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1. イントロダクション 

 

本ドキュメントは NAG DMC（データマイニングコンポーネント）をインストールされ

る方向けのドキュメントです。本ドキュメントとユーザーノート（un.html）はファイル

として配布メディアに含まれております。 

 

NAG データマイニングコンポーネントの使用はNAGとお客様とのあいだに結ばれるラ

イセンス契約に基づきます。ライセンス契約以外の使用等に関しましては書面にて日本

ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社にお問い合わせ下さい。 

 

2. インプリメンテーション詳細 

 

2.1. 対応ハード及びソフト 

 

本インプリメンテーションは以下のハード及びソフト環境におきましての稼動を前提

としております。 

 

 hardware:         Intel Pentium based PCs 又はコンパチブルなもの 

 operating system:  Windows 95/98 or Windows NT/2000/XP 

 C compiler:        Microsoft C/C++ Version 6.0 又はコンパチブルなもの 

 

これ以外の環境の対応状況につきましては日本ニューメリカルアルゴリズムズグルー

プ株式会社にお問い合わせください。 

 

2.2. 開発環境及びコンパイルオプション 

 

本インプリメンテーションは英国ＮＡＧ Ｌｔｄ（Ｏｘｆｏｒｄ）にて以下の環境で開

発された製品です。 

 

 hardware:         Dell Pentium 4 workstation 

 operating system:  Windows 2000 

 C compiler:        Microsoft C/C++ Version 6.0 

 compiler options:   /Gz /O2 

 

オプション/Gz は、「__stdcall 呼び出し規約を使用したコンパイル」を意味します。 

また、オプション/O2 は最適化レベルです。 



3. 配布メディア 

 

本インプリメンテーションはＣＤで提供されます。 

 

3.1. 内容 

 

以下に配布内容のディレクトリ構造を示します。 

 

                                         |-- *.html 

                          |-- Doc -------|-- *.pdf    

                          |                

                          |              |-- *.c 

                          |-- Examples --|-- *.dat 

                          |              |-- Results --|-- *.r 

 DMC ----- DRDLL20DA -----| 

                          |-- Include  --|-- *.h 

                          | 

                          |              |-- nagdmc.dll 

                          |-- Library  --|-- nagdmc.exp 

                          |              |-- nagdmc.lib 

                          | 

                          |-- Licence  --|-- key_inst.exe 

 



4. インストール手順 

 

4.1. インストール 

 

Windows 2000 又は XP などのいくつかのシステムでは、本ソフトウェアをインストー

ルするのに Administrator（管理者）である必要があります。 

 

CD を挿入しますと、インストーラが自動的に起動します。 

 

インストーラが自動的に起動しない場合は、CD 内の setup.exe をダブルクリックして

ください。 

 

（１）本ソフトウェアのインストール 

インストーラ画面右上の「Install DMC」ボタンをクリックし、本ソフトウェアのイン

ストールを開始してください。インストーラに従い、必要に応じてインストールファイ

ルやインストール先のディレクトリなどの指定を行い、本ソフトウェアをインストール

してください。 

 

（２）ライセンス申請 

インストーラ画面右上の「Request Licence Key」ボタンをクリックしてください。ラ

イセンス申請画面が起動します。必要事項（「名前」、「所属」、「E メール」は必須）を

記入し、「Generate Licence Request」ボタンをクリックしてください。下段ウィンド

ウに表示された情報を全て E メールにて弊社（license@nag-j.co.jp）までお送りくださ

い。（＊情報は、コピー＆ペーストでメール本文に貼り付けて頂いて構いません。） 

折り返し、３営業日をめどに、ライセンスキーを発行致します。 

 

（３）ライセンスキーのインストール 

再度インストーラを起動して頂き、インストーラ画面右上の「Install Licence Key」を

クリックしてください。ライセンスキーの入力画面になります。弊社から送られて来た

ライセンスキーを入力してください。インストーラ左下の「Install Key」ボタンをクリ

ックし、ライセンスキーをインストールしてください。 

 

以上で、インストールは完了です。 

 

