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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 Toolbox for MATLAB（ツールボックス）をインスト

ールされる方向けのドキュメントです。 

 

本ツールボックスの使用は 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、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. ツールボックスの詳細 

 

2.1. 稼働環境 

 

本ツールボックスは、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 and compatible 

operating system: Microsoft Windows Vista/7 

MATLAB Version: 7.9 (R2009b), 7.10 (R2010a) 

 

本ツールボックスのご利用には MATLAB が予めインストールされている必要がありま

す。本ツールボックスは MATLAB のバージョン 7.11(R2010b) 以降でも動作すること

が期待されますが、稼働環境に関する最新情報は「2.2. リリース後の最新情報」をご参

照ください。 

 

2.2. リリース後の最新情報 

 

本ツールボックスの稼働環境や利用方法に関する最新情報は、以下のウェブページをご

参照ください。 

 

http://www.nag.co.uk/doc/inun/mb22/w32ddl/postrelease.html 

 

http://www.nag.co.uk/doc/inun/mb22/w32ddl/postrelease.html
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3. 配布メディア 

 

本製品は CD で提供されます。 

また NAG のウェブサイト（「6. サポート」参照）からダウンロードすることもできます。 

 

3.1. ファイルサイズ 

 

ファイルサイズを以下に示します。 

 

Help material    33Mb 

Toolbox files    43Mb 
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4. インストール 

 

注意：NAG Toolbox for MATLAB の旧バージョンがインストールされている場合は、本

製品のインストールの前に、必ず旧バージョンのアンインストールを行ってください。 

 

本製品のインストールは、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 Toolbox ボタンをクリックし、起動するインストーラに従って本製品のイン

ストールを行ってください。 

 

もし、自動的に NAG CD ブラウザが表示されない場合は（e: が CD ドライブの場合）、 

 

e:¥NAG_Toolbox_Installation_Browser.exe 

 

をダブルクリックして NAG CD ブラウザを起動してください。 

もしくは e:¥setup.exeをダブルクリックしてインストーラを直接起動してください。 

 

もし、本製品を 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_mbw3222ddl.exeをダブルクリックしてインストーラを起動してください。 

 

インストール後 MATLAB ヘルプのコンテンツリストに 

ヘルプファイル NAG (32 bit) Toolbox が在ることを確認してください。 

 

本製品が正しくインストールされていることを確認する簡単なテストとして MATLAB

プロンプトでs07aa(0)（このNAG関数は tan(0)を計算します）と打ち込んでください。

答えとして "0" が返ってくれば成功です。もし、正常に動作せずに "The referenced 

assembly is not installed on your system." のようなメッセージが出力される場合は、

MATLAB が正しいサポートライブラリをピックアップするように、ご利用のコンピュー

タを再起動する必要があります。 

 

ライセンスの認証が上手く行っているかどうかを確かめるには MATLAB プロンプトで

a00ac（この NAG 関数はライセンスをチェックします）と打ち込んでください。結果が 

"1" であれば認証は上手く行っています。 
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本製品のアンインストールはコントロールパネルから行うことができます。 

 

コントロール パネル｜プログラムと機能 

 

インストーラを再び起動して Install a new instance of this applicationオ

プションを選択し Next すると、本ツールボックスの異なるインスタンスを異なる場所

（例えば、異なるバージョンの MATLAB の下）にインストールすることができます。 

また Maintain or update the instance of this application shown below

オプションを選択し、さらに本ツールボックスの特定のインスタンスを選択して Next す

ると、引き続き表示されるダイアログから Remove を選択することによって、選択した

インスタンスをアンインストールすることができます。 

 

4.1. インストールオプション 

 

本製品は、デフォルトで MATLAB インストールフォルダの下にインストールされます。 

 

 実行ファイルが toolbox¥NAG¥mex.w32にインストールされます。 

 ヘルプファイルが help¥toolbox¥NAGにインストールされます。 

 

4.1.1. MATLAB パスの更新 

 

インストール時に MATLAB パスの更新を選択した場合は、 

toolbox¥local¥pathdef.mファイルが更新されます。もし MATLAB パスの更新を選

択しない場合は、これを手動で行う必要があります。MATLAB パスの設定方法（複数の

方法があります）に関しては MATLAB ヘルプで matlab path と検索してください。

手動で更新する場合は、実行ファイルを含むフォルダの後にヘルプファイルおよびデモ

を含むフォルダが指定されている必要があります。例えば C:¥MyMatlabの下に toolbox

をインストールした場合は MATLAB パスには以下の順番でこれらのフォルダが含まれ

ていなければなりません。 

 

 C:¥MyMatlab¥toolbox¥NAG¥mex.w32 

 C:¥MyMatlab¥help¥toolbox¥NAG 

 C:¥MyMatlab¥help¥toolbox¥NAGToolboxDemos 
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4.1.2. プロセッサ数の設定 

