ます。

　以後、 TNTmips を TNTlite として使えるように

なります。

アクティべーションコードの入力と
TNTlite として起動

　＜ TNT ptoducts 2008-74 ＞ウィンドウか

ら、 ［Change License Configuration] を選択

します。

＜License Configration＞ウィンドウが現れます。［TNTlite（No 

key required）］ が選択されているかと思います。 選択されて

いない場合は、 ［TNTlite （No key required）］ を選択してく

ださい。 ［OK］ ボタンを押してこのウィンドウを閉じます。

③
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　メインメニューと一緒に、 TNT 製品の最新情報や資

料のインデックスが表示されます。 インデックスが表

示された場合は、 ウィンドウ左上の ［閉じる］ ボタン

を押してウィンドウを閉じます。

　インデックスにはクイックガイド、 テクニカルガイド、

チュートリアル、 ニュースの４ジャンルがありますが、

ここでは例としてニュースのインデックスウィンドウを載

せています。

TNTlite のメインウィンドウが現れます。

　TNTlite で行なう処理は、 すべてこのウィンドウから始

まります。 このウィンドウをメインメニューと呼ぶことにし

ます。

メインメニューの　[Main] から [Exit] を選択し、 TNTlite を終了します。

　画面左上の ［X １１］ ＞ ［X １１を終了］ を選択し、 X １１も

終了します。
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言語の設定④

　通常のインストールは既に完了しておりますが、日本語メニューを使用できるように設定を変更します。

　＜ General System Preferences ＞ウィンドウが現れます。

[Interface] タブパネルにいることを確認して、 [Language] で

“Japanese” を選択します。 言語を変更すると、 Change will 

apper in next session というメッセージが現れますので、 [ ＯＫ ]

ボタンを押してこのウィンドウを閉じます。

　最後に、 ＜ General System Preferences ＞ウィンドウの [ ＯＫ ]

ボタンを押してメインメニューに戻ります。

言語の設定

TNTlite を起動し、 メインメニューより、

[Tools] ＞ [System] ＞ [Preferences...] を

選択します。

メインメニューも一度終了します。

　ＴＮＴ mips を再起動すると、 日本語メニューに変わります。
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フォントの設定

フォントも変えることができます。

　［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＞ウィンドウが現れ

ます。 このウィンドウ上段にある 「利用可能なフォント」 は

利用できるフォントの一覧で、 中段にある 「使用するフォ

ント」 は実際に使用しているフォントの一覧です。

　size 列に数字が書いてあるフォントは、 “ビットマップフォ

ント” です。 「利用可能なフォント」 欄からビットマップフォ

ントを選択し、 ［加える］ ボタンを押すと、 選択したフォント

が 「使用するフォント」 欄に移動します。

　また、 size 列に scalable と表示されているフォントは “ス

ケーラブルフォント” です。 スケーラブルフォントを使用す

る場合、 フォントサイズを指定する必要があります。

　「利用可能なフォント」 欄からフォントを選択し、 ［加える］

ボタンを押します。

　＜プロンプト＞ウィンドウが現れます。 フォントサ

イズを指定して、 ［OK］ ボタンを押します。
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　一般的に、 「使用するフォント」 欄の上の行ほど優先的

