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AMG 行列解法ライブラリのリファクタリングと新機能の追加を行った．リファクタリングで採用した

AMG 法向きのデータ構造と新機能について解説する． 
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1 はじめに 

 

 みずほ情報総研では 2006年以降，自社開発のAMG

行列解法ライブラリの販売を行っている．販売開始

から 11 年が経ったが，その間にも不定期ながらバー

ジョンアップを実施してきた．過去には GPU コンピ

ューティングへの対応など大きな機能拡張も行った

が，ライブラリの基本構成は開発当初から変えずに

新機能の追加を繰り返してきた．機能拡張を繰り返

した結果，ライブラリのソースコードは複雑に入り

組んだものになりメンテナンス性も悪くなってきた

ので，今回，大幅なリファクタリングを実施した．ま

た，リファクタリングに合わせて新機能の追加も実

施した．本稿ではリファクタリングの内容と新機能

の説明を中心にライブラリの紹介を行う． 

 

2 マルチグリッド法の実装 

 

 リファクタリングで行った見直しに則して MG 法

の実装方法を紹介する．MG 法では解像度の異なる複

数の格子を用いるが，各格子が持つデータの種類は

同じである．そこで，格子データを構造体にまとめ，

MG 法のネストの分だけ格子データの構造体を配列

に持つ方法に改めた．各構造体は，格子に関するステ

ンシルデータ（行列の非ゼロパターンに関するデー

タ），係数行列，右辺ベクトル，解ベクトルに加えて

上位の細格子および下位の粗格子との対応関係をメ

ンバとして持つ．ステンシルデータ，係数行列，右辺
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ベクトル，解ベクトルは各格子での緩和計算に用い，

細格子および粗格子との対応関係は，延長補間およ

び制限補間の計算に用いる．ソースコードでは図 1の

ような形式になる． 

 MG 法を構成する緩和計算，延長および制限補間計

算を行う関数は，格子のレベルに依存しない汎用的

な形式で作成し，引数として渡す格子データを切り

替えることで MG 法の再帰的な計算を実現する．図

2 は V サイクルの実装例である． 

 

3 新機能の紹介 

 

 ライブラリは AMG 法を前処理とするクリロフ部

分空間法を実装している．クリロフ部分空間として

は対称行列用に CG 法，非対称行列用に BiCGStab 法
1)を実装していたが，今回，新たに GMRES 法 2)を追

加した．また，並列化に関しては，分散メモリ環境に

対してはフラット MPI であったが，OpenMP と MPI

のハイブリッド並列に変更した．プロセス並列に関

しては領域分割法を用い，スレッド並列に関しては

マルチカラー法を用いた． 

 Poisson 方程式に対してライブラリを適用した例を

示す．格子点数を 64×64×64，128×128×128，192

×192×192，256×256×256 と変化させ計算時間を測

定した．反復計算の収束判定は残差の L2 ノルムが右

辺ベクトルの L2 ノルムの 1.0E-10 倍以下とした．計

算に用いた CPU は 4 コアのインテル Core i7-4820K 

3.7GHz である．図 3 に CG 法，BiCGstab 法，GMRES
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法の計算時間の比較を示す．本例題は対称行列のた

め CG 法がもっとも早いが，BiCGstab 法，GMRES 法

ともほぼ遜色のない性能を出している．図 4 は CG 法 

の計算時間に関し，64×64×64 格子の計算時間を 1.0

とし，格子点数の増加に伴って計算時間がどのよう

に増加するかを示したものである．192×192×192 格

子までは計算時間はほぼ線形に増加している．256×

256×256 格子では線形を若干上回るが，総じて線形

に近い増加率に収まっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 MG 法のデータ構造の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 V サイクルの実装例 

 

表 1 ライブラリの構成 

 対称行列 非対称行列 

CG 法 BiCGStab 法 GMRES 法 

CPU 用 既存 既存 新規 

GPU 用 既存 既存 新規 

 

 

 

typedef struct _grid  // 格子データを構造体にまとめる 

{  

ステンシルデータ； 

係数行列； 

右辺ベクトル； 

解ベクトル； 

上位の細格子との対応関係のデータ； 

下位の粗格子との対応関係のデータ； 

} Grid 

 

Grid grid [maxMG];  // MG法のネスト分の格子データを配列に持つ 

smoothing ( &grid[0] )； // レベル 0格子の緩和計算 

 

for ( m=1； m<maxMG； m++ )  // presmoothing 

{ 

restriction ( &grid[m-1], &grid[m] )； // レベル m-1から mへの制限補間 

smoothing ( &grid[m] )；  // レベル m格子の緩和計算 

} 

for ( m=maxMG-2； m>=0； m-- )  // postsmoothing 

{ 

prolongation ( &grid[m+1], &grid[m] )；  // レベル m+1から mへの延長補間 

smoothing ( &grid[m] )；  //  レベル m格子の緩和計算 

} 
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図 3 Poisson 方程式の計算時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 CG 法の計算時間の推移 

 

4 おわりに 

 

AMG 行列解法ライブラリの開発のきっかけは

CFD において計算時間のかかる Poisson 方程式の計

算を高速化したいというところにあった．ほぼ満足

できる性能が出せたので 11 年前から外販を始めたが，

ユーザの用途は多用で問題によっては十分な性能が

出ないこともあった．これまでのバージョンアップ

は，ハードウェアの進化に合わせてライブラリの機

能を拡張するという対応が多く，スティフな問題へ

の対応については必要性を感じつつも手を付けられ

ずにいた．今回，ロバスト性で定評のある GMRES 法

を追加したが，この分野では優れた解法が続々と発

表されており，今後も機能を充実させて多用な問題

に適用できる高速なライブラリにしていきたい． 
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