 

本ツールボックスの多くの関数が OpenMP を用いて並列化されています。 

 

環境変数 OMP_NUM_THREADSに必要なプロセッサ数（最大値はシステムに依存します）

を任意で設定してください。環境変数 OMP_NUM_THREADSの設定は、本製品のインスト

ール時に行うことができます。 

 

もしくは、環境変数はコントロールパネルから手動で設定することができます。 

以下に Windows Vista または Windows 7 での操作例を示します。 

 

 管理者（権限） 

1.  「コントロール パネル」から「システム」を開いてください。 

（カテゴリ表示の場合「システム」は「システムとメンテナンス」または「シ

ステムとセキュリティ」の下にあります。） 

2.  「システムの詳細設定」をクリックし「詳細設定」タブの「環境変数」をクリ

ックしてください。「新規」をクリックし「変数名」に OMP_NUM_THREADS を

設定し「変数値」に必要なプロセッサ数を設定してください。このダイアログ

では、主に、システム環境変数（全てのユーザーアカウントに適用される環境

変数）の設定を行います。 

 

 標準ユーザー 

1.  「コントロール パネル」から「ユーザー アカウント」を開いてください。 

2.  「環境変数の変更」をクリックしてください。「新規」をクリックし「変数名」

に OMP_NUM_THREADSを設定し「変数値」に必要なプロセッサ数を設定してく

ださい。このダイアログでは、ユーザー環境変数（自分のユーザーアカウント

だけに適用される環境変数）の設定を行うことができます。 

 

環境変数の変更を反映させるには MATLAB を再起動する必要があります。 
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4.2. ライセンス管理 

 

本ツールボックスの使用は 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。 

 

以下では USB キーライセンスおよびノードロックライセンスの説明を行います。 

他のライセンス形態（サーバライセンスなど）に関しましては、日本 NAG にお問い合わ

せください。 

 

4.2.1. USB キーライセンス 

 

ご利用の PC の USB ポートに USB キーを挿して、本ツールボックスをご利用ください。

（USB キーを挿している間だけライセンスが有効になります。） 

 

4.2.2. ノードロックライセンス 

 

本ツールボックス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、使用する製品の詳細などの情報を含んでいます。 

 

ライセンスキーの申請に必要な情報の生成および取得したライセンスキーのインストー

ルは、以下のスタートメニューから起動する GUI（Kusari Licence Installer）を使って

行うことができます。 

 

スタート|すべてのプログラム|NAG|Toolbox for MATLAB Mark 22| 

Request or install license key for MBW3222DDL 

 

ライセンスキーの申請は Kusari Licence Installer において、 

 

① "Request New License" ボタンをクリック 

② Customer Details に必要事項を入力 

③ "Generate Licence Request" ボタンをクリック 

 

によって表示される情報（特に KUSARI ID）を元に、以下のウェブページから行ってく

ださい。（なお、本製品の NAG製品コードは MBW3222DDL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、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） 

MBW3222DD FULL "0Og8DodKd=weTXmnDkYNhKQdfO" 

 

取得したライセンスキーを上記のKusari Licence Installerを使ってインストールしてく

ださい。（Kusari Licence Installer はライセンスキーをレジストリに書き込みます。） 

 

4.2.3. トライアルライセンス 

 

本ツールボックスのご試用には NAG が発行するトライアルライセンスキーが必要です。 

トライアル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。 

 

トライアルライセンスキーの申請は、以下のウェブページでから行ってください。 

 

http://www.nag-j.co.jp/nagtoolbox/trialReq.htm?MBW3222DDL 

 

通常２営業日程度で、以下のような一行または複数行のトライアルライセンスキー（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） 

MBW3222DD TRIAL 2009/12/09 "EMnxidB3oeoj0F1Yvi5ibxPjB7" 

 

取得したトライアルライセンスキーのインストールは、以下のスタートメニューから起

動する GUI（Kusari Licence Installer）を使って行うことができます。 

（Kusari Licence Installer はトライアルライセンスキーをレジストリに書き込みます。） 

 

スタート|すべてのプログラム|NAG|Toolbox for MATLAB Mark 22| 

Request or install license key for MBW3222DDL 

 

5. ドキュメント 

 

本製品には MATLAB ヘルプから参照可能なマニュアル（ヘルプファイル）が付属してい

ます。（「4. インストール」参照） 

 

http://www.nag-j.co.jp/nagtoolbox/trialReq.htm?MBW3222DDL
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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（MBW3222DDL）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） 

http://www.nag-gc.com/  （台湾） 

 

mailto:naghelp@nag-j.co.jp
http://www.nag-j.co.jp/
http://www.nag.co.uk/
http://www.nag.com/
http://www.nag-gc.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、以下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

