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1．緒言

計算を行った.しかし，この方法は，非線形性が弱い，すな
わち入射波高が小さい場合には収束するが，入射波高が大

前報（筒井ら，1995,1996）では，沿岸での非線形な波浪

きく非線形性が強いときには収束しない傾向がある．その
原因として，有限要素法による離散化および反復解法に改

るスペクトル法および有限要素法に基づく離散化式が提案
され，断面２次元のステップ型リーフ上での弱非線形な波

への適用性が示された．その離散化式は，FOurierモードに
対してブロック化された非線形連立方程式であり，疎で非
対称な複素係数行列を持っている．
このような式に，連立１次方程式の解法として通常用い

良すべき点があることが判明した.したがって,強非線形な
波の解析や３次元問題への拡張のためにも，非線形連立方
程式の高精度で効率的な数値計算法力蓮まれる．
本報では,まず,波浪条件が強非線形な場合にも安定な反
復計算が行えるように，モデル方程式の離散化を弱形式に
基づき再度実行する.次に,得られた非線形連立方程式に対

られる消去法やＬＵ分解法などの直接法を適用することは,

する反復解法について検討する．

演算錘の削減と記憶容量の節約などの観点から得策ではな
く，一般に何らかの反復算法が採用される．そこで,前報で
は,対角ブロックを中心としたGauss-SeideI法に基づく反復

として,Hestenes＆Stiefel(1152)によって提案された共役勾
配法(ＣＧ法）は，理論上，高々その次元数だけ反復計算す

変形を記述するためのモデル方程式と，その近似式に対す
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対称行列を係数とする連立１次方程式に対する反復解法

れば真の解を得ることができる.その算法の単純さ,エレガ
ントさゆえ,ＣＧ法は様々な科学技術計算において利用きれ
ている.しかし，この方法は一種の山登り法であるから，行
列の固有値に大きな差異があると，丸めの誤差の影騨を受
け易く,算法が破綻をきたす欠点を持っている.この指摘が
なきれた当初，ＣＧ法はあまり利用されなかった徴その後,‘
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行列の前処理に関する研究が進み,不完全Choleski分解を利

用した共役勾配法（ICＣＧ法〉がMeijerink＆vanderVorSt
（1177)によって提案された．ＩＣCG法においても，算法の持
つ上述の根本的な欠点は未解決ではあるが,現状では,大規
模な対称行列を係数とする連立１次方程式に対する反復解法
として，これに優る算法はないとまで言われている（村田，
１９８５；野寺,1196)．

一方，非対称疎行列系に対しては，ＣＧ法を適用できない
ので，一般的にはPmjection法（Saadl98g）が用いられる．
そこでは,〔℃法とアルゴリズムの類似した算法や共役残差

法に準ずる算法などが提案されている．後者の系統では
Saad＆SchultZ(1986)によって提案されたＧＭRES法があり，
欧米では標準的な算法として利用されている．

前者の系統では,まず,対称で不定値な係数行列を持つ連
立１次方程式の反復解法として，ＦＩＣにher(1976)により双共
役勾配法(Bi-CG法）が開発された．その後，この方法は非
対称行列をLancZosプロセス（Lanczos,1952）に基づき３重
対角化するための算法であることがSaadU982)により指摘
され，非対称行列系への有効性が確かめられた．

Bj-CG法は，SonneveId(1989)によりさらに改良され，自
乗共役勾配法（CGS法）へと発展した．COS法は，数学的
にはBi-CG法と同等な算法であるが,ある条件を満たせばⅢ
Bi-CG法の約２倍の収束性を持っている．しかし,収束状況
は不規則で不安定なことが判明した．そこで，CGS法の高

速収束性と反復計算の安定性を兼ね備えるように,Bi-CG法
を再構成した算法が,vanderVo応t(1992)によって提案され
たBiCGSWAB法である．我が国では,算法のもつ簡便さゆ

え，この反復法が多用されているようである．最近では,数
値計算法でよく用いられるLanczosプロセスに基づく，積型

反復解法の一般化（張・藤野，1994）も研究されている．
ある種の問題では，Bi-CGSrAB法の収束性が良好でない
ことも報告されている（野寺．1”3)．しかし，これは極端
な例であって,その事実を踏まえて使用すれば,この反復算

法は充分使用に耐えうると考えられる．したがって,本研究
においてはBi-CGSTAB法を採用し，波の非線形な変形を表
すための,疎で非対称な複素係数行列を持つ非線形連立方程

