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この説明書は、 Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003 /

VISTA がインストールされた AT 互換機 (DOS/V) に、 TNT 製

品をインストールするためのガイドです。 不明な点については、

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

TNTlite として起動

TNTlite を使うまで

TNTmips のインストールと
アクティべーションコードの入手 / 入力

２. １　インストール CD を使う場合

２. ２　ダウンロードする場合

言語の設定
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①インストールの前に

インストールを行う際、 Windows2000/XP の場合は、 Administrator や管理者権限でログインしてから

作業を行なってください。

TNTlite とは？

扱えるデータ量

WindowsXP(Home/Professional) が “Service Pack3 （以下、SP3）” であるか確認してください。 “Service 

Pack2” をお使いの場合は、 Windows Update で SP3 にしてください。

　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 が持つ解析機能のほとんど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、

１０２４x 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なコードです。

　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日間ですが、 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 CD 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 / 入力②

２．１　インストール CD を使う場合

　CD-ROM をドライブにセットします。 自動的にこのような画

面が現れるはずです。 何も表示されない場合は、 マイコンピ

ュータを開き、 CD-ROM ドライブをダブルクリックします。

　タイトルが現れたら、 一番上の [Install...] ボタンを押します。

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の入手

 ↓

 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 CD の場合） ダウンロードの場合）

　インストール CD を使う場合、 ドライブにインストール CD をセットするとすぐに TNTmips のインストーラが起動し

ます。 他方、 ダウンロードの場合は、 マイクロイメージ社のサイトから TNTmips をダウンロードしなければなりま

せんので、 TNTmips を入手するのに一手間かかります。 後者の場合は、 マイクロイメージ社が公開しているパッ

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

・ このインストールガイドは、 Windows VISTA を使って書いています。
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　License Agreement というタイトルのウィンドウが

現れます。 記載内容を確認したら [Yes] ボタンを

押し、 次に進みましょう。

　今度は Customer Information というタイトルの

ウィンドウが現れます。 上段にはユーザー名を、

下段には会社名を入力して下さい。

　入力が終わりましたら、 [Next] ボタンを押しま

す。

  ＜ InstallShield Wizard ＞ウィンドウが立ち上がります。

[Next] ボタンを押します。

　＜ Select Item to Install ＞ ウィンドウが表示されます。 一番上に

あります ［TNT products］ が選択されていることを確認して [OK] 

ボタンを押します。



-5-

　インストール先を確認してきますので、 デフォル

トのままで良ければそのまま [Next] ボタンを、 変

更したい場合は [Browse...] ボタンを押して保存先

を指定してください。

　Select Features というタイトルのウィンドウが現

れます。 ここではインストールする内容を選びま

す。 マニュアル、 サンプルスクリプト等も含めて

全部インストールしておくほうが、 後々便利です

ので、 このまま [Next] ボタンを押してください。

　Start Copying Files というタイトルのウィンドウ

が現れます。 設定を確認したら [Next] ボタンを

押します。 インストールが開始します。

　インストールが終了すると、 このようなウィンドウ

が現れます。 [Finish] ボタンを押し、 ウィンドウを閉

じます。
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　＜ TNT Product License Configration ＞ウィンドウが現れます。

[ Free TNTlite license] を選択します。 [OK] ボタンを押します。

＜ 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。

　スタートメニューから、 すべてのプログラム＞ MicroImages

＞ TNT Products 2008-74 ＞ License Configuration を選択

します。 （左図は Windows VISTA の画面です）

続いて、アクティべーションコードを入手します。

　以前のバージョンの設定を引き継ぐかどうか聞いて

きます。 初めてインストールされる方は ［いいえ (N)］

ボタンを押して次へ進みましょう。

　＜ Notes ＞ウィンドウが現れます。 [OK] ボタンを押します。

未記入のまま
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　また。 下記の URL からもマイクロイメージ社のレジ

ストリフォームにアクセスできます。

マイクロイメージ社　TNTlite Activation ：

http://www.microimages.com/tntlite/register.htm

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、 マイクロイメージ社

から、 アクティベーションコードが記載された

電子メールが届きます。

　＜ TNTlite Activation ＞ウィンドウへ戻り、 E-mail address と

Activation codeにユーザーの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］ ボタンを押します。

