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疎行列の連立一次方程式の解を求めるための直接法のアルゴリズムを概説し、オープンソー
スソフトウェアや有償ソフトウェアとして利用できる疎行列の直接法ソルバについて基本的
な使用方法を説明します。なお、チュートリアル記事は1ページ目のみを本誌に掲載し、続
きは日本計算工学会HP上で公開していますので、そちらも併せてご参照ください。

1　はじめに
大規模計算機シミュレーションにおいて、疎行列ソ
ルバ（疎行列を係数とする方程式の解を求めるソフト
ウェア）は重要な機能の一つです。例えば、CAE解析
でよく用いられる有限要素法は、物理現象から導出さ
れる偏微分方程式を線形化・離散化することで、大規
模な疎行列を係数とする連立一次方程式を解くことに
帰着されます。
本チュートリアルは、疎行列ソルバの中でも疎行列
の連立一次方程式Ax = bの解xを直接法で求めるソル
バ（以降、疎行列直接法ソルバと記載）に焦点を当てて
説明します。線形代数の数値解法になじみがない方、
疎行列直接法ソルバを利用したことがない方、ソルバ
をブラックボックスとして使用しているアプリケー
ション開発者を対象に、疎行列直接法ソルバの代表的
なアルゴリズムを概説します。また、以下の疎行列直
接法ソルバの基本的な使用方法について、簡単な例を
交えて説明します。

● HeteroSolver 
● Parallel Direct Sparse Solver for Clusters Interface
● MUMPS

これから自作のプログラムに疎行列ソルバを組み込
んでみたい方や、アプリケーション内の計算時間を短
縮するために疎行列ソルバを変えて評価してみたいと
考えている方にとって、一助となれば幸いです。

2　疎行列直接法ソルバと反復法ソルバ
疎行列ソルバを大別すると、「直接法ソルバ」と「反
復法ソルバ」があります。
直接法ソルバは、所定の計算回数で疎行列を三角行
列の積に分解した後に解を求める手法です。一般的に
知られている直接法ソルバの利点は、反復法ソルバで
は収束しにくい悪条件の問題（疎行列の条件数が大きい
問題）でも解が得られる場合があることです。欠点とし
ては、メモリ使用量が反復法ソルバに比べて大きく、
計算機のリソース不足になる場合があることです。
一方、反復法ソルバは、適当な初期解から繰り返し
近似解を求め、最終的な近似解を求める手法です。反
復法ソルバの利点としては、疎行列の性質と反復アル
ゴリズムや前処理の適性によっては少ない反復回数で
高速に解が得られ、メモリ使用量が少ないという点が
挙げられます。その反面、繰り返しの過程で生じる計
算誤差が蓄積し、解が収束しにくい場合や、正しい解
に収束しない場合があることなどが欠点として挙げら
れます。
実際には、多くの疎行列直接法ソルバでは、得られ
た解の精度を改良するために収束計算を繰り返しま
す。また、反復法ソルバの前処理として直接法ソルバ
を用いて近似解を求めることで解の収束を加速するこ
ともあります。このようなアルゴリズムの高度化・複
雑化により、疎行列ソルバのアルゴリズムに詳しくな
いユーザにとっては、ソルバで提供している関数やサ
ブルーチンが何のために提供されていて、何をしてい
るのかわかりにくいと感じるかもしれません。
次項では疎行列直接法ソルバの大まかな流れを知っ
ていただくために、疎行列直接法ソルバで行っている
処理について概説します。
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3　疎行列直接法ソルバ概説
一般的な疎行列直接法ソルバは、解析フェーズ、数
値分解フェーズ、求解フェーズの3つのフェーズに分か
れています。各フェーズを順番に処理すると、連立一
次方程式Ax = bの解xが得られます（A：行列、x,b：ベ
クトル）。

3.1　解析フェーズ
解析フェーズは、ユーザが入力した疎行列の非ゼロ
要素の位置（行と列）や値を解析するフェーズです。後
続のフェーズの演算量とメモリ使用量を削減するため
の解析や変換処理を行い、後続のフェーズの演算量や
メモリ使用量を見積もります。後続のフェーズのアル
ゴリズムによっては、正確な演算量やメモリ使用量を
算出することもできます。解析フェーズで使用するア
ルゴリズムやパラメータの違いは、ソルバ全体の計算
量やメモリ使用量に大きく影響します。