式に対する反復算法としての有効性を示すとともに,数値計

算時の収束特性について述べる．
2．弱形式と離散化

対象とする式は,非線形波動の"次モードの複素Fburier成
分〃｡に対する波動方程式(筒井ら，1996)である．この式は，
断面２次元の場合には，次式で近似される．

釜("畿州)塾喜蛎
一式具(風2-Ｍ雲りﾙｰ，

‐士`一二蔭鳳渭．．`警鶚（１）
ただし権2-歳…（２）

x:水平座標,ム:水深,ｃ,C8:n次モードの線形波の波速およ

ぴ群速度,②＝2兀/Ｔ:角周波数,７:周期，Ａ：波数である．ま

た,全物理量は基準量:長さh6,速度,/面75丁,時間,/X:7戸

(ｇ:重力加速度）で無次元化されている．さらに，式(1)を
離散化し,反復法による数値計算を行うため,右辺の非線形

項に対して次式のような擬線形化を行う．

釜ﾄ竿)…'柵’
一宮(…川釜Ｍ+宮(…堰菱川
（３）

ここに,ⅣはFouricr成分の総数であり，各係数は次式で与

えられる．

Ａ１,=士亨(m2-(2)殉／（4,）

A12臺綿("２－(凧十1A"2-12)町」，（42）

β,,一命"`滑響（"）

，１２－壷"`{器器鴇)等（"）

ただし,(，W,ﾜｰﾉ)は共役複素数である．また，上添字ﾉ＋lは
現在の繰り返しステップを表し,添字ﾉの付いた物理量Ａｌｌ，

EII,･･･は前段での既知量である．

式(3)の右辺の擬線形項には１階微分項のみが含まれてい
ることに留意し，形状関数をしとして，この式に対する弱形

式を求めると次式が得られる．

しﾄ差等…噺’
償(…川呈ﾙ態ノ

･営仙`鰺呈ﾙ鰯)“

ﾄ等|斗響|:…

(5)

ただし，右辺の第１項は解析対象領域pIR-,R+】での境界
項,第２項は領域内のＸ＝§oに水深不連続部がある場合の補
正項であり，上添字±は,それぞれ波の入射側および伝播側
での諸量を表す．また，ＥＣ・は，以下に述べる境界条件の
ために付加すべき境界項を表す．

前報（筒井ら，1996）における弱形式では，式(5)の左辺

の微分項`刀鯉/土が韮について部分積分され,その結果，

右辺の境界項に非線形項の影響力窺れた弱形式となってい
た.弱形式におけるこの差異が,反復計算過程における収束
性を不安定にしていた主原因である．しかし，§4.2で述べ

るように，境界項に非線形項の影響が現れない，式(5)のよ
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うな弱形式では，反復計算過程は安定となる．

弱形式(5)に付加すべき境界条件として，前報と同様に，

次の３境界条件を考える．

(3)開境界での水位と流速の連続条件

。"jrldi7ii+’

