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1. MiLCAインストール 

1.1. 対応 OS 

 

・サーバ OS 

 WindowsServer2008 

 WindowsServer2008R2 

 WindowsServer2012 

 WindowsServer2012R2 

 上記の何れでも大丈夫。 

 なお、Windowsserver2003 はもうすぐ（2015 年 7 月 15 日）MS 社からの正式サポートが終了

するため、それに合わせて MiLCA での対応も終了。 

 

1.2. インストーラのダウンロード 

1.2.1. インストーラがダウンロードできない 

 状況：MiLCA の web サイトからインストーラがダウンロードきない。 

 原因①：ユーザのネットワークセキュリティにより、容量の大きいファイルや実行ファイル形式（.exe）

のファイルダウンロードを制限している可能性があります。 

 対策①-1：実行ファイル形式のダウンロードを制限している場合は、圧縮（.zip）形式のインスト

ーラであればダウンロードできる場合があります。 

 対策①-2：セキュリティソフトが警告を出しているだけの場合もありますので、その場合は動作を「許

可」することでダウンロードできることもあります。 

 対策①-3：難しい場合は産業環境管理協会までお問い合わせください。有料版購入の方にはイ

ンストーラを DVD にコピーして郵送します。 

1.3. インストーラ起動 

1.3.1. インストーラが起動しない 

 状況：MiLCA インストーラをダブルクリックしてもインストールがはじまらない。 

 

 原因①：Windows の管理者権限を持たずにインストールを試みている可能性があります。 

 対策①：インストール時には Windows の管理者権限が必要です。実際に MiLCA を利用する

windows アカウントに一時的にでも管理者権限を与え、インストール作業をしてください。MiLCA

をインストールした Windows アカウントでのみ、MiLCA を起動することができるためです。 

 

 原因②：DVD やネットワーク上の共有 HDD からインストーラを起動しており、解凍できない。 
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 対策②：インストーラを PC のデスクトップ等にコピーし、それを起動させてください。  

1.4. STEP1 

1.4.1. インストールが途中で止まる 

 状況：STEP1 の動作が途中で止まってしまう。 

 

 原因①：HDD の空き容量がなくなっている可能性があります。 

 対策①：HDDの空き容量を増やしてください。6GB未満の場合、インストールに失敗します。最低

7GB が必要です。（バックアップ領域も考慮すると、20GB 以上を推奨しています。）。また、中途

半端にSTEP1のプログラムがインストールされている可能性があるため、後述の「アンインストール」の

項目を参考にして SQL server 関係のプログラムを完全にアンインストールしてから再インストールし

てください。 

 

 

 原因②：インストールフォルダにアーカイブ属性があるとインストールできない事象が報告されています。

（数年以上長く使っているパソコンに比較的発生している事例です） 

 対策②：以下の手順を実行します。 

  1. C:\Program Files\Microsoft SQL Server のフォルダ 

（このフォルダがなければ C:\Program Files フォルダ）を右クリック 

  2. [プロパティ] をクリック 

  3. [全般] タブの [詳細設定] をクリック 

  4. [属性の詳細] タブで、[フォルダをアーカイブ可能にする] というチェックボックスを確認してください。

ここがオンになっている場合は、オフにします。 

     もし、上記操作にてチェックボックスでオンになっている部分が発見されない場合は、 

C ドライブそのもの（C:)もご確認ください。 

 

 原因③：セキュリティ等で自動セットアップの一部動作を制限している可能性があります。 

 対策③：下記にある手動セットアップガイドに従ってインストールしてください。 

   http://milca-milca.net/download-files/MiLCA_SA_SQLserver_setup.pdf 

   なお、また、中途半端に STEP1 のプログラムがインストールされている可能性があるため、後述の「ア

ンインストール」の項目を参考にして SQL server 関係のプログラムを完全にアンインストールしてから再イ

ンストールしてください。 

1.5. STEP2 

1.5.1. STEP2実施中にエラーが出る① 

 状況：下図のようなエラーが表示される。 
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 原因：過去に同じ PC を他の windows アカウントで MiLCA を利用していたときに発生します。 