1.　リオーダリング
疎行列を三角行列に分解すると、入力の疎行列で
値がゼロである部分にゼロ以外の値が出現します。
この要素はフィルインと呼ばれています。フィルイ
ンは計算量やメモリ使用量に大きく影響します。リ
オーダリングはフィルインがなるべく発生しないよ
うに、入力された疎行列の行番号や列番号を並び替
える処理です。リオーダリングにより、数値分解の
ために必要な計算量やメモリ使用量の増大を抑える
ことができます。
代表的なリオーダリングのアルゴリズムとして
は、AMD法（Approximately Minimum Degree[1]）やND
法（Nested Dissection[2,3]）があります。AMD法は、疎
行列の隣接情報をグラフとして表したときに、分解
後の隣接節点数が近似的に最小になるように並び替
える手法です。AMD法は疎行列で構成されるグラフ
を局所的に見てフィルインを減らすため、“ボトム
アップアプローチ”と表現されます。一方、ND法
は、隣接情報のグラフを大域的に見て分割し、行ま
たは列の番号を付け替える方法です。ND法は、
“トップダウンアプローチ”と表現されます。グラフ
分割ライブラリとして著名なMETIS[4]はND法を
ベースにしています。
多くの直接法ソルバではリオーダリングのアルゴ
リズムを選択できるようにしており、アルゴリズム
の設定を変更すると、計算時間の短縮やメモリ使用
量の削減できることがあります。

2.　消去木生成
リオーダリングにより行と列を入れ替えた後、疎
行列を三角行列に分解する処理の計算順序を決めま
す。計算順序の依存関係は、消去木と呼ばれる行番
号または列番号を節点とする木構造グラフとして表
されます。図1は、対称疎行列Aについて計算する順
番を木構造グラフで表した図です。図1右のグラフの

節点の番号は、対称疎行列Aの行または列番号です。
後続の数値分解フェーズでは、図1右の木構造グラフ
の下から上に向かって、行列要素の消去処理を進め
ます。

3.　シンボリック分解
消去木が求まると、疎行列について後続の数値分
解フェーズで三角行列に分解する場合に、どの位置
（行と列）にフィルインが発生するかを予め解析する
ことができます。フィルインの位置を求める処理が
シンボリック分解 [8]です。この処理により、数値分
解フェーズで必要な計算量やメモリ使用量の概算値
が得られます。

4.　その他
解析フェーズでは、上述した処理以外にも、計算
誤差を軽減するために疎行列の対角要素の絶対値を
大きくする処理や [5]、計算の依存関係を共通化でき
る処理をまとめて効率よく演算するためのスーパー
ノード検出 [6]や、後続のフェーズで使用するメモリ
の確保などが行われます。

3.2　数値分解フェーズ
数値分解フェーズでは、解析フェーズで得られた結
果を使って、入力疎行列Aを三角行列または対角行列
の積に分解します。Aが非対称行列の場合はLU分解や
LDU分解、対称行列やエルミート行列の場合はLDLt分
解やLLt分解がおこなわれます。多くの場合、数値分解
フェーズが全フェーズの中で最も計算時間がかかるた
め、多くの直接法ソルバではターゲットとするアーキ
テクチャ向けに高度に最適化されたBLAS[7]を使い性能
を向上させています。

3.3　求解フェーズ
求解フェーズでは、数値分解フェーズで得られた行
列を使って前進・後退代入し、最終的な解を求めます。
例えば、数値分解フェーズでLU分解した場合は、連立
一次方程式Ax = bを式 (1)のように変換することで解ベ
クトルxを求められます。

図1　疎行列と消去木



（22-3） Vol.25, No.2 2020

疎行列直接法ソルバ入門チュートリアル

計算工学

Ax = b
(PtAP)Ptx = Ptb
LUPtx =Pt b
x = PU-1L-1Ptb (1)

ここで、Pはリオーダリングの置換行列、Lは下三角行
列、Uは上三角行列です。また、解ベクトルxの精度が
十分ではないと判断した場合は反復改良により、解の
精度を改善させます。解の反復改良は、ソルバによっ
ては求解フェーズとは独立したフェーズとして実装し
ているものもあります。

4　疎行列格納形式
疎行列直接法ソルバで連立一次方程式を解くために
は、疎行列データを配列として表す必要があります。
疎行列データを配列に格納する形式は、「疎行列格納形
式」と呼ばれます。疎行列格納形式の代表的な形式とし
て、以下の形式が挙げられます。

