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LINGO Version18 Windows 版 セットアップ手順 

 

LINDO 社パッケージ「LINGO(version18)」をセットアップ（インストール）する手順を御説明します。 

この説明は、Windows (Windows10 Pro 64Bit版)を搭載した PCに LINGO(x86 64Bit版)をインストールする 

事例として紹介します。 

 

他の Windowsバージョン（XP,7,8,8.1等）の場合、表示内容・状態が若干異なりますが、手順的には同様と

なります。なお、32ビット版でも同様の手順となりますので、当資料を参考にしてください。 

セットアップは一般ユーザ IDでも行うことができますが、PC上で他ユーザも利用する場合、管理者 

ユーザ IDを使用してセットアップを行う様、お勧めします。 

 

セットアップの要否並びに必要作業は、およそ 

右図の様になります。 

・「初めて使用」の場合、セットアップと 

ライセンスの適用を行います。 

・「Version UP」（バージョンアップ)の場合、 

まず現在利用中の LINGOをアンインストール 

 （PC 上より一旦削除）した後、セットアップ 

 とライセンスの適用を行います。 

・「Class変更・オプション追加」の場合は 

 ライセンスの適用のみの作業となります。 

 

なお、バージョンアップとクラス変更・オプション追加を同時に行う場合、バージョンアップの手順で 

作業を実施してください。 

また、「試用版」として利用される場合は「ライセンスの適用」手順内で手続きを頂きます。 

 

  

初めて使用 
Class変更 

Option追加 Version UP 

セットアップ（第一章） 

アンインストール 

（第三章） 

ライセンスの適用（第二章） 
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LINDO社ソフトウェア製品に関するご質問等は、sales@lindo.jp までお問い合わせください。 

 

技術的なご質問及びモデル構築に際するご質問等につきましては、保守契約の有無に関わらず 

対応をさせて頂いております。 

試用版（デモ版）をご利用中の場合でも、同様に対応をさせて頂きます。 

（全てのご質問への対応を完全の保証するものでは有りません。また、サポートの内容に依っては、別途ご相談 

とさせて頂く場合があります。ご理解を頂けます様お願いします）。 

  

mailto:sales@lindo.jp
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1 ＬＩＮＧＯのセットアップ 

この章では、ＬＩＮＧＯ Version18を Windows環境にセットアップする手順を説明します。 

 

 ＬＩＮＧＯセットアップメディアの準備 

 

セットアップメディアは、以下の２つの方法で提供されます。それぞれの場合で以下の操作を行って 

ください。 

(1) LINDO Japan送付の「セットアップ CD」を使用する場合 

・セットアップ CDをドライブにセットします。 

・Windowsの場合、セットされた CDを自動的に認識し、 

目的操作を尋ねてきます（右図）。 

 

●「LINGO-WINDOWS-…..18.0.exeの実行」 

 インストーラを起動します。 

「1-3 セットアップ」に進みます。 

●「フォルダーを開いてファイルを表示」 

 セットアップ CDに格納されたファイルの一覧をエクスプローラで表示します。 

「1-2 セットアップの開始」に進みます。 

 

(2) ダウンロードによる入手の場合 

・LINDO Japanまたは米国 LINDO社よりセットアップ 

ファイルをダウンロードします。 

・ダウンロードファイルは ZIP圧縮ファイルです。 

任意のフォルダーにダウンロード後、解凍します。 

・別途 Mail添付等でお送りした「ライセンスキー」 

ファイルを準備します。 

 

米国 Lindo社よりダウンロード頂いた場合、ZIPファイルにはセットアップ用ファイルのみが格納され

ています。LindoJAPANよりダウンロード頂いた場合、セットアップ用ファイルの他、日本語マニュアル

等関連資料が含まれています。 
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 セットアップファイルの起動 

 

⚫ CDよりインストールの方は、CDを開いて 

ください。 

⚫ ダウンロードの方は、ダウンロードフォルダ

を 

開いてください。  

 