 対策：旧 windows アカウントでインストールされた MiLCA を完全にアンインストールします。ただし、

それに先立ち現在の新windows アカウントでインストールされた MiLCA（STEP1 相当）もアンイ

ンストールしておきます。以下の手順になります。 

 

1. 新 windows アカウントにて管理者権限にてログインし、MiLCA 関係のプログラムを全アンインス 

トールする。（MiLCA 関係とは、下記のものになります。） 

・MiLCA client (スタンドアロン） 

  ・MiLCA database 

  ・Micrsoft SQL server 関係（下図のように複数あります） 

 

2. 旧 windows アカウントへ管理者権限にてログインし、1 と同様に MiLCA 関係のプログラムを全ア

ンインストールする。 

3. 新 windows アカウントにて管理者権限にてログインし、MiLCA のインストールを STEP１から実

施する。 

1.5.2. STEP2実施中にエラーが出る② 

 状況：下図のようなエラーが表示される。 
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 原因：Sony の Vaio の場合：Vaio care とコンフリクトを起こしています。 

 対策：：タスクスケジューラを立ち上げ、Vaio care を「終了」させてください。 

 

1.5.3. STEP2実施中にエラーが出る③ 

 現象：その他。（例：STEP2 の途中でインストーラが終わってしまう。） 

 原因：不明 

 対策：MiLCA 手動セットアップガイドに基づき、インストールしてください。なお、それに先立ち、中途

半端にインストールされた SQL server 関係プログラムがありましたら、「プログラムの追加と削除」か

らアンインストールしておいてください。 

 

1.6. STEP3 

1.6.1. STEP3実施中にエラーが出る① 

 状況：「マニフェストがダウンロードできません」と表示される。（もしくは英語で下図） 

 

 原因：MiLCA プログラムを配信しているサーバとのネットワーク接続が確立できていません。 

 対策①：インターネットに接続していない場合は、接続してください。 

 対策②：会社・大学等ではセキュリティを確保するためプロキシサーバを経由して外部ネットワークに

接続している場合があります。この場合、プロキシに関する設定をする必要があります。下図のように

プロキシ設定の場所を開き、各種情報を入力してください。 
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1.6.2. STEP3実施中にエラーが出る② 

 状況：ダウンロードは開始されるが、必ず特定のパーセント（進捗状況）で下図のようなエラーが

表示される。 

 

 原因：サーバとのネットワークは確立していますが、１ファイルの最大容量の制限により通信が遮断

されている可能性があります。STEP3 でダウンロードする MiLCA プログラムファイルは約 50MB あり

ます。 

 対策：１ファイルの最大容量の制限を一時的に緩くしてもらうよう御社 IT 担当者とご相談するか、

他のネットワークを利用してください 

 

1.6.3. STEP3実施後でもスタートメニューに「JEMAI」が現れない 

 状況：STEP１から STEP３までは順調に終了。しかし、スタートメニューに「JEMAI」フォルダが表

示されず、MiLCA を起動できない。ローカルディスク（C:）内に「JEMAI」を発見するも「MiLCA 

Server」フォルダのみで「MiLCA」フォルダ、「Client」は存在せず。検索すると「C:\ユーザー

\Administrator～」内に「MiLCA」を発見、開くと「Client」が存在（このとき Administrator で

はなく自分のアカウントでログインしている）。「Client」をクリックするとガイドにはないインストール画

面になる。インストールが終了すると MiLCA が起動しようとする画面になる。しかし下記のエラーが表

示され強制終了される。

 

 

