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緩和型スーパーノードマルチフロンタル法の最適な緩和パラ
メータについて
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概要：数値シミュレーションにおける多くの問題は，偏微分方程式を離散化して得られる連立一次方程式
を解く問題に帰着される．そして，多くの場合，連立一次方程式を解く時間は全体のシミュレーション時
間の大部分を占める．よって，連立一次方程式を高速に解くことは非常に重要である．本研究では，正定
値対称行列に適用できるコレスキー分解を扱う．疎行列に対して，コレスキー分解を行う手法はいくつか
あるが，本稿では，緩和型スーパーノードマルチフロンタル法を用いた．同手法では，2 つのスーパーノー
ドを融合する際に非零と見なす零要素数の上限である緩和パラメータが性能に大きな影響を与える。そこ
で，このパラメータの最適値を求めることを目的として，Intel Xeon (Ivy Bridge-EX) と Intel Xeon Phi
(Knights Landing, KNL) のそれぞれ 1 コアを用いて，逐次における性能評価を行った．最適な緩和パラ
メータは，KNL では 213 〜215 ，Ivy Bridge では，210 〜213 となり，KNL の方が Ivy Bridge より大きく
なった．
キーワード：コレスキー分解，スパースソルバ，Xeon Phi，マルチフロンタル法，スーパーノード

∂ψ
= −iHψ
∂t

1. はじめに

(1)

数値シミュレーションにおける多くの問題は，偏微分方

を解く必要がある．ここで，H はハミルトニアンと呼ばれ

程式を離散化して得られる連立一次方程式を解く問題に帰

るエルミート作用素である．これを基底関数によって離散

着される．そして，多くの場合，連立一次方程式を解く時

化すると，次のような連立常微分方程式が得られる．

間は全体のシミュレーション時間の大部分を占める．よっ
て，連立一次方程式を高速に解くことは非常に重要である．

∂x
= −iHx
∂t

一般的に，シミュレーションの方法によって，行列のサイ

このとき，H は正定値エルミート疎行列である．式 (2) を

ズや性質が異なる．また，問題設定も以下のような種類が

以下のように Crank-Nicolson 法によって離散化する．

存在する．

• 毎回係数行列と右辺ベクトルが変わる問題
• 係数行列の疎構造は変わらないが，数値のみ変わる
問題

• 係数行列が変わらず，右辺ベクトルのみが変わる問題
対象とするシミュレーションによって最適な解法を選択す
る必要がある．本稿では，正定値対称行列を対象とした疎
行列直接法（スパースソルバ）を扱う [1], [2], [3]．

x(t + ∆t) − x(t)
1
= {iHx(t) + iHx(t + ∆t)}
∆t
2

(2)

(3)

これを変形すると，

(

)
(
)
1
1
H∆t + iI x(t + ∆t) = − H∆t + iI x(t) (4)
2
2
)
)
(1
(
となり， 2 H∆t + iI を係数行列， − 12 H∆t + iI x(t) を
右辺ベクトルとする連立一次方程式をタイムステップごと

ここで，コレスキー分解が有用と考えられるシミュレー

に解くことによって，電子状態を計算することができる．

ションの例として，高分子の電子状態計算を紹介する [4]．

ここで，B, C がともに n × n の正定値対称実行列とする

電子状態計算には，時間発展のシュレディンガー方程式

と，複素対称行列 B + iC は複素対称コレスキー分解をピ
ボット選択なしで安定に行えることが知られている [5]．し
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たがって，シュレディンガー方程式を原子位置を固定して
時間発展させた場合，係数行列が一定で右辺ベクトルのみ
が変わるのでコレスキー分解を一度行うだけであとは前進
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2.2 オーダリング
A を n × n の正定値対称行列とし，解くべき方程式を
Ax = b とする．オーダリングとは，適当な置換行列 P を
用いて，A の行と列の対称置換 Ã = P AP T を行い，与え
られた方程式 Ax = b を解く代わりに Ãx̃ = b̃ を解く方法
である．ここで，x̃ = P x，b̃ = P b である．普通の置換で
はなく，対称置換を行うのは，A の対称性を保つためであ
る．正定値対称の場合，どのように P を選んでも Ã は安定
にコレスキー分解することができる．そのため，一般的に

