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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NAG C Library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 C 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: x64 systems (AMD64 and Intel EM64T) and compatible 

operating system:  Windows XP/2003/Vista x64 Edition 

C compiler:         Microsoft Visual C++ .NET 2005 (Release 8.0) 

 

本インプリメンテーションの DLL バージョンは、Microsoft Visual C++.NET Release 

8.0 以外の C コンパイラでのご使用の場合に、入出力にいくつかの制限を持ちます。 

 

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: AMD64 

operating system:  Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition SP1 

C compiler: Microsoft Visual C/C++ Version 8.0 

 

本インプリメンテーションの DLL ファイルは、Windows 2003 システムに於いて、

Microsoft Visual C++ .NET Release 8.0 リンカー及び C ランタイムライブラリを使用し、
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作成されています。従って、これらの DLL は MSVCR80.DLL と共にリンクされます。

マニフェストファイルは DLL の中にコンパイルされており、C ランタイムライブラリ

（version '8.0.50608.0'）への依存が生成されます。Microsoft Visual C++ .NET Release 

8.0 ランタイムライブラリの再配布可能なバージョンが、本製品の bin フォルダの中に含

まれています。 

 

 本ライブラリは Windows 2003 に於いて以下の環境でテストされています。 

 

 Microsoft Visual C++ .NET 2005 (Release 8.0) 及び 

 Intel EM64T C++ Compiler Version 9.0 (build 20060222) 

 Intel EM64T C++ Compiler Version 10.0 (builds 20070426 and 20070809) 

 

本ライブラリの DLL 版に関して以下の事柄に注意して下さい。Microsoft Visual C++コ

ンパイラの Release 8.0 (Version 14.00.50727.42)を使用しない場合、C のコードからの

出力と NAG C Library の関数（例えば、x04 章の関数）からの出力が混在すると、結果

が間違った順序で現れる場合があります。この事は、NAG Example プログラム c06pfce.c

を実行するとCのコードによって書かれるタイトルがNAG C Libraryによって出力され

る行列の後に現れる事からも確認できます。これは、２つの異なった C ランタイムライ

ブラリが実行時にリンクされる事で、バッファリングされた出力がそれぞれのランタイ

ムライブラリによって独立にフラッシュされることによって引き起こされます。同様に、

C のコードと NAG C Library の関数が同じ入力ファイルから読み込みを行うプログラム

は上手く動作しません。これは、カレントのファイルポインタが２つのランタイムライ

ブラリによって共有されないからです。この事は、NAG C Library の Example プログ

ラム e04nrce.c（この example は、C の example と NAG C Library のオプション対し

て、同じファイルからデータを読みます）が失敗する事からも確認できます。 

 

 この問題に関する更なる詳細は、以下の NAG ウェブサイトをご参照下さい。 

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

 

 これらの問題は、NAG C Library のスタティック版では起こりません。 

 

NAG C Library, Mark 8 全体は、d01apxt(/O1), d01spxt(/O1), d02pvct(/Od),  

d02pvyt(/O1), d01ajyt(/O1), d01ajyn(/O1), f01lzxn(/O1), f01lzxt(/O1), f08befn(/Od), 

g03aact(/O1) and g03bcct(/Od) を除き、最適化 /O2 で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 と LAPACK を使用しテストされています。

http://www.nag.co.uk/numeric/CL/CDLLmanifest.asp
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（NAG C Library Manual の F06、F07、F08 章の Chapter Introduction を参照） 

 

また、本ライブラリは ACML Version 3.6.0 を使用してテストされています。ACML 

Version 3.6.0 ライブラリはこの製品に含まれています。（「3.1. 内容」を参照） 

 

 

3. 配布メディア 

 

本ソフトウェアは CD-ROM で提供されます。 

 

3.1. 内容 

 

