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こましカ、き

本講究録は 京都大学数理解析研究所の共同研究事業の一つとして
1984 年 9 月 6 日 (木) から 8 日 (土) まで e 大型の線形計算に関する

アルゴリズム」のテーマのもとに行われた共同研究集会の講演記録を中
心にまとめたものてある。
大型の線形問題を扱った研究集会は, 今から 10 数年前に 1 度開かれた

ことかあるが, 近年の超大型計算機自体の発展に伴い新解法も続々登場
してきた。特に, ベクトルプロセノサを持つスーパーコンピュータの出
現によるところか大である。しかし, アルゴリズムにおいても,PCG

法に代表される前処理を利用した様々な反復解法か再認識され また

非対称行列問題等にかなり有功な解法として圧目を集めている不完全直
交性を用いた共役残差 (CR) 法などか現れ 大規模線形問題解決の新

局面を展開しているように思われる。
本研究集会では, 大規模線形問題の最近の話題を集めた 13 件の講演

があり 終始白致した討議が行われていた。
昭和 59 年 10 月
村田 健郎 (図書館情報大学)
野寺隆 (慶慮義塾大学)
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