P は Ã がフィルインが少なくなくなるように選ぶ．また，
A：係数行列の非零要素の値が変わる場合

並列化を行う場合は，並列化効率がよくなるように選ぶ．

B：右辺ベクトルが変わる場合

図 1: スパースソルバの流れ

2.3 消去木生成
密行列の場合，コレスキー分解の処理は第 1 列から第 n
列まで順番に行う必要がある．これに対し，疎行列の場合
は，処理の順番に自由度が生まれる．その依存関係を表し

後退代入だけで計算することができる．これより，コレス

たグラフが消去木である．消去木は，n 個の節点を持つ木で

キー分解を用いることで高速に解けることが期待される．

ある．それぞれの節点 j は，節点 i = min{k > j|Lkj ̸= 0}

2. スパースソルバ
2.1 概要
本章では，正定値対称行列におけるスパースソルバの基

を親として持つ．消去木の例を図 2 に示す．1 列目〜3 列
目はそれぞれ子の節点がないので，いつでも計算可能で
あることや，6 列目の計算には 4 列目と 5 列目の計算が終
わっていればよいということがわかる．

本的なアルゴリズムを述べる．スパースソルバは図 1 のよ

上記のように，消去木はシンボリック分解後の行列 L か

うに 3 つのフェーズに分けることができる．係数行列の疎

ら簡単に求めることができる．しかし，消去木を用いてシ

構造が決まると，ANALYZE フェーズを実行することがで

ンボリック分解を行う場合には，疎構造 L を用いずに先に

き，係数行列の数値が決まると，FACTORIZE フェーズ

消去木を求める必要がある．その方法の 1 つとして，Liu

が実行できる．さらに，右辺ベクトルが決まると SOLVE

のアルゴリズム [6] がある．Liu のアルゴリズムでは，定

フェーズが実行できる．つまり，係数行列の疎構造が不変

理 2.1 を用いる．

で値のみが変わる場合，ANALYZE フェーズは 1 度のみ
実行すればよい．同様に，係数行列が不変で右辺ベクトル

定理 2.1

行列 A の要素 aij (i > j) が非零のとき，消去

木において節点 i は節点 j の先祖である．

のみが変わる場合，ANALYZE フェーズと FACTORIZE

定義 2.1 (Liu のアルゴリズム) 行列 A を行ごとに上

フェーズは 1 度のみ実行すればよい．一般に 3 つの手順

から処理していく．行 i において，非零要素 aij (i > j) が

の中でもっとも計算コストがかかるのは，FACTORIZE

存在し，節点 j を含む部分木の根が節点 i でないとき，そ

フェーズであるため，係数行列が不変の問題に対しては，

の部分木の根の親を節点 i とする．

上記に述べたことを利用するとこでかなり計算時間を節約

Liu のアルゴリズムにおいて，最も計算に時間がかかるの

できる．

は根を探索する部分である．しかし，あらかじめそれぞれ

一般に疎行列のコレスキー分解では，疎行列の疎性を考
慮する．つまり，フィルインも考慮した非零要素のみを記

の節点の根を保存しておくことにより，この時間は短縮で
きる．

憶し演算する必要がある．そのため，分解後の非零要素の
位置を先立って計算する必要がある．これをシンボリック

2.4 シンボリック分解

分解という．これに対し，実際の数値をコレスキー分解す

シンボリック分解ではフィルインによる要素も含めた非

ることを数値分解という．シンボリック分解や数値分解を

零パターンのみに着目してコレスキー分解で現れる非零要

効率的に行うために，消去木というグラフを用いる，これ

素の位置を求める．行部分木を用いることで，効率的に計

はシンボリック分解より前に作成する必要がある．また，

算を行うことができる [6]．行部分木 k とは，行列 L にお

コレスキー分解前に行列の行と列を置換する適切なオーダ

ける行 k の非零が存在する列番号と対応する節点のみを消

リングにより，フィルインを減らすようにし，並列計算を