● CSR形式
● CSC形式
● COO形式
● ELLPACK形式
● JDS形式
● BSR形式

この他にもメモリ上に配置した疎行列データへのアク
セス性能を改善するための格納形式が多数あります
が、ここでは後述で使用するCSR形式とCOO形式につ
いて説明します。

CSR形式は、行列の非ゼロ要素を行方向に詰め、行
列の1行目から順番に番号付けする格納形式です。CSR
形式は、疎行列を3つの配列で表します。

● 非ゼロ要素の値を表す配列 （図2のaval）
● 非ゼロ要素の列番号を表す配列 （図2の iaind）
● 各行の先頭の番号を表す配列 （図2の iaptr）

例として、以下の疎行列AをCSR形式で表すとします。

 (2)

式 (2)の疎行列AについてCSR形式で表すと、3つの配
列（aval, iaind, iaptr）には以下のように格納します。こ
こで、avalは浮動小数点データ型の配列 iaindと iaptrは
整数型の配列です。

COO形式は非零要素の値、行番号、列番号のそれぞ
れを配列にした形式です。

● 非ゼロ要素の値を表す配列 （図3のaval）
● 非ゼロ要素の列番号を表す配列 （図3の iarow）
● 非ゼロ要素の行番号を表す配列 （図3の iacol）

式 (2)の行列AをCOO形式で格納する場合の例を図3
に示します。

COO形式はCSR形式と異なり、全ての非ゼロ要素に対
応する行番号を配列（iarow）に保持します。このため、
同一の疎行列を格納する場合、CSR形式よりも、COO
形式の方がメモリ使用量は大きくなります。
なお、図2および図3の例ではC言語用に行列の行番
号、列番号、先頭の位置を0から開始していますが、
Fortran用に1から開始することもあります。

5　基本的な直接法ソルバの使用方法
今回は、3つの疎行列直接法ソルバを例に、C言語の
分散メモリ並列プログラムから直接法ソルバの使用す
る方法を説明します。

5.1　HeteroSolver
HeteroSolver[8]は、NEC製スーパーコンピュータ

SX-Aurora TSUBASA向けに開発された疎行列直接法ソ
ルバであり、NEC Software Development Kit for Vector 
Engineに含まれるNEC Numeric Library Collectionのライ
ブラリの一つとして提供されています。
図4にSX-Aurora TSUBASAのアーキテクチャの概要
を示します。SX-Aurora TSUBASAはx86プロセッサ
（VH）部と、アプリケーションの演算処理を行うベクト
ルエンジン（VE）部により構成され、PCI Expressで接続
されています。

HeteroSolverの特長は、SX-Aurora TSUBASAのヘテ
ロジニアス環境を有効活用するために、疎行列直接法
の解析フェーズをx86プロセッサ側処理し、数値分解
フェーズと求解フェーズを演算性能が高いベクトルエ
ンジン側で処理することです。

CSR形式で格納された非対称行列の連立一次方程式
の解を求める場合について、HeteroSolverの使用例を図
5に示します。ここで、非対称行列の非ゼロ要素の値
（CSR形式の配列aval）はdouble型で与えられているも
のとします。

図2　CSR形式の例

図3　COO形式の例
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HeteroSolverのAPIは、HS_handle_t型のハンドル変数
を介して、3．で述べた解析フェーズ、数値分解フェー
ズ、求解フェーズを処理します。図5の例では、入力疎
行列Aと右辺ベクトルbをMPIのランク0で設定し、求
解フェーズの終了後、解ベクトルは求解フェーズの関
数PHS_solve_rd()の第7引数（配列x）に格納されます。

#include <mpi.h>

#include <heterosolver.h>

<中略>

// MPIの初期化

MPI_Init( &argc, &argv );

MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &myrank );

// 入力データの設定

if (myrank == 0) {

  aval   = …  // 非ゼロ要素の値(CSR形式)

  iaind  = …  // 非ゼロ要素の列番号(CSR形式)

  iaptr  = …  // 各行の先頭位置(CSR形式)

  b      = …  // 右辺ベクトル

}

// ハンドルの初期化

HS_handle_t hnd;

PHS_init_handle(&hnd, N, N, HS_UNSYMMETRIC, 

HS_DCSR, HS_MASTER, 1, N, MPI_COMM_WORLD);

//　解析フェーズ

PHS_preprocess_rd(hnd, iaptr, iaind, aval);

//  数値分解フェーズ

PHS_factorize_rd(hnd, iaptr, iaind, aval);