セットアッププログラム（ここでは LINGO-

WINDOWS-64x86-18.0.exe）を実行 

（ダブルクリック）します。 

➔ 1.3に進みます。 

 

 セットアップ開始確認のメッセージ 

 

ＬＩＮＧＯのセットアップを開始する確認 

メッセージが表示されます。 

（Windowsのバージョンによっては表示されない 

場合があります）。 

・「はい」：セットアップを継続します。 

➔ 「1.4 セットアップ準備」に進みます。 

・「いいえ」：セットアップを中止します。 

（セットアップを終了します）。 

 

 セットアップ準備 

 

ＬＩＮＧＯのセットアップに必要なファイル 

等を準備します。 

（ここでは、操作は不要です）。 

 

➔ 「1.5 セットアップ開始確認」に進みます。 
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 セットアップ開始確認 

 

セットアップの開始確認を求めてきます。 

・「Next>」：セットアップを行います。 

 ➔「1.6 ライセンス同意書」に進みます。 

・「Cancel」：セットアップを中止します。 

 セットアッププログラムは終了します。 

 

 

 

 ライセンス同意書 

 

LINDO社製品のライセンス同意書が表示されま

す。内容を確認してください。 

 

同意頂ける場合、「I accept the terms in 

the 

agreement」をチェックして下さい。 

・「進む(F)」：セットアップを継続します。 

➔ 「1.7 セットアップ先の指定」に 

進みます。 

・「キャンセル(C)」：セットアップを中止します（セットアップを終了します）。 

 

 セットアップ先の指定 

 

LINGOのセットアップ先フォルダを設定しま

す。 

デフォルトは「C:\LINGO64_18」です。 

「Change…」ボタンを押し、任意のフォルダー

を指定する事も可能です。 

 

フォルダーを指定(またはデフォルトのまま)後 

・「Nest>」：セットアップを継続します。 

  ➔「1.8 インストール設定完了確認」に進みます。 

・「<Back」：ライセンス同意書画面に戻ります 

➔「1.6 ライセンス同意書」に戻ります。 

・「Cancel」：セットアップを中止します（セットアップを終了します）。  
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 インストール設定完了確認 

 

セットアップに際する設定およびセットアップ

の継続の確認を求めてきます。 

 

・「Install」：セットアップを継続します。 

➔ 「1.9 セットアップの進行」に 

進みます。 

・「<Back」：セットアップ先指定に 

戻ります。 

➔ 「1.7 セットアップ先の指定」に戻ります。 

・「Cancel」：セットアップを中止します（セットアップを終了します）。 

 

 セットアップの進行 

 

1.2～1.5の設定により、セットアップが遂行 

されます。 

（ここでは操作は必要ありません）。 

  ➔ 「1.10 セットアップ終了」に進みます。 

 

 

 

 セットアップ終了 

 

すべてのセットアップ作業が終了すると、 

セットアップ終了のメッセージが表示されます。 

 

・「Finish」：セットアッププログラムを 

終了します。 

 

 

以上の手順によりセットアップ（インストール）

は完了です。 

 

CD を取り出す、または作業用一時フォルダを作成した場合はこれを削除してください。 

引き続き、ＬＩＮＧＯを起動し、ライセンスキーを適用します（２章に進みます）。  
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2 ＬＩＮＧＯの起動とライセンスキーの適用 

 

この章では、LINDO社製品「LINGO」にライセンスキーを設定する手順をご説明します。 

 

LINDO 社製品は、利用者の PC にインストールした時点では、試用版として動作します。 

試用版では、取り扱い可能なモデルサイズが小さく制限されます。正式にご購入を頂いた時点で、 

LINDO Japanよりご購入者様あて、ライセンスキーをお送りします。 

このライセンスキーをご購入頂いた製品に設定することで、目的のモデルサイズを扱うことができるよ

うになります。 

 

 ライセンスキーの受領と確認 

 

