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1. イントロダクション 

 

本ユーザーノートは本NAG C Library, Mark 9：CLL6A09DGL（ライブラリ）を使用さ

れる方向けのドキュメントです．本ユーザーノートには NAG Library Manual, Mark 9

（ライブラリマニュアル）に含まれない製品毎の情報が含まれます．ライブラリマニュ

アルに「ユーザーノート参照」などと書かれている場合は，本ユーザーノートをご参照

ください． 

 

ライブラリルーチンのご利用にあたり，以下のドキュメントを必ずお読みください． 

 

(a) Essential Introduction （ライブラリ一般に関する基本的なドキュメント） 

(b) Chapter Introduction （チャプター毎のドキュメント） 

(c) Routine Document （ルーチン毎のドキュメント） 

 

本ライブラリはマルチスレッド環境でご利用いただけます（スレッドセーフです）． 

 

2. リリース後の最新情報 

 

本ライブラリの動作環境や利用方法についての最新の情報は，以下のウェブページをご

確認ください． 

 

http://www.nag.co.uk/doc/inun/cl09/l6adgl/postrelease.html 

 

http://www.nag.co.uk/doc/inun/cl09/l6adgl/postrelease.html
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3. 一般情報 

 

パフォーマンスの面から，AMD Core Math Library（ACML）を利用するバージョンの

NAGライブラリ（libnagc_acml.a, libnagc_acml.so）のご利用が推奨されます．

もし本製品で提供される ACML とは異なるバージョンの ACML を用いて問題が生じる

場合は，本製品で提供される ACML を用いるか，もしくは ACML を利用しないバージ

ョンの NAGライブラリ（libnagc_nag.a, libnagc_nag.so）をご利用ください． 

 

3.1. ライブラリのリンク方法 

 

本セクションでは，本ライブラリと NAGインクルードファイルが[INSTALL_DIR]にイ

ンストールされていることが前提となります．本セクションの説明（リンク例）には，

リンク対象のライブラリとして libacml_mv（Vector Math Library）が含まれています

が，これは全てのプログラムに対して必要という性質のものではありません．ご自身の

プログラムに対して必要がなければ libacml_mvは省略して構いません． 

 

デフォルトの[INSTALL_DIR]は（システムに依りますが）/opt/NAG/cll6a09dglも

しくは /usr/local/NAG/cll6a09dglとなります． 

また，インストール時に[INSTALL_DIR]を指定することもできます． 

 

 /opt/NAG/cll6a09dglが在れば，これが[INSTALL_DIR]になります． 

 /usr/local/NAG/cll6a09dglが在れば，これが[INSTALL_DIR]になります． 

 または，インストール時に指定したインストール先が[INSTALL_DIR]になります． 

 

ACMLを利用するバージョンのNAGライブラリを（本製品で提供されるACMLと共に）

利用する場合は，以下のようにリンクを行ってください． 

（ここで driver.cがユーザープログラムです．） 

 

NAGスタティックライブラリ libnagc_acml.aを利用する場合： 

 

gcc driver.c -I[INSTALL_DIR]/include [INSTALL_DIR]/lib/libnagc_acml.a \ 

[INSTALL_DIR]/acml/libacml.a [INSTALL_DIR]/acml/libacml_mv.a \ 

[INSTALL_DIR]/lib/libnagc_acml.a -lpthread -lm 

 

注意：本製品で提供されるスタティック ACMLライブラリをリンクする際には，上記リ

ンク例の通り，その後で libnagc_acml.aを再び指定する必要があります． 
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NAG共有ライブラリ libnagc_acml.soを利用する場合： 

 

gcc driver.c -I[INSTALL_DIR]/include [INSTALL_DIR]/lib/libnagc_acml.so \ 

[INSTALL_DIR]/acml/libacml.so [INSTALL_DIR]/acml/libacml_mv.so \ 

-lpthread -lm 

 

ACML を利用しないバージョンの NAG ライブラリを利用する場合は，以下のようにリ

ンクを行ってください．（ここで driver.cがユーザープログラムです．） 

 