ﾜｲ十!=iij+１．

（６）

－－－＝－

。〃。、

ただし,nJM+'はそれぞれ境界での外向き法線および水面

変動量である．

凡!…1-金(…)-(綿）

(123）

xL璽薑力(…2)‐(鵠）

(124）

qi=(ccw6i=(j､ｳﾕ(cgﾉc)i

(12.5）

(Ｋ２)e＝

………)|淵“（"）

γ:無次元係数，ｈ,,A2:水深不連続部での深い側および浅い

側の水深である．境界条件(8)は，波の入射方向によらず，

便宜的に波は水深の深い領域から入射すると仮定し，適用
しなければならない．

波が境界R+の側から入射するとし，上記の３境界条件の

下に式(5)を離散近似する．線形要素を用いると，次のよう
なFourie｢モードの速成方程式が得られる．

(13.4）

(13.5）

(14.1）

OpenboundaIy

(14.コ

C1osedboundaⅡｙ

ｃ十＝i鮪(cc8)＋

(14.3）

diag(X1D>卿書(0,…,0,,m,0,…,0）

（15）

ただし,ａｎ:入射波に含まれるFOurier成分波の振幅,Ｚ:要素

長であり,要素行列(Ｘ３}cは,（K2)cにおいてA小ＢｌＩをそれ
ぞれＡﾉ2,Ｂｌ２で歴き換えれば求められる．

速成方程式(9)の係数行列は，Fbuner成分の総数をⅣ＝３
とすると，図－１に示すような３重対角行列でブロック化さ

＋[(Ki)凧十(艇!`)鳳十(K,｡)J(刀)〃

れた連成行列となる.図中■,ロで示した部分以外は全てゼ

＋(x3),(〃川,＋(K3)z(１７)凧+2+…＋(x3ルー何(D〃

｡｡

■■

■●●

＝2(Q)風，〃＝1,2,3,…,Ⅳ（９）
ここで，総節点数をＭとすると，〃次のベクトル：(刀)､，

Ｂ●●

(ｋｌ}l+…

、＝１

□、０
□■ロ

ロロロ

ロロロ

ロロロ

□■□

■0

｡⑥

ロﾛ

□●●

●■●
■■

⑤｡

■⑥

Ｔ》ｐＤｐ

●●●

□Ｃ○

０Ⅲ叩Ｄｏｐ

■●■

ロロﾛ

、ロロ

■■■

Ｘ・・・

(Ｋ】)2+…

■■、

ロロロ

■■■

、ロロ

■８０ｏｐＤ

(Ｋ２)】

ロ。□

■■■

ｑｏＤ

｡□｡

ｑｐ

■■

｡□ロ

●■

ロ｡

●■■

□｡■

(Ｘ２)０

｡□ロ

の▲

｡□ロ

●●●

(Ｘ,)｡+…

■■■

●□●

｡｡｡
ロ０口

■■■

ロロロ

■■■

｡｡□
回□

⑥ロロ

①』ｑｏＤ

１

ロロ■

Ｋ。。。

ロロ、

、ＯＬＣＣＣ

□ＣＤ

ロ□

ロロロ

、＝３

ロロロ

ＯＤＯ

Ｃ■｡

(Q)i【={０，…,０，M`〃g)柳.､卿）（''）

ＯｐＤ

■■●

ﾛロ

、＝２

(ｋ3１２

□｡⑨

□･ロ

●●■

□。■

ロロ□

ＤＤＯ

●■●

ロロ｡

(12.2）

０口□

■●□

は，それぞれ以下の潴式で与えられる．

(12.1）

(Ｘ３}】

□■｡

ＤＢ□

不連続部§Oにおける(ＭｘＭ)次の対角行列:{K1DMKID川

(可)H_(〃/鵜［何ハイ箒L…｡河豚')〃（１０）

ロロ

ＯＤＣ

●■●

(2)"，要素行列:(xﾉ)e,(ノー1,2,3)，および境界R±と水深

KＭ１=占い,+α2)‐ノ (争霊）

(13.2）

３．非対称疎行列系とその反復解法

（K2)侭-,(刀),十(K2)"-2<")2＋…＋(K2),(刀川！

腓{:|;M雛｝

肺〒伽一恥〒肺一

←|鯛

(13.2）

一＋一十

(8.1）

一＋一＋

ﾄﾊﾞ等|：

=､､〃/+I

川子川手珈一肋〒

i：虚数単位である．

に)水深不連続部での境界条件

判甥判判川

α＝('一｢)/(1＋r)･Ｓｍβ,ｒ:境界での反射率,β:波の入射角，

(13.1）

十十十十》

ただしpm-苧伊了鶚lh;鶉｜《ｱﾕ）

可ゴゴ郭鈩

(7.1）

Ⅱｎｍｍ１
‐。。・８

－－=呵irl
dn

ＫｋｋＫＫ

ｺﾞﾜﾉr’

如一川了川蒄杣で弧

(b)閉境界での波の反射条件

(f鯛:）

■■□

、■■

■己■

ロロ

■●

図－１連成方程式(9)の係数行列（Ⅳ＝3）
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ロである．■で示された対角ブロック中の{ＫＩ)"は，式(3)

の左辺の線形頃より得られ，式(12)で与えられる要素行列

から成る実係数の対称行列である.一方,ロで示された非対

角ブロック{K2川(パルは,式(3)の右辺の非線形項に起因

Bi-CGSTABalgoIithmfbrAエーD

Chooseaninitialvalueエ０，ａｎｄｓｅｔＰＯ＝｢o＝｢o＝ｂ－Ａ工ｏ
Ｏ

ｆｂｒ〃＝0,1,2,…

ｐｍ=('6,｢"）

するもので，共に，要素行列(13)で定められる複素係数の
非対称行列である．したがって，式(,)は非対角ブロックに
未知量を含む非銀形連立方程式となっている．
ＬＵ分解法やスカイライン法などの直接解法を，このよう

