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研究成果の概要（和文）：大規模スパース行列の特異値分解はビッグデータ解析の基礎になる重要な行列演算である。
本研究では、再直交化つきGolub‑Kahan‑Lanczos法を大規模スパース行列に適用してその近似3重対角行列を並列計算で
高効率に生成し、これに2分法と逆反復法を適用して部分固有対を計算するデータ再利用性の高い並列計算法を開発し
、そのソースコードを順次公開している。特に正定値スパース行列に適用すれば部分特異対が得られる。

研究成果の概要（英文）：Singular value decomposition of sparse matrices of large scale is an important
matrix operation which is fundamental for analyzing big data. In this research we apply the
Golub‑Kahan‑Lanczos algorithm with reorthogonalization to sparse matrices of large scale to generate
approximated tridiagonal matrices by high performance computation in parallel processing. Secondly the
bisection and the inverse iteration methods are applied to them to giving a subset of eigenpairs of the
originals with high reusability of data. The corresponding source codes have been uploaded one by one.
When the sparse matrices are positive definite, then the resulting eigenpairs lead to a sebset of
singular triplets.

研究分野： 計算数学
キーワード： 特異値分解
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