
NAG Fortran Library, Mark 21 

FLAMP21D9L - License Managed 

Apple Power Mac, (Mac OS X), NAGWare f95, Double Precision 

 

インストール ノート 

 

内容 

 

1. イントロダクション 

 

2. 製品の詳細 

2.1. 対応ハード及びソフト 

2.2. 開発環境及びコンパイルオプション 

 

3. 配布メディア 

3.1. 内容 

3.2. ファイルサイズ 

 

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. ライセンス管理 

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 

4.3. 詳細情報 

4.3.1. Example プログラム 

4.3.2. メンテナンスレベル 

 

5. ドキュメント 

 

6. サポート 

 

7. ユーザフィードバック 

 

追記 コンタクト先情報 

 



 1 

1. イントロダクション 

 

本ドキュメントは、NAG Fortran Library をインストールされる方向けのドキュメント

です。本ドキュメント（in.html）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（英語版）。 

 

NAG Fortran 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. 製品の詳細 

 

2.1. 対応ハード及びソフト 

 

本製品は、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います。 

 

hardware:  Apple PowerPC G4 

operating system: Mac OS X 10.3.4 and compatible 

Fortran compiler: NAGWare f95 release 5.0 and compatible 

 

2.2. 開発環境及びコンパイルオプション 

 

本製品は、英国 NAG Ltd (Oxford) にて以下の環境で開発された製品です。 

 

hardware:  Apple PowerPC G4 

operating system: Mac OS X 10.3.4 (Panther) 

Fortran compiler: NAGWare f95 release 5.0(378) 

compiler options: -w -PIC -ieee=full 

 

本製品では、以下を除く全てのルーチンが最適化（-O4）にてコンパイルされています。 

 

d02bgfn.f (-O2)  d02tgzn.f (-O2)  f11dayn.f (-O0) 

g13dnfn.f (-O2)  s19abfn.f (-O0) 

 

本製品は、NAG が提供する BLAS と LAPACK を使用しテストされています。 

（ライブラリマニュアルの F06、F07、F08 章の Chapter Introduction 参照） 
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また、Apple Computer の vecLib version 3.0.1 が提供する BLAS と LAPACK ルーチン

のセットを使用してのテストも行われています。 

 

3. 配布メディア 

 

本製品は、CD-ROM で提供されます。 

 

3.1. 内容 

 

以下に、インストール後のライブラリのディレクトリ／ファイル構成を示します。 

 

/usr/lib/libnag_nag.a                   (static self-contained library 

                                         including NAG BLAS/LAPACK) 

 

/usr/lib/libnag_vl.a                    (static library requiring vecLib) 

 

/usr/bin/nagexample*                    (scripts for compiling and executing 

                                         library example programs) 

 

/usr/local/lib/NAGWare/*.(mod|f90)      (compiled module information files 

                                         for use with the NAG f95 compiler, 

                                         and their sources.) 

 

/Library/Documentation/NAG/FLAMP21D9L/* (Installer's Note (this document), 

                                         Users' Note, and example program 

                                         materials) 

 

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／ファイル構成を示し

ます。 

 

/Library/Documentation/NAG/FLAMP21D9L/mark21.html (symbolic link, main index)  

 

/Library/Documentation/NAG/FLAMP21D9L/html        (directory of html files) 

 

/Library/Documentation/NAG/FLAMP21D9L/pdf         (directory of pdf files) 
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以下に、インストール後の FLEXlm ライセンス管理のディレクトリ／ファイル構成を示

します。 

 

/usr/local/flexlm/flexlm9.5/bin/*                (utilities and server daemon 

                                                  for supported platforms.) 

 

/Library/Documentation/NAG/FLAMP21D9L/license/*  (FLEXlm documentation.) 

 

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。 

 

compiled libraries: 

  libnag_nag.a                23.5 Mb 

  libnag_vl.a                 23.0 Mb 

interface blocks:              1.8 Mb 

example program material:      6.3 Mb 

scripts:                       0.1 Mb 

library documentation files:   0.1 Mb 

manual documentation files:  192.8 Mb 

licensing materials           69.4 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 

 

FLAMP21D9L.pkg をダブルクリックして、ライブラリ、インターフェースブロック、

example プログラム及び example スクリプトをインストールして下さい。 

 

NAG Fortran Library Manual, Mark 21.pkgをダブルクリックして、ライブラリ

マニュアルをインストールして下さい。 

 

FLEXlm 9.5.pkgをダブルクリックして、FLEXlm のバイナリ及びドキュメントをイン

ストールして下さい。 

 

NAG Fortran Library インターフェースブロックは、それぞれのライブラリルーチンの

型、及び引数を定義しますが、Fortran 90/95 より NAG Fortran Library を呼び出す際

に必ず必要という性質のものではありません。（Fortran 90/95 コンパイラによる NAG 

Fortran Library の呼び出し方法のエラーチェックを行う際に使用されます。） 

インターフェースブロックファイルは、プリコンパイルモジュールとして提供されます。 

 

4.1.1. ライセンス管理 

 

本ライブラリの使用は、FLEXlm 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。（FLEXlm は、Globetrotter Software Inc 登録商標です。） 

本ライブラリは、FLEXlm のバージョン 9.5 を採用しています。 

 

本ライブラリ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。 

 

ライセンスキーの発行依頼（リクエストフォーム）の生成、及びインストールは、

FLAMP21DL.pkgのアップルインストーラを通して行われます。 ライセンスキーをお持

ちでない場合は、ライセンスキーのリクエストフォームが生成されます。 

ライセンスキーの申請は、生成されたリクエストフォームの内容を、電子メールにて、

日本 NAG ライセンス係（license@nag-j.co.jp）までお送り下さい。 

以下のような一行又は複数行のライセンスキーを発行致します。 

例） 

FEATURE NAG_FL NAG 20.000 10-apr-2002 0 CBDA2041DC1BC45D2B68 "ANY" DEMO 

mailto:license@nag-j.co.jp
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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 

 

example プログラムは、必要に応じてライブラリマニュアルより抜粋され、本製品用に

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） 

 

４.3. 詳細情報 

 

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

Library（libnag_vl.a）をご利用下さい。ただし vecLib 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、

vecLib を利用しない設計の NAG Fortran Library（libnag_nag.a）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 21 とセクション 2.2 に記述されているソフト

ウェ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、

異なるコンパイラライブラリ、異なるハードウェア、異なる BLAS 又は LAPACK 等）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、A00AAF をコールする example をコンパイル／実

行するか、もしくは、引数 a00aafと共にスクリプト nagexampleをコールすることに

より決定できます（ユーザノートの「Example プログラム」ご参照下さい）。この A00AAF

ルーチンは、製品の詳細（製品タイトル、製品コード、使用されるコンパイラ及び精度、

製品バージョン (Mark) 等）を出力します。 

 

5. ドキュメント 

 

本製品にはオンラインマニュアル（ライブラリマニュアル）が付属しています。 

セクション 4 をご参照下さい。 
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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を御明記頂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。 

 

Email: naghelp@nag-j.co.jp 

Tel: 03-5542-6311 

Fax: 03-5542-6312 

 

(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） 

〒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 

Tel: 03-5542-6311 

Fax: 03-5542-6312 

Email: 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