去木から取り出した部分木である．図 3 に図 2 の行列にお

可能にすることができる．以下の各節では，それぞれ処理

ける行部分木の例を示す．行部分木 k の根は k となり，葉

についてより詳しく述べる．

は行列 A における行 k の非零要素の対応する列番号の部分

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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●：非零要素

(a) Left-looking

(b) Right-looking

アルゴリズム

アルゴリズム

図 4: 数値分解のアルゴリズム

○：フィルイン

図 2: コレスキー分解後の行列 L と対応する消去木

(a) 第 6 行

(b) 第 8 行

図 5: フロンタル行列と消去演算

図 3: 行部分木
集合となる．この性質を利用すると，行 k のシンボリック

を行う．前進代入，後退代入の計算量はともに
n
∑

分解は，行列 A の非零要素の対応する節点から根まで親を
たどっていき，そのときに通った節点集合が行列 L におけ
る行 k の非零となる．|L| を行列 L の非零数とすると，計
算量は O(|L|) である．
シンボリック分解を行ったあとは，数値分解の計算量を
見積もることができる [3]．数値分解の計算量は，Lj を j

|Lj |

(6)

j=1

となる．これはあきらかに数値分解と比べてコストが小
さい．

3. マルチフロンタル法

列の非零要素とすると，
n
∑

マルチフロンタル法は，right-looking アルゴリズムの変

|Lj |

2

(5)

j=1

となる．

形である．消去木の深さ優先探索の帰りがけ順に以下の処
理を行う [7]．

( 1 ) 行列 A の第 i 列とその子のアップデート行列を用いて
フロンタル行列 Fi を作成

2.5 数値分解

( 2 ) 消去を 1 ステップのみ行う

数値分解では，Ã = LLT をシンボリック分解で求めた

( 3 ) フロンタル行列の第 1 列を行列 L の第 i 列として格

データ構造を利用して非零部分についてのみ計算する．数

納し，2 列目以降をアップデート行列 Ui として保存

値分解の主な計算方法として，left-looking アルゴリズム

する．

と right-looking アルゴリズムがある [3]．Left-looking ア

フロンタル行列とは，非零要素のみを圧縮した密行列のこ

ルゴリズムでは，分解列より前の計算済みである列を参照

とである．アップデート行列はスタックを用いて管理する．

し，計算する (図 4(a))．逆に，right-looking アルゴリズ

図 2 の行列にマルチフロンタル法を適用した場合につい

ムでは，分解列より後の列を常に更新し，計算済みである

て説明する．まず第 1 列をピボット列とする消去を行う．

分解列より前の列は参照されない (図 4(b))．本稿では，

第 1 列は 1, 7, 8 行に非零要素を持つ．これらを行・列のイ

right-looking アルゴリズムの変形であるマルチフロンタル

ンデックスとする空の行列を作成し，その第 1 列に行列 A

法を扱う．

の第 1 列を格納する．これが第 1 列のフロンタル行列 F1

2.6 前進後退代入

い，第 1 列を行列 L に保存し，2 列目以降をアップデート

となる（図 5）．次に，F1 で消去演算を 1 ステップのみ行
まず，前進代入で下三角行列を係数とする方程式 Ly = b̃

行列 U1 としてスタックに積む．第 1 列の次に消去演算を

を解く．その後，後退代入で上三角行列を係数とする方程

行うのは第 7 列である．L の第 7 列の非零要素は 7, 8, 9 行

T

式 L x̃ = y を解く．そして最後にベクトルの置換 x = P x̃
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

