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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 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. 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:         Intel Pentium 4, 2.8 GHz, 2.0 GB RAM 

operating system: Microsoft Windows XP Professional, Ver. 2002, Service 

Pack 3 

                  Microsoft Visual Studio .NET 2003 

Fortran compiler: Intel(R) Fortran Compiler for 32-bit applications 

                  Version 10.1 

                  Build 20080602Z 

                  Package ID: w_fc_pc_10.1.024 

 

これ以外の環境の対応状況につきましては日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ

株式会社にお問い合わせください。 

 

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:         Intel Pentium 4, 2.8 GHz, 2.0 GB RAM 
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operating system: Microsoft Windows XP Professional, Ver. 2002, Service 

Pack 3 

                  Microsoft Visual Studio .NET 2003 

Fortran compiler: Intel(R) Fortran Compiler for 32-bit applications 

                  Version 10.1 

                  Build 20080602Z 

                  Package ID: w_fc_pc_10.1.024 

 

また、以下の環境でテスト済みです。 

 

hardware:         Intel Pentium D, 3.0 GHz, 1.0 GB RAM 

operating system: Microsoft Windows Vista Business 

Fortran compiler: Intel(R) Fortran Compiler for 32-bit applications 

                  Version 11.0 

                  Build 20081105 

                  Package ID: w_cprof_p_11.0.066 

 

本インプリメンテーションでは以下を除くすべてのルーチンがフルオプティマイズ

（/O3）にてコンパイルされています。 

 

f08mdsn.f s17deun.f (/Od) 

 

本インプリメンテーションはNAGが提供するBLAS、LAPACKを用いて検証済みです。

また、Intel 社が提供する MKL１０．１．０．０１８（本ディストリビューションにも

含まれます）を用いても検証済みです。 

 

2.3. リリース後の最新情報 

本インプリメンテーションに関しての最新プラットフォームへの対応状況や利用方法に

ついての最新情報は以下の URL に公開されています。 

http://www.nag.co.uk/doc/inun/fl22/w32dcl/postrelease.html 

 

 

3. 配布メディア 

 

本インプリメンテーションは CD-ROM で提供されます。 

 

http://www.nag.co.uk/doc/inun/fl22/w32dcl/postrelease.html
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3.1. 内容 

 

以下に配布内容のディレクトリ構造を示します。 

 

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

            |- doc -|- un.html  (Users' Note) 

            |       |- lic_agr.txt 

            | 

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

            |         |                and run NAG example programs) 

            |- batch -| 

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

            |                          variables for the NAG Library) 

            | 

            |       |- FLW3222DC_nag.dll  (DLL including 

            |       |                      NAG BLAS/LAPACK) 

            |       | 

            |- bin -|- FLW3222DC_mkl.dll  (DLL requiring 

            |       |                      MKL BLAS/LAPACK) 

            |       | 

            |       |- *  (Other support files) 

            | 

flw3222dcl -| 

            |       |- FLW3222DC_nag.lib  (DLL import library 

            |       |                      including NAG BLAS/LAPACK) 

            |       | 

            |       |- FLW3222DC_mkl.lib  (DLL import library 

            |       |                      requiring MKL BLAS/LAPACK) 

            |       | 

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

            |       |                   NAG BLAS/LAPACK compiled with /MT) 

            |       | 

            |       |- nag_mkl_MT.lib  (static library requiring 

            |       |                   MKL BLAS/LAPACK compiled with /MT) 

            |       | 

            |       |- nag_nag_MD.lib  (static library including 
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            |       |                   NAG BLAS/LAPACK compiled with /MD) 

            |       | 

            |       |- nag_mkl_MD.lib  (static library requiring 

            |                           MKL BLAS/LAPACK compiled with /MD) 

            | 

            |- nag_interface_blocks -|- * 

            | 

            |            |- source --|- ??????e.f 

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

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

            |            |- source_interface_blocks.zip 

            | 

            |- diagnostics -|- NAG_Fortran_DLL_info.exe 

            | 

            |- MKL_ia32_10.1 -|- *  (Intel Math Kernel Library) 

            | 

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

            |           |             for supported platforms) 

            |- license -|- README.TXT 

                        | 

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

 