//  求解フェーズ

PHS_solve_rd(hnd, iaptr, iaind, aval, nrhs, b, 

x, &res);

// ハンドルの終了

PHS_finalize_handle(hnd);

// MPIの終了処理

MPI_Finalize();

図5　HeteroSolverの使用例（C言語用）

HeteroSolverでは、複数のMPIランクでの疎行列デー
タの入出力や、リオーダリングのアルゴリズム変更、解
の反復改良の反復回数の指定などの細かな設定は、ハン
ドルのオプションとして設定できます。ハンドルのオプ
ションを設定するための関数として関数PHS_set_
option()が提供されています。オプションの詳細は
HeteroSolverのユーザーズガイド [8]に記載されています。

// ハンドルへのオプション設定

PHS_set_option(hnd, …, );

図6　HeteroSolverのオプション設定

5.2　Parallel Direct Sparse Solver for Clusters Interface
Parallel Direct Sparse Solver for Clusters Interface[9]は、

Intel MKLに含まれる疎行列直接法ソルバです。
Parallel Direct Sparse Solver for Clusters Interfaceを使用
して、CSR形式で格納された非対称行列の連立一次方
程式の解を求める場合の例を図7に示します。

#include <mpi.h>

#include <mkl.h>

#include <mkl_cluster_sparse_solver.h>

<中略>

// MPIの初期化

MPI_Init( &argc, &argv );

MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &myrank );

// MPIコミュニケータの変換 (C→Fortran)

int comm =  MPI_Comm_c2f( MPI_COMM_WORLD );

// パラメータの初期設定

void *pt[64] = { 0 };

MKL_INT iparm[64] = { 0 };

MKL_INT maxfct, mnum, phase, msglvl, error; 

// パラメータの初期設定

MKL_INT mtype = 11   // 疎行列Aが非対称行列

//C言語用にCSR形式の配列の開始番号を0に設定

iparm[34] =  1;

// 入力データの設定

if (myrank == 0) {

  aval   = …  // 非ゼロ要素の値(CSR形式)

  iaind  = …  // 非ゼロ要素の列番号(CSR形式)

  iaptr  = …  // 各行の先頭位置(CSR形式)

  b      = …  // 右辺ベクトル

}

図4　SX-Aurora TSUBASA のアーキテクチャ概要
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コードの大部分はFortranで作成されていますが、C言
語から利用するためのCインタフェースも提供されて
います。
疎行列の格納形式はCOO形式が利用できます。

MUMPSを使うためには、MUMPS独自の構造体 [DSZC]
MUMPS_STRUC_Cを定義し、その構造体のメンバに入力
データの性質（対称性、格納形式）やソルバの詳細を指
定するための制御パラメータを設定します。ここで、
[DSZC]は精度を表す接頭辞です。（D：倍精度実数、S：
単精度実数、Z：倍精度複素数、C：単精度複素数）
図8は、COO形式で格納された非対称行列の連立一次

方程式の解をMUMPS（version 5.2.1）で求める場合の使
用例です。非対称行列の非ゼロ要素の値（COO形式の配
列aval）はdouble型で与えられているものとします。

#include <mpi.h>

// 倍精度実数用インクルードファイル

#include <dmumps_c.h> 

<中略>

// 倍精度実数用の構造体

DMUMPS_STRUC_C id;

// MPIの初期化

MPI_Init( &argc, &argv );

MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &myrank );

// MPIコミュニケータの変換 (C→Fortran)

int comm =  MPI_Comm_c2f( MPI_COMM_WORLD );

// 構造体の初期化

id.comm_fortran = comm;

id.sym  = 0;      // 疎行列Aが非対称行列

id.job  = -1;     // 初期化処理を指定

dmumps_c(&id);    // 初期化処理

// 制御パラメータの設定

//   エラーや警告メッセージ等の出力を抑止

id.icntl[0]=0; id.icntl[1]=0;

id.icntl[2]=0; id.icntl[3]=0;

＜…各種制御パラメータの設定…＞

// 入力する疎行列Aと右辺ベクトルbをセット

if (myrank == 0) {

  id.n   = n;     // 疎行列Aの行数(=列数)

  id.nnz = nnz;   // 疎行列Aの非ゼロ要素数

  id.a   = aval;  // COO形式のaval

  id.irn = iarow; // COO形式のiarow

  id.jcn = iacol; // COO形式のiacol

  id.rhs = b;     // 右辺ベクトル

}

//　解析フェーズ (前ページの続き)

phase = 11;

cluster_sparse_solver

 (pt, &maxfct, &mnum, &mtype, &phase, &n,

 aval, iaptr, iaind, &idum, &nrhs, iparm,

 &msglvl, b, x, &comm, &error);