 原因：Administrator の windows アカウントで MiLCA をインストールし、個人の windows ア

カウントで PC へログインした場合、この状況が発生することがある。Administrator の windows

アカウントで PC へログインすると、スタートメニュー「JEMAI」フォルダを見つけら MiLCA Client を起

動できる。 

 対策①：Administrator の windows アカウントで MiLCA 関連のプログラムをすべてアンインスト

ールし、個人の windows アカウントの管理者権限を付与して MiLCA を再インストールする。 

 対策②：MiLCA を使用する際のみ、Administrator の windows アカウントで PC へログインす

る。 
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2. MiLCA起動・初期設定 

2.1. MiLCAの起動 

2.1.1. マイグレーション時のエラー 

 状況：MiLCA 初回起動時、マイグレーション作業が自動的に開始するが、しばらくすると下図のよ

うなエラーが表示される。 

 
 原因：特定作業に時間がかかりすぎ、タイムアウトしています。（エラーの文字列の中に

「Transaction Timeout」との記載があります） 

 対策：タイムアウトになるまでの時間を長くします。  

＜手順＞ 

1.  machine.config をメモ帳などで開きます。当該ファイルは下記階層にあります。 

＊32bit の Windows の場合 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config 

＊64bit の Windows の場合 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config 

   2.  machine.config をメモ帳で開くと、末尾に 

</configuration> 

との文字列があります。そのこの文字列の前に、 

 <system.transactions> 

         <machineSettings maxTimeout="00:30:00" /> 

       </system.transactions> 

 という文字列を追加します。ここで指定した時間がその PC の最大タイムアウト時間になります

（例だと 30 分。念のため 30 分程度に設定して頂き、無事にマイグレーション作業が終了したら 

さきほど追加した文字列を削除して、元のファイルに戻してください。 

 

2.1.2. 久しぶりにMiLCAを起動したらエラーが出る 
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 状況：MiLCA が起動しなくなった。 

 対策①：「MiLCA Server Service」と「SQL Server (MILCADB)」のサービスの設定を 

 確認して下さい。 

 ＜手順＞ 

1.「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」と開く。 

2.「SQL Server (MILCADB)」を探す。 

3．サービスの状態が「開始」、スタートアップの種類が「自動」となっているかを確認。 

4.「開始」と「自動」の設定がされていない場合は、「開始」と「自動」に設定する。 

 

 対策②：「C:\JEMAI\MiLCA Server\Database」が、圧縮※されてないか確認してください。 

 圧縮がされている場合は、下記の操作を実施して下さい。 

 

※圧縮設定をされた覚えがない場合もあるかと思いますが、ディスクのクリーンアップを行うと、 

 一定の期間アクセスがないファイルは自動的に圧縮されてしまうことがあります。 

 

＜圧縮の解除方法＞ 

1.「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」と開く。 

2.一覧から「SQL server (MILCADB)」を選択し、右クリック→「停止」 

3.「C:\JEMAI\MiLCA Server\Database」にある各ファイルの圧縮設定を解除 

4.サービス「SQL server (MILCADB)」を再開 

5.MiLCA を起動 

 

 状況：MiLCA が起動しなくなった。（MiLCA 起動時に 「アプリケーションを起動できません。アプリ

ケーションのベンダに当い合わせて下さい。」と表示される） 

 対策③：「MiLCA Client」をアンインストール・再インストールしてください。 

 

＜手順＞ 

1. コントロールパネルのプログラムの追加と削除から、 

「MiLCA client (stand alone)」をアンインストールしてください。（「MiLCA database setup」は

削除不要です） 

 

2.下記 URL からクライアントインストーラをダウンロードします 

http://milca-milca.net/download-files/v1.0.0/SAClientNetworkInstaller/LCAClien

tNetworkInstaller.exe 

 

3.ダウンロードしたプログラムを起動します。 

 

4.（必要であればプロキシ情報を入力し）、クライアントソフトを再インストールしてください。 
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もしくは、（セキュリティの関係で実行ファイルがダウンロードできない場合などは）以前インストール

時に利用したの統合インストーラの STEP3 のみ実施してください。 

 

2.2. MiLCAライセンス関係 

2.2.1. ライセンスが不適切と表示される 

 状況：「エラーが発生しライセンス登録に失敗しました。中央サーバーにおいてライセンスのアクティベ

ートに失敗しました」と表示される。ライセンスキーを正しく貼り付けているが、不適切とエラーメッセー

ジが表示される。 

 原因：何らかの理由でライセンスキーの文字列が変化している可能性があります。 

 対策：ライセンスキーの最初の１文字目は J、末尾は=となっているか確認してください。それ以外の

場合は何らかの原因で文字列が改変されています。適切なライセンスキーを探してください。また、末

尾は=であっても、その後に空白（スペース）が残っている場合があります。画面では見えませんので、

=のあとにカーソルを持って行き、Delete キーを何度か押して空白を削除してください。解決しない

場合は産業環境管理協会までお問い合わせください。 

2.2.2. ライセンスが使用中と表示される 

 状況：「エラーが発生しライセンス登録に失敗しました。中央サーバーにおいてライセンスのアクティベ

ートに失敗しました」と表示される。詳細をみるとライセンスが使用中とエラーメッセージが表示される。 

 原因①：以前利用していた PC にてライセンス解除の作業を行っていない可能性があります。 

 対策①：以前利用していた PC でライセンス解除の作業をしてください。 

 