NAGスタティックライブラリ libnagc_nag.aを利用する場合： 

 

gcc driver.c -I[INSTALL_DIR]/include [INSTALL_DIR]/lib/libnagc_nag.a \ 

-lpthread -lm 

 

NAG共有ライブラリ libnagc_nag.soを利用する場合： 

 

gcc driver.c -I[INSTALL_DIR]/include [INSTALL_DIR]/lib/libnagc_nag.so \ 

-lpthread -lm 

 

もしくは，NAGライブラリ，NAGインクルードファイル，本製品で提供される ACML

がリンカの検索パスに在るディレクトリ（/usr/lib など）からシンボリックリンクさ

れている場合は，以下のようにリンクを行うことができます． 

 

ACMLを利用するバージョンのNAGライブラリを（本製品で提供されるACMLと共に）

利用する場合は，以下のようにリンクを行ってください． 

（ここで driver.cがユーザープログラムです．） 

 

gcc driver.c -lnagc_acml -lacml -lacml_mv -lpthread -lm 

 

この時に，ライブラリのスタティック版と共有版が同じ場所にある場合は，通常，共有

版が優先的にリンクされます．そのため， 

NAG スタティックライブラリ libnagc_acml.a を利用する場合は，以下のように

-Wl,-Bstatic および -Wl,-Bdynamicオプションが必要です． 

 

gcc –Wl,-Bstatic driver.c -lnagc_acml -lacml -lacml_mv -lnagc_acml \ 

-Wl,-Bdynamic -lpthread -lm 
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ACML を利用しないバージョンの NAG ライブラリを利用する場合は，以下のようにリ

ンクを行ってください．（ここで driver.cがユーザープログラムです．） 

 

gcc driver.c -lnagc_nag -lpthread -lm 

 

同様に NAG スタティックライブラリ libnagc_nag.a を利用する場合は，

-Wl,-Bstatic および -Wl,-Bdynamicオプションが必要です． 

 

gcc –Wl,-Bstatic driver.c -lnagc_nag –Wl,-Bdynamic -lpthread -lm 

 

共有ライブラリを利用する場合には，環境変数 LD_LIBRARY_PATHを正しく設定し，実

行時のリンクが行えるようにしてください． 

 

Cシェルの場合： 

 

setenv LD_LIBRARY_PATH [INSTALL_DIR]/lib:[INSTALL_DIR]/acml 

 

または，既存の設定がある場合には次のように拡張します． 

 

setenv LD_LIBRARY_PATH [INSTALL_DIR]/lib:[INSTALL_DIR]/acml:\ 

${LD_LIBRARY_PATH} 

 

Bourneシェルの場合： 

  

LD_LIBRARY_PATH=[INSTALL_DIR]/lib:[INSTALL_DIR]/acml 

export LD_LIBRARY_PATH 

 

または，既存の設定がある場合には次のように拡張します． 

 

LD_LIBRARY_PATH=[INSTALL_DIR]/lib:[INSTALL_DIR]/acml:\ 

${LD_LIBRARY_PATH} 

export LD_LIBRARY_PATH 

 

注意：場合に依っては（新しいバージョンのコンパイラをご利用になる場合など）その

他のファイル（コンパイラの実行時ライブラリなど）も LD_LIBRARY_PATHに設定する

必要があるかもしれません． 
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3.2. Exampleプログラム 

 

提供される Example結果は，インストールノートの「2.2. 開発環境」に記載されている

環境で生成されています．Example プログラムの実行結果は，異なる環境下（例えば，

異なる C コンパイラ，異なるコンパイラライブラリ，異なる BLASまたは LAPACKル

ーチンなど）で若干異なる場合があります．そのような違いが顕著な計算結果としては，

固有ベクトル（スカラー（多くの場合 -1 ）倍の違い），反復回数や関数評価，残差（そ

の他マシン精度と同じくらい小さい量）などがあげられます． 

 

Example プログラムは本ライブラリが想定する稼働環境に適した状態で提供されます．

そのため，ライブラリマニュアルに記載／提供されているExampleプログラムに比べて，

その内容が若干異なる場合があります． 

 

[INSTALL_DIR]/scriptsには nagc_example_acml, nagc_example_shar_acml, 

nagc_example, nagc_example_sharの４つのスクリプトが提供されます． 

 