 

ここで nag_nag_MT.lib は NAG の BLAS/LAPACK を含むライブラリです。そして

nag_mkl_MT.lib は NAG の BLAS/LAPACK を含みませんので MKL も合わせてリンク

する必要があるライブラリです。これらの両方のライブラリは/MT オプションにてコン

パイルされています。/MT オプションはマルチスレッド対応の静的実行時ライブラリと

リンクすることを指定するものです。これらのライブラリを利用される場合には/MT オ

プションを指定して行って下さい。 

 

FLW3222DC_nag.lib は DLL インポートライブラリで NAG の BLAS/LAPACK を含ん

でいます。一方でFLW3222DC_mkl.libはDLLインポートライブラリでBLAS/LAPACK

を含んでいません。双方とも/MD オプションを用い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対応の動的実行時ライブラリとリンクすることを指定するも

のです。これらのライブラリを利用される場合には/MD オプションを指定して行って下

さい。 
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nag_nag_MD.lib と nag_mkl_MD.lib は nag_nag_MT.lib と nag_mkl_MT.lib の別バー

ジョンで動的マルチスレッド実行時ライブラリを利用する場合にご利用いただけます。 

 

デ フ ォ ル ト で 本 イ ン プ リ メ ン テ ー シ ョ ン flw3222dcl は C:¥Program 

Files¥NAG¥FL22¥の下にインストールされます。 

 

以下に PDF ドキュメントのディレクトリ構造を示します。 

 

nagdoc_fl22 -|- examples -|- baseresults -|- ??????*.r 

             |            |- source      -|- ??????*.f 

             |            |- data        -|- ??????*.d 

             | 

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

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

             |         | 

             |         |- [A00-X05] -|- *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-X05] -|- *conts.pdf    (chapter contents) 

             |         |             |- *intro.pdf    (chapter introduction) 

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

             |         | 
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             |         |- 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-X05] -|- *conts.xml  (chapter contents) 

                       | 

                       |- 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) 

 

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。 

 

  Library software:  351 MB 

  Library Manual:    314 MB 

 

 

4. インストール 
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4.1. ライブラリとドキュメントのインストール 

 

4.1.1. ライブラリのインストール 

 

本ソフトウェ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:¥ run_cd_browser.bat 

 

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ェ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 Intel MKL 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|FL22|NAG 

Fortran Library  - Intel Fortran (FLW3222DCL). 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。 

 

サ ン プ ル ス ク リ プ ト （ nag_example*.bat ） を 利 用 す る 際 に は 環 境 変 数

NAG_FLW3222DCL の設定が必要です。（詳細はユーザノートのセクション 3.3 をご参

照ください） 
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本インプリメンテーションには NAG Fortran Library を呼び出すため引用仕様宣言

（interface block）が提供されています。引用仕様宣言はコンパイラがライブラリルーチ

ンの引数の整合性チェックに利用するためのものですのでその利用が推奨されています。

（必須ではありません） 

 

引用仕様宣言はソース及びプリコンパイルされたものの両方が提供されています。ソー

ス形式のものは通常必要ありませんが、コンパイラのバージョンが異なる場合など必要

に応じてコンパイルして利用が可能です。バッチファイル envvars.bat を実行することに

より、引用仕様宣言の格納位置を環境変数 INCLUDE に設定することが可能です。（イン

ストール時にすでにインストーラがこの設定を行っているケースもあります） 

 

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|FL22|NAG 

Fortran Library  - Intel Fortran (FLW3222DCL). Users’ Note」にユーザノ

ート（英語）へのショートカットを作成します。 

 

その他にも「スタート」メニューの下の「すべてのプログラム|NAG|FL22|NAG Fortran 

Library  - Intel Fortran (FLW3222DCL). Check Accessibility」に診断プ

ログラムへのショートカットを作成します。 

 

