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1. イントロダクション 

 

このドキュメントは NAG C Library ユーザのために最低限必要な情報を含んでいます。

このドキュメントはNAG C Libraryマニュアルに含まれない製品毎の情報が含まれます。

マニュアルにユーザノート参照などとかかれている場合はこのドキュメントを参照して

下さい。 

 

NAG ライブラリのご使用の前に、まず以下の情報をお読みいただきますようお願い致し

ます。（セクション 5 を参照） 

 

 (a) 最低限必要なイントロダクション  (Essential Introduction) 

 (b) 各章ごとのイントロダクション    (Chapter Introduction) 

 (c) 関数ドキュメント               (Routine Document) 

 

 

2. 使用可能なルーチンについて 

 

Library Manual に含まれているすべてのルーチンを使用することができます。追加され

たルーチン及び今後削除予定のルーチン詳細につきましてはMark 8 Newsドキュメント

をご参照下さい。 

 

 

3. 一般情報 

 

3.1. ライブラリアクセスについて 

 

本セクションではライブラリのご利用方法について説明します。 

 

3.1.1. ライブラリがリンカーのサーチパスにない場合 

 

このセクションでは[INSTALL_DIR]にライブラリがインストールされていることが前

提となります。 

 

デフォルトの[INSTALL_DIR]は/opt/NAG/clmi608dgl となりますが、インストール

の際[INSTALL_DIR]を指定することで変更できます。 
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 /opt/NAG/clmi608dglが存在する場合は、これが[INSTALL_DIR]になります。 

 そうでなければ、インストーラで指定した先が[INSTALL_DIR]になります。 

 

NAG C Library と vecLib Library を利用する場合には以下のように行って下さい。ここ

で、driver.cはユーザプログラムです。 

 

gcc -I[INSTALL_DIR]/include –m64 driver.c [INSTALL_DIR]/lib/ 

libnagc_vl.dylib -framework vecLib -lpthread -lm 

 

もしくは、スタティックライブラリを利用する場合は以下のように行って下さい。 

 

gcc -I[INSTALL_DIR]/include –m64 driver.c [INSTALL_DIR]/lib/ 

libnagc_vl.a -framework vecLib -lpthread -lm 

 

もし上記方法で問題がある場合には、vecLib Library を利用しないバージョンの NAG 

Library を以下のようにご利用下さい。 

 

gcc -I[INSTALL_DIR]/include –m64 driver.c [INSTALL_DIR]/lib/ 

libnagc_nag.dylib -lpthread -lm 

 

もしくは、スタティックライブラリを利用する場合には以下のように行って下さい。 

 

gcc -I[INSTALL_DIR]/include –m64 driver.c [INSTALL_DIR]/lib/ 

libnagc_nag.a -lpthread -lm 

 

共有ライブラリを利用する場合には環境変数DYLD_LIBRARY_PATHを以下の例に従って

設定し、実行時のリンクが行えるように設定して下さい。 

 

C シェル等 

 

setenv DYLD_LIBRARY_PATH [INSTALL_DIR]/lib 

 

のように DYLD_LIBRARY_PATH を指定するか、既に指定している場合には次のように拡

張します。 

 

setenv DYLD_LIBRARY_PATH [INSTALL_DIR]/lib:${DYLD_LIBRARY_PATH} 
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B シェル等 

 

DYLD_LIBRARY_PATH=[INSTALL_DIR]/lib 

export DYLD_LIBRARY_PATH 

 

のように DYLD_LIBRARY_PATH を指定するか、既に指定している場合には次のように拡

張します。 

 

DYLD_LIBRARY_PATH=[INSTALL_DIR]/lib:${DYLD_LIBRARY_PATH} 

export DYLD_LIBRARY_PATH 

 

3.1.2. ライブラリがリンカーのサーチパスにある場合 

 

このセクションではライブラリファイルが/usr/lib などのリンカーのサーチパスにあ

るディレクトリへシンボリックリンクされており、又、インクルードファイルが

/usr/includeなどに移動されていることが前提となります。 

 

NAG C Library と vecLib Library を利用する場合には以下のように行って下さい。ここ

で、driver.cはユーザプログラムです。 

 

gcc –m64 driver.c -lnagc_vl -framework vecLib -lpthread -lm 

 

リンカーは、デフォルトで共有ライブラリ libnagc_vl.dylibを使用します。 スタテ

ィックライブラリ libnagc_vl.aを使用するには、以下の様にライブラリをフルパスで

指定して下さい。 

 

gcc –m64 driver.c /usr/lib/libnagc_vl.a -framework vecLib -lpthread -lm 

 

シンボリックリンクが/usr/lib 以外のディレクトリで作成されている場合は、上記の

コマンドに於いて/usr/libの代わりにそのディレクトリを指定しなくてはいけません。 

 

