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本書で解説するソフトウェアはライセンス契約のもとに提供されるものであり、同ソフトウ

ェアはこの契約の条項にしたがってのみ、使用あるいは複写が許可されています。このため、

御契約頂いたSASソフトウェアプロダクトを、契約書に記載されている以外のCPU上で使用さ

れた場合にトラブルが発生しても、当社は同ソフトウェアプロダクトに関する契約上の保障お

よびサポートを一切行ないません。 

本書で使用されているシステム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。また、

本書の内容は予告なく変更されることがあります。 
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第１章第１章第１章第１章 インストールを始める前にインストールを始める前にインストールを始める前にインストールを始める前に 
 

1.1 必要条件の確認必要条件の確認必要条件の確認必要条件の確認 
ハードウェア／ソフトウェアの条件は満たされていますか？ 
インストールパッケージに含まれている資料「SPDSソフトウェア バージョン2.1

システム動作環境」資料を参照のうえ、SPDSソフトウェアが必要とする、ハードウ
ェアおよびソフトウェアの条件について確認してください。 

 
1.2 本書で使用する用語本書で使用する用語本書で使用する用語本書で使用する用語 

本書で使用する用語について説明します。 
 

用   語 説    明 
サーバーUNIXプラットフォーム OSがHP-UX,SunOS,AIXのサーバープラットフォーム 

サーバーWindowsプラットフォーム OSがWindowsNTのサーバープラットフォーム 

クライアントプラットフォーム 
OSがWindowsNT,AIX,HP-UX,SunOSのクライアント

プラットフォーム 
 

1.3 サーバーとクライアントサーバーとクライアントサーバーとクライアントサーバーとクライアント 
SPDSソフトウェアは、サーバーソフトウェアとクライアントソフトウェアから成
ります。サーバーはUNIX(HP-UX,SunOS,AIX)版とWindows版の２種類があります。 
ご契約のプロダクトにより、次の章を参照して、インストール作業を行ってくださ

い。 
 
����UNIXについてについてについてについて 
   「第２章 サーバーUNIXプラットフォームのインストールと環境設定」 
   「第４章 クライアントプラットフォームのインストールと環境設定」 
 
����Windows NTについてについてについてについて 
   「第３章 サーバーWindowsプラットフォームのインストールと環境設定」 
   「第４章 クライアントプラットフォームのインストールと環境設定」 

 
1.4 インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合 

インストール時にエラーが発生した場合には、導入キットに含まれている「SAS 
Q&Aシート」にエラーメッセージの内容などの詳細を記入したうえで、FAXもしくは
電子メールにてテクニカルサポートへお問い合わせください。その際は、｢第５章  テ
クニカルサポート｣(18ページ)をご覧ください。 

 
1.5 マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル 

SPDSソフトウェアの使用法については、次のマニュアルを参照してください。 
����マニュアル 
｢SPDS(Scalable Performance Data Server)ユーザーズガイド｣(No.SPDS9610)
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第２章第２章第２章第２章 サーバーサーバーサーバーサーバーUNIXプラットフォプラットフォプラットフォプラットフォームのインストールと環境設定ームのインストールと環境設定ームのインストールと環境設定ームのインストールと環境設定 
 

2.1 UNIX版版版版SASシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール 
 
1. UNIX(HP-UX,SunOS,AIX)版SASシステムリリース6.12のCD-ROMインストール
メディアをCD-ROMドライブへセットします。 

2. ｢UNIX版SASシステム リリース6.12 インストレーションガイド｣を参照して、
SASシステムをインストールします。 

3. umount コマンドを実行して、SASシステムのインストールメディアをアンマウ
ントします。 

          例） umount  /cdrom  

 
注意！注意！注意！注意！ SunOSではejectコマンドになります。 

 
2.2 SPDSサーバーソフトウェアのインストールサーバーソフトウェアのインストールサーバーソフトウェアのインストールサーバーソフトウェアのインストール 

 
1. ｢SPDSソフトウェア バージョン2.1｣のインストールメディアをCD-ROMドライ
ブにセットします。 

 
2. CD-ROMをマウントします。 
 

HP-UX     mount  -r  /dev/dsk/0d0  /cdrom 
Solaris2  mount  -r  -F  hsfs  /dev/sr0  /cdrom 
AIX  mount -r -v cdrfs  /dev/cd0 /cdrom 

