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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インプリメンテーション毎

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 

 

NAG C Library Manual, Mark 8 に含まれている全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（セクション 5 を参照）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。尚本セクションではデ

フォルトのフォルダ「C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08dal」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。また、ライブラリのコマンドプロンプ

トのショートカットが「スタート|すべてのプログラム|NAG|CL08」に存在する事が前

提となっています。 

 

3.1.1. コマンドウィンドウからの場合 

 

本ライブラリをコマンドウィンドウからをご利用いただく場合には環境変数の設定が必

要です。以下のショートカットをご利用いただけます。 
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スタート|すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C Library -  

Microsoft C++ (CLW6A08DAL). Command Prompt 

 

これにより INCLUDE, LIB, PATH の各環境変数が、Microsoft C++, NAG Library 及び

共に提供される ACML の場所を示すように設定されます。また、環境変数

NAG_CLW6A08DAL（バッチファイル nagc_example_*.batがこの環境変数を必要と

します）が設定されます。 

 

このショートカットを利用しない場合には環境変数の設定を付属のバッチファイルから

行うことが出来ます。このファイルのデフォルト位置は以下になります。 

 

C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08dal¥batch¥envvars.bat 

 

その後、コマンドラインに於ける NAG C Library へのコンパイルとリンクは以下例に示

すコマンドのいずれかで行って下さい。（driver.cがユーザプログラムです） 

 

cl /MT driver.c nagc_acml_MT.lib 

cl /MT driver.c nagc_nag_MT.lib 

cl /MD driver.c clw6a08da_acml.lib 

cl /MD driver.c clw6a08da_nag.lib 

cl /MD driver.c nagc_nag_MD.lib 

 

Microsoft C/C++オプション: 

 

/MT 

これは、LIBCMT.LIB（C ランタイムライブラリのスタティックマルチスレッド版）

とのリンクの為のコンパイルコードを意味します。 

 

/MD 

これは、MSVCRT.LIB（C ランタイムライブラリのマルチスレッド DLL 版のインポー

トライブラリ）とのリンクの為のコンパイルコードを意味します。 

 

これらのオプションは、プロジェクト中一貫して使用して下さい。 

 

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

両ライブラリは、/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_acml.libは、BLAS/LAPACKを含まないDLLインポートライブラリで、

ACML の DLL 版とリンクします。CLW6A08DA_nag.libは、NAG BLAS/LAPACK を

含んだ DLL インポートライブラリです。両ライブラリは、/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。 

 

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、

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。 

 

3.1.2. Microsoft Visual Studio からの場合 

 

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 を起動し、メニュー「ツール｜オプション」を選択

して下さい。「プロジェクトおよびソリューション」を開き、「VC++ ディレクトリ」を

クリックして下さい。「プラットフォーム」から「x64」を選択し、メニュー「ディレク

トリを表示するプロジェクト」から以下の設定を行って下さい。 

 

 「インクルード ファイル」を選択し、include フォルダを追加して下さい。 

 「ライブラリ ファイル」を選択し、lib フォルダを追加して下さい。 

（また、必要に応じて、acml3.6.0¥ifort64_mt_mp¥lib フォルダ、及び 
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acml3.6.0¥ifort64_mp¥lib フォルダを追加して下さい。） 

 

各デフォルトフォルダは以下のようになります。 

 

  「インクルード ファイル」 

    "C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08dal¥include" 

  「ライブラリ ファイル」 

    "C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08da¥lib" 

    "C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08da¥ACML3.6.0¥ifort64_mt_mp¥lib" 

    "C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08da¥ACML3.6.0¥ifort64_mp¥lib" 

 

Visual Studio に於いて NAG C Library にリンクした実行形式を走らせたい場合は、

PATH 環境変数が clw6a08da¥bin（また、必要に応じて

clw6a08da¥ACML3.6.0¥ifort64_mp¥lib）を含んでいる事を確認してください。 

これらのデフォルトは以下のようになります。 

 

    "C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08da¥bin" 

    "C:¥Program Files¥NAG¥CL08¥clw6a08da¥ACML3.6.0¥ifort64_mp¥lib" 

 

注記：ACML DLL ファイルは、"ifort64_mp¥lib"フォルダに格納されています。 

 

インストール時に、任意で、PATH 環境変数は設定されます。代わりに、セクション 3.1.1

で記述した NAG C Library のコマンドプロンプトから Visual Studio (devenv.exe)

を起動する事もできます。 

 

NAG C Library の example プログラムに対してプロジェクトを作成する場合は、新規で

「空のプロジェクト」を作成し、example ファイルをプロジェクトに追加して下さい。 

 

NAG C Library は、リンカオプションに指定する必要があります。プロジェクト名を右

クリックし「プロパティ」を選択するか、もしくは、プロジェクトを選択し、メニュー

「プロジェクト｜プロパティ」を選択して下さい。プロジェクト構成が「x64」に設定さ

れている事を確認して下さい。「構成プロパティ」を展開し、「リンカ｜入力」を選択し

て下さい。「追加の依存ファイル」に適切なライブラリファイルを追加して下さい。（以

下の表を参照） 

 