（４）アンインストール 

本ソフトウェアのアンインストールは Windows のコントロールパネル「プログラムの

license@nag-j.co.jp


追加と削除」から行ってください。本ソフトウェアを含めインストール時に作成された

ファイルを全て削除します。アンインストーラは、インストールが完了した後に作成さ

れたファイルを削除しません。このようなファイルがある場合は、手動で削除してくだ

さい。 

 

4.2. ドキュメントのインストール 

 

Adobe Acrobat Readerを持っていない場合はhttp://www.adobe.com/からダウンロード

することが可能です。 

 

Adobe Acrobat 4.0 以前のバージョンをご使用の場合、標準文字以外の文字（積分、平

方根、及び大括弧など）の印刷が上手く行かない場合があります。バージョン 5.0 では

問題なく印刷できます。 

 

Netscape を使用している場合、Acrobat の再インストールが必要になる場合がありま

す。Acrobat のプラグインが正常にインストールされていない場合に、Netscape によ

って PDF ファイルがテンポラリーディレクトリにコピーされた後、ナビゲーションが

行えなくなる場合があります。 

 

4.3. 使用者へのリリース情報 

 

使用者へのインストールに関する情報として、「ユーザーノート」（un.html）のセクシ

ョン３．１とセクション３．２が適しています。このセクションの記述に従って、

Examples ディレクトリにある、いくつかの example プログラムを実行することができ

ます。example プログラムによる出力結果は、Examples/Results ディレクトリに置か

れている出力結果のサンプルファイルと見比べてチェックすることができます。 

 

以下に示すディレクトリ／ファイルを使用者に公開して下さい。 

 

ライブラリファイル: 

 Library¥nagdmc.dll 

 Library¥nagdmc.exp 

 Library¥nagdmc.lib 

 

インクルードファイル: 

 Include¥*.h 

http://www.adobe.com/


 

example プログラム、データ、及び結果: 

 Examples¥*.c 

 Examples¥*.dat 

 Examples¥Results¥*.r 

 

 ドキュメントファイル: 

 Doc¥*.html 

 Doc¥*.pdf 

 

4.4. Example プログラム 

 

提供されているサンプル出力結果は、nagdmc.dllライブラリ及びMicrosoft Visual 

C/C++コンパイラ（Microsoft Visual Studio 6.0）を使用し、NAG DMC Release 2に

て生成されています。 

 

出力結果は異なる環境下（例えば、異なるCコンパイラ、異なるハードウエアなど）で

異なる結果を出す場合があります。 

 



5. サポート 

 

   (a) ご質問等 

保守サービスにご加入いただいているお客様は、電子メール、FAX、又は電話に

てお問い合わせ下さい。その際に製品コード、及び保守 ID を御明記いただきます

ようお願い致します。受付は平日９：００～１２：００、１３：００～１７：０

０となります。 

 

電子メール： naghelp@nag-j.co.jp 

ＦＡＸ： 03-5542-6312 

ＴＥＬ： 03-5542-6311 

 

   (b) NAG のＷｅｂサイト 

ＮＡＧのＷｅｂサイトではＮＡＧ製品及びサービス情報など定期的に更新を行っ

ております。Ｗｅｂサイトアドレスは以下のとおりです。 

 

http://www.nag-j.co.jp/ （日本） 

http://www.nag.co.uk/ （英国本社） 

http://www.nag.com/ （米国） 

 

 

6. ユーザフィードバック 

 

NAG ではユーザ様よりフィードバックをバージョンアップなどに活かして行きたいと

考えています。フィードバックに御協力いただける場合は、以下のコンタクト先に記述

されている連絡先にご連絡下さい。 

 

mailto:naghelp@nag-j.co.jp
http://www.nag-j.co.jp/
http://www.nag.co.uk/
http://www.nag.com/


コンタクト先情報 

 

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社 

（略称：日本ＮＡＧ） 

東京都中央区八丁堀４－９－９ 八丁堀フロンティアビル２F 

Tel:03-5542-6311 

Fax:03-5542-6312 

電子メール: naghelp@nag-j.co.jp 

 

※ 日本ニューメリカルアルゴリズムグループ株式会社より提供されるサービス内容等は

日本国内ユーザ様向け独自のものとなっております。（お問い合わせ先等） 

 

 

mailto:naghelp@nag-j.co.jp

