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1. イントロダクション 

 

本インストールノートは、本 NAG C Library, Mark 9 をインストールされる方向けのド

キュメントです。本インストールノート（in.html）とユーザノート（un.html）の英語

版が、ファイルとして配布メディアに含まれています。 

 

本ライブラリの使用は、NAG とお客様との間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、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）にお問い合わせください。 

 

2. ライブラリの詳細 

 

2.1. 稼働環境 

 

本ライブラリは、以下のハードおよびソフト環境での稼動を前提としています。 

 

hardware:  x86_32 systems 

operating system: Microsoft Windows (XP / Vista / 7 and compatible) 

C compiler:  Intel C++ Compiler (IA-32) version 11.1 and compatible 

   Microsoft 32-bit C/C++ compiler version 15.00 or  

   compatible 

 

2.2. 開発環境 

 

本ライブラリは、英国 NAG Ltd（Oxford）において以下の環境で開発された製品です。 

 

hardware:          Intel Core2 Duo 2.2GHz 

operating system: Windows Vista Business 32-bit 

C compiler:        Intel C++ Compiler for applications running on IA-32 

                   Version 11.1, build 20100203 

                   Package ID: w_cproc_p_11.1.060 

 

本ライブラリは、同マシン環境で Microsoft C コンパイラを用いてテストされています。 

 

C compiler:  Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler 

   Version 16.00.30319.01 
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また、以下の OS／コンパイラ環境でもテストされています。 

 

hardware:  AMD Athlon 64 2.2 GHz 

operating system: Windows XP 32-bit 

C compiler:  Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler 

   Version 15.00.21022.08 

 

本ライブラリは、可能な限り高いレベルの最適化にてコンパイルされています。 

 

本ライブラリは、NAG が提供する BLAS／LAPACK ルーチンを用いてテストされてい

ます（NAG Library Manual, Mark 9（通称：ライブラリマニュアル）の f07, f08, f16 の

Chapter Introduction 参照）。 

 

本ライブラリは、MKL Version 10.2 を用いてテストされています。 

MKL Version 10.2 は、本製品の一部として提供されます（「3.1. 内容」参照）。 

 

MKL の詳細については、以下の Intel のウェブサイトをご参照ください。 

 

http://www.intel.com/software/products/mkl 

 

2.3. リリース後の最新情報 

 

本ライブラリの稼働環境や利用方法に関する最新の情報は、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/w32dal/postrelease.html 

 

http://www.intel.com/software/products/mkl
http://www.nag.co.uk/doc/inun/cl09/w32dal/postrelease.html
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3. 配布メディア 

 

本製品は CD または DVD で提供されます。 

（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。） 

 

3.1. 内容 

 

インストール後のライブラリのフォルダ／ファイル構造を以下に示します。 

デフォルトでは、C:¥Program Files¥NAG¥CL09¥ にインストールされます。 

 

            |- doc -|- in.html  (Installer's Note, (this document)) 

            |       |- un.html  (Users' Note) 

            |       |- lic_agr.txt (licence agreement) 

            | 

            |         |- nagc_example_*.bat (Batch files to compile 

            |         |                 and run NAG example programs) 

            |- batch -| 

            |         |- envvars.bat (Batch file to set environment 

            |         |             variables for the NAG C Library) 

            | 

            |       |- CLW3209DA_nag.dll (DLL including NAG BLAS/LAPACK) 

            |- bin -|- CLW3209DA_mkl.dll (DLL requiring MKL BLAS/LAPACK) 

            |       |- plus various compiler support libraries 

            | 

            |            |- source --|- ??????e.c 

            |- examples -|- data ----|- ??????e.d, ??????e.opt 

            |            |- results -|- ??????e.r 

            | 

clw3209dal -|- include -|- *.h 

            | 

            |       |- CLW3209DA_nag.lib (DLL import library     

            |       |                     including NAG BLAS/LAPACK) 

            |       |                                                 

            |       |- CLW3209DA_mkl.lib (DLL import library         

            |       |                     requiring MKL BLAS/LAPACK) 

            |       | 
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            |- lib -|- nagc_nag_MT.lib (static library including 

            |       |                   NAG BLAS/LAPACK compiled with /MT) 