ご購入を頂いた製品のライセンスキーを

LINDO-Japan より購入者の方に Mail 添付 

（WEB 購入の場合）または郵送(セットアップ

CD 中に電子媒体として)にてお届けします。 

 

ライセンスキーは、テキストデータとしてお届け

します。右図はライセンスキーのサンプルです。 

（一部文字を隠してあります）。 

 

 ＬＩＮＧＯの起動 

 

LINGO を起動します。 

 

「スタート」➔（プログラムリスト）にアイコン 

が登録されています。 

これに対して、マウス右クリック➔「スタート画面にピン止めする」を選択頂くと、スタートメニュー

上に登録できます。 

 

また、デスクトップ上にショートカットが作成されています。 

 

スタートメニューまたはデスクトップのショートカットにより LINGO を起動します。 

 

➔「2.3 ライセンス登録画面」に進みます。 

 

  

ライセンスキーの見本 
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 ライセンス登録画面 

 

LINGO は初回起動時に、自動的に「2.4 ライセンス情報の入力と登

録」にすすみます。 

この「ライセンス情報の入力と登録」画面が自動的に表示されない場

合、LINGO を起動後、LINGO のメニュー 

から呼び出すことが出来ます。 

 

およそ右図のような LINGO の画面が表示されます。ここでメニュ

ー操作により「File」➔「License」を選択してください。 

➔「2.4 ライセンス情報の入力と登録」に進みます。 

 

 ライセンス情報の入力と登録 

 

ライセンスキーの入力画面が表示されます。 

(セットアップ中は自動的にこのステップに進みます) 

 

この入力域に、「2.1 ライセンスキーの受領と確認」

で確認したライセンスキーを正確に入力してください。 

 

ライセンスキーはコピー＆ペーストで入力される様 

強くお勧めします。 

 

・「Cancel」：ライセンス登録を終了します。 

➔2.6 に進みます。 

・「OK」：入力したライセンスを登録します。➔「2.5 ライセンス情報の確認」に進みます。 

 入力されたライセンスキーが正しくない場合、エラーメッセージを表示後、2.4 の画面（この画面） 

 に戻ります。 

 

なお、ライセンスキーを使用せず、試用版（デモ版）と

してご利用頂く場合、上記画面において「Demo」 

ボタンを押してください。この場合、右に示す画面が表

示されます。通常は「Do Not Create User ID File」を

選択して下さい。 
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 ライセンス情報の確認 

 

ライセンス内容の確認画面が表示されます。「OK」ボタンを押して下さい。 

（この画面は、LINGO メニューの「Help」→「About Lingo」 

でも表示させることが可能です）。 

 

利用可能であるオプションおよびモデルサイズ情報等が表示されます。 

（右の例は、アカデミック向け Extended クラスのものです）。 

 

ユーザ情報の登録状況により、次の様な動きをします。 

・ユーザ情報未登録：「2.6 ユーザ情報の登録」に進みます。 

・ユーザ情報登録済：Lingo の画面に進み、登録作業ば終了です。 

 

 

 

 

 ユーザ情報の登録 

 

ユーザ登録情報の入力画面が表示されます。 

この情報は、米国 Lindo 社に送付・登録され 

ます。 

日本国内では、LindoJapan が利用者の方に 

製品の更新情報をご案内させて頂きますので、 

本画面による登録は任意で構いません。 

（実質的に不要です）。 

 

・登録をされる場合、必定情報を記入の上、 

 「Register Now」ボタンを押して下さい。 

 （インターネット接続が必須です）。 

・今回登録をされない場合、「Cancel」ボタン 

 を押して下さい。この場合、次回 LINGO を 

 起動した際に、この画面が再表示されます。 

・登録が不要の場合「Never Register」ボタン 

 を押して下さい。この画面は表示されなく 

 なります。 
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 ＬＩＮＧＯ 

 

LINGO の操作画面が表示されます。 

 

 