 
 CD-ROMドライブのデバイス名は、システムのマニュアルを参照してください。 
 CD-ROM装置をマウントするには、root権限が必要です。ただし、インストー
ルを行う際は、root権限は必要ではありませんので、マウント後にroot以外のユ
ーザIDで再ログインして作業することもできます。 

 
3. CD-ROMから｢SPDSソフトウェア｣のファイルをインストールするディレクトリ

(この場合は/usr/local/spdsディレクトリ)にコピーします。 
 

cd  /usr/local 
mkdir  spds 
cd  spds 
tar  xvf  /cdrom/spds.tar 

 
2.3 SPDSサーバーソフトウェアの環境設定サーバーソフトウェアの環境設定サーバーソフトウェアの環境設定サーバーソフトウェアの環境設定 

 
1.  パスの指定パスの指定パスの指定パスの指定 

SPDS用ユーザ、もしくはクライアントユーザに環境変数PATHを追加して下さい。 
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 Bシェル、Kシェルの場合、 
   例)  export PATH=$PATH:/usr/local/spds/bin:/usr/local/spds/site 

 Cシェルの場合、 
 例)  set PATH=($PATH /usr/local/spds/bin /usr/local/spds/site) 

 
2.  サービスの登録サービスの登録サービスの登録サービスの登録 
サーバーマシン側の設定ファイル(/etc/servicesもしくは/etc/inet/services)へSPDS
における各サーバーの情報を登録します。以下の記述を追加して下さい。 
例)  spdsname  5131/tcp   # SPDS Name Server  

 spdssnet   5132/tcp # SPDS SNET Server 

 
注意！注意！注意！注意！ ポート番号を変更することは可能です。変更する場合、ＯＳでシステム定義

されてない番号を選んで記述して下さい。 
 

3. パスワードファイルの作成パスワードファイルの作成パスワードファイルの作成パスワードファイルの作成 
psmgrコマンドを実行して、/usr/local/spds/siteにSPDSのユーザ情報を設定した
パスワードファイルを作成します。 

3-1  psmgrコマンドを以下のように実行します。 
例)  /usr/local/spds/bin/psmgr  /usr/local/spds/site 

  
3-2  groupdefコマンドで、SPDSのユーザグループを設定します。ここでは、

SPDS管理者グループadmingrpを設定しています。 
例)  Enter command> groupdef admingrp 

Group admingrp defined 
 
3-3  addコマンドで、SPDSのユーザ情報を追加します。ここでは管理者ユーザ 

adminを設定しています。 
例)  Enter command> add 

  
3-4   ユーザ名を”admin”と入力します。 

例)  Enter username to add> admin 
 
 
3-5  adminのパスワードを入力します。 

例)  Enter password for admin>  
   Verify password> 
      
3-6  adminの権限レベルを設定します。この場合はSPDSサーバーの管理者ユーザ

なのでレベル７で設定します。 
例)  Enter authorization level (0 to 7) for admin:> 7 

 
3-7  IPアドレスを設定します。以下の例ではSPDSサーバーが同一ホストに存在す
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るので、IPアドレスを入力しないまま、[Enter]キーを入力します。 
例)  Enter IP Address or > 

 
3-8 パスワードの期限を日数単位で設定します。例えば1ヶ月であれば30、１年で

あれば365とします。ここではパスワードの有効期間を１年にするため、365
で設定しています。 
例)  Enter password expiration time in days > 365  
 

3-9  SPDSユーザのユーザグループを設定します。ここではSPDSサーバー管理者
ユーザadminのユーザグループをadmingrpと設定しています。 
例)  Enter group name or  > admingrp 

 
3-10  SPDSユーザの最長ログイン時間を設定します。ここではデフォルトの無期

限(infinit)を設定するので、そのまま、[Enter]キーを入力します。 
例)  Enter the maximum allowed time (in days) between successful 

logins <Default = infinit >  
User admin added  
 

3-11 操作3-10のメッセージ、User admin addedが表示されると正常にユーザが追
加されたので終了して下さい。 
例)  Enter command> quit 