に存在するため，同様に，それらをインデックスとする空
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(a) 帰りがけ順

(b) max zero = 1 とした
ときの行列

図 6: extend-add 演算

●：非零要素

○：フィルイン

▲：非零とみなした要素

図 7: スーパーノードの緩和

Algorithm 1: スパースベクトル和（DAXPYI）
1
2
3

for i := 1 to nonzero do

イズを W store(xi ) とする．また，サイズが t の行列の下
三角部分に必要なサイズは，

y(x index(i)) = y(x index(i)) + x val(i)
end

の行列を作成し，第 1 列に A の第 7 列を格納する．スタッ
ク上にあるアップデート行列 U1 をポップし，この行列に

∆(t) =

1
t(t + 1)
2

(7)

である．節点 xi が葉のとき，非対角部分の非零数を ri と
すると，

W store(xi ) = ∆(ri + 1)

足しこむことによってフロンタル行列 F7 を作成する．た

(8)

だし，この処理はインデックスが対応するように行う必要

となるのは明らかである．xi が葉でない場合について考え

がある．これを extend-add 演算と呼ぶ (図 6)．F7 を作成

る．子要素を xs1 , xs2 , . . . , xst とすると，xsk の計算時に必

したあと，F1 の場合と同様に消去演算を 1 ステップのみ行

要な容量は，

い，第 1 列を L7 として保存し，2 列目以降をアップデート

Ck = W store(xsk ) +

行列 U7 としてスタックに積む．このようにして，アップ

(10)

W store(xi ) = max{max{Ck }, Pi }

(11)

j=1

演算で成り立っている．Extend-add 演算は，間接参照が

るという利点を持つ．その反面，フロンタル行列とスタッ
ク用に余分な容量が必要であったり，スタックへのコピー
が必要という欠点を持つ．

3.1 Local index
Extend-add 演算では local index という整数配列をイン

t
∑

∆(csj )

Pi = ∆(ri + 1) +

の主な処理は extend-add 演算と 1 ステップのみ行う消去

算は密行列で行うため，Level2 BLAS を用いることができ

(9)

である．また，xi の計算時に必要な容量は，

完了する．以上からわかるように，マルチフロンタル法で

必要なベクトル和 (Algorithm 1) が必要であるが，消去演

∆(rsj )

j=1

デート行列をスタックで保存しつつ，各列に対する処理を
消去木の帰りがけ順で行うことにより，コレスキー分解が

k−1
∑

である．よって，

k

となる [9]．

4. スーパーノード
スーパーノードとは，「L において上部三角領域が全て
非零で，各列が同じ非零構造を持った列の集合」である．

デックスを用いてスパースのベクトル和を行う [8]．Local

スーパーノードに含まれる列の数を次数という．図 7(a)

index は消去木の親のフロンタル行列における行番号を保

は図 2 の行列を帰りがけ順にリオーダリングした行列であ

存しておく．図 2 の行列の場合，第 2 列の local index は

る．3・4 列目が次数 2 のスーパーノード，7〜9 列目が次

1, 2，第 3 列の local index は 1, 3 となる．

数 3 のスーパーノードとなっている．

3.2 ワーキングストレージの見積もり

4.1 fundamental スーパーノード

マルチフロンタル法ではあらかじめフロンタル行列と

最後の列以外が消去木において子を 1 つしか持たない

アップデート行列で用いる配列領域をあらかじめ確保して

場合，そのスーパーノードを fudamental スーパーノード

おく必要がある．フロンタル行列・アップデート行列は共

という．図 7(a) において，3・4 列目と 8・9 列目が次数 2

に下三角部分のみを保存する packed 形式を用いる．消去

の fundamental スーパーノードである．fundamental スー

木における節点 xi とその孫節点の計算に必要な領域のサ

パーノードは，通常のスーパーノードと比較して以下の特

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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徴を持つ．

