
行列計算

数値計算 西谷　滋人

1 概略
数値計算の中心課題の一つである，行列に関する演算について見ていく．多次

元，大寸法の行列に対する効率のよい計算法が多数開発されており，多くの既存の
ライブラリが用意されている．本章ではそれらの中心をなす，逆行列と固有値に
関して基礎概念を説明し，具体的な計算方法を示す．現実的な問題には既存のラ
イブラリを使うのが上策であるが，それでも基礎となる原理の理解や，ちょっとし
た計算，ライブラリの結果の検証に使えるルーチンを示す．
逆行列は連立一次方程式を解くことと等価である．ルーチン的なやり方にガウ

スの消去法がある．これは上三角行列になれば代入を適宜おこなうことで解が容
易に求まることを利用する．このような連立方程式を解いていく際に逆行列を求
める直接法に対して，初期値から始めて次々に解に近づけていく反復法がある．
これを Jacobi(ヤコビ)法という．この Jacobi法の収束性を高めた手法にGauss-

Seidel(ガウス-ザイデル)法がある．
上記の手法をより高速にした修正コレスキー分解と共役傾斜 (共役勾配)法があ

るが，少し複雑になるので割愛する．必要ならばテキストを読め．(数式中に誤植
があるかもしれないので注意)

固有値問題は単純であるが，その意味は深く，物理現象を始めとする広い分野
で必要となる．ここで詳述する Jacobi法はある非対角要素を 0とする Jacobi回
転を次々とすすめていくことで，全ての非対角要素を 0に近づけていく反復法で
ある．決して高速ではないが，確実で，しかもアルゴリズムが簡単であり，失敗
がない．あまり大きくない行列で，計算経費が特に問題でないときには現実的な
選択肢である．

2 ガウス消去法による連立一次方程式の解
逆行列は連立一次方程式を解くことと等価である．すなわち，Aを行列，xを未

知数ベクトル，bを数値ベクトルとすると，

Ax = b (1)
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A−1Ax = A−1b

x = A−1b

である．通常は，逆行列自身を求めるよりも，連立一次方程式の解 xを求めるこ
とに意味がある．未知数の少ない連立一次方程式では，うまく組み合わせて未知
数を消していけばいいが，未知数が多くなってしまうと破綻する．未知数の多い
多元連立一次方程式で，ルーチン的に解を求めていく方法がガウス消去法で，前
進消去と後退代入という二つの操作からなる．
後退代入による解の求め方を先ず見よう．たとえば，

4x + 3y + 2z + u = 9 (2)

2y − 4z + 3u = 8

4z − u = 2

3u = 6

では，下から順番に u→ z→ y→ xと適宜代入することによって，簡単に解を求
めることが出来る．上三角行列にする操作を前進消去という．上三角行列 (lower

triangular matrix)と下三角行列 (upper triangular matrix)に分解する操作を LU

分解という．
実際の操作をMapleで見てみよう．”Matrix inverse”の”LU decomposition”に示

したように，行列の対角成分から求まる変換行列をつぎつぎと作用させることに
よってもとの行列Aが変化していく (#3˜#8)．Mapleでは行列を三角行列に分解
するために，LUDecompositionコマンドが用意されている (#9)．結果は一致して
いる．変換行列の積 (#10)が下三角行列 (L)の逆行列 (#11)に等しいことが確認
できる．すべての変換行列を一度に数値ベクトル bに作用させると，ガウス消去
法に対応した行列 (#13)になる．Mapleの LUDecompositionコマンドで’R’を指
定すると対角化した行列，あるいは連立方程式の解 (#14)の出力も可能である．

3 ピボット操作
ガウス消去法で困ることに，もしある行を対角要素で割ろうとするときに，そ

の対角要素が 0になる場合がある．しかし，この場合にも，方程式の順序 (行列の
行と右辺の値)を入れ替えれば解決する．ちなみにこの割るほうの要素をピボット
要素あるいはピボット(pivot,バスケの軸足を動かさずにくるくる回るやつ)と呼
ぶ．この行の入れ替えの様子を”Partial Pivoting”に示した．#3で 1列目の消去を
したところ，同時に T[1].AA[1]の 2行 2列目の要素が 0になってしまった．これ
に#4で示したP[1]行列を左から作用すると，2行目と 3行目が入れ替わる．この
操作は変数の並びは変わらず単に方程式の順番を変更しただけである．
さらに対角要素の数値が厳密に 0でなくとも極端に 0に近づいた場合でも，そ
の数で割った数値が大きくなり他の数との差を取ると以前に示した情報落ちの可
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能性が出てくる．この現象を防ぐためには，絶対値最大のピボットを選んで行の
入れ替えを毎回おこなうといい結果が得られることが知られている．
上三角行列にした後も，対角の規格化，ならびに上三角の非対角成分を後ろ側