            |       | 

            |       |- nagc_mkl_MT.lib (static library requiring 

            |       |                   MKL BLAS/LAPACK compiled with /MT) 

            |       | 

            |       |- nagc_nag_MD.lib (static library including 

            |       |                   NAG BLAS/LAPACK compiled with /MD) 

            |       | 

            |       |- nagc_mkl_MD.lib (static library requiring 

            |       |                   NAG BLAS/LAPACK compiled with /MD) 

            |       | 

            |       |- plus various compiler support libraries 

            | 

            |- diagnostics -|- NAG_C_DLL_info.exe 

            | 

            |- mkl_ia32_10.2 -|- * (Intel Math Kernel Library) 

            | 

            |           |- bin -|- * (directories of binaries 

            |           |             for supported platforms) 

            |- license -|- README.TXT 

                        | 

                        |- doc -|- * (End User Guide) 

 

nagc_nag_MT.lib は、NAG BLAS／LAPACK を含むスタティックライブラリです。

nagc_mkl_MT.lib は、BLAS／LAPACK を含まないスタティックライブラリです。これ

らのライブラリは、/MT オプションを付けてコンパイルされています。/MT オプション

は、マルチスレッド C ランタイムライブラリとのリンクを指定するオプションです。こ

れらのライブラリを利用する場合には、/MTオプションが必要です。 

 

nag_nag_MD.lib と nag_mkl_MD.lib は、スタティックライブラリ（nag_nag_MT.lib と

nag_mkl_MT.lib）の別バージョンで、マルチスレッド DLL C ランタイムライブラリを

利用する場合にご利用いただけます。これらのライブラリは、/MD オプションを付けて

コンパイルされています。/MDオプションは、マルチスレッド DLL C ランタイムライブ

ラリとのリンクを指定するオプションです。これらのライブラリを利用する場合には、

/MDオプションが必要です。 
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CLW3209DA_nag.lib は、NAG BLAS／LAPACK を含む DLL インポートライブラリで

す。CLW3209DA_mkl.lib は、BLAS／LAPACK を含まない DLL インポートライブラリ

です。これらのライブラリは、/MD オプションを付けてコンパイルされています。/MD

オプションは、マルチスレッド DLL C ランタイムライブラリとのリンクを指定するオプ

ションです。これらのライブラリを利用する場合には、/MDオプションが必要です。 

 

インストール後のライブラリマニュアルのフォルダ／ファイル構造を以下に示します。 

デフォルトでは、C:¥Program Files¥NAG¥CL09¥ にインストールされます。 

 

nagdoc_cl09 -|- index.html 

             | 

             |- examples -|- baseresults -|- *.r 

             |            |- source      -|- *.c 

             |            |- data        -|- *.d, *.opt 

             | 

             |- html  -|- FRONTMATTER -|- manconts.html  (main HTML index) 

             |         |               |- *.html         (foreword & copyright) 

             |         | 

             |         |- [A00-X04] -|- *conts.html  (chapter contents) 

             |         | 

             |         |- GENINT -|- *.html  (general introductory material) 

             |         | 

             |         |- INDEXES -|- GAMS -|- gams.html  (GAMS index) 

             |         |           |        |- *.html     (GAMS files) 

             |         |           | 

             |         |           |- KWIC -|- kwic.html  (KWIC index) 

             |         |                    |- *.html     (KWIC files) 

             |         | 

             |         |- styles -|- libdoc.css  (main CSS stylesheet) 

             | 

             |- pdf   -|- FRONTMATTER -|- manconts.pdf  (NAG copyright and main 

             |         |               |                 pdf page) 

             |         |               |- foreword.pdf 

             |         | 

             |         |- [A00-X04] -|- *conts.pdf    (chapter contents) 
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             |         |             |- *intro.pdf    (chapter introduction) 

             |         |             |- *c.pdf        (routine documents) 

             |         | 

             |         |- GENINT -|- *.pdf  (general introductory material) 

             |         | 

             |         |- INDEXES -|- *.pdf (bookmarked file containing links 

             |         |                     to kwic.xml and gams.xml) 

             |         | 

             |         |- INUNs -|- usersnote.pdf  (implementation specific note) 

             | 

             |- xhtml -|- FRONTMATTER -|- manconts.xml  (main XHTML index) 