( 1 ) 帰りがけ順のオーダリングを行っても，fundamental
スーパーノードの構造は同じである．

( 2 ) スーパーノードの大部分が fundamental スーパーノー
ドと一致する．

( 3 ) fundamental スーパーノードを用いた消去木の依存関
図 8: フロンタル行列

係は元の消去木と一致する．

fundamental スーパーノードは以下の定理を用いることで
シンボリック分解をせずに見つけることができる [10]．
定理 4.1

列 j が fundamental スーパーノードの最初の

表 1: 使用したテスト行列
名前

次数

非零数

疎度（％）

apache1

80,800

542,184

0.015

以上の子の節点を持つか，ある行部分木の葉となることで

bcsstk36

23,052

1,143,140

0.426

ある．

cfd1

70,656

1,825,580

0.072

シンボリック分解前に fundamental スーパーノードを見つ

gridgena

48,962

512,084

0.041

けることによって列の代わりに fundamental スーパーノー

gyro

17,361

1,021,159

0.672

ドを節点とする消去木を考えることができる．これを用い

Pres Poisson

14,822

715,804

0.645

qa8fm

66,127

1,660,579

0.074

raefsky4

19,779

1,229,776

0.624

shallow water1

81,920

327,680

0.009

vanbody

47,072

2,329,056

0.208

列である必要十分条件は，消去木において，節点 j が 2 つ

たシンボリック分解は通常の列消去木を用いたシンボリッ
ク分解よりも高速に計算することができる．

4.2 スーパーノードの緩和
零要素を非零要素とみなすことによっていくつかの fun-

ただし，k は k はスーパーノードに含まれる列の数，k + m

damental スーパーノードを合併し，より大きなスーパー

はフロンタル行列のサイズである（図 8）．一般に m ≫ k

ノードを得ることができる．これをスーパーノードの緩

となるので，(1)，(2)，(3) の 3 つの密行列演算のうち，もっ

和という．スーパーノードの緩和の手順について説明す

とも計算時間を占めるのは DSYRK である．

る [11]．fundamental スーパーノードの消去木を帰りがけ

スーパーノードの緩和における緩和パラメータとマルチ

順で捜査する．まず節点 J とそれぞれの子を合併したと

フロンタル法との関係について説明する．緩和パラメータ

きに，合併したスーパーノードに含まれる零要素の数を計

は大きくすれば演算数は増えるが，以下のメリットがある．

算する．もしその数が緩和パラメータ max zero より小さ

• スタックへのコピー回数削減

くなる子があるとき，合併したスーパーノードの零要素が

• DAXPYI の演算回数削減

もっとも小さくなる子と J を合併する．上記の手順を合併

• 行列サイズが大きくなることによる密行列演算のピー

できる子節点がなくなるか，子節点がなくなるまで行う．

ク性能比上昇

図 7(b) に max zero = 1 で緩和した例を示す．この場合，

よって問題，使用する計算機によって上記のメリットを得

1・2 列，3・4 列，5・6 列が次数 2 のスーパーノード，7〜9

つつ，演算量があまり大きくならない最適なパラメータ値

列が次数 3 のスーパーノードとなる．max zero = 0 にす

をさがすことが重要となる．

ると通常のスーパーノードとなる．

5. 数値実験

4.3 スーパーノードを用いたマルチフロンタル法

スーパーノードの緩和パラメータの最適値と，それがプ

マルチフロンタル法にスーパーノードを導入すること

ロセッサのアーキテクチャによってどう変わるかを調べる

で，より最適化が効く Level3 の BLAS を使用することが

ために，パラメータ値を変化させて数値分解の実行時間を

できる．ただし，Level3 BLAS を適用するために，フロン

計測した．

タル行列は packed 行列でなく通常の密行列として保存す
る．また，スタックへのコピーの回数を減らすことができ
る．スーパーノードマルチフロンタル法では，主に以下の
処理を行う．