Ｐ向＝Ａ、，

“=β何/('6,1,"）
『〃＝｢"-鴎yn

IfIfj<<＆工侭｡,＝ｴ"＋αh必,andthenstop

に疎な係数行列をもつ連立方程式に適用すると，行列全体
が対称であっても，例えば(Ｋ,)2＋…の上下の三角部のよ
うなゼロ領域にfiU-inが生じる．このため，疎な行列である

s何＝Ａｊｌｗ

Ａ＝(！",３，J/(s卿,s"）
工叶!＝工"＋cwnpn＋〃〃
『阿十,＝ｊｎ－Ａｓ風

にもかかわらず，数値計算時の演算邇の削減および記憶容
量の節約はわずかである.まして,行列全体が非対称な場合

院.!＝(「6,Ｆ何.,）
Ａ＝(q,/卯/(p"十!/p"）

には，この状況はさらに厳しくなる．

前報(筒井ら,1996）で用いた反復解法は，対角ブロック

（ＫＩＬ､＋…に鵜目し,非対角ブロック(Ｋ２川(Ａｆ３ｈを右辺に

移行して反復計算を行うGauss-SeidcI法である．しかし，波
の非線形性が強い場合には，非対角ブロックの値が大きく
なるとともにGauss-Scidel法の収束条件（一松,1171）が破
られ,反復計算は収束しない．したがって，式(9)を解くた

めの他の算法を考えなければならない．

end

ｐ"+,＝｢"｡,＋β"(脇－５h1h）

図－２Bi-CGSTAB法のアルゴリズム

preconditionedBi-CGSTABalgoritｈｍｆｂｒＨｒ＝‘

Chooseaninitialva1uero,ａｎｄｓｅｔＰｏ＝Ｆｏ＝｢o＝５－Ｈｚｏ
●

流体力学や樽造解析などの物理過程で生じる非線形現象
に対する数理モデルを，差分法や有限要素法により離散近
似すると,一般に,大規模かつ非対称で疎な係数行列をもつ

ｆｂｒｎ＝0,1,2,…

必=('6,「"）
SolveyfromXy＝Ｐｈ

非線形連立方程式
Ａエー、

Ｉｈ＝Ａｙ

（1の

“=，"/('．d,風）

が得られる．ただし，Ａ＝AGF):係数行列,Jr,ｂ:ベクトルで
ある．連成方程式(,)は断面２次元での非線形波動に対する

ｒ､＝｢卿一ｑ,ｌｈ

ｌｆＩｌ感I<<昌難"+]＝x"＋ohy,andthenstop

例である．３次元問題に対しても式(9)と同様の非線形連立
方程式が得られ，その係数行列は各ブロックとも対角部付
近に非ゼロ項が集中する疎な行列となる．通常の非線形問
題と同様に,反復計算により式(１６)の解を求めるためには，

SolveZfiomKZ＝2何

ｓ〃＝Ａｚ

４ｈ＝(xTlJ",Ｋ７ｌｓ”)/(x7Is",KTI３回）

工'’十,＝工"＋“y＋風Ｚ
ｒ"+,＝["－`hs〃

非対称で疎な係数行列を待つ連立1次方程式を繰り返し解
く必要がある．したがって，非対称疎行列系を対象として，
できる限り少容翅で，大次元の連立１次方程式を精度良く

仏.,＝(｢6,『".,）

Ａ＝(q,/烏)/(必+,/phu）

解くための適切な数値解法が要求される．

非対称疎行列系に対しては，§１で述べた通り，種々の反・
復算法が考えられるが，本研究ではBi-CGSTAB法を用い
る．その算法は明解で，図－２に示す通りである．ただし，

end

〃､+】＝｢"+】＋Ａ(p"－曳既）

スカラー量（ａ風p,｡および係数行列Ａ以外は全てベク

図－３前処理付きBi-CGSMB法のアルゴリズム

す．この反復算法ではfill-inは生じず,係数行列の非ゼロ部

こでは，行列Ｋは，原方程式の係数行列に基づき，できる
だけＫ再Ａとなるように定められる.すなわち,行列が,上・
下三角行列ｕＬおよび対角行列、を用いて,Ｋ＝ＬＤＵと分