//  数値分解フェーズ

phase = 22;

cluster_sparse_solver

 (pt, &maxfct, &mnum, &mtype, &phase, &n,

 aval, iaptr, iaind, &idum, &nrhs, iparm,

 &msglvl, b, x, &comm, &error);

//  求解フェーズ

phase = 33;

cluster_sparse_solver

 (pt, &maxfct, &mnum, &mtype, &phase, &n,

 aval, iaptr, iaind, &idum, &nrhs, iparm,

 &msglvl,b, x, &comm, &error);

// メモリ解放

phase = -1;

cluster_sparse_solver

 (pt, &maxfct, &mnum, &mtype, &phase, &n,

 aval, iaptr, iaind, &idum, &nrhs, iparm,

 &msglvl,b, x, &comm, &error);

// MPIの終了処理

MPI_Finalize();

図7　Parallel Direct Sparse Solver for Clusters Interfaceの
使用例（C言語用）

Parallel Direct Sparse Solver for Clusters Interfaceでは、
解析フェーズ、数値分解フェーズ、求解フェーズの関
数名は共通のcluster_sparse_solver()となっています。各
フェーズの違いは、5番目の引数phaseに整数値を指定
して区別します。図7では、解析フェーズでphase=11、
数値分解フェーズでphase=22、求解フェーズで
phase=33に指定していますが、各フェーズをまとめて
処理することもできます。例えば、phase=12の場合は
解析フェーズと数値分解フェーズを処理でき、
phase=13の場合は解析フェーズから求解フェーズまで
をまとめて処理できます。
また、HeteroSolverと同様に、複数のMPIランクでの
疎行列データの入出力や、リオーダリングのアルゴリ
ズム変更、解の反復改良の反復回数の変更などの細か
な設定も可能です。設定する際は、MKL_INT型の配列
iparamに整数値を設定します。

5.3　MUMPS
MUMPS[10]はCeCILL-C ライセンスで公開されている
オープンソースの疎行列直接法ソルバです。ソース



（22-6）計算工学

疎行列直接法ソルバ入門チュートリアル

Vol.25, No.2 2020

する機能も提供しています。

6　さいごに
今回は、疎行列用の連立一次直接法ソルバを使う上
で必要となる代表的なアルゴリズムと疎行列の格納形
式について概説し、3つの疎行列直接法ソルバの使用方
法を概説しました。
このチュートリアルでは詳しくご紹介できませんで
したが、紹介した疎行列直接法ソルバではオプション
や設定パラメータを変更することで、ソルバをユーザ
プログラムにカスタマイズして使うことができます。
また、設定を変更するとで、計算量やメモリ使用量を
削減できることもあります。既定値を変更して試して
みることをお勧めします。
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//　解析フェーズ

id.job=1;        // 解析フェーズのフラグ

dmumps_c(&id);   // 解析フェーズを実行

//  数値分解フェーズ

id.job=2;        // 数値分解フェーズを指定

dmumps_c(&id);   // 数値分解フェーズを実行

//  求解フェーズ

id.job=3;        // 求解フェーズを指定

dmumps_c(&id);   // 求解フェーズを実行

// 構造体DMUMPS_STRUC_Cの終了処理

id.job=-2;       // 終了処理を指定

dmumps_c(&id);   // 終了処理

// MPIの終了処理

MPI_Finalize();

図8　MUMPSの使用例（C言語、MPI並列）

制御パラメータは構造体のメンバ配列icntlを使って
設定することができ、入力データの与え方やリオーダ
リングの種類、解の改良の反復回数などを指定できま
す。また、3．で述べた分析フェーズ、数値分解フェー
ズ、求解フェーズは構造体のメンバ変数jobに整数値で
設定して実行します。求解フェーズが終われば、連立
一次方程式の解は、右辺ベクトルとして与えた配列
id.rhsに上書きされます。なお、MUMPSのCインタ
フェースを使用する場合は、疎行列の行番号や列番号
はFortran用に1から開始する添え字番号を入力すること
に、注意する必要があります。
図8の例では疎行列の格納形式としてCOO形式を用
いましたが、有限要素法のプログラム向けに剛性行列
を要素ごとに格納する形式にも対応しています。ま
た、MUMPSはメモリ不足の場合にファイルに入出力
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