 原因②：新しいライセンスの場合は通信が一時的不安定になり、使用中との情報がパソコンに伝

わった可能性があります。 

 対策②：産業環境管理協会にお問い合わせください。ライセンス使用状況を初期化します。 

2.3. 計算結果配置 

2.3.1. 計算結果配置中に「応答なし」となる 

 状況：計算結果を DVD 等から一括して配置しようと作業を開始すると、「応答なし」と表示され、

画面が固まったように見える。 

 原因：非常に多くのデータ（全データで約 10GB）をコピーしているため、時間がかかっています。 

 対策：「応答なし」と表示されても、5 分程度お待ちください。終了後、自動的に元の画面に戻りま

す。 

 

3. 運用時 
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3.1. 起動・システム関係 

3.1.1. 久しぶりに利用しようとしたらMiLCAが起動しない 

 状況：プログラムから MiLCA を起動しようとしたら、エラーメッセージが出て起動しない。 

 原因①：何らかの原因で MiLCA クライアントが破損した可能性があります。  

 対策①： 

1.windows のコントロールパネル→「プログラムの追加と削除」から、 

「MiLCA Client (stand alone)」をアンインストールしてください。（「MiLCA database setup」

は削除不要です） 

 2.下記 URL より「MiLCA スタンドアロン版クライアントインストーラ」をダウンロードし、実行してくださ

い。（インストール時、プロキシ情報を設定する必要があります。） 

http://milca-milca.net/download-files/v1.0.0/SAClientNetworkInstaller/LCACli

entNetworkInstaller.exe 

もしくは、（セキュリティの関係で実行ファイルがダウンロードできない場合などは）以前インストール

時に利用したの統合インストーラの STEP3 のみ実施してください。 

 

 原因②：HDD の空き容量を増やすために DB が windows により自動的に圧縮された可能性が

あります。  

 対策②：「C:\JEMAI\MiLCA Server\Database」が、圧縮されてないか確認してください。 

 圧縮がされている場合は、下記の操作を実施して下さい。 

1.「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」と開く。 

2.一覧から「SQL server (MILCADB)」を選択し、右クリック→「停止」 

3.「C:\JEMAI\MiLCA Server\Database」にある各ファイルの圧縮設定を解除 

4.サービス「SQL server (MILCADB)」を再開 

5.MiLCA を起動 

3.1.2. MiLCA ライセンスが解除できない 

 状況：ライセンス解除ボタン（下図）をクリックすると、エラーメッセージが表示される。

 

 原因①：ライセンスを管理している中央サーバとのネットワーク接続が確立できていません。 

 対策①-1：インターネットに接続していない場合は、接続してください。 

http://milca-milca.net/download-files/v1.0.0/SAClientNetworkInstaller/LCAClientNetworkInstaller.exe
http://milca-milca.net/download-files/v1.0.0/SAClientNetworkInstaller/LCAClientNetworkInstaller.exe
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 対策①-2：会社・大学等ではセキュリティを確保するためプロキシサーバを経由して外部ネットワー

クに接続している場合があります。この場合、プロキシに関する設定をする必要があります。「MilCA」

→「クライアント設定」よりプロキシ設定を確認してください。 

 原因②：ライセンス登録時と異なる MAC アドレスから中央サーバへアクセスしている。 

 対策②：「ライセンス情報を再読込」をクリックし、再度「ライセンス解除」ボタンをクリックしてください。

それでも解決しない場合は産業環境管理協会までお問い合わせください。 

 

3.2. プロセス領域 

3.2.1. プロセスの計算が途中でエラーになる 

 状況：プロセスのインベントリ分析を開始すると、しばらくすると下図のようなエラーが表示される。 

 