5.1 実験対象
実験に用いた行列は表 1 の通りである．いずれも Uni-

versity of Florida Sparse Matrix Collection[12] から入手

( 1 ) コレスキー分解 (DPOTRF)：O(k 3 )

した．

( 2 ) 下三角行列の行列方程式を解く (DTRSM)：O(k m)
2

( 3 ) 行列とその転置の積 (DSYRK)：O(km2 )
( 4 ) スパースベクトル和 (DAXPYI)：O(m2 )
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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プ ロ グ ラ ム は Fortran で 実 装 し た ．Intel Xeon (Ivy
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表 2: HPCT R284gs-KNL の仕様
CPU

Intel Xeon Phi 7250

クロック数

1.40GHz

コア数

68

L1 命令キャッシュ

32KB

L1 データキャッシュ

32KB

分散 L2 キャッシュ

1MB×34

FLPS/Clock

32

理論ピーク性能

3.05 TFlops

DDR4 memory

64GB×6 (90GB/s)

MCDRAM

2GB×8 (400GB/s)

図 9: 緩和パラメータと m
表 3: Ivy Bridge(SGI UV 300) の仕様
CPU

Intel Xeon E7-8857 v2

クロック数

3.0GHz

コア数

12

L1 命令キャッシュ

32KB

L1 データキャッシュ

32KB

L2 キャッシュ

256KB

L3 キャッシュ

30 MB

FLPS/Clock

8

理論ピーク性能

288 GFlops

DDR3 memory

32GiB * 512

Bridge-EX) を CPU とする HPCT R284gs-KNL と Intel

図 10: 緩和パラメータと k

Xeon Phi (Knights Landing, KNL) を CPU と す る πvizStudio で実験を行った．HPCT R284gs-KNL の仕様
を表 2 に示す [13]．KNL には，3 つのメモリモードと 3 つ
のクラスタモードがある．メモリモードはフラットモード，
クラスタモードは All-to-All を選択した．フラットモード
の場合，容量は大きいがメモリバンド幅が小さい DDR4 と
容量は小さいがメモリバンド幅が大きい MCDRAM の二
つのメモリのどちらを使うかを選択する．numactl コマン
ドを用いて MCDRAM を選択した．また，π-vizStudio の
仕様を表 3 に示す．
それぞれの計算機でコンパイラは，ifort，コンパイラオ
プションは-qopenmp -fast -mkl=sequence を指定した．た

図 11: 緩和パラメータを変化させたときの演算量増加率

だし，Ivy Bridge では，最適なベクトル化オプションが選
択されなかったため，-xAVX を追加で指定した．本稿で

ノードを合併させたとき，合併後の m は後ろにあるスー

は，研究の第一段階として実施した逐次版プログラム（1

パーノードの m と同じであることに起因する．

コアのみを使用）の結果について報告する．

次に，緩和パラメータを変化させたときにそれぞれの行
列で計算量がどれだけ増えるかを求めた．その結果をそれ

5.3 実験結果

ぞれ図 11 に示す．最初は緩やかに増えていくが，徐々に

5.3.1 緩和パラメータとスーパーノード

変化が大きくなることが確認できた．

緩和パラメータを変化させた時にそれぞれの行列におけ

最後に，緩和パラメータを変化させたときにそれぞれの

るスーパーノードの m, k の平均値を求めた．その結果を

行列で密行列計算のうち DSYRK が全体の演算量に対して

それぞれ図 9, 図 10 に示す．緩和パラメータが大きくなる

どの程度の割合を占めているかを求めた．その結果を図 12

につれて，m が一定なのに対し，k は大きくなっているの

に示す．緩和パラメータを大きくするにつれて DSYRK の

がわかる．スーパーノードの緩和により，k が大きくなる

割合が小さくなっていることがわかる．これは上述のよ

のは明らかである．m がほぼ一定なのは，2 つのスーパー

うに，緩和パラメータの増加につれて m が一定で k が大

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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図 12: 緩和パラメータを変化させた時の密行列計算におけ