トルであり,(。,．)小Ｉはそれぞれ内積およびノルムを表

分のみを記憶すればよいので，記憶容量の節約になる．

しかし,通常は原方程式(16)を直接解かないで,適当な前

処理行列ｘ=Ｋｌｘｚを用いて，原方程式を
傘＝′

（17.1）

Ｈ＝紅伍)＝Ｋ｢'Aは)Ｋ２~',Ｚ＝崎ｴ,５＝Ｘｒｌｂ（17.2）

と変形した後に，反復法を適用する．

前処理行列Ｋの選び方は対象とする問題に依存し，現状
では,その決定版はないと言われており，それぞれの分野で

工夫がなされている（Saad,1981；森ら，1994)．その中で，
比較的一般性のある手法として,不完全Choleski分解に基づ
く方法（Meijerink＆VanderVorst,1977,1981）がある．そ

解できるものとし，次の規約（vanderVorst,1181iDongarra
ら,1991）によりＬ,、,Ｕを算定する．

（３）ＬｉノーＡｉﾉ,ＵｉノーＡ〃，（i≠ﾉ）（18.1）
（b)diag(L)＝diag(U)＝、－１

Ｕ8.2）

（c)diag(LDU)＝diag(A）（18.3）

行列の前処理の結果,図－２中の２ケ所の行列とベクトル
の積の部分が,ＬＵ分解された連立１次方程式を解くルーチ
ンに変わる，すなわち，前処理付きBi-CGSTAB法のアルゴ
リズムは，図一３のようになる．
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規約(18)により定められた前処理行列において，反復計
算の安定性(対角優位性など）と反復回数を減らす目的で，
一般に，加速係数を用いた補正(GustafSson,1977)が行われ
る．しかし，この補正法のこれまでの適用例は，係数行列

が実数の場合であって，式(9)における非対角ブロックのよ
うな,複素係数行列に対する有効性については未知である．
また，補正係数の採り方は個々の問題に依存し，経験に頼

る場合が多い（vande『VorsM981；吉田，1913)．このよう
に，加速係数を用いた補正については検討を要する．
一方，非対称な係数行列を持つ連立１次方程式の反復解
法には，その収束条件として，係数行列の対称部が正定植
であるとか，行列の固有値が左右いずれかの半平面にある
こと，などの条件が付されている（vandcrVorsM981；野
寺,1985)．しかし，数理モデルを離散近似して得られる連

立１次方程式の係数行列には，条件

Aii＞ｑＡｖ≦０，Ａ－ＩＺｏ（１９）

を満たすＭ行列となる場合(例えば，ジェンキェヴィッチ・
モーガン，1984）が多く見られる．連成方程式(9)において

も，要素行列が式(12)で与えられる実対称行列{Ｋ,)〃は,要

素長【が

Ａ"ｌ＜灯（20）
を満たすときには，Ｍ行列となることが容易に判る．
係数行列がＭ行列であることは，不完全Choleski分解の
十分条件（村田，1985）であり，各種の前処理行列の選定

(vandcrVorst,1981）に際しても重要である．したがって，
以下では加速係数を用いた補正は行わないが，対角プｐツ

クに位置する実対称行列{ｋｌ}"をＭ行列にし，式(18)によ
り前処理行列Ｋを定め，Bi-CGSTAB法を適用する．

き，第１近似

ェ|=いＩ]-'６]，ただし,ＡＩ=Aし?）（22）

を求める．得られた解を用いて係数行列Aい})を再び算定
し，連立１次方程式より第２近似弓を求める．このような

繰り返し

工?=(Ａｆ－１)－１６１，ただし｡AY-I=A卜１－１（23）

により，町に対する非線形連立方程式(21)の解江,力鴨られ
ろ．次のステップｋ＝１(６２＝６１＋△6,)のときには，前段で

の解jrlを初期値露：字x,として係数行列Aに!)を算定し,上

述と同様の反復計算により解r2を求める．以下同様に，ス

テップＡ＝2,3,...,ｋ－１と計算を進めると,所要の解が得ら
れる．以下では，この方法を振幅増分法と呼ぶ．
前処理付きBi-CGSTAB法における収束は，図－３におけ
る残差ベクトルのノルム