 
4. 設定ファイル、起動ファイル、停止ファイルのコピー設定ファイル、起動ファイル、停止ファイルのコピー設定ファイル、起動ファイル、停止ファイルのコピー設定ファイル、起動ファイル、停止ファイルのコピー 

/usr/local/spds/samplesディレクトリ下にあるspdsserv.parm、libnames.parm、
rc.spds、killspdsといったそれぞれのファイルを/usr/local/spds/siteディレクトリ
へコピーして下さい。 

 
例)  cd  /usr/local/spds/samples 

cp  spdsserv.parm  libnames.parm  rc.spds  killspds 
/usr/local/spds/site 

 
5. rc.spdsファイルの編集ファイルの編集ファイルの編集ファイルの編集 
操作4.でコピーしたrc.spdsファイルを開いてインストール先のディレクトリを表
す環境変数INSTDIRを変更します。 
例)  INSTRDIR=/usr/local/spds 
 
注意！注意！注意！注意！ /etc/servicesファイルで設定したサービス(操作3-1)のポート番号と

rc.spdsファイルの環境変数で指定された番号は以下のように同じにし
て下さい。 
例) NSPORT=5131 

SNSPORT=5132 
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環境変数NSPORTの値は、SPDSネームサーバー(spdsname)のポート番
号、環境変数SNSPORTの値は、SPDS SNETサーバー(spdssnet)のポー
ト番号です。 

 
6. ライセンスファイルの作成ライセンスファイルの作成ライセンスファイルの作成ライセンスファイルの作成 
/usr/local/spds/licディレクトリへ移動し、ライセンスファイルspds.licを作成します。
なお同ディレクトリには同じファイル名でサンプルがあります。サンプルを編集し

てお使いいただくことができます。 
 
例)  cd  /usr/local/spds/lic 

vi  spds.lic 
 

注意！注意！注意！注意！ spds.licファイル作成とライセンス情報の適用方法については、｢SPDS
用SETINIT(ソフトウェア･ライセンス情報)のご案内｣を参照して下さい。 

 
 

2.4    SPDSソフトウェアのアンインストールソフトウェアのアンインストールソフトウェアのアンインストールソフトウェアのアンインストール    

SPDSソフトウェアをアンインストールするには、ソフトウェアをインストールし
たディレクトリごと削除して下さい。 
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第３章第３章第３章第３章 サーバーサーバーサーバーサーバーWindowsプラットフォームのインストールと環境設プラットフォームのインストールと環境設プラットフォームのインストールと環境設プラットフォームのインストールと環境設

定定定定 
 

3.1 Windows版版版版SASシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール 
1. Windows版SASシステム リリース 6.12のCD-ROMインストールメディアを

CD-ROMドライブにセットします。 
2. ｢Windows版SASシステム リリース 6.12インストレーションガイド｣を参照して

SASシステムをインストールします。 
 

3.2 SPDSサーバーソフトウェアのインストールサーバーソフトウェアのインストールサーバーソフトウェアのインストールサーバーソフトウェアのインストール 
1. SPDSサーバーのインストール先を作成します。Windows NTエクスプローラを起
動し、右のポップアップメニューで、[新規作成]→[フォルダ]を選択。ここでは名
前をSPDSとします(インストール先はC:¥SPDSディレクトリ)。 

 
2. ｢SPDSソフトウェア バージョン2.1｣のCD-ROMインストールメディアを

CD-ROMドライブにセットします。 
 
3. PCのデスクトップ上にある「マイコンピュータ」のウィンドウを開き、CD-ROM
ドライブのアイコンを選択し、ダブルクリックします。 

 

 
 
 
 
 

4. インストーラが起動します。 
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5. Welcomeというウィザードが起動します。[Next]ボタンを選択します。 

 

 
 
 
 
 

ここで、[Cancel]ボタンを選択すると以下のウィンドウが表示されます。 
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[Resume]を選択すると元のウィンドウに戻ります。 
[Exit Setup]を選択するとインストーラーが終了します。 