　以上で TNTmips のインストールとアクティべーションコードの

入手 / 入力が完了です。
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　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。

２．２　ダウンロードする場合

　マイクロイメージ社のサイトの左下側に

ある “Ｄｏｗｎｌｏａｄ　Ｆｒｅｅ　ＴＮＴｌｉｔｅ．．．”

をクリックします。 　

　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/
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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。 32-bit 版の

Windows OS を使用している方は [Winodws] 欄

の “Windowd XP,2000 32-bit” の “フルバージョ

ン” を選択してください。 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。

　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
（Windows の場合、 276MB 程度）

　最新の TNTmips のみ
（Windows の場合、 122MB 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、 フルバージョンのダウンロードをお勧めします。 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 というタイトルのページ

が開きます。 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

ます。 必要事項を記入し、最後に ［Request 

Activation］ ボタンを押します。

フルバージョン ： 

ミニバージョン ： 
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　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。

　ダウンロードした zip ファイルを解

凍します。 解凍したファイルの中に

“setup” または “setup.exe” があり

ますので、 ダブルクリックしてこのファ

イルを実行します。

＜ InstallShield Wizard ＞ウィンドウが現れます。

以後 TNTmips のインストール方法は 「２．１インストール

CD を使う場合」 と同じですので、 そちらをご覧下さい。

インストールが完了しましたら、 アクティべーションコード

を入力します。
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　スタートメニューから、 すべてのプログラム＞

MicroImages ＞ TNT Products 2008-74 ＞ License 

Configuration を選択します。

[ Free TNTlite license] を選択します。

　E-mail address と Activation code にユーザーのメール

アドレスとアクティベーションコードを入力し、 ［OK］ ボタ

ンを押します。

　以前のバージョンの設定を引き継ぐかどうか聞いて

きます。 初めてインストールされる方は ［いいえ (N)］

ボタンを押して次へ進みましょう。

　＜ Notes ＞ウィンドウが現れます。 [OK] ボタンを押します。

　以上で TNTmips のインストールとアクティべーションコードの

入手と入力が完了です。
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　画面左下のスタートメニューから、 すべてのプログラ

ム＞ MicroImages ＞ TNT Products 2008-74 を選択し、

［TNTmips］ を選択します。

TNTliteとして起動③

　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。

　メインメニューと一緒に、 TNT 製品の最新情報や資料のインデックスを紹介するウィンドウが表示される

ことがあります。 閉じる場合はウィンドウ右上の ［閉じる］ ボタンを押します。

　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、 ニュースといった４種類のジャンル

があります。 ここでは例としてテクニカルガイドのインデックスウィンドウを示しています。

　以後、 TNTmips が TNTlite として使えるようになります。
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　また、 初めて起動した時に画面全体が暗くなっていることがありま

す。 これはバックドロップ機能がデフォルトで有効になっているため

です。 この機能は、 背景を暗くして TNTmips のウィンドウだけを見

やすくするためのものなのですが、 この機能が有効になっていると、

TNTlite の動きが遅くなったり、 残像が残ったりすることがあります。

　この機能は MicroImages X Server で設定されています。

設定を解除するには、 画面右下の ［MicroImages X Server］ ボ

タンを押します。

　＜ MicroImages X Server Preferences ＞ウィンドウが現れますの

で、［Show backdrop in Windows Desktop mode］のチェックをはずし、

［OK］ を押します。

メインメニューの　[Main] から [Exit] を選択し、TNTlite を一度終了します。

TNTlite を再起動すると、 変更が反映されます。
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言語の設定

　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。

　[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 appear in next 

session というメッセージが現れますので、 [ Ｏ

Ｋ ] ボタンを押してこのウィンドウを閉じます。 ＜

General System Preferences ＞ウィンドウの [ Ｏ

Ｋ ] ボタンも押してメインメニューに戻ります。

　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。

言語の設定

TNTlite を起動し、 メインメニューより、 [T

ools]>[System]>[Preferences...] を選択し

ます。

④



-15-

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。
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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。