死c篝爪可＜'0-8

（24.1）

により判定する．また，非線形連立方程式(21)における反

復時の収束判定は，各Fburier成分り､("＝1,2,…,Ⅳ)の自乗
平均残差
ＢＮＬ＝

磯’ 〃ﾒﾄﾞ1-"K`ｒ ＜Ｏ５ｘ１０－５

により評価する．

さらに,収束安定性の向上のために,(ﾉ＋1)次の反復計算
の後に，緩和係数几を用いて，次式による補正を行う．

刀ﾒﾄﾞ'=入りＡｒ'十(ｌ－ｊＭｊ，（ぬo）【西）

ただし,i＝1,2,...,Ｍである．緩和係数として，通常は，
几＝0.5となる値を採ると収束性が向上する．

4．数値実験

4.1振幅増分法

非線形連立方程式(9)の数値計算においては,右辺の外力

項{Ｑ川，すなわち入射波の周期と振幅を与え,複素解(刀肪

を求めなければならないが，そこには２種類の反復過程が
含まれている．すなわち，Bi-CGSTAB法により連立1次方
程式を解くための反復計算および非線形方程式を解くため
の繰り返し計算である．振幅が大きい場合には，後者の反

復計算は式(9)のままでは収束しない場合があるので,その
対策として，以下の方法を採用する．

構造解析における荷重増分法(Zienkiewicz＆Taylor,1991）

と同様に，入射波の振幅を増分化すると，式(,)は次の一般
式で表される．

Ａｋ＋l工k＋,＝bJt十ｍただし,Ａｋ＋,＝Ａ(Jrk＋I）（21.1）

添字ｋ(=0,1,2,…，Ｋ－１)はりの増分ADAに対応し，
６A＋，＝６A＋“か６０＝０（21.2）
である．ただし，Ｋは振幅の分割数である．

まず,Ａ＝Ｏ(6,＝ADO)のときには,線形問題に対する解９

xoを，所要の解工,に対する初期値妬?＝。として係数行列
Ａｕ)を算定し，Bi-CGSTAB法により連立1次方程式を解
『初期値をゼロとすると,式(9)の非線形項である非対角ブロックが消
失し，最初の反復で線形解が得られる．

（24.2）

図－４ステップ型リーフ

表－１数値実験条件
OfYShoIcwaterdePth：ｈＩ＝３７．５ｃｍ
Ｗａｔｅｒｄｅｐｔｈｏｎｔｈｅ”Ｃｆ：A2＝７５cm
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DimensionIessparamete『Ｓ
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図－６Gauss-Seidel法による反復回数
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図－５ステップ型リーフ上での波高分布の比較
４．２数値計範例と考察

数値計算は，図－４に示すような，ステップ型リーフ上で

の進行波の波高分布について行った．海底地形および波の

条件は表－１の通りである．リーフ上においては,無次元周
期:７．＝11.77,Ｕ［sellパラメター：Ｕ･＝36.88,長波性パラメ
ター：似2＝0.285であり，長波性は低いが,非線形性のかな
り強い波浪条件となっている．

入射波にはFOurier成分の基本周波数成分のみが存在する
し,≠0,Ｑ２＝α3＝…＝O）と仮定する．振幅増分法における
分割数は，Ｘ＝10,20,40の３種類である．離散化に際して
は，係数行列の対角ブロックに,)風がＭ行列となるように
要素長を決定した.用いた総節点数は366である．したがっ
て，FOmier成分の総数を」V＝3,5とすると，解くべき方程

式の係数行列は，それぞれl098xlO98,l830x1830の非対称
疎行列となる．なお，波浪推算は,実用面から判断すると，
できるだけ小型のコンピュータで行なえることが望ましい

ので，その検証を兼ねて，数値計算にはPowerMacintosh

850M50を利用した．

反復計算の収束絆性を論じる前に,まず,離散化モデルの

妥当性について述べる.図－５はステップ型リーフ上での波
高分布の数値計算結果および実験結果の比較を示す．ただ
し，縦・横軸は，それぞれ入射波の振幅を基単とする波高
増幅率およびリーフ先端からの距離を表す.図中の描点●，
△，□，○は実験結果で，それぞれ，第1,2,3次のFourier

成分波の波高分布，および成分波を合成して得られる全体
の波高分布を表す．これらに対する計算結果は，Fmrier成

分の総数をⅣ＝3,5として，点線および実線で示されてい

る.リーフ上で一定値を採っている破線は線形解であり,反

復計算の初期値として用いられる．

リーフ上での波高分布(○)は,非線形な波浪変形の結果，
線形波よりかなり大きく，成分波の位相関係により周期的
な脈動が生じている．数値計算結果においては，第1,2,3次