                       |               |- *.xml         (foreword & copyright) 

                       | 

                       |- [A00-X04] -|- *conts.xml  (chapter contents) 

                       |             |- *intro.xml  (chapter introduction) 

                       |             |- *c.xml      (routine documents) 

                       | 

                       |- figures -|- *.png  (figures and plotfiles) 

                       | 

                       |- GENINT -|- *.xml  (general introductory material) 

                       | 

                       |- INDEXES -|- GAMS -|- gams.xml  (GAMS index) 

                       |           |        |- *.xml     (GAMS files) 

                       |           | 

                       |           |- KWIC -|- kwic.xml  (KWIC index) 

                       |                    |- *.xml     (KWIC files) 

                       | 

                       |- styles -|- libdoc.css      (main CSS stylesheet) 
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3.2. ファイルサイズ 

 

ファイルサイズを以下に示します。 

 

Library software:  487 MB 

Library Manual:    224 MB 
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4. インストール 

 

4.1. ライブラリとライブラリマニュアルのインストール 

 

4.1.1. ライブラリのインストール 

 

ライブラリのインストールは、必ず管理者権限で行ってください。 

 

製品 CD をトレイに挿入すると自動的に NAG CD ブラウザが起動します。 

Install Library ボタンをクリックし、起動するインストーラに従って、ライブラリ

のインストールを行ってください。 

もし、自動的にブラウザが起動しない場合は（e: が CD ドライブの場合） 

 

e:¥NAG_Installation_browser.exe 

 

を実行してブラウザを起動してください。または e:¥clw3209dal_setup.exeを実行

してライブラリのインストーラを直接起動してください。 

 

もし、ライブラリを NAG のウェブサイトからダウンロードでご利用の場合は、ダウンロ

ードした clw3209dal_setup.exeを実行してライブラリのインストーラを起動してく

ださい。また、ライブラリマニュアルは、別途にダウンロード／インストールする必要

があります（必須ではありません）。 

 

インストール後に「3.1. 内容」に示されるソフトウェアがインストールされていること

をご確認ください。 

 

マルチプロセッサ環境でご利用の場合には、環境変数 OMP_NUM_THREADSにプロセッサ

数を指定することを推奨します。 

例） 

set OMP_NUM_THREADS=2 

 

これにより Intel MKL BLAS が複数のプロセッサを有効に活用するようになります。 
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インストール後、「スタート」メニューに以下のショートカットが作成されます。 

 

すべてのプログラム|NAG|CL09|NAG C Library (CLW3209DAL)| 

FLW3209DAL Command Prompt 

 

このショートカットは、必要な環境変数を設定した上でコマンドプロンプトを開きます。 

 

バッチファイル nagc_example_*.batを利用する際には、環境変数 NAG_CLW3209DAL

の設定が必要です（ユーザノートの「3.1.1. コマンドウィンドウからのご利用」参照）。 

 

また、ユーザノート（英語）へのショートカットが作成されます。 

 

すべてのプログラム|NAG|CL09|NAG C Library (CLW3209DAL)|Users’ Note 

 

ライブラリのアンインストールは、 

 

Windows XP の場合： 

コントロール パネル｜プログラムの追加と削除 

 

Windows Vista または Windows 7 の場合： 

コントロール パネル｜プログラムと機能 

 

から行うことができます。 
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4.1.2. ライブラリマニュアルのインストール 

 

ライブラリマニュアルのインストールは必須ではありません。製品 CD から直接ライブ

ラリマニュアルを参照することができます。また、ライブラリマニュアルは、ライブラ

リをインストールしたマシンとは異なるマシンにインストールすることができます。ま

た、以下の NAG のウェブサイトから参照することができます。 

 

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

 

製品 CD をトレイに挿入すると自動的に NAG CD ブラウザが起動します。 

Install Documentation ボタンをクリックし、起動するインストーラに従って、ラ

イブラリマニュアルのインストールを行ってください。 

もし、自動的にブラウザが起動しない場合は（e: が CD ドライブの場合） 

 

e:¥NAG_Installation_browser.exe 

 

を実行してブラウザを起動してください。または e:¥setup_cl09_manual.exeを実行

してライブラリマニュアルのインストーラを直接起動してください。 

 

