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1. イントロダクション 

 

本ドキュメントは NAG 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 Fortran Library 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:  IBM RISC System/6000 

operating system:  AIX 5.2 or compatible 

C compiler:  XL C Enterprise Edition V7.0, or compatible 

  

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:  IBM RISC System/6000 Model 530H 

operating system:  AIX 5.2 

C compiler:        xlc, version 7 

compiler options:  -q32 -O3 -qstrict 



 

         

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。 

 

 

 

4. インストール手順 

  

4.1. 製品インストール 

  

CD-ROM よりすべてのマテリアルをインストールする際には UNIX の tar ユーティリ

ティーをご使用ください。 

 

例）（CD-ROM が/cdrom にマウントされている場合） 

tar xvf /cdrom/dr20.tar 

 

ライブラリファイル（library/libnagdmc.a）は/usr/lib などのライブラリがデフォルト

でサーチされるディレクトリに移動させて下さい。 

 

include ファイルは/usr/include などのコンパイル時に参照されるディレクトリに移動



させて下さい。 

 mv include/*.h /usr/include 

 

 

4.1.1 ライセンス管理 

 

NAG データマイニングコンポーネントの使用は、FLEXlm ネットワークライセンス

管理システムによって管理されています。（FLEXlm は、Globetrotter Software Inc 登

録商標です。）今回リリースの NAG Fortran ライブラリは、FLEXlm のバージョン 9.2

を採用しています。 

 

本ソフトウエアを使用するためには、NAG が発行するライセンスキーが必要です。ラ

イセンスキーはテキスト形式で、使用するソフトウエアの詳細などの情報を含んでい

ます。 

 

NAG Fortran ライブラリのライセンスは、FEATURE 行 あるいは INCREMENT 行

が 1 行で提供されます。 

例） 

FEATURE NAG_DMC NAG 2.000 10-apr-2004 0 CBDA2041DC1BC45D2B68 

"ANY" DEMO 

 

ライセンスキーの発行は、ライセンスキー発行依頼書にお客様情報等をご記入の上、

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社までお願いいたします。その際

にホストＩＤの取得は 

licence/bin/rs6000_u3/lmutil lmhostid 

で行って下さい。 

 

取得されたライセンスキーは、ライセンスファイル（Text 形式）に入力して下さい。 

例） 

/usr/local/lib/nag/license.dat 

 

ライセンスファイルの場所は、環境変数 LM_LICENSE_FILE を設定することで行い

ます。 

例えば、C シェルでは、 

 

setenv LM_LICENSE_FILE /usr/local/lib/nag/license.dat 



 

あるいは、Bourne シェルでは、 

 

LM_LICENSE_FILE=/usr/local/lib/nag/license.dat 

export LM_LICENSE_FILE 

 

などとします。 

 

CD-ROM よりすべてのマテリアルをインストールする際には UNIX の tar ユーティリ

ティ 

 

  

4.2. ドキュメントのインストール 

ドキュメントはインストール先/documents の下にHTML ファイルと PDF ファイルの

形式でインストールされます。 

 

 

４.3. ライブラリ使用者（管理者ではなく）への情報公開について 

  

「ユーザノート」（un.html）は管理者が内容をチェックし、必要に応じて使用者に対

して公開して下さい。いくつかの example プログラムの実行によりテストすることが

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。 

 

ドキュメントファイル: 

documents/*.html 

documents/*.pdf 

 

ライブラリファイル: 

library/libnagdmc.a 

 

インクルードファイル: 

include/*.h 

 

example プログラム、データ、及び結果: 



examples/*.c 

examples/*.dat 

examples/results/*.r 

 

４.4. Ｅｘａｍｐｌｅプログラム 

提供される example プログラムの結果は NAG データマインイングコンポーネントリ

リース 2(libnagdmc.a 及び xlc version 7, AIX5.2)で生成されたものです。異なるコン

パイラバージョンやＯＳバージョンなどにおいては異なる結果を出力する場合もあり

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： help@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コンタクト先情報のページ

に記述されている連絡先にご連絡下さい。 

 

mailto:help@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） 

 


