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非線形熱拡散方程式を対象とした時間方向の並列化手法
における補正手法の比較
―MGRIT と TSC―
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概要： 近年，並列計算機のコア数が飛躍的に大きくなっている．このため，空間自由度のみの並列化ではコア数が
使いきれない状況が多く発生する．そこで，空間自由度のみでなく，時間方向にも並列化する手法として MGRT が注
目されている．MGRIT は様々な分野で評価されているが，MGRIT は時間方向に対して時間間隔を粗くして問題を再
離散化するため，問題の種類によっては有効な解法とならない可能性が懸念される．一方で，時間間隔を広げた再離
散化をおこなわない手法として，並列 TP-EEC 法を一般の時間発展問題に適用可能にした TSC がある．この手法は一
般問題に適用された例はない．本研究では TSC の評価に加え，従来手法である MGRIT との違いを明らかにするため，
一次元非線形熱拡散方程式を題材として 2 階層による MGRIT と TSC の性能を評価し，
両手法の特徴を明らかにする．
キーワード： 時間積分，並列処理，Multigrid reduction in time（MGRIT），Time segment correction（TSC）

1. はじめに
近年，並列計算機のコア数が飛躍的に大きくなっており，

した誤差修正は一般の時間発展問題にも適用可能である．
そこで，TP-EEC の名称に含まれる”Time Periodic”とい
う語句との相違性に加え，本研究では，先行研究で扱われ

時間発展シミュレーションを効率よく動作させることが

ていない任意の時間間隔における不変成分を対象対処と

課題となっている．これは，空間自由度のみをプロセスに

した誤差修正を含む形で解法を整理することから，本論文

分割する並列化手法ではコア数が使いきれない状況が多

では，あらためてある時間間隔に関する不変成分を対象と

く発生するためである．そこで，空間自由度のみでなく，

した修正を TSC（Time segment correction）と呼ぶことと

時間方向の依存関係を切断して並列に計算し，反復的に時

する．TSC の特徴として時間間隔を広げた再離散化をお

間発展をおこなう手法が注目されている．

こなわないことが挙げられる．

時間方向に並列化をする手法として MGRIT（Multigrid

本研究では，TSC の評価に加え，従来手法である MGRIT

reduction in time）[1][2]が提案されている．MGRIT は様々

との違いを明らかにするため，一次元非線形熱拡散方程式

な研究[3]で評価されているが，時間方向に対して時間間

を題材として 2 階層による MGRIT と TSC の性能を評価

隔を粗くして問題を再離散化するため，問題の種類によっ

し，両手法の特徴を明らかにする．

ては有効な解法とならない可能性が懸念される．
また MGRIT とは別に時間方向に並列化する手法として
並列 TP-EEC（Parallel Time Periodic Explicit Error Correction）

2. 時間方向の並列化手法
MGRIT と TSC の実装において，各プロセスやスレッド

法[4][5]が提案されており，主に電動モータ等の電気機器

で時間方向に並列に行う処理については，同一の手順を採

を対象とした非線形時間周期電磁場問題においてその有

用することができる．したがって，両者の解法の違いは時

効性が示されている．並列 TP-EEC 法は，時間方向へのコ

間的（及び空間的）に粗い問題を解く際の処理にある．本

ースグリッドコレクション法の一種と捉えることができ

論では 2.1 節から 2.4 節までは両解法で共通して用いるア

る TP-EEC 法[6]に基づいている．TP-EEC 法では，誤差の

ルゴリズムについて説明し，2.5 節で MGRIT，2.6 節で TSC

直流成分，即ち，ある節点や辺上に規定された未知変数の

について説明する，

時間的な不変成分に関する誤差を修正する．一方，並列
TP-EEC 法では，解析を時間方向にプロセス分割し，各プ
ロセスで時間発展型の解析を行った上で，本来連続である
べきプロセス間の解のずれを時間方向のコースグリッド

2.1 時間発展方程式モデルの生成
非線形の時間発展方程式のモデルとして以下のような
方程式を用いる．𝑢(𝑡)が求めたい関数である．
𝑢′ (𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑢(𝑡)) , 𝑢(0) = 𝑔0