以下に、インストール後のインプリメンテーションマテリアルのディレクトリ／ファイ

ル構造を示します。デフォルトでは、NAG C Library のマテリアルは C:¥Program 

Files¥NAG¥CL08¥ 以下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 

            | 

            |         |- 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) 

            | 

            |- bin -|- CLW6A08DA_nag.dll  (DLLs and other programs used 

            |       |- CLW6A08DA_acml.dll  by the installation) 

            | 

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

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

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

            | 

            |- include -|- *.h  

            | 
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            |       |- CLW6A08DA_nag.lib  (DLL import library     

            |       |                      including NAG BLAS/LAPACK) 

            |       |                                                 

clw6a08dal- |       |- CLW6A08DA_acml.lib (DLL import library         

            |       |                      including ACML BLAS/LAPACK) 

            |       | 

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

            |       |                    NAG BLAS/LAPACK compiled with /MT) 

            |       | 

            |       |- nagc_acml_MT.lib (static library including 

            |       |                    ACML BLAS/LAPACK compiled with /MT) 

            |       | 

            |       |- nagc_nag_MD.lib  (static library including 

            |                            NAG BLAS/LAPACK compiled with /MD) 

            | 

            |              |- ifort64_mt_mp  (Static ACML Libraries 

            |              |                  compiled with /MT) 

            |- acml3.6.0  -| 

            |              | 

            |              |- ifort64_mp     (DLL ACML Libraries 

            |                                 compiled with /MD) 

            | 

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

            |           |             for supported platforms) 

            |- license -|- README.TXT 

                        | 

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

 

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

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

ライブラリは、スタティックマルチスレッドCランタイムライブラリとのリンクの為に、

/MT オプションと共にコンパイルされています。これらのライブラリのどちらかとリン

クされるアプリケーションをコンパイルする際には、正しい C ランタイムライブラリと

のリンクを確実にする為に、このオプションが必要です。 

 

CLW6A08DA_nag.libは、NAG BLAS/LAPACK を含んだ DLL インポートライブラリ
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です。CLW6A08DA_acml.lib は、BLAS/LAPACK を含まない DLL インポートライブ

ラリです。両ライブラリは、マルチスレッド DLL C ランタイムライブラリとのリンクの

為に、/MD オプションと共にコンパイルされています。これらのライブラリのどちらか

とリンクされるアプリケーションをコンパイルする際には、正しい C ランタイムライブ

ラリとのリンクを確実にする為に、このオプションが必要です。 

 

nagc_nag_MD.libは NAG BLAS/LAPACKを含んだスタティックライブラリの別バー

ジョンで、/MD オプションと共にコンパイルされています。このライブラリは、マルチ

スレッドDLL Cランタイムライブラリを必要とするアプリケーションの為に提供されて

います。このライブラリの ACML バージョンはありません。 

 

以下に、インストール後のライブラリマニュアルのディレクトリ／ファイル構造を示し

ます。デフォルトでは、manual は C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥ 以下にインストー

ルされます。 

 

manual -|- examples -|- replaced    -|- *.c 

        |            |- baseresults -|- *.r 

        |            |- source      -|- *.c 

        |            |- data        -|- *.d 

        | 

        |- html  -|- mark8.html                (main HTML index) 

        |         | 

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

        |         | 

        |         |- genint  -|- cl_*.html (general introductory material 

        |         |                         and online help document) 

        |         | 

        |         |- indexes -|- gams -|- cl_gams.html (GAMS index) 

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

        |         |           | 

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

        |         |                    |- cl*.html     (KWIC files) 

        |         | 

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

        | 

        |- pdf -|- frontmatter -|- mark8.pdf  (NAG copyright and main 
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                |                              pdf page) 

                | 

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

                |             |- *intro.pdf (chapter introduction) 

                |             |- *c.pdf     (routine documents) 

                | 

                |- genint  -|- *.pdf   (general introductory material 

                |                       and online help document) 

                | 

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

                |                       to cl_kwic.html and cl_gams.html) 

                | 

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

 

3.2. ファイルサイズ 

 

インストール後のファイル（ディレクトリ）サイズは以下のとおりです。 

 

libraries:                              151.0 MB 

ACML:                                    45.5 MB 

batch files:                             16.0 KB 

include files:                            0.9 MB 

example program material:                10.4 MB 

Library Manual:                         141.0 MB 

implementation specific documentation:   64.0 KB 

licensing materials                       5.5 MB 
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4. インストール 

 

4.1. ライブラリと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 

 

本ソフトウエアは管理者権限でインストールする必要があります。 

 