もし上記方法で問題がある場合には、vecLib Library を利用しないバージョンの NAG 

Library を以下のようにご利用下さい。 

 

gcc –m64 driver.c -lnagc_nag -lpthread -lm 
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リンカーは、デフォルトで共有ライブラリ libnagc_nag.dylib を使用します。 スタ

ティックライブラリ libnagc_nag.a を使用するには、以下の様にライブラリをフルパ

スで指定して下さい。 

 

gcc –m64 driver.c /usr/lib/libnagc_nag.a -lpthread -lm 

 

シンボリックリンクが/usr/lib 以外のディレクトリで作成されている場合は、上記の

コマンドに於いて/usr/libの代わりにそのディレクトリを指定しなくてはいけません。 

 

共有ライブラリを利用する場合には環境変数DYLD_LIBRARY_PATHを以下の例に従って

設定し、実行時のリンクが行えるように設定して下さい。 

 

C シェル等 

 

setenv DYLD_LIBRARY_PATH [INSTALL_DIR]/lib 

 

のように DYLD_LIBRARY_PATH を指定するか、既に指定している場合には次のように拡

張します。 

 

setenv DYLD_LIBRARY_PATH [INSTALL_DIR]/lib:${DYLD_LIBRARY_PATH} 

 

B シェル等 

 

DYLD_LIBRARY_PATH=[INSTALL_DIR]/lib 

export DYLD_LIBRARY_PATH 

 

のように DYLD_LIBRARY_PATH を指定するか、既に指定している場合には次のように拡

張します。 

 

DYLD_LIBRARY_PATH=[INSTALL_DIR]/lib:${DYLD_LIBRARY_PATH} 

export DYLD_LIBRARY_PATH 
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3.2. Example プログラム 

 

[INSTALL_DIR]/scripts に は nagc_example_vl, nagc_example_shar_vl, 

nagc_example, nagc_example_sharが提供されています。 

 

これらのスクリプトを利用し Example プログラムの動作確認が簡単に行えます。 

 

 nagc_example_vl はスタティックライブラリ libnagc_vl.a 及び合わせて提供

される Apple vecLib Library を利用します。 

 nagc_example_shar_vl は共有ライブラリ libnagc_vl.dylib 及び合わせて提

供される Apple vecLib Library を利用します。 

 nagc_exampleはスタティックライブラリ libnacg_nag.aを利用します。 

 nagc_example_sharは共有ライブラリ libnagc_nag.dylibを利用します。 

 

それぞれのスクリプトは example プログラムのソースコード及び入力データのコピーを

作り、コンパイル、リンク、そして実行までを行います。例えば以下のように打ち込ん

で下さい。 

例） 

nagc_example d01ajc 

 

この例では example プログラムファイル d01ajce.c をカレントディレクトリにコピー

し、コンパイル、リンク、実行を行い、結果 d01ajce.rを生成します。 

 

提供されている example結果はNAGスタティックライブラリlibnagc_nag.aとNAG 

BLAS 及び LAPACK を用いて算出されています。NAG 提供以外の BLAS や LAPACK

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. ルーチン毎の情報 

 

以下に章毎のルーチン情報を示します。 

 

(a) f07, f08, g13 

 

本製品のライブラリ libnagc_vl.a 及び libnagc_vl.dylib では、以下の BLAS と

LAPACK のルーチンに関して、ベンダーバージョンでの問題を避けるために、代わりに

NAG バージョンのルーチンが呼び出されます。 

 

zhpevd zstedc dtrsv zgetrf zgetri zgesvx 

 

(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エラーメッセージを返します。

一般的な詳細は、NAG C Library Manual に記載されていますが、本製品の特性である

パラメータの限界値を以下に示します。 

 

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 

 

数学定数の値は、ヘッダーファイル nagx01.h に与えられています。 

 

X01AAC (pi)    = 3.14159265358979323846e+00 

X01ABC (gamma) = 0.5772156649015328606e+00 

 

(d) X02 

 

マシン定数の値は、ヘッダーファイル nagx02.h に与えられています。 
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基本モデルパラメータ 

 

X02BHC = 2 

X02BJC = 53 

X02BKC = -1021 

X02BLC = 1024 

X02DJC = Nag_TRUE 

 

フローテイングポイントのパラメータ 

 

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 = 1.84467440737095e+19 

X02BBC = 2147483647 

X02BEC = 15 

X02DAC = Nag_FALSE 

 

 

5. ドキュメント 

 

Library Manual は、HTML 形式の目次と共に、PDF 形式で nagdoc_cl08ディレクト

リに提供されます。 

 

メインの目次ファイル（nagdoc_cl08/html/mark8.html）が提供されており、全て

の PDF ファイルと HTML ファイルへリンクされています。このファイルを HTML ブラ

ウザで開いて使用して下さい。 
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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、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、１３：００～１７：００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） 

 

 

7. 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/
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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: sales@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:sales@nag-j.co.jp