コレクションで修正する．この際，各プロセス内での未知
変数の時間的不変成分を誤差修正の対象としている．
ここで，TP-EEC 法や並列 TP-EEC 法は時間周期問題を
対象としているが，ある時間間隔における不変成分に着目
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これを陰解法で離散化し下式を得る．𝒖𝑡 は時刻𝑡での関数𝑢
の値であり，空間の自由度と等しいサイズのベクトルにな
る．
ϕ𝑡 (𝒖𝑡 ) = 𝒖𝑡−1 + 𝒈𝑡 , 𝒖0 = 𝒈0
変数𝒖を左辺にまとめると式(2.1.3)が得られる．
−𝒖𝑡−1 + ϕ𝑡 (𝒖t ) = 𝒈𝑡 , 𝒖0 = 𝒈0

(2.1.1)
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特に𝑓(𝑡, 𝑢(𝑡))が線形である場合はϕ𝑡 (𝒖𝑡 ) = ϕ𝑡 𝒖𝑡 となる．

C-point

これを時間方向の行列に拡張すると式(2.1.2)が得られる．
𝒈0
𝒖0
𝐼
𝒈1
𝒖1
−𝐼 ϕ1
(2.1.2)
)( ⋮ ) = ( ⋮ ) = 𝒈
𝐴(𝒖) = (
⋱
⋱
𝒈
𝒖
𝑡
𝑡
−𝐼 ϕ𝑡
通常の時間方向に逐次的に解く場合は，本式を前進代入し

F-relaxation

図3

F-point

C-relaxation

F-relaxation と C-relaxation

て解くことに相当する．

2.4 細格子と粗格子

2.2 時間方向の並列化

きるが，時刻 0 の状態の情報を最後の時刻まで到達される

前節の緩和法を適用すれば，時間方向に並列に処理がで
時間発展問題の逐次解法では，前の時刻の空間解を元に

ためには，依存関係を切断した区間数分 繰り返す必要があ

求めたい時刻の空間解を求める．これを全時間分にわたっ

る．区間ごとに並列化できるが，区間数倍の反復が必要に

ておこなうことで問題を解く（図 1）．

なるのであれば，高速化は期待できない．そこで，初期状

時間方向に並列化するには，まず連続な時間関係を一定

態の時間ステップの情報を全体に早くとどけるために，よ

区間ごとに時間のグループを作ることで分割する．時間グ

り自由度の小さい粗格子（coarse level）を用意する．この

ループの最も左に位置する時間点を C-point，その他の点を

coarse level の問題を解くことで，全時間ステップに情報を

F-point として分類する（図 2）．

伝搬させることを目的とする．解く対象の問題は細格子

この一定区間の大きさは自由に長さを変更でき，そのと
きの区間の長さを粗格子率と呼ぶ．

（fine level)と呼ぶこととする．本論文が対象とする解法で
は，fine level と coarse level を交互解くことで全体の誤差を
早く低減させる（図 4）．

空間情報

具体的には fine level に緩和法を適用する．本研究では最
初の緩和法として F-relaxation、C-relaxation F-relaxation の

𝑦
𝑥

時間方向
𝑡0

𝑡1

𝑡2

𝑡3

𝑡4 ⋯

順に緩和法をかける FCF-relaxation を用いている．
Fine level で計算したあと，coarse level で問題を粗格子率

図1

時間発展方程式の逐次解法モデル

分だけ粗くし fine level の緩和法で発生した残差を用いて
補正解を求める．Coarse level で求めた補正解を fine level
の解に足しこみ，もう一度緩和法をかけ解の精度を向上さ

時間方向

せる．これを残差ノルムが一定の閾値以下になるまで繰り
𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 ⋯

C-point
F-point

𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 ⋯

図2

粗格子率 m=3 のときの時間方向の分割

返す．
MGRIT と TSC は fine level の処理は共通しているが，
coarse level での粗い問題の作り方と補正結果の反映の仕方
が異なる．
時間方向