加えて、適切な C ランタイムライブラリのオプションを設定する必要があります。まず、
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C のファイル、例えば、NAG example プログラムなど、をメニュー「プロジェクト｜既

存項目の追加」からプロジェクトに追加して下さい（C のファイルがプロジェクトにない

と、C++のオプションを見ることができません）。プロジェクト名を右クリックし「プロ

パティ」を選択するか、もしくは、プロジェクトを選択し、メニュー「プロジェクト｜

プロパティ」を選択して下さい。「構成プロパティ」を展開し、「C/C++｜コード生成」を

選択して下さい。「ラインタイム ライブラリ」を選択し、適切なバージョンに変更して

ください。（以下の表を参照） 

 

NAG C Library  C Run time Libraries  

nagc_acml_MT.lib  Multi-threaded (/MT)  

nagc_nag_MT.lib  Multi-threaded (/MT)  

Clw6a08da_acml.lib     Multi-threaded DLL (/MD)  

Clw6a08da_nag.lib  Multi-threaded DLL (/MD)  

nagc_nag_MD.lib  Multi-threaded DLL (/MD)  

 

プログラムの実行にリダイレクション（入出力共に）が伴う場合、コマンドプロンプト

からの実行を推奨します。 

 

上記は、Microsoft Visual Studio 2005 に対しての説明となります。他のバージョンの

Visual Studio をご使用の場合は、手順が若干異なります（基本的には同様です）。 

 

3.2. Example プログラム 

 

example プログラムは、batch フォルダに格納されていますバッチファイル 

nagc_example_static_MT.bat, nagc_example_dll.bat,  

nagc_example_static_MD.batを使用して簡単にアクセスができます。 

これらのバッチファイルは、example プログラム（及び、example データ）をコピーし

た後、プログラムをコンパイルし、適切なライブラリをリンクします。そして、実行可

能プログラムを実行します。 

 

これらのバッチファイルに対して、Microsoft C/C++及び NAG C Library の環境変数が

設定されている必要があります。特に、環境変数 NAG_CLW6A08DAL に NAG C Library

の位置が設定されている必要があります。設定方法の詳細は、セクション 3.1.1 を参照し

て下さい。 

 

example プログラムは、コマンドに引数で指定します。 

例） 

nagc_example_static_MT d01ajc 
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この例では、example プログラム d01ajce.c をカレントフォルダにコピーし、コンパ

イル／リンクを行った後、examaple プログラム結果を生成します。 

 

nagc_example_static_MT は、 /MT と共にコンパイルされており、且つ、NAG 

BLAS/LAPACK を使用するスタティックライブラリをリンクします。 

 

/MTと共にコンパイルされているスタティックライブラリのACML版とリンクする場合

は、-acmlオプションを使用して下さい。 

例） 

nagc_example_static_MT -acml d01ajc 

 

nagc_example_static_MD.bat は、上記と同じ方法で使用され、/MD と共にコンパ

イルされたスタティックライブラリをリンクします。-acmlオプションはありません。 

 

nagc_example_dll.batは、NAG C Library の DLL 版をリンクします。 

例） 

nagc_example_dll d01ajc 

nagc_example_dll -acml d01ajc 

 

最初のコマンドは、NAG BLAS/LAPACK を使用する DLL ライブラリをリンクします。

DLL ライブラリの ACML 版をリンクする場合は、二番目のコマンドのように、-acml

オプションを使用して下さい。 

 

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

（NAG BLAS 及び LAPACK ルーチンを使用する）を用いて算出されています。ACML 

BLAS 又は LAPACK を用いた場合に、結果が若干異なる場合があります。 

 

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、
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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。 

 

 

4. ルーチン毎の情報 

 

以下にルーチン毎の情報を示します。 

 

a. s10 – s21 

 

本章の関数は、不正な引数と共に呼び出された場合、エラーメッセージを出力します。

詳細は NAG C Library Manual に記載されています。以下にパラメータの限界値を示し

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 

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

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 

 

b. 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 

 

c. x02 
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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。 

 

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 = 1.42724769270596e+45 

X02BBC = 2147483647 

X02BEC = 15 

X02DAC = Nag_FALSE 
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5. ドキュメント 

 

NAG C Library Manual のオンラインバージョンが、html 形式の目次と共に、PDF 形

式で manualフォルダに提供されます。 

 

メインの目次ファイルが提供されており（manual¥html¥mark8.html）、全ての PDF

ファイルと HTML ファイルへリンクされています。この目次ファイルを HTML ブラウ

ザで開いて使用して下さい。また、以下のショートカット（デフォルト）からもご利用

頂けます。 

 

スタート|すべてのプログラム|NAG|CL08|NAG C Library Manual 

 

加えて、以下のファイルが提供されます。 

 

 un.html – ユーザノート（本ドキュメント） 
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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: 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） 

 

 