　＜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。

　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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　 同 じ 日 付 の パ ッ チ が 適 用 さ れ た

TNTmips が既に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。 その時はアンイ

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

ご覧ください。

　無事にインストールが出来ても、 表示ウ

ィンドウが表示されない事があるようです。

そのような時は、 Windows MediaPlayer ９

がインストールされているか確認してくださ

い。 もしもインストールされていなければ、

Windows MediaPlayer ９をインストールして

ください。

　マイクロイメージ社が提供するインストール

CD を使って TNTmips をインストールしているす

ると、 エラーが起こることがまれにあります。 も

しもエラーが起きたならば、 マイクロイメージ社

のサイトから最新の TNTmips をダウンロードし

てください。

　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。

　毎週あてる必要はありません。 ソフトに不

具合がある場合にパッチをあてて下さい。

インストールができないで

終了してしまう 表示ウィンドウを表示しない

ver.7.4 の最新情報！

毎週パッチをあてなくてはいけませんか？

インストール中にエラーが出てしまう
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　スタートメニューから、 コントロールパネルを選択します。

プログラム＞プログラムのアンインストールを選択します。

　MicroImeges TNT Products 2008 ： 74 をダブルクリックします。

　アンインストールを行う場合は、一番下の Remove( 削除 )

を選択します。 ［Next］ ボタンを押します。

TNTmips のアンインストール

TNTmips のアンインストールはライセンスキーを抜いてから行ってください。
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　本当に削除していいか、 確認のウィンドウが現れます。

［OK］ ボタンを押すと、 アンインストールが始まります。

　C ドライブ内の様々な場所に、 設定ファイルやログファイルを保存している “MicroImages” というフォルダがあ

ります。 これらのフォルダは、 手動で削除します。

Windows XP の場合　

　C:\Program Files とマイドキュメント内にそれぞれ “MicroImages” フォルダが残っているので、 それを削除しま

す。

Windows Vista の場合　

　C:\Program Files とドキュメント内にそれぞれ “MicroImages” フォルダがあります。 また、 デフォルトでは 「隠

しフォルダ」 になっていますが、 C:\Program Data と、 C:\ ユーザー / ユーザー名 /AppData/Local にもそれぞ

れ “MicroImages” フォルダがあります。 “MicroImages” フォルダが全部で４つありますので、 これら全てを削除

します。

　無事アンインストールが終わると、 Uninstall Complete と

いうメッセージが現れます。 メッセージを確認しましたら

［Finish］ ボタンを押してこのウィンドウを閉じます。
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（参考）
Windows Vista での隠しファイル ・ フォルダの表示方法

① ス タ ー ト メ ニ ュ ー か ら ［ コ ン ト ロ ー ル パ

ネル］ を選択します。

② ［デスクトップのカスタマイズ］ を選択

します。

③フォルダオプション＞隠しファイルとフォル

ダの表示を選択します。

④詳細設定欄の ［すべてのファイルとフォ

ルダを表示する］ をチェックします。
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パッチの適用

 　TNTlite を使っていると、 エラーメッセージが出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 ダウンロードする場合」 を参考にして、 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 [Windows］ 欄の “Windows 

XP,2000 32-bit” の “ミニバージョン” を選びました。

　ダウンロードが終わると、 ＜開いているファイル - セキュリティの警

告＞ウィンドウが現れます （ＶＩＳＴＡの場合）、 そのまま実行します。

　This setup will perform an upgrade of 'MicroImages TNT Products 

2008:74' . Do you want to continue? というメッセージが現れます。

　［はい （Y）］ を押して次へ進みます。

　＜ InstallShield Wizard ＞ウィンドウが現れます。

以後、 画面は 「２．１インストール CD を使う場合」 と同じです。

パッチの適用が終わりましたら TNTlite を再起動します。
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　＜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。

　＜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。

現在適用しているパッチの公開日の確認

　インストールしたＴＮＴ lite に関する情報を表示します。

インストールした TNTmips のバージョンを

表示しています。

パッチの公開日を表示しています。

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。



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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