2.3 緩和法

細格子

時間方向に並列化したときに用いられる解の更新方法

（Fine level）

として，F-relaxation と C-relaxation がある（図 3）．
粗格子

F-relaxation は各区間の C-point を基点に各 F-point を順に

（Coarse level）

更新する緩和法である．C-point は独立しているため，

C-point
F-point

F-relaxation は並列に計算することができる．
C-relaxation は C-point の 1 つ手前の F-point の解を用いて

図4

細格子（fine level）と粗格子（coarse level）の関係

C-point を更新する緩和法である．各 C-point は独立してい
るため C-relaxation も並列に計算することができる．

2.5 Multigrid reduction in time (MGRIT)

時間方向の緩和法はこの F-relaxation と C-relaxation を組

MGRIT は parareal[7]と呼ばれるアルゴリズムをマルチグ

み合わせて実現される．F-relaxation と C-relaxation を繰り

リッド法に適用した時間方向の並列化手法である．MGRIT

返すことで，いずれは初期状態の情報が最後まで伝搬し，

は各区間の切れ目である F-C 間の誤差をもとに fine level

解が求まる．

の解を補正する．このとき，行列 R によって fine level の
C-point を抜き出すことによって coarse level における時間
点をつくる．Coarse level の全時間ステップ数は fine level

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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𝐼
𝐼
𝐼
𝐼

1

の全時間ステップの になり自由度が小さくなっている．
𝑚

また，coarse level の時間間隔は fine level の m 倍になる．

Second-degree 𝐵2 =

MGRIT のアルゴリズムは図 5 のようになる．図 5 の
𝐴1 (𝒖1 )は式(2.1.2)の𝐴(𝒖)を時間方向に並列化したものであ

(

る．まず，fine level で𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1 の𝒖1 を緩和法を用いて解

(2.6.2)

𝐼
𝐼
𝐼
𝐼)

く．次に残差𝒓2 ，粗い問題𝐴2 (𝒗2 )を求める．残差ベクトル𝒓2

k を一般化した場合について述べる．全体で nt タイムス

は fine level での残差𝒈1 − 𝐴1 (𝒖1 )の C-point に当たる部分を

テ ッ プ の 解 析 を 行 う 場 合 ， k-degree の Time segment
correction 用の写像行列𝐵ｋ は ns×nt 行 ns×k 列の行列となる．

行列 R で抜き出すことによって生成する．𝐴2 (𝒗2 )は解𝒖1 を
C-point のところで抽出した𝒗2 と，𝐴1 の時間間隔を m 倍し

ここで，𝐵ｋ を ns×ns のブロックによって，ブロック分割し

再度離散化した問題𝐴2 を用いて計算する．この𝒓2 と𝐴2 (𝒗2 )

た i 行 j 列のブロックを𝐵ｋ |𝑖,𝑗 と表すと，

を足すことで coarse level の右辺ベクトル𝒈2 を生成する．
Coarse level で粗い問題𝐴2 (𝒖2 ) = 𝒈2 の解𝒖2 について解き，

(𝑗 − 1) ∗

𝑛𝑡
𝑘

+1≤𝑖 ≤𝑗∗

𝑛𝑡

を補正したあと𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1 にもう一度緩和法をかけるこ
とにより𝒖1 を更新する．これを繰り返すことで近似解の精

を i, j が満たす場合，

𝐵ｋ |𝑖,𝑗 = 𝐼

𝒖2 − 𝒗2 で補正解𝒆2 を求める．𝒆2 を行列𝑃によって fine level
の C-point に当たる部分に足しこんで解𝒖1 を補正する．解𝒖1

𝑘

上式を満たさない場合，
𝐵ｋ |𝑖,𝑗 = 𝑂 （零行列）
𝑛𝑡

のように与えられる．TSC では が粗格子率に相当する．
𝑘

度を上げる．

上記では，k は nt の約数であると暗に仮定しているが，そ
𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1

𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1

𝑛𝑡

𝑛𝑡

𝑘

𝑘

うでない場合は， を⌈ ⌉に置き換えるなどの措置をとれば

𝒓2 = 𝑅(𝒈1 − 𝐴1 (𝒖1 ))