 
6. 名前(Name)と会社名(Company)を入力後に、[Next]ボタンを選択します。 
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7. [Browse]ボタンを選択し、インストール先を指定します。あらかじめ作成したフ
ォルダ(ここではC:¥SPDSディレクトリ)を指定後、[Next]ボタンを選択します。 

 

 
 

8. プログラムメニューに格納するフォルダ名を入力(ここではSPDS2.1)します。入
力後［Next］を選択します。 

 
 
 
 



 

10 

9. インストールする情報に間違いがないか、チェックして下さい。 
 

 
[Next]ボタンを選択するとインストールを開始します。 
インストールする情報が間違っていた場合は、[Back]ボタンで該当するウィザードま
で戻り、情報を修正して下さい。 

 
10. インストールを開始します。 
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11. [Finish]ボタンを選択すると、インストールが終了します。またREADMEのテキスト
ファイルを開く場合は、左側のチェックボックスをチェックして下さい。 

 
 

3.3 SPDSサーバーソフトウェアの環境設定サーバーソフトウェアの環境設定サーバーソフトウェアの環境設定サーバーソフトウェアの環境設定 
1.  サービス情報の登録サービス情報の登録サービス情報の登録サービス情報の登録 
サーバーマシン側の設定ファイル(C:¥WINNT¥System32¥drivers¥etc¥Services)へ
SPDSサーバーの情報を登録します。以下の記述を追加して下さい。 

 例)  spdsname  5131/tcp   # SPDS Name Server  
spdssnet   5132/tcp # SPDS SNET Server 

 
注意！注意！注意！注意！ ポート番号を変更することは可能です。変更する場合、ＯＳでシステム定

義されてない番号を選んで記述して下さい。 
 

2. パスワードファイルの作成パスワードファイルの作成パスワードファイルの作成パスワードファイルの作成 
プログラムメニューから｢Account Manager｣を起動して、SPDSのユーザ情報を設
定します。 
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2-1  [プログラム]メニュー→[SPDS2.1]→[Account Manager]を選択すると、以下
のようなウィンドウが起動します。 

  
2-2  groupdefコマンドで、SPDSのユーザグループを設定します。ここでは、

SPDS管理者グループadmingrpを設定しています。 
例)  Enter command> groupdef admingrp 

Group admingrp defined 
 
2-3  addコマンドで、SPDSのユーザ情報を追加します。ここでは、管理者ユ

ーザ adminを設定しています。 
例)  Enter command> add 

  
2-4   ユーザ名を”admin”と入力します。 

例)  Enter username to add> admin 
 
2-5  adminのパスワードを入力します。 

例)  Enter password for admin>  
Verify password> 

      
2-6  adminの権限レベルを設定します。この場合、SPDSサーバーの管理者ユー

ザなのでレベル７で設定します。 
例)  Enter authorization level (0 to 7) for admin:> 7 

2-7  IPアドレスを設定します。以下の例ではSPDSサーバーが同一ホストに存
在するので、IPアドレスを入力しないまま、[Enter]キーを入力します。 
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例)  Enter IP Address or > 
 
2-8  パスワードの期限を日数単位で設定します。例えば、1ヶ月であれば30、

１年であれば365とします。ここではパスワードの有効期間を１年にする
ため、365で設定しています。 
例)  Enter password expiration time in days > 365  

 
2-9  SPDSユーザのユーザグループを設定します。ここではSPDSサーバー管理

者ユーザadminのユーザグループをadmingrpと設定しています。 
例)  Enter group name or  > admingrp 

 
2-10  SPDSユーザの最長ログイン時間を設定します。ここではデフォルトの無

期限(infinit)を設定するので、そのまま、[Enter]キーを入力します。 
例)  Enter the maximum allowed time (in days) between successful 

logins <Default = infinit >  
User admin added 

 
2-11  操作2-10のメッセージ、User admin addedが表示されると正常にユーザ

が追加されたので終了して下さい。 
例)  Enter command> quit 
 

3.  ライセンスファイルの編集ライセンスファイルの編集ライセンスファイルの編集ライセンスファイルの編集 
 C:¥spds¥siteディレクトリへ移動し、ライセンスファイルspds.licを作成します。
なお同ディレクトリには同じファイル名のサンプルがあります。サンプルを編集し