のFourier成分波の波高分布は，Ⅳ＝３，５に対してほぼ一致
する．しかし，第4,5次成分が全体の波高分布に影響を及ぼ
すため，成分波の総数Ⅳ＝５の場合の結果が,実験結果とよ
り良い一致を示している以上,離散化モデルはリーフ上で
の波高分布の脈動などの現象を良く再現しており，その妥
当性力彌認できる．以下では，成分波の総数Ⅳ＝３の場合の
結果を用いて，算法の収束性などの特性について述べる．
図－６は前報で採用したGauss-Seidel法による反復計算結
果を示す．縦軸は非線形連立方程式の収束に要する反復回

数'2NL'横軸は入射波の基本周波数成分の振幅αlを表す.た
だし，振幅分割数はＫ＝20である．振幅が約0.6ｃｍまでは，
10回程度の反復で解は収束している．しかし，振幅が大き
くなると反復回数は急激に増加し,振幅が0.95ｃｍを越える
と反復計算は発散する．

同様に，振幅増分法およびBi-CGSTAB法による結果は，

図－７に示す通りである．縦軸には，連立方程式の収束に要
する反復回数"NLおよび収束時のBi-CGSTAB法での反復回

数"CGが採られている．ただし,式(25)における補正時の緩

和係数として鮨0.5を採用した．

ステップハーoでの連立１次方程式の反復では，初期値と

して線形解を用いるため,反復回数PzNLは"CGより大きく，

この傾向は振幅が小さい範囲で見られる．振幅の増加とと
もに，すなわち波の非線形性が強くなると両反復回数は増

加し,やがて"CGが'１NLより大きくなる．一方'振幅分割数

が増大すると，非線形連立方程式の収束に要する反復回数
nNLはわずかに減少しているが，Bi-CGSTAB法における反
復回数"ccはほとんど変化していない．

振幅増分法においては,各振幅に対して,非線形連立方程
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図－８非線形連立方程式における反復過程の収束性およびBi-CGSTAB法での反復回数

式を反復計算により収束させる必要がある．そこで，振幅
がZzl＝0.55,1.1cmの場合の非線形連立方程式の反復回数jと

反復過程の収束性（誤差BNLの減少状況とその比ｑ+『/Ei）
および各段階のBi-CGSnAB法での反復回数"ＣＧとの関係を
示すと，図一８のようになる．ただし，誤差の比Ｂｉ+】崎は，

反復とともに誤差が減少する割合を表すので，反復過程の
`収束の速さ,を示す指標である．

(1)振幅α,＝0.55ｃｍの場合:反復時の誤差BNLは片対数紙
上で単調に減少し，その減少割合Ｂｉ＋,/Ｂｉは，中段に示され
ているように，ほぼ一定値（0.4-06）となっている．これ

らの結果は,非線形連立方程式(9)の反復過程は安定である
が，その収束の速さは，誤差がほぼ一定の割合で減少する
線形収束であることを意味する．

非線形連立方程式の収束に要する反復回数は，各分割数
に対してそれぞれ16,15,13回であり，分割数の増加の効果
は少ない．一方，若干の変動があるものの，Bi-CGSTAB法

における反復回数"ＣＧの分割数に対する依存性は小さく，

反復回数はほぼ１５回程度である．

(2)振幅α,＝1.1cmの場合:各反復段階での誤差BNLに,わ

ずかながら脈動が生じている.その結果，誤差の減少割合

ci+,/Biは，０．６－０９の間を周期的に変動し，しかも，その

極大値として０８－０９を採っている．このような誤差の拳

動は,反復過程の収束性の面から好ましくないが,共役勾配
法系における反復誤差の持つ’特性である（－松，’971)．
ここには丸めの誤差の影響が現れており，収束性を改良す
るために，得られた近似解を新しい初期値としてリスター
トする方法（vanderVOrst,1992）などが考えられている．
非線形連立方程式の反復計算の収束の速さは，総体的に
は,線形収束であると考えられる.その収束に要する反復回
数は，各分割数に対してそれぞれ27,25,24回であり，この
場合も援幅分割の効果は少ない.Bi-CGSmB法での反復回

数"CGはほぼ30回であり，分割数への依存性もまた低い．
図－８(1),(2)を比較すると,入射波の振幅が大きく非線形
性が強いときには,誤差の比ｑ+,ﾉＣｌの値が大きくなり，反