𝒆2 = 𝒖2 − 𝒗2

𝒗2 = 𝑅𝒖1

𝒖1 = 𝒖1 + 𝑃𝒆2

𝒈2 = 𝐴2 (𝒗2 ) + 𝒓2

よい．
具体的な k の値として，並列 TP-EEC 法では，プロセス
数を P として，k = P としていた．また，例えば，2 タイム

緩和法

ステップ分をまとめて修正をかける場合は，k = nt / 2 と表

𝐴2 (𝒖2 ) = 𝒈2

される．

階層移動

TSC の 1 反復におけるアルゴリズムは図 6 のようになる．
図5

まず𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1 について緩和法を適用する．次に残差と

MGRIT のアルゴリズム

𝜕𝐴1 (𝒖1 )
𝜕𝒖

2.6 Time segment correction (TSC)

を求め，𝐵ｋ を用いて問題を粗くして𝒓2 と𝐾∆ を求める．

時 間 発 展 問 題 や 時 間 周 期 問 題 に お い て ， Subspace

𝒓2 と𝐾∆ で coarse level で粗い問題の補正解𝒆2 を求め，𝐵ｋ 𝒆2

correction （EEC)法や IEC 法[8]を利用する際に，写像行列
（補間行列）として下に示す行列 𝐵ｋ を利用することを

として𝒖1 に補正解を足しこみ，𝒖1 の解を更新する．更新し

Time segment correction （TSC)法と呼ぶこととする．

を解く．これを繰り返すことで近似解の精度を上げる．

た解を用いてもう一度𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1 に緩和法をかけて問題

例えば，全体で 8 タイムステップの解析をするとき，
(2.6.1)となり，4 タイムステップずつに分けて補正する
(k=2)場合は(2.6.2)となる．ここで，I は空間に関する未知

𝐾∆ = 𝐵𝑘𝑇

変数の総数を ns として ns 次元の単位行列である．

𝒓2 =

𝐼
𝐼
𝐼
𝐼
First-degree 𝐵1 = 𝐼
𝐼
𝐼
𝐼
(𝐼 )
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𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1

𝐴1 (𝒖1 ) = 𝒈1

8 タ イム ステ ップ をま とめ て定 数補 正す る (k=1)場 合は
𝜕𝐴1 (𝒖1 )

𝜕𝒖
𝐵𝑘𝑇 (𝒈1 −

𝒖1 = 𝒖1 + 𝐵𝑘 𝒆2

𝐵𝑘

𝐴1 (𝒖1 ))
緩和法
𝐾∆ 𝒆2 = 𝒓2
階層移動

(2.6.1)
図6

TSC のアルゴリズム
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4. 数値実験

3. 並列化の方針
本研究では空間方向は並列化をおこなわず，時間方向の
みをマルチプロセスで並列化をおこなった．時間方向の並
列性は C-point の数だけあり，それをプロセスに割り当て

4.1 実験概要
実験は，非線形一次元熱拡散方程式を対象とし，３種類
おこなった．

ることで対応する．本研究では全プロセスが C-point を１

1 つ目の実験では，FCF-relaxation での解がどのように補

つ以上持ち，かつ，各プロセスが同じ数の C-point を持つ

正されているかを確認し，MGRIT と TSC で補正したあと

ようにする．これより，fine level の処理はプロセスごとに

の緩和法を決めるため，MGRIT と TSC の補正結果の違い

並列に処理できる．Coarse level は逐次解法で解いているが，

を概観する（実験 1）．

本実験では MGRIT と TSC では coarse level のプロセスの割

2 つ目の実験では，時間ステップの長さを変更すること
で MGRIT と TSC の性能に違いがあるかを確認するために，

り当て方が異なる．
MGRIT では各プロセスの持つ fine level の解ベクトルの

時間ステップと反復回数の関係を調査する（実験 2）．

C-point 分を親プロセス（proc0）に集約し，親プロセスの

3 つ目の実験では，粗格子率を変えることによる違いを

みが coarse level の計算をおこなう（図 7）．親プロセスが

比較するため，粗格子率，反復回数及び実行時間の関係に

計算した補正解はそれぞれのプロセスに送信する．これに

ついて調査した（実験 3）．MGRIT,

より，1 サイクルあたりに必要なプロセス間の通信が緩和

了条件は全時間ステップの残差の 2 ノルムが10−6 とした．

TSC の反復計算の終

法以外では gather と scatter の 2 回となる．
本研究における TSC の実装では，親プロセスへの集約を
おこなわず，それぞれのプロセスで補正解を求める（図 8）．

4.2 非線形熱拡散方程式の離散化
非線形の熱拡散方程式の一般式を(4.2.1)に示す．

これは，各プロセスが持つ fine level の解ベクトルをすべて
親プロセスに集約することはコストが大きいと予想される

𝜕𝑇 𝜕 2 𝑇
=
𝑘(𝑇) + 𝑆
𝜕𝑡 𝜕𝑥 2

ためである．Coarse level の処理も時間ステップごとに依存

𝑇は温度，𝑘(𝑇)は熱拡散係数，𝑆は湧き出してくる熱量であ

関係があるため，あるプロセスの下層計算が終わると，次

る．

(4.2.1)