てお使いいただくことができます。 
 
注意！注意！注意！注意！ spds.licファイル作成とライセンス情報の適用方法については、｢SPDS用

SETINIT(ソフトウェア･ライセンス情報)のご案内｣を参照して下さい。 
 

 
3.4    SPDSソフトウェアのアンインストールソフトウェアのアンインストールソフトウェアのアンインストールソフトウェアのアンインストール    

SPDSソフトウェアをアンインストールするには、Windowsメニューの[設定]→[コ
ントロールパネル]を開き、[アプリケーションの追加と削除]で｢SPDS｣を選択します。 
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第４章第４章第４章第４章 クライアントプラットフォームのインストールと環境設定クライアントプラットフォームのインストールと環境設定クライアントプラットフォームのインストールと環境設定クライアントプラットフォームのインストールと環境設定 
 

4.1 UNIX版版版版SASシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール    

 
「UNIX版SASシステム リリース6.12インストレーションガイド」を参照のうえ、SAS
システムのインストールを行ってください。 
 

4.2 UNIX版版版版SPDSクライアントソフトウェアのインストールクライアントソフトウェアのインストールクライアントソフトウェアのインストールクライアントソフトウェアのインストール 
 

1.｢SPDSソフトウェア バージョン2.1(クライアント用)｣のCD-ROMインストール
メディアをCD-ROMドライブにセットします。 

 
2.CD-ROMをマウントします。 
AIX        mount  -r  -v  cdrfs  /dev/cd0  /cdrom 
HP-UX     mount  -r  /dev/dsk/0d0  /cdrom 
Solaris 2  mount  -r  -F  hsfs  /dev/sr0  /cdrom 

 
CD-ROMドライブのデバイス名は、システムのマニュアルを参照してください。 
CD-ROM装置をマウントするには、root権限が必要です。ただし、インストールを
行う際は、root権限は必要ではありませんので、マウント後にroot以外のユーザID
で再ログインして作業することもできます。 

 
3.CD-ROMからクライアント用のモジュールをインストールするディレクトリ(この
場合は、/usr/local/spds2.1 ディレクトリ)にコピーします。CD-ROMのディレクト
リ構成はプラットホームごとに分けられています。以下の表を参照して下さい。 

 
プラットフォーム ディレクトリ構成 

Solaris2 /<cd-rom_mount_point/SOL2 
AIX/RS-6000 /<cd-rom_mount_point/AIX 

HP-UX /<cd-rom_mount_point/HPUX 
WindowsNT /<cd-rom_mount_point/WIN 

 
 

例えば、プラットホームSolaris2へクライアントモジュールインストールする場合、
インストールするディレクトリが/usr/local/spds2.1のときは以下の手順になります。 

 
     cd  /usr/local 
     mkdir  spds2.1 

cd  spds2.1 
     tar  xvf  /cdrom/SOL2/spds2.1.tar 
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4.3 UNIX版版版版SPDSクライアントソフトウェアの環境設定クライアントソフトウェアの環境設定クライアントソフトウェアの環境設定クライアントソフトウェアの環境設定 
1. サービス情報の登録サービス情報の登録サービス情報の登録サービス情報の登録 
ローカルホスト側の設定ファイル(/etc/servicesもしくは/etc/inet/services)へSPDS
サーバーの情報を登録します。以下の記述を追加して下さい。 
   例)  spdsname  5131/tcp   # SPDS Name Server  

 
注意！注意！注意！注意！ ポート番号を変更することは可能です。変更する場合はＯＳでシステム定義

されてない番号を選んで記述して下さい。 
 

2. config.sas612ファイルの設定ファイルの設定ファイルの設定ファイルの設定 
UNIX版の場合は、SASROOTディレクトリ下にあるconfig.sas612ファイルを開いて、
以下の記述を追記します。 