また本ソフトウエアのアンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムと機

能」から行って下さい。 

 

4.1.2. ライブラリ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/FL/FLdocumentation.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:¥ run_cd_browser.bat 

 

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_mk22_manual.exe 

 

http://www.nag.co.uk/numeric/FL/FLdocumentation.asp
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を実行してください。（e:が CD ドライブの場合） 

 

もしライブラリマニュアルを Web サイトからダウンロードした場合には自己解凍形式のフ

ァイルを実行してインストールを行って下さい。 

 

インストーラはマニュアルへのショートカットを「スタート」メニューの下の「すべての

プログラム|NAG|FL22|NAG Fortran Library Manual(*)」に作成します。 

 

ライブラリマニュアルの参照にインターネットエクスプローラを利用する場合には Design 

Science 社の MathPlayer プラグインが必要です。（数式表示）ライブラリのインストール

最後でこの MathPlayer をインストールするかどうか問われますので必要な方はインスト

ールを行ってください。 

 

4.1.3. ライセンス管理 

 

NAG ライブラリの使用は、Kusari 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 C Library は、Kusari のバージョン 2.2 を採用しています。 

 

本製品を使用する為には、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

差し込んで頂くだけで、本製品の利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下さい。 

※ 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下さい。 

 

スタート|すべてのプログラム|NAG|FL22|NAG Fortran Library –  

Intel Fortran (FLW3222DCL). 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。 
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2. Request New Licence ボタンをクリックして下さい。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頂き、

Generate Licence Requestボタンをクリックして下さい。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

ーの申請を行って下さい。（なお、本製品の NAG製品コードは、FLW3222DCLです。） 

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

 

通常２営業日程度で、以下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） 

FLW3222DCL 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下さい。 

 

スタート|すべてのプログラム|NAG|FL22|NAG Fortran Library Library –  

Intel Fortran (FLW3222DCL). 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下さい。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下さい。”Licence for product 

FLW3222DC 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下さい。 

 

 

http://www.nag-j.co.jp/kusari/userReg/
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4.1.3.1. インストールのチェック 

  

ラ イ ブ ラ リ へ の ア ク セ ス が う ま く 行 え る か ど う か の チ ェ ッ ク は

NAG_Fortran_DLL_info.exe を実行して行うことができます。 

 

その他にもユーザノートのセクション 3.1 に示されている方法でサンプルプログラムを

動かしてみることも可能です。この目的で利用するのに推奨されるルーチンは D01AUF, 

E04UCA, F07ADF 等があります。 

 

 

4.2. 詳細情報 

4.2.2. メンテナンスレベル  

 

本ライブラリのメンテナンスレベルは A00AAF ルーチンを呼び出すプログラムを作成し、

その出力に含まれる情報（製品コード、コンパイラ情報、精度情報、バージョン情報、

メンテナンスレベル情報）を参照することにより行うことができます。 

 

4.2.3. アクセスチェック  

 

スタートメニューに、以下の診断用のプログラム NAG_Fortran_DLL_info.exeへのシ

ョートカットが在ります。 

 

スタート|すべてのプログラム|NAG|FL22|NAG Fortran Library - 

Intel Fortran (FLW322DCL). Check Accessibility 

 

この診断用プログラムは、FLW3222DC_nag.dll と FLW3222DC_mkl.dll へのアクセ

スが、現在の環境設定で可能であるかどうかを確認します。 

 

各々の DLL が正常にロードできた場合には、DLL の格納位置を表示し、ポップアップウ

ィンドウに A00AAFを呼び出した際の出力内容を表示します。また、A00AAFが呼び出さ

れ、ライセンスキーが正常に動作しているかどうかを確認できます。正常に動作してい

る場合には ”Status OK” と表示され、ライセンスキーが無効な場合や見付からない場

合には、その旨を表示します。 
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5. 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