のプロセスに計算結果を渡し，そのプロセスが担当する

式(4.2.1)を時間方向に関して陰解法で離散化すると下式

coarse level を解き，隣のプロセスに結果を渡す．これをプ

が得られる．𝑇𝑡𝑖 の下付き文字は時間点の位置を示しており，

ロセス数分繰り返して coarse level を解いている．このため，

上付き文字は空間点の位置を示している．

1 サイクルあたりに緩和法以外の処理でプロセス数分，隣
接通信をしている．本研究では最大数十並列程度で 2 レベ

𝑖
𝑖+1
𝑖
𝑖−1
𝑇𝑡+1
− 𝑇𝑡𝑖 𝑇𝑡+1
− 2𝑇𝑡+1
+ 𝑇𝑡+1
𝑖
𝑖
=
𝑘(𝑇𝑡+1
) + 𝑆𝑡+1
2
𝑑𝑡
𝑑𝑥

ルでの評価を考えており，通信がプロセス数分発生するこ

定数についてまとめ，変数𝑇を左辺にまとめると下式が得

とによる実行時間への影響は小さいと判断した．なお，TSC

られる．

の実装において下層計算に並列化可能な反復法を利用する
ことも可能である．
proc0

proc

proc2

proc3

𝑖
−𝑇𝑡𝑖 + 𝑇𝑡+1
−

𝑑𝑡
𝑖
𝑖+1
𝑖
𝑖−1
𝑖
𝑘(𝑇𝑡+1
)(𝑇𝑡+1
− 2𝑇𝑡+1
+ 𝑇𝑡+1
) = 𝑆𝑡+1
𝑑𝑥 2

本式と式(2.1.1)を比較すると以下のようになる．
𝒖𝑡−1 = 𝑇𝑡
𝑑𝑡
𝑖
𝑖
𝑖−1
𝑖
𝑖+1
{ ϕ𝑡 (𝒖𝑖𝑡 ) = 𝑇𝑡+1
)(𝑇𝑡+1
− 2𝑇𝑡+1
− 2 𝑘(𝑇𝑡+1
+ 𝑇𝑡+1
)
𝑑𝑥
𝒈𝑡 = 𝑆𝑡+1

Fine level

𝑇𝑡 の空間点が消えているが，これは𝒖𝑡 が空間の自由度を持

Coarse level

つベクトルであるためである．𝒖𝑖𝑡 は時刻 t における空間座
図7

2 レベルにおける MGRIT のプロセス割り当て

標が i の変数 u の値とする．ここで，𝒖𝑡−1 ，𝒈𝑡 が既知，𝒖𝑡 が
未知の変数であるが，ϕ𝑡 (𝒖𝑖𝑡 )が非線形であるためそのまま

proc0

proc1

proc2

proc3

Fine level

解くことはできない．そこで，ϕ𝑡 (𝒖𝑖𝑡 )を Newton-raphson 法
を用いて𝒖𝑡 を求めることで時間方向について解く．
熱拡散係数𝑘は鉄の熱拡散率[9]を用いた．この熱拡散率

Coarse level

図8

2 レベルにおける TSC のプロセス割り当て

は離散値であり，これを連続値にするため 2 次関数で最小
2 乗近似をした．また境界条件はディリクレ境界を用いて
領域の両端の温度を 0[K]固定とした．
非線形熱拡散方程式のパラメータは全実験で共通にし，
表 1 にまとめる．初期温度𝒖0 は実験 1 のみ空間の中央点に
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35[K]，そのほかの点は 0[K]，実験 2，3 では空間の中央点

きる．TSC はある C-point から次の C-point の手前まで補正

に 100[K] ，そのほかの点は 0[K]とした．また外から加え

するため，TSC の補正後は C-relaxation を用いる．本研究

る熱量𝒈𝑡 として空間の中央点に単位時間あたり 100 の熱量

では MGRIT と処理を合わせるため，さらに F-relaxation を

を常に加えた．

かける CF-relaxation を TSC の補正後の緩和法として用いる．
40

表1

非線形熱拡散方程式のパラメータ設定
30

4096 (実験 2 では変更)

空間サイズ(Ns)

301

時間ステップ幅(dt)

0.1[s]

10

空間サイズ幅(dx)