もし、ライブラリマニュアルを NAG のウェブサイトからダウンロードでご利用の場合は、

ダウンロードした setup_cl09_manual.exe を実行してライブラリマニュアルのイン

ストーラを起動してください。 

 

インストール後、「スタート」メニューに、ライブラリマニュアルの目次ファイルへのシ

ョートカットが作成されます。 

 

すべてのプログラム|NAG|FL09|NAG C Library Manual 

 

Adobe Acrobat Reader は、http://www.adobe.com/から無償でダウンロードするこ

とができます。 

 

注意：Adobe Acrobat 4.0 以前では、数学記号（積分記号、平方根、角括弧など）を含む

ドキュメントが正しく表示されません。（Adobe Acrobat 5.0 では、正しく表示されます。） 

 

http://www.nag.co.uk/numeric/CL/CLdocumentation.asp
http://www.adobe.com/
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4.1.3. ライセンス管理 

 

本ライブラリの使用は、NAG Kusari ライセンス管理システム（バージョン 2.2）によっ

て管理されています。 

 

本ライブラリを使用する為には、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、使用する製品の詳細などの情報を含んでいます。 

 

USB キーライセンスをご利用のお客様は、ご利用のマシンの USB ポートに USB キーを

差し込んでいただくだけで、本ライブラリの使用が可能になります。 

 

ノードロックライセンスをご利用のお客様は以下の手順をご参照ください。 

※ USB キーライセンスをご利用のお客様は以下の手順は不要です。 

 

【ライセンスキーの申請】 

 

1. 以下の「スタート」メニューのショートカットをクリックしてください。 

 

すべてのプログラム|NAG|CL09|NAG C Library (CLW3209DAL)| 

Request or Install License Key 

 

ライセンスキーの申請／インストールを行う為の GUI プログラム 

（Kusari Licence Installer ウィンドウ）が起動します。 

 

2. Request New Licence ボタンをクリックしてください。ラセンスキーの申請に必

要な情報を生成する為の GUI プログラム（New Licence Request ウィンドウ）が起

動します。 

 

3. Customer Details の（＊）マークの付いた必要最小限の項目にご記入いただき、

Generate Licence Requestボタンをクリックしてください。ウィンドウの下部

にライセンスキーの申請に必要な情報が出力されます。 

 

4. 出力された情報（特に KUSARI ID）を元に、下記のウェブページからライセンスキ

ーの申請を行ってください。（本製品の NAG製品コードは CLW3209DALです。） 

 

http://www.nag-j.co.jp/kusari/userReg/ 

http://www.nag-j.co.jp/kusari/userReg/
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通常２営業日程度で、下記のような一行または複数行のライセンスキー（テキスト形式）

をご記入の電子メールアドレスにお送り致します。 

例） 

CLW3209DA FULL "EMnxidA3oeoj0F1Yvi5ibxPjB7" 

 

【ライセンスキーのインストール】 

 

1. 以下の「スタート」メニューのショートカットをクリックしてください。 

 

すべてのプログラム|NAG|CL09|NAG C Library (CLW3209DAL)| 

Request or Install License Key 

 

ライセンスキーの申請／インストールを行う為の GUI プログラム 

（Kusari Licence Installer ウィンドウ）が起動します。 

 

2. テキストエリアにライセンスキーを入力してください。 

（コピー＆ペーストで結構です。） 

 

3. Install Licence Keyボタンをクリックしてください。 

”Licence for product CLW3209DA loaded.” と表示されれば、ライセンスキ

ーのインストールは完了です。 

 

4. Close ボタンをクリックして Kusari Licence Installer ウィンドウを閉じてくださ

い。 

 

その他の形態でのライセンスキーのご利用（ファイルにライセンスキーを書き込む、レ

ジストリにライセンスキーを書き込む、ライセンスサーバを設置する、等）に関する詳

細は、clw3209dal¥license¥docフォルダに在るドキュメント（k-using-win.pdf, 

k-install-win.pdf）をご参照ください。 

また、トラブルシューティングとして、以下の Kusari FAQ もご利用ください。 

 

http://www.nag.co.uk/Kusari/kusari_faq.html 

http://www.nag-j.co.jp/kusari/faq.htm（日本語版） 

 