CD をトレイに挿入すると自動的にインストールが始まります。もし自動的に始まらない

場合には 

 

e:¥Demo32 C_Library_Browser.dbd 

 

を実行するかもしくは、 

 

e:¥setup.exe 

 

を実行してください。（e:が CD ドライブの場合） 

 

インストール後に 3.1 章に示されるソフトウエアがインストールされているかどうかご

確認下さい。 

 

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おすすめします。 

例） 

set OMP_NUM_THREADS=2 

 

これにより ACML BLAS がプロセッサを有効に活用するようになります。 

 

インストーラは「スタート」メニューの下の「すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C 

Library - Microsoft C++ (CLW6A08DAL). Command Prompt」にショートカッ

トを作成します。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 は、ローカル環境変数 NAG_CLW6A08DAL を必

要とします。（ユーザノート 3.1.1.章を参照） 
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インストーラは「スタート」メニューの下の「すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C 

Library - Microsoft C++ (CLW6A08DAL). Users' Note」にショートカットを

作成します。このショートカットは「ユーザノート」を開きます。 

 

本ソフトウェアはコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」からアンインスト

ールしてください。もしくは Setup プログラムを再度起動して Remove を選択する方法

でも削除が可能です。 

 

Microsoft Visual Studio から NAG C Library をご利用の場合、適切なオプション設定を

行う必要があります。Visual Studio からのご利用に関する更なる詳細は、ユーザノート

のセクション 3.1.2 をご覧下さい。 

 

4.1.2. マニュアルのインストール 

 

ドキュメントのインストールは必須ではありません。NAG の Web サイトからもご参照

いただけます。（http://www.nag.co.uk/numeric/CL/CLdocumentation.asp） 

 

ＣＤをトレイに挿入すると自動的にインストールが始まります。もし自動的に始まらな

い場合には 

 

e:¥Demo32 C_Library_Browser.dbd 

 

を実行してマニュアルのインストールを行うかもしくは 

 

e:¥setup_c08_manual.exe 

 

を実行してください。（e:が CD ドライブの場合） 

 

ドキュメントファイルは他の NAG 製品と同じディレクトリに移動することも可能です。

（サイト外からアクセスできるディレクトリには移動させないで下さい） 

 

インストーラは「スタート」メニューの下の「すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C 

Library Manual」にショートカットを作成します。このショートカットはマニュアル

のメインインデックスファイルを開きます。 
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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。 

 

HTML 形式で提供される Essential Introduction（最低限必要なイントロダクション）

は数学的文字を使用しています。これらの文字は、Netscape 6 より前のバージョンでク

エスチョンマークとして表示されてしまいます。Netscape 6 及び Internet Explorer では

正しく表示されます。これらは PDF で見ることも可能です。 

 

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。 

 

4.1.3. ライセンス管理について 

 

NAG ライブラリの使用は、Kusari 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。今回リリースの NAG Fortran Library は、Kusari のバージョン 2.2 を採

用しています。 

 

USB キーをご利用のお客様は USB ポートにキーを差し込んでいただくだけで、本ソフ

トウェアの利用が可能になります。 

 

その他のライセンスタイプのお客様は以下の手順をご参照下さい。(USB キーをご利用の

お客様は以下の手順は不要です。) 

 

本ソフトウェ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、使用するソフトウェアの詳細などの情報を含んでいます。 

 

① ライセンスキーの発行依頼を以下の手順で作成し、電子メールにて日本ＮＡＧ宛

（license@nag-j.co.jp）にお送り下さい。 

(ア) 「スタート」メニューの下の「すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C Library 

– Microsoft C++ (CLW6A08DAL). Request or install license key」

を起動します。 

(イ) 「Request New License」ボタンを押します。 

(ウ) お客様の情報を入力し「Generate License Request」ボタンを押します。 
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(エ) 「Copy to Clipboard」ボタンを押して、クリップボードに情報をコピーします。 

(オ) 電子メールソフトウエアでメールを日本ＮＡＧ宛（license@nag-j.co.jp）に

お送り下さい。その際に上記でコピーした内容を本文に貼り付けて下さい。 

 

② 日本ＮＡＧより例えば以下のような一行または複数行のライセンスキーを発行致し

ますので、以下の手順でライセンスキーのインストールを行って下さい。 

例） 

CLW6A08DA TRIAL 2006/11/12 "EMtxidA3oeoj0F1Yvi5ibxPjB7" 