これらのスクリプトを用いて Exampleプログラムを簡単に利用することができます． 

 

 nagc_example_acml 

NAGスタティックライブラリlibnagc_acml.aおよび本製品で提供されるACML

ライブラリをリンクします． 

 nagc_example_shar_acml 

NAG共有ライブラリ libnagc_acml.soおよび本製品で提供される ACMLライブ

ラリをリンクします． 

 nagc_example 

NAGスタティックライブラリ libnagc_nag.aをリンクします． 

 nagc_example_shar 

NAG共有ライブラリ libnagc_nag.soをリンクします． 

 

これらのスクリプトは，カレントディレクトリに Exampleプログラムのソースファイル

（必要に応じて，データファイル，オプションファイルその他）のコピーを作成して，

コンパイル／リンク／実行を行います． 

 

ご利用のNAGライブラリルーチンの名前をスクリプトの引数に指定してください． 

例） 

nagc_example_acml e04ucc 
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この例では，カレントディレクトリに e04ucce.c（ソースファイル），e04ucce.d（デ

ータファイル），e04ucce.opt（オプションファイル）のコピーを作成して，コンパイ

ル／リンク／実行を行い e04ucce.r（結果ファイル）を生成します． 

 

提供される Example 結果は NAG スタティックライブラリ libnagc_acml.a（ACML

の BLAS／LAPACK ルーチンを使用）を用いて生成されています．そのため，

libnagc_nag.aおよび libnagc_nag.so（NAGのBLAS／LAPACKルーチンを使用）

を用いた場合に結果が若干異なる場合があります． 
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4. ルーチン固有の情報 

 

本ライブラリルーチン固有の情報を（チャプター毎に）以下に示します． 

 

a. f06, f07, f08 

 

libnagc_acml.a, libnagc_acml.soでは，ベンダー提供の BLAS／LAPACKの問

題を回避する為に，以下の BLAS／LAPACKルーチンについては NAG提供のものが含

まれています（呼び出されます）． 

 

dtrsm 

 

b. s10 – s21 

 

このチャプターの関数は，不正な引数で呼び出された場合にエラーメッセージを出力し

ます．ライブラリマニュアルに記載されている定数は，本ライブラリでは以下に示す値

を持ちます． 

 

s10aac  E(1)      = 1.8500e+1 

s10abc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 7.080e+2 

s10acc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 7.080e+2 

 

s13aac  X(hi)     = 7.083e+2 

s13acc  X(hi)     = 1.0e+16 

s13adc  X(hi)     = 1.0e+17 

 

s14aac  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.70e+2 

        fail.code = NE_REAL_ARG_LT if X < -1.70e+2 

        fail.code = NE_REAL_ARG_TOO_SMALL if ABS(X) < 2.23e-308 

s14abc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 2.55e+305 

 

s17acc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.0e+16 

s17adc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.0e+16 

        fail.code = NE_REAL_ARG_TOO_SMALL if X <= 2.23e-308 

s17aec  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if ABS(X) > 1.0e+16 

s17afc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if ABS(X) > 1.0e+16 
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s17agc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.038e+2 

        fail.code = NE_REAL_ARG_LT if X < -5.6e+10 

s17ahc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.041e+2 

        fail.code = NE_REAL_ARG_LT if X < -5.6e+10 

s17ajc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.041e+2 

        fail.code = NE_REAL_ARG_LT if X < -1.8e+9 

s17akc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 1.041e+2 

        fail.code = NE_REAL_ARG_LT if X < -1.8e+9 

 

s18adc  fail.code = NE_REAL_ARG_TOO_SMALL if 0.0D+00 < X <= 2.23e-308 

s18aec  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if ABS(X) > 7.116e+2 

s18afc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if ABS(X) > 7.116e+2 

s18cdc  fail.code = NE_REAL_ARG_TOO_SMALL if 0.0D+00 < X <= 2.23e-308 

 

s19aac  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if ABS(X) >= 4.95000e+1 

s19abc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if ABS(X) >= 4.95000e+1 

s19acc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 9.9726e+2 

s19adc  fail.code = NE_REAL_ARG_GT if X > 9.9726e+2 

 

s21bcc  fail.code = NE_REAL_ARG_LT if an argument < 1.579e-205 

        fail.code = NE_REAL_ARG_GE if an argument >= 3.774e+202 

s21bdc  fail.code = NE_REAL_ARG_LT if an argument < 2.820e-103 

        fail.code = NE_REAL_ARG_GT if an argument > 1.404e+102 

 

c. x01 

 