 原因：特定作業に時間がかかりすぎ、タイムアウトしています。（エラーの文字列の中に

「Transaction Timeout」との記載があります） 

 対策：タイムアウトになるまでの時間を長くします。  

＜手順＞ 

1.  machine.config をメモ帳などで開きます。当該ファイルは下記階層にあります。 

＊32bit の Windows の場合 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config 

＊64bit の Windows の場合 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config 

   2.  machine.config をメモ帳で開くと、末尾に 

</configuration> 

との文字列があります。そのこの文字列の前に、 

 <system.transactions> 

         <machineSettings maxTimeout="00:30:00" /> 

       </system.transactions> 

 という文字列を追加します。ここで指定した時間がその PC の最大タイムアウト時間になります

（例だと 30 分です。計算に必要な時間を想定して設定してください）。 
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3.2.2. 計算結果が表示されない 

 状況：計算が終了しても計算結果が何も表示されない。 

 原因：IDEA 計算結果が入手できていません。 

（確認方法：上流側に何もないプロセスを作成する。下流側の出力基本フローにたとえば CO2 を

１kg 大気放出するようにし、計算をさせる。計算結果として CO2 が１kg 排出されると結果が出る

場合は、これが原因） 

 対策①：インターネット接続環境にあるようにします。また、その際には「クライアント設定」→「プロキ

シ設定」にてプロキシ情報が適切であること、「クライアント設定」→「計算結果ダウンロード」にて計

算結果ダウンロード元が「中央サーバ」になっていることを確認します。 

 対策②：もしくは、計算結果をあらかじめ配置します。「MiLCA セットアップガイド」にある計算結果

の配置をご覧ください。 

3.3. ケーススタディ領域 

3.3.1. 計算結果が表示されない 

 状況：計算が終了しても計算結果が何も表示されない。もしくはエラーメッセージ（Could not 

find file…）や（リッスンしているエンドポイントがありません・・・）が表示される。 

 原因：IDEA 計算結果が入手できていません。 

（確認方法：上流側に何もないサブシステムを作成する。下流側の出力基本フローにたとえば

CO2 を１kg 大気放出するようにし、計算をさせる。計算結果として CO2 が１kg 排出されると結

果が出る場合は、これが原因） 

 対策①：インターネット接続環境にあるようにします。また、その際には「クライアント設定」→「プロキ

シ設定」にてプロキシ情報が適切であること、「クライアント設定」→「計算結果ダウンロード」にて計

算結果ダウンロード元が「中央サーバ」になっていることを確認します。 

 対策②：もしくは、計算結果をあらかじめ配置します。「MiLCA セットアップガイド」にある計算結果

の配置をご覧ください。 

 

 状況：計算途中でエラーメッセージ（エラーが発生したため計算を中断しました。エラー：｛0｝ 

LCA プロジェクトが見つかりません。・・・）が表示される。 
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 原因：ケーススタディの名称が記入されていません。 

 対策：「ケーススタディ情報タブ」の「名称」欄に何らかの名称を記入します。 

 

3.4. 社内サーバ版 

3.4.1. クライアントが 2回目以降起動しない 

 社内サーバの IPアドレスの設定を間違えたとき、ちょうどマイグレーションの伴うMiLCAアップグレードがあ

ると、起動しなくなります。その場合、下記フォルダに「user.config」 というファイルがありますので、テキス

トで開き、 

 [setting name="ConnectionStringText" serializeAs="String"]下部にある 

「Data Source=」以降にある IP アドレスを修正して頂けないでしょうか。 

 

フォルダ場所： 

C:\Users\＜ユーザ名＞ 

\AppData\Local\Apps\2.0\Data\E08J4G1J.4A7\3WKWD5P3. 

QA9\lcac..tion_0000000000000000_0001.0001_7e80974e55263162\Data\1.0.0.

0 
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【お問い合わせ先】 

一般社団法人産業環境管理協会 

LCA 事業推進センター LCA 事業室 

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-1 

Tel.: 03-5209-7708 Fax: 03-5209-7716 

Email: jemai-lca@jemai.or.jp 

LCA ソフトウェア（MiLCA：みるか）サイト 

http://www.milca-milca.net/ 

MiLCA ユーザフォーラム 

http://milca-milca.net/forum/ 