一度ライセンス登録がなされた後にＬＩＮＧＯを起動すると、ライセンス登録画面は表示されず 

直接この画面が表示されます。 

 

 

 

以上の手順によりライセンスの登録は完了です。 
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3 ＬＩＮＧＯのアンインストール(削除) 

 

この章では、既にセットアップがなされている LINGO を削除（アンインストール）する手順を説明します。 

なお、ここでは LINGO Version15 を例にしております。これ以前のバージョンの場合、フォルダ名 

およびアンインストーラ（削除プログラム）のファイル名が異なる場合があります。 

 

 アンインストーラを起動する。 

 

アンインストールは Windows の持つ 

「プログラムのアンインストール」機能より行いま

す。 

 

「スタート」→「コントロールパネル」により右の

画面が表示されます。 

（Windows10の場合、「スタート」でマウスの右クリ

ック後「コントロールパネル」を選択します） 

 

 

「プログラム」グループの「プログラムのアンインストール」を選択（クリック）します。 

 

インストール済みソフトウェアの一覧が表示され

ます。 

リスト中より「LINGO Version xx」を 

探し、ダブルクリックします。 

Terminalよりコマンドで実行する事も可能です。 

 

 

 

アンインストーラは起動されると、LINGOの削除の 

実行確認を求めてきます。 

「はい(Y)」：LINGOを削除します。 

➔3.2に進みます。 

「いいえ(N)」：削除を中止します。（終了します）。 
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 アンインストールの進行 

 

Windows10等一部の OSでは、右の様な 

確認メッセージが表示されます。 

「はい」を選択し、アンインストールを 

進めます。 

（「いいえ」を選択した場合、アンインストールは

中止されます）。 

 

 

 

 

アンインストールが進行します。 

 

自動的に 3.3 に進みます。 

 

 

 

 アンインストールの完了 

 

アンインストールが終了すると、3.1 で表示された 

インストール済みソフトウェアの一覧が表示され

ます。 

 

リスト中より「LINGO Version xx」が削除されてい

ることを確認してください。 

 

確認後、画面右上の「×」をクリックし、 

インストール済みソフトウェアの一覧を閉じて 

下さい 

    

なお、導入先フォルダ内にはライセンスファイルが残される場合があります。 

   内容を確認の上、不要で有る場合、削除してください。 
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4 導入先フォルダの構成 

 

[LINGO64_18] 

  ┃・Lingo64_18.exe ：LINGO 本体 

  ┃・RunLingo.exe ：バッチモード用 LINGO 

  ┃・ライセンス条項 ：License.rtf 

  ┃・マニュアル ：Lingo_18_Users_Manual.pdf、Lingo_18_Users_Manual.chm（Help File 版） 

  ┃・DLL ：Chartdir60.dll, Cilkrts20.dll, Conopt3.dll, Conopt464.dll, Libifcoremd.dll 

  ┃      Libiomp5md.dll, Libmmd.dll, Lindo64_12_0.dll, Lindopr64_8.dll, Lingd64_18.dll 

  ┃      Lingdb64_3.dll, Lingf64_18.dll, Lingfd64_18.dll, Lingj64_18.dll, Lingoau64_13.dll 

  ┃      Lingr64_1.dll, Lingxl64_5.dll, Mosek64_8_1.dll, Msvcr120.dll 

  ┃・その他 ：GET.BAT, Lindo.h, Lingo18.jar, Noauto.reg, Tran.ltf, UserInfoUtility.zip 

  ┣[Hillier] ：LINGO のサンプルモデルを格納したフォルダ 

  ┣[Notepad++]：Notepad++サンプルを格納したフォルダ 

  ┣[Programming_samples]：言語インターフェースを使用したプログラミングサンプル集 

┃     対象言語：ASPnet、C#net、Excel、Forttan、Java、Phyton、R、VB.net、VBscript、VC++ 

  ┣[samples] ：LINGO のサンプルモデルを格納したフォルダ 

  ┗[user] ：ユーザ作成関数 サンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