 
例)  -path  /usr/local/spds2.1/dbcs/sasexe 

 -path  !SASROOT/dbcs/sasexe 
 -path  !SASROOT/sasexe/base 
   ： 
   ： 
 
 -msg  /usr/local/spds2.1/sasmsg 
 -msg  !SASROOT/japanese/sasmsg 
 -msg  !SASROOT/sasmsg 
 

注意！注意！注意！注意！ -pathと-msgの設定は、それぞれ既に設定されているオプションよりも前で
設定して下さい。 
 

4.4 Windows版版版版SASシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール 
「Windows版SASシステム リリース6.12インストレーションガイド」を参照のうえ、

SASシステムのインストールを行ってください。 
 

4.5 Windows版版版版SPDSクライアントソフトウェアのインストールクライアントソフトウェアのインストールクライアントソフトウェアのインストールクライアントソフトウェアのインストール 
 

1.｢SPDSソフトウェア バージョン2.1(クライアント用)｣のCD-ROMインストール
メディアをCD-ROMドライブにセットします。 

 
2.インストール先のディレクトリ(この場合のインストール先はC:¥spds2.1)へ、

spds2.1というファイルをコピーし、そのファイルを圧縮/解凍ツールを使って解凍
します。 

 
4.6 Windows版版版版SPDSクライアントソフトウェアの環境設定クライアントソフトウェアの環境設定クライアントソフトウェアの環境設定クライアントソフトウェアの環境設定 

 
1. サービスの登録サービスの登録サービスの登録サービスの登録 
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ローカルホスト側の設定ファイル(C:¥WINNT¥SYSTEM32¥drivers¥etc¥services)
へSPDSサーバーの情報を登録します。以下の記述を追加して下さい。 

   例)  spdsname  5131/tcp   # SPDS Name Server  

 
注意！注意！注意！注意！ ポート番号を変更することは可能です。変更する場合、ＯＳでシステム定

義されてない番号を選んで記述して下さい。 
 

2. config.sasファイルの設定ファイルの設定ファイルの設定ファイルの設定 
Windows版の場合は、SASROOTディレクトリ下にあるconfig.sasファイルを開
いて、-path( )内と-sasmsg( )内にそれぞれ以下の記述を追記します。 
 
例)  -path  ( 

C:¥spds2.1¥dbcs¥sasexe 
!sasroot¥japanese¥sasexe 
!sasroot¥dbcs¥sasexe 
  ： 
  ： 

        ) 
 

 -msg  ( 
          C:¥spds2.1¥core¥sasmsg 

!sasroot¥japanese¥sasmsg 
!sasroot¥dbcs¥sasmsg 
 ： 
 ： 

        ) 
  

注意！注意！注意！注意！ -pathと-msgの設定は、それぞれ既に設定されているオプションよりも前で
設定して下さい。 

 
4.7 SPDSサーバーとクライアントの接続確認方法サーバーとクライアントの接続確認方法サーバーとクライアントの接続確認方法サーバーとクライアントの接続確認方法 

1. ネームサーバーを起動する。ネームサーバーを起動する。ネームサーバーを起動する。ネームサーバーを起動する。 
(1)サーバーがUNIXの場合、rc.spdsファイルを実行します。 
 
例)  /usr/local/spds/site/rc.spds 

 
(2)サーバーがWindowsの場合、 [プログラムメニュー]→[SPDSメニュー]→[SPD 

Name Server]と[プログラムメニュー]→[SPDSメニュー]→[SPD Data Server]を
順に実行します。 
 

2. クライアント側のクライアント側のクライアント側のクライアント側のSASシステムを起動する。システムを起動する。システムを起動する。システムを起動する。 
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3. 接続テスト用接続テスト用接続テスト用接続テスト用 libnameステートメントを実行する。ステートメントを実行する。ステートメントを実行する。ステートメントを実行する。 
以下の接続テスト用ステートメントを実行して下さい。 
例)   libname test sasspds ’tmp ’ 

server=serverNode.portNumber user=’anonymous’ 
dbcstype=’sjis’; 

 
test…任意のライブラリ参照名 
sasspds…SASSPDSエンジン 
tmp…LIBNAMEドメイン 
serverNode…ネームサーバーのノード名(ホスト名)  
portNumber…ネームサーバーのポート番号 
dbcstype…SPDSテーブルの日本語表示コード 
 