以下の数学定数がヘッダファイル nagx01.hに提供されます． 

 

X01AAC (pi)    = 3.14159265358979323846e+00 

X01ABC (gamma) = 0.5772156649015328606e+00 
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d. x02 

 

以下のマシン定数がヘッダファイル nagx02.hに提供されます． 

 

浮動小数点演算の基本的なパラメータ： 

 

X02BHC = 2 

X02BJC = 53 

X02BKC = -1021 

X02BLC = 1024 

X02DJC = Nag_TRUE 

 

浮動小数点演算の派生的なパラメータ： 

 

X02AJC = 1.11022302462516e-16  

X02AKC = 2.22507385850721e-308  

X02ALC = 1.79769313486231e+308  

X02AMC = 2.22507385850721e-308  

X02ANC = 2.22507385850721e-308 

 

その他コンピュータ環境のパラメータ： 

 

X02AHC = 1.42724769270596e+45 

X02BBC = 2147483647 

X02BEC = 15 

X02DAC = Nag_FALSE 
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5. ドキュメント 

 

ライブラリマニュアルは本製品の一部として提供されます． 

またNAGのウェブサイトからダウンロードすることもできます． 

ライブラリマニュアルの最新版は以下のウェブサイトをご参照ください． 

 

http://www.nag.co.uk/numeric/CL/CLdocumentation.asp 

 

ライブラリマニュアルは以下の形式で提供されます． 

 

 XHTML + MathML 

 PDF（PDFまたは HTML形式の目次ファイルからご利用ください．） 

 

メインの目次ファイルが以下の形式で提供されます． 

 

nagdoc_cl09/xhtml/FRONTMATTER/manconts.xml 

nagdoc_cl09/pdf/FRONTMATTER/manconts.pdf 

nagdoc_cl09/html/FRONTMATTER/manconts.html 

 

各形式の閲覧方法および操作方法については Online Documentationをご参照ください． 

 

加えて，以下のドキュメントが提供されます． 

 

 in.html – インストールノート（英語版） 

 un.html – ユーザーノート（英語版） 

 

http://www.nag.co.uk/numeric/CL/CLdocumentation.asp


 11 

6. 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（または電話，FAX）にて

「日本 NAGヘルプデスク」までお問い合わせください． 

その際，ご利用の製品の製品コード（CLL6A09DGL）および保守 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 9：00～12:00，13:00～17:00となります． 

 

日本NAGヘルプデスク 

 

email: naghelp@nag-j.co.jp 

Tel: 03-5542-6311 

Fax: 03-5542-6312 

 

(b) NAGのウェブサイト 

 

NAGのウェブサイトでは製品およびサービスに関する情報を定期的に更新しています． 

 

http://www.nag-j.co.jp/  （日本） 

http://www.nag.co.uk/ （英国本社） 

http://www.nag.com/   （米国） 

http://www.nag-gc.com/  （台湾） 

 

mailto:naghelp@nag-j.co.jp
http://www.nag-j.co.jp/
http://www.nag.co.uk/
http://www.nag.com/
http://www.nag-gc.com/
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7. ユーザーフィードバック 

 

NAGではユーザー様からの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．フィードバックにご協力いただける場合は，下記のコンタクト先にご

連絡ください． 

 

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） 

 

〒104-0032 

東京都中央区八丁堀 4-9-9 八丁堀フロンティアビル 2F 

 

email: sales@nag-j.co.jp 

Tel:  03-5542-6311 

Fax:  03-5542-6312 

 

日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社から提供されるサービス内容は，

（お問い合わせ先など）日本国内ユーザー様向けに独自のものとなっています． 

 

mailto:sales@nag-j.co.jp