1[mm]

0

並列度(p)

64

粗格子率(m)

4 (実験 3 では変更)

温度[K]

時間ステップ(Nt)

20

0

0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32
近似解

時間[s]
MGRIT

図9

MGRIT の補正結果

FCF

4.3 実験環境
本研究の数値実験は FX10 スーパーコンピュータシステ

40

ム（東京大学）でおこなった．FX10 は 1 ノードに 16 コア

30

表2
ノード構成

CPU

コンパイラ

温度[K]

のプロセッサを備えている．詳しい構成は表に示す．
FX10 の構成

CPU 数

1

メモリ容量

32GB

20
10
0
0

SPARC64TM IXfx
コア数

16 Core / CPU

周波数

1.848GHz

富士通社製 C コンパイラ

0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32
近似解
図 10

時間[s]
TSC

FCF

TSC の補正結果

4.5 実験 2 時間ステップ数の変化
2 つ目の実験として時間ステップの長さを増やすことに

4.4 実験 1

MGRIT と TSC の補正

MGRIT と TSC による誤差の補正の違いについて確認す

よる MGRIT，TSC の性能の変化をみる．
図 11 より MGRIT は反復回数が５回で安定しているが，

る．また，補正後の結果を元に各手法の補正後の緩和法を

TSC は時間ステップが増えると反復回数が増えることが確

決定する．

認できた．TSC は C-C 間の時間ステップを定数補正してい

実験結果として空間の中央点の温度について近似解，各
手法（MGRIT，TSC），FCF の 3 つの項目をまとめて１つ

るため，時間ステップが大きくなると補正が効きにくくな
るからだと考えられる．

のグラフにする．近似解は熱拡散方程式を時間方向に逐次

14

に解いたときの結果であり，各手法は FCF をかけたあとに

また C-point にあたる部分を横軸のメモリとして表してい
る．
図 9 より MGRIT の補正は確かに各 C-point の解のみ補正
していることがわかる．C-point の解が補正されているため，
MGRIT で補正したあとは C-point を元に時間点を更新する

反復回数

法として FCF-relaxation をおこなったときの結果である．

TSC

10
8
6
4
2
0
256

F-relaxation を用いる．
図 10 より TSC の補正は，FCF-relaxation で得られた解を

MGRIT

12

MGRIT，TSC をそれぞれ適用した結果，FCF は最初の緩和

図 11

512

1024 2048 4096 8192 16384
時間ステップ

時間ステップを変えることによる反復回数の変化

区間ごとに定数値だけずらして補正していることが確認で
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4.6 実験 3 粗格子率変化
粗格子率を変えることによる，MGRIT と TSC の実行時

[4]

間と反復回数についてみる．結果を図 12 に示す．
全体として，MGRIT，TSC ともに粗格子率を増やすと実
行時間が短くなった．これは粗格子率が増えることにより，

[5]

coarse level での時間ステップが短くなるためだと考えられ
る．また MGRIT と TSC の反復回数はほぼ同じで 6 回前後
となった．しかし， MGRIT の傾向として粗格子率を増や

[6]

すと反復回数が増える結果となった．これは粗格子率を増
やすことにより coarse level の時間ステップ幅が大きくな
ることにより，誤差の補正が難しくなるからだと考えられ
る．
また，全粗格子率において MGRIT より TSC が実行時間
が短く高速に収束した．これは TSC は coarse level では線

[7]
[8]

形の問題を解いているため，計算コストが小さいからだと
考えられる．
120

100

実行時間[s]

7

[9]

４

逐次

5

80
60
40
20

MGRIT

5
7
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6

5
7
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図 12

実行時間と反復回数の変化

5. おわりに
本研究では，非線形の熱拡散方程式を題材に 2 階層にお
ける MGRIT と TSC の特性の比較をおこなった．
実験の結果から，MGRIT は粗格子率の変化に弱いが，時
間ステップが変化しても安定に解けることがわかった．
TSC は時間ステップ数の大きい問題に弱いが，coarse level
では線形化して解いているため計算コストが小さく，時間
ステップ幅を広げた再離散化も不要のため，問題設定によ
っては，MGRIT よりも高速になることがわかった．
今後の課題として，MGRIT，TSC ともに 2 階層での計測
であったため，MGRIT，TSC の特性をいかしたマルチレベ
ルの解法を考えていきたい．
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