復計算の収束性が低下することが判る.また,いずれの鳩合
も，振幅分割数を多く探っても，総反復回数の減少効果は
それ程期待できないことを示している．

この例では，振幅増分法を用いないで,Bi-CGSTAB法に

よる式(9)の直接的な反復求解が可能であったので,その結

果を図－９(1)に示す．基本的な収束特性は図－８(2)と同じ

であるが，非線形連立方程式の反復数は34回であり，収束
は増分法の場合と比べて少し遅い．しかし，Bi-CGSTVkB法
における反復回数"c□は,連立方程式の反復回数i＞10にお
いては，図－８(2)に示された結果とほぼ同じである．
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図－９非線形連立方程式における直接反復過程の収束性およびBi-CGSmdLB法での反復回数
このことは,連立方程式の反復過程がある程度収束し,係
数行列があまり変化しなくなると,増分法の使用･不使用に
かかわらず,連立１次方程式を解くためのBi-CGSTAB法で
の反復回数もまた,大きく変化しないことを示唆している．
そこには,算法の持つ以下のような特性（Saadl989）力窺れ

ている．Bi-CG法系統の算法では,初期残差｢O＝６－AｪOを

用いたKIylov部分空間

』ｗ;'０)=s,麺{'０川側,｡…ｗ－',．}(2`）

より，残差ベクトル列{｢0,『小｢2,･･･,｢m-I｝を作り出し，近
似解を順次求める．したがって，係数行列Ａの変化が少な

いときには，連立1次方程式を解くための反復回数はほぼ

一定となる．

図－８(2)と図－９(1)における非線形連立方程式の反復回

数の差異は,数値計算の初期値に起因している．すなわち，
振幅増分法を用いた図－８(2)の反復計算は，直前の収束解
を初期値に用いるので,所要の解に近く，線形解から出発す
る直接反復法の図一，(1)の場合より速く収束している．

最後に,式(25)による補正の効果を例示する.綴和係数を
鮨1.0とし，補正を行わない場合の非線形連立方程式に対
する直接反復過程の結果は,図一，(2)に示す通りである．誤

差甑は片対数紙上で直線的に減少し,反復過程力蝶形収束
であることは図－８，９(1)と同じである．しかし，誤差の減

少割合身十,心は0.75付近を不規則に変動している．これに
対して,式(西)による補正を行った図一，(1)では誤差の減少
割合の変動は滑らかであり，補正により反復計算の収束安
定性が向上していることが判る．さらに,非線形連立方程式
の収束に要する反復回数は，補正を行うことにより44回か
ら34回に減少し，総演算遇の削減にも式(西)による補正の
効果が現れている．なお，Bi-CGSmB法における反復回数

"ＣＧには，補正による顕著な差異は現れていない．

この計算例のように，非線形連立方程式の直接反復計算
が収束する場合は最良であるが，収束しない場合には振幅
増分法を用いなければならない．その際に分割数をあまり
多くすることは賢明ではなく，できるだけ少ない分割数を
用いた方力鴇計算量は少なくて済むと考えられる．

総計算量をさらに減少させるためには，分割数の選択以
外に,非線形連立方程式およびBi-CGSmB法における反復
計算の収束を早めることが肝要である.前者に対しては,初
期値の選択が重要である．しかし,通常,その適切な選択は
困難であるので，反復解法それ自体に対する何らかの加速

法の可能性（－松，１９７１；Zienkiewicz＆TEylor,1911）を探

る必要がある.後者に対しては,本数値実験では用いなかっ
たが，前処理行列に部分的な補正を施すなどのGustafsson
(1977)流の反復加速法の開発が課題である．
5．結蕗

非線形波浪の変形に対する数理モデルを離散近似すると，

ブロック化された，疎で非対称な複素係数行列を持つ非線

形連立方程式が得られる．この離散近似式と反復解法につ
いて検討した結果は，次のように要約される．
(1)モデル方程式の離散近似式においては，式(5)のよう
に,境界項に非線形項の影響が現れない弱形式にすると,そ
の反復計算過程は安定となる．
(2)双共役勾配法の拡張である前処理付きBi-CGSTAB法

は，波動問題における非対称疎行列系の反復算法として有

用である．

(3)非線形連立方程式の反復過程の収束の速さは，線形収

束である．

(4)反復計算の収束のためには，係数行列の対角ブロック
をＭ行列にした後に，係数行列の前処理を行うことが重要

である．

(5)効率的な反復計算のためには,Bi-CGSTyAB法における
行列の前処理法の改良とともに，非線形連立方程式に対す
る収束加速法の開発が望まれる．
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