注意！注意！注意！注意！  SPDSサーバーが、Solarisの場合、日本語表示コードがEUCのため、 
dbcstype=’euc’ と指定します。またdbcstypeオプションは省略する
ことが可能です。省略した場合、SPDSサーバーの日本語表示コードが自
動的に指定されます。 

 
注意！注意！注意！注意！  LIBNAMEドメインとは、SPDS用のライブラリに割当てたパスのエイリ

アス名を指します。LIBNAMEドメインの指定はlibnames.parmファイル
内で以下のように設定されています。 
例) libname=tmp  pathname=/tmp; 

 
4.8 SPDSクライアントソフトウェアのアンインストールクライアントソフトウェアのアンインストールクライアントソフトウェアのアンインストールクライアントソフトウェアのアンインストール 

UNIX版、Windows版クライアントSPDSソフトウェアをアンインストールするには、
それぞれのプラットホームにインストールしたディレクトリを削除して下さい。 

 
4.9 HP-UX 11.0固有の設定固有の設定固有の設定固有の設定 

HP-UX 11.0上でSPDSサーバーを使用する場合、オペレーティングシステムのカー
ネルパラメータを以下のように変更する必要が有ります。 

 
max_thread_proc  
デフォルト64を512以上に値を増やして下さい。 
max_thread_proc 
デフォルト64(Mbyte)を128以上に値を増やして下さい。 
 

これらの設定はHP-UXのSAMというユーティリティを使って変更することができ
ます。値を変更した後にシステムを再起動して下さい。 
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第５章第５章第５章第５章 テクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポート 
 
SASインスティチュートジャパンでは、SASコンサルタントからの技術的

な質問についてFAX、電子メール、電子メール、電子メール、電子メールでのテクニカルサポートを提供しています。 
 その他、World Wide WebによるFAQ(Frequently Asked Questions)などの
技術情報や修正モジュールの提供も行っています。 
 

SASシステムに関するサポートは、SASインスティチュートジャパンと各
サイトのSASコンサルタントが共同で行います。SASインスティチュートジ
ャパンはソフトウェアのメンテナンスを担当し、各サイトのSASコンサルタ
ントは直接ユーザサポートを提供します。SASコンサルタントが解決できなコンサルタントが解決できなコンサルタントが解決できなコンサルタントが解決できな

いような問題に関しては、いような問題に関しては、いような問題に関しては、いような問題に関しては、SASコンサルタント自身がコンサルタント自身がコンサルタント自身がコンサルタント自身がSASインスティチューインスティチューインスティチューインスティチュー

トジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。トジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。トジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。トジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。できるかぎり効率のよ

いサービスを行うために、SASコンサルタント以外のユーザからテクニカル
サポートへ直接連絡することはご遠慮ください。 

 
テクニカルサポートでは、SASシステムでのユーザエラー、システムの互

換性上の問題、SASステートメントの構文に関する質問、プロシジャとその
出力などに関して、サポートを提供します。ただし、特定目的用アプリケー特定目的用アプリケー特定目的用アプリケー特定目的用アプリケー

ション、ユーザプログラムの作成、新規ユーザの教育、統計手法一般についション、ユーザプログラムの作成、新規ユーザの教育、統計手法一般についション、ユーザプログラムの作成、新規ユーザの教育、統計手法一般についション、ユーザプログラムの作成、新規ユーザの教育、統計手法一般につい

ての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となります。ての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となります。ての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となります。ての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となります。これらのご相

談につきましては弊社コンサルティングサービス(有料)までご連絡ください
（TEL：03-3533-3890）。 
 

 
テクニカルサポート連絡先 
        FAX：：：： 03----3533----3781 TELTELTELTEL：：：： 03 03 03 03----3533353335333533----3877387738773877 
        電子メール電子メール電子メール電子メール: support@jpn.sas.com 
（（（（電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に

Subjectををををhelpとして、お送りください。）として、お送りください。）として、お送りください。）として、お送りください。） 
World Wide Web 

http://www.sas.com/japan 
 

http://www.sas.com/japan
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