 

 

http://www.nag.co.uk/Kusari/kusari_faq.html
http://www.nag-j.co.jp/kusari/faq.htm
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4.1.3.1. ライセンスチェック 

 

ライセンスが正しく設定されているかどうかを、ライブラリルーチン a00acc を用いて

チェックすることができます（a00accの Example プログラムをご利用ください）。 

または、診断プログラム NAG_C_DLL_info.exeを用いれば、DLL ライブラリへのアク

セスおよびライセンスの両方をチェックできます。 

 

4.2. ライブラリ使用者への情報公開 

 

ユーザノート（doc/un.html）は、管理者が内容を確認し、必要に応じて使用者に公開し

てください（特に、セクション 3.1, 3.2, 5）。ライブラリへのアクセス方法は、ユーザノ

ートの「3.1. ライブラリへのアクセス」をご参照ください。ライブラリへのアクセスは、

いくつかのExample プログラムをコンパイル／リンク／実行することにより確認するこ

とができます（d01sjc, f07adc, g05sjc などがサンプルプログラムとして適しています）。

バッチファイル nagc_example_*.batを用いれば、Example プログラムのコンパイル

／リンク／実行を容易に行うことができます（ユーザノートの「3.2. Example プログラ

ム」参照）。ユーザノート（doc/un.html）は、そのまま公開していただいても、各シス

テムの共有アクセス情報などに埋め込んで公開していただいても構いません。 

 

以下に示すフォルダ／ファイルを使用者に公開してください。 

 

ライブラリマニュアル： 

CL09¥nagdoc_cl09フォルダにライブラリマニュアルが格納されています。 

 

ライブラリ： 

  lib¥* 

  bin¥* 

  MKL_ia32_10.2¥lib¥* 

  MKL_ia32_10.2¥bin¥* 

 

インクルードファイル： 

  include¥*.h 

 

Example プログラム、データ、結果、バッチファイル： 

examples¥source¥*.c 

examples¥data¥*.d 
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examples¥data¥*.opt 

examples¥results¥*.r 

batch¥nagc_example_*.bat 

 

環境変数を設定するためのバッチファイル： 

batch¥envvars.bat 

 

Example プログラムは、ライブラリマニュアルに掲載されているものと比べ、必要に応

じて本ライブラリ用に変更されています（実行結果の差異については、ユーザノートの

「3.2. Example プログラム」をご参照ください）。使用者は、自身のプログラムのテンプ

レートとして Example プログラムを利用することができます。 

 

4.3. 詳細情報 

 

パフォーマンス面を考えますと、Math Kernel Library（MKL）を利用するバージョン

の NAG ライブラリ（nagc_mkl_MT.lib, nagc_mkl_MD.lib, CLW3209DA_mkl.dll）

のご利用を推奨します。もし、本製品で提供される MKL とは異なるバージョンの MKL

と共にライブラリを利用された場合に問題が発生する場合は、本製品で提供される MKL

と共にライブラリをご利用いただくか、もしくは、MKL を利用しないバージョンの NAG

ライブラリ（nagc_nag_MT.lib, nagc_nag_MD.lib, CLW3209DA_nag.dll）をご

利用ください。 

 

4.3.1. メンテナンスレベル 

 

ライブラリのメンテナンスレベルは、ライブラリルーチン a00aacの Example プログラ

ムをコンパイル／リンク／実行することにより確認することができます。バッチファイ

ル nagc_example_*.bat を（引数 a00aacと共に）用いれば、Example プログラムの

コンパイル／リンク／実行を容易に行うことができます（ユーザノートの「3.2. Example

プログラム」参照）。ライブラリルーチン a00aacは、ライブラリの詳細（タイトル、製

品コード、使用されるコンパイラおよび精度、バージョン（Mark）など）を出力します。 

 

5. ドキュメント 

 

ライブラリマニュアルが、本製品の一部として提供されます。 

（「4.1.2. ライブラリマニュアルのインストール」および「3.1. 内容」参照） 
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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（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（CLW3209DAL）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） 

 

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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7. ユーザフィードバック 

 

NAGではユーザ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。フィードバックに御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）日本国内ユーザ様向けに独自のものとなっています。 

 

mailto:sales@nag-j.co.jp