に使われます。 ただし、 ビットマップフォントとスケーラブル

フォントを一緒にセットしている場合は、 スケーラブルフォン

トが優先的に使われます。

　TNTmips を再起動すると、 フォントの設定が有効になります。

　「使用するフォント」 欄からフォントを削除するには、 こ

の欄からフォントを選択して、 ［削除］ ボタンを押します。

　選択したフォントが 「使用するフォント」 欄に移動します。

　フォントの順番を変えるには、 フォントの上で右クリックし、

[ 上へ移動］ を選択すると上に移動し、 [ 下へ移動］ を選択

すると下に移動します。 英数字フォントは上の行に設定して

ください。
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　既に同じ日付のパッチが適用されたバ

ージョンの TNTmips がインストールされ

ている場合、 新たにインストールするこ

とができないことがあります。 そんな時

はアンインストール ( 削除 ) をしてくださ

い。 アンインストールについては、 次の

ページをご覧下さい。

インストールができないで
終了してしまう 昔の設定を

引き継ぎたいときは？

インストール先を
変更できますか？

　インストール途中に

「Do you want to transfer settings from 

a previous product installation?」

と聞かれましたら、 ［はい (Y)］ ボタン

を押し、 今まで使用してきた TNTmips

のインストールフォルダを選択します。

するとフォント設定などを引き継ぐこと

ができます。

　できます。 インストール作業中に、 ＜ Select 

Destination ＞というタイトルのウィンドウが現れ

ます。 このウィンドウでお好みのインストール先

を選択することが出来ます。

ver.7.4 の最新情報！

　マイクロイメージ社は、 パッチ （新しいバージョ

ンがリリースされた後に発見されたバグやエラー

の修正プログラム） を毎週水曜日に更新します。

日本では木曜日にダウンロードが可能です。

毎週パッチをあてなくては
いけませんか？

　毎週あてる必要はありません。 問題が起

きたときだけ、 パッチをあてて下さい。
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TNTmips のアンインストール

　TNTmips のインストール先へ移動し、 ［TNT products 

2008-74] を削除します。

　TNTmips を完全にアンインストールする場合は、 ハードディスクのさまざまな場所に保存されている TNTmips の

設定ファイルも削除します。

　［ユーザー］ ＞ ［ユーザー名］ ＞ ［ライブラリ］

の下の階層にある ［MicroImages］ フォルダを削

除します。

　［ユーザー］ ＞ ［ライブラリ］ の下の階層にある

［MicroImages］ フォルダを削除します。
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パッチの適用

 　TNTmips を使っていると、 エラーメッセージが出てきて処理が出来ない場合や、 処理途中でフリーズしてしまう

などの問題にあたることがあります。 これらの問題は、 様々なことが原因として考えられますが、 TNTmips 自体

の問題であれば、 “パッチ” をあてることで問題が解決する場合があります。 ここでは、 マイクロイメージ社が毎

週更新している最新のパッチの適用方法について解説します。

　「2.2 ダウンロードした TNTmips の場合」 を参考に、

ご使用中のコンピュータにあった TNTmips のミニバー

ジョンをダウンロードします。 ここでは、 [Mac Intel] 欄

の “Mac OS X 32-bit Intel” の “ミニバージョン” をダ

ウンロードしました。

　ダウンロードが終わると、 ＜ TNT products 2008-74 (Intel mini) ＞ウィ

ンドウが現れます。

　このような警告メッセージが現れますが、 そのまま進

みます。
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　管理者の名前とパスワードを入力します。

　License というタイトルのウィンドウが現れます。

内容をよく読み、 ［Continue］ ボタンを押します。

　“To continue installing the software,you must 

agree to the terms of the software license 

agreement.” と出てきます。 ［Agree］ ボタンを押

して、 次へ進みます。

　インストール先を指定します。 通常、 「アプリケー

ション」 が指定されています。 念のため、再度 「ア

プリケーション」 を選択して、 ［Continue］ ボタンを

押します。
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　［TNT products for Intel Macs(32-bit operation)]

がをチェックし、［HASP USB Key Driver 1.9]のチェッ

クを外します。 後は ［Install］ ボタンを押します。

　The folder already exists. Would you like to 

continue and overwrite all files? というメッセージが

現れます。 このまま上書きするので、 ［Yes］ を選

択します。

　後は自動で上書きされます。
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現在適用しているパッチの公開日の確認

　＜プロダクト情報＞ウィンドウが現れます。 このウィンドウにはお使いの TNTmips についての様々な情報が記

載されています。

　メインメニューから ［ヘルプ］ ＞ ［この TNTmips につい

て．．．］ を選択します。

インストールした TNTmips のバージョンを

表示しています。

ライセンスの種類を表示しています。

ここでは TNTlite と記載されます。

パッチの公開日を表示しています。



役立つ最新情報は

w w w. 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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