図 14: Ivy Bridge における DSYRK 性能評価

る DSYRK の割合

図 15: KNL で緩和パラメータを動かした結果
図 13: KNL における DSYRK 性能評価
きくなることから妥当な結果であることが分かる．例え
ば，k の値が 2 倍になったとすると，DPOTRF，DTRSM，

DSYRK の計算量はそれぞれ，8 倍，4 倍，2 倍に増える．
よって DSYRK の全体に占める割合が小さくなる．

5.3.2 DSYRK の性能評価
スーパーノードを用いたマルチフロンタル法では，多く
の計算時間を DSYRK が占める．よってまず DSYRK の
性能評価を行った．m, k を変化させた場合のピーク性能比
を求めた．なお，ピーク性能は（1 クロックあたりの計算
回数）×（1 秒あたりのクロック数）とした．緩和パラメー

図 16: Ivy Bridge で緩和パラメータを動かした結果

タの変化に伴って変化する値は k なので，横軸を k とし
た．KNL での結果を図 13，Ivy Bridge での結果を図 14

時間を計測した．KNL, Ivy Bridge 上での結果をそれぞれ

に示す．KNL では，k を大きくするにつれてピーク性能比

図 15，図 16 に示す．KNL では，それぞれの行列で最速

も上がっているのに対し，Ivy Bridge では，m = 256 を除

となる緩和パラメータは 213 〜215 となった (図 15)．これ

いて途中で最大値をとり，それ以降は同じもしくは下がっ

に対して，Ivy Bridge では，緩和パラメータが 210 〜213 と

ている．これは，1 クロックに処理できる演算数の差によ

なった．まず，緩和パラメータが 210 〜215 のとき，DSYRK

るものである．Ivy Bridge では，1 クロックで 8 回の演算

は密行列演算の少なくとも 50%以上を占める (図 12)．ま

を行うのに対し，KNL では 1 クロックで 32 回の演算を行

た，DSYRK の演算性能では，KNL の方が Ivy Bridge よ

う．これにより，KNL でのピーク性能がでる行列サイズ

りも十分なピーク性能比を出すのに必要な行列サイズが大

は Ivy Bridge よりも大きくなる．

きい．これらより，KNL での最適な緩和パラメータは Ivy

5.3.3 緩和型スーパーノードマルチフロンタル法の性能

Bridge の最適な緩和パラメータよりも大きくなったと考え

評価

られる．

緩和パラメータ max zero を変化させて数値分解の計算
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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6. まとめ
本稿では，疎行列直接解法の 1 つである緩和型スーパー
ノードマルチフロンタル法を紹介し，緩和パラメータを変
化させて KNL と Ivy Bridge において性能を評価した．そ

[13]

florida sparse matrix collection, ACM Trans. Math.
Softw., Vol. 38, No. 1, pp. 1:1–1:25 (online), DOI:
10.1145/2049662.2049663 (2011).
ジム・ジェファース，ジェームス・レインダース，アビ
ナッシュ・ソダーニ：インテル Xeon Phi プロセッサー
ハイパフォーマンス・プログラミング，カットシステム，
knights landing edition (2017).

の結果，最適な緩和パラメータは，KNL では 213 〜215 ，Ivy

Bridge では 210 〜213 となった．この差は，DSYRK で十分
な性能を出すために必要が行列サイズが異なることに起因
する．今後の課題として，他の計算機，もしくは KNL で
のメモリモードを変更しての性能評価や，他のライブラリ
との比較，本稿で作成したプログラムをもとに，OpenMP
並列化を行っていきたい．
謝辞 本研究について助言を賜りました神戸大学大学院
システム情報学研究科の谷口隆晴准教授，鳥取大学大学院
工学研究科の星健夫准教授に厚く御礼申し上げます．本研
究成果の一部は，JSPS 科研費 JP17H02828 の助成を受け
たものです．
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