(ア) 「スタート」メニューの下の「すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C Library 

– Microsoft C++ (CLW6A08DAL). Request or install license key」

を起動します。 

(イ) テキストエリアにライセンスキーを入力もしくは貼り付けます。 

(ウ) 「Save」ボタンに引き続き「Close」ボタンを押します。 

 

以上でライセンスキーのインストールは完了です。 

 

４.2. 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」（doc/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。ライブラリのアクセス方法は、「ユーザノート」のセクション 3.1

をご参照下さい。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。 a02bac, d01ajc, g05ffc, s17akc などがサンプルプログラムとして適しています。イ

ンストールのテストは適切なバッチファイル、例えば、nagc_example_static_mt.bat を

利用して行えます。「ユーザノート」の情報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。 

 

以下に示すディレクトリ／ファイルを使用者に公開して下さい。 

 

documentation files: 

 

オンラインドキュメントは CL08¥manualに格納されています。 

 

compiled libraries: 

 

  lib¥CLW6A08DA_acml.lib 

  lib¥CLW6A08DA_nag.lib 
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  lib¥nagc_acml_MT.lib 

  lib¥nagc_nag_MD.lib 

  lib¥nagc_nag_MT.lib 

  bin¥CLW6A08DA_acml.dll 

  bin¥CLW6A08DA_nag.dll 

  acml3.6.0¥ifort64_mt_mp¥lib¥* 

  acml3.6.0¥ifort64_mp¥lib¥* 

 

include files: 

 

  include¥* 

 

example program material: 

 

  examples¥source¥*.f 

  examples¥data¥*.d 

  examples¥results¥*.r 

  batch¥nagc_example*.bat 

 

batch file to set environment variables for Microsoft C++ and the NAG C Library: 

 

  batch¥envvars.bat 

 

example プログラムは必要に応じて NAG C Library Manual より抜粋され、本インプリ

メンテーション用に変更されていますので、そのままコンパイルして使用することがで

きます。（実行結果の違い等についての詳細はセクション 4.3.1 をご参照下さい）これら

のプログラムを使用者に対して公開することにより、使用者はこれらのプログラムをテ

ンプレート的に使用していただけます。 
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４.3. 詳細情報 

 

パフォーマンス面を考えますと ACML ライブラリを利用する設計の NAG C Library

（nagc_acml_MT.lib 又は CLW6A08DA_acml.dll）をご利用下さい。ただし ACML

ライブラリのバージョンが NAG ライブラリ作成時とは異なる場合には問題が発生する

可能性があります。 このような場合には ACML ライブラリを利用しない設計の NAG C 

Library（nagc_nag_MT.lib又は CLW6A08DA_nag.dll）をご利用下さい。 

 

4.3.1. Example プログラム 

 

提供されているサンプル出力結果はMark 8とセクション 2.2に記述されているソフトウ

エアにて生成されています。出力結果は異なる環境下（例えば、異なるコンパイラ、異

なるハードウエア、異なる BLAS 又は LAPACK など）で異なる結果を出す場合がありま

す。特に、固有値ベクトル（スカラー値（多くの場合 -1）を掛けた値となる）、繰り返

し計算及び関数評価、残差、マシン精度と同じくらい小さい値を扱う計算などは異なる

結果を出す場合があります。 

 

4.3.2. 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 a00aacルーチンを呼び出す example をコンパイル

／実行するか、もしくは、引数 a00aac と共に適切なバッチファイル、例えば、

nagc_example_static_mt を呼び出すことにより決定できます。ユーザノートの

Example プログラムを参照して下さい。このルーチンは、インプリメンテーションの詳

細、タイトル、プロダクトコードを含んだ、コンパイラ、使用精度、バージョン、そし

てメンテナンスレベルを出力します。 

 

 

5. ドキュメント 

 

本ライブラリにはオンラインマニュアルが付属しています。セクション 4 を参照して下

さい。また、HTML 及び PDF 形式のオンラインヘルプファイルに関してはセクション

3.1 を参照して下さい。 

 

 



 13 

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: 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） 

 

 