から消去していく操作 (後退代入)を引き続き作用させることで行列Aが対角化さ
れる (#7˜#10)．この操作を憶えておくことで，逆行列が求まり (#11の Z)，方程
式の根が求まる (#12)．Mapleの LUDecompositionコマンドをこの行列に適用す
ると，置換行列 (permutation matrix)Pは単位行列ではなくなる．P.A=L.Uで
あることに注意．

リスト 1: Gaussの消去法と後退代入

/* Gaussian elimination
Note that the pivoting is not implimented.
*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define M 10
void PrintMatrix(double a[M][M], double b[M], int n);

int main(void){
double a[M][M],b[M],x[M];
double pvt=0.00005,am;
int n,i,j,k;

scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++){

for(j=1;j<=n;j++) scanf("%lf",&a[i][j]);
}
for(i=1;i<=n;i++) scanf("%lf",&b[i]);
PrintMatrix(a,b,n);

//Gaussian elimination
for(i=1;i<=n-1;i++){

if(fabs(a[i][i]<pvt)){
printf("Pivot %3d is too small.\n",i);
return 1;

}
for(j=i+1;j<=n;j++){

am=a[j][i]/a[i][i];
for(k=1;k<=n;k++) a[j][k]-=am*a[i][k];
b[j]-=am*b[i];

}
PrintMatrix(a,b,n);
}
//Backward substitution
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for(j=n;j>=1;j--){
x[j]=b[j];
for(k=j+1;k<=n;k++){

x[j]-=a[j][k]*x[k];
}
x[j]/=a[j][j];

}
PrintMatrix(a,x,n);
return 0;

}

void PrintMatrix(double a[M][M], double b[M], int n){
int i,j;
printf("\n");
for(i=1;i<=n;i++){

for(j=1;j<=n;j++) printf("%6.2f",a[i][j]);
printf("%10.2f\n",b[i]);

}
}

4 反復法による連立方程式の解
以下のような連立方程式を形式的に解くと

4x + 3y + 2z + u = 20 (3)

2x + 5y − 3z − 2u = −2

x− 4y + 8z − u = −1

−3x + 2y − 4z + 5u = 5

(4)

x = (20− ( 3y + 2z + u))/4 (5)

y = (−2− (2x − 3z − 2u))/2

z = (−1− (x− 4y − u))/8

u = (5− (−3x + 2y − 4z ))/5

となる．適当に初期値 (x0,y0,z0,u0)をとり，下側の方程式に代入すると，得られた出
力 (x1,y1,z1,u1)はより正解に近い値となる．これを繰り返すことによって正解が得
られる．Maple scriptの”Jacobi method for solving simultaneous linear equations”

の#2にその様子を示した．
Gauss-Seidel法は Jacobi法の高速版である．n番目の解の組が得られた後に一

度に次の解の組に入れ替えるのではなく，得られた解から順番に改良した解とし
て使っていく．これにより，収束がより早まる (#3)．
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以下にはヤコビ法のコードを示した．xx[i]に関連するあたりを改良することで，
Gauss-Seidel法となり，コードはより単純になる．

リスト 2: ヤコビ法

// Jacobi method for matrix inverse

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define M 10
void PrintMatrix(double a[M][M], double b[M], int n);

int main(void){
double a[M][M],b[M],x0[M],x1[M];
double eps,err;
int i,j,iter,iterMax,n;

printf("Jacobi method.\n");
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++){

for(j=1;j<=n;j++) scanf("%lf",&a[i][j]);
}
for(i=1;i<=n;i++) scanf("%lf",&b[i]);
PrintMatrix(a,b,n);

eps=0.005;
iterMax=100;
for(i=1;i<=n;i++) x0[i]=0.;
for(iter=1;iter<=iterMax;iter++){

err=0.;
for(i=1;i<=n;i++){

x1[i]=b[i];
for(j=1;j<=n;j++){
x1[i]-=a[i][j]*x0[j];

}
x1[i]=(x1[i]+a[i][i]*x0[i])/a[i][i];
err=err+fabs(x1[i]-x0[i]);

}
printf("%3d:",iter);
for(i=1;i<=n;i++){

x0[i]=x1[i];
printf("%6.2f",x0[i]);

}
printf("\n");
if(err<=eps) goto Converged;

}
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printf("Not converged after %4d iterations.\n",iter);
return 1;

Converged:
return 0;

}

void PrintMatrix(double a[M][M], double b[M], int n){
int i,j;
for(i=1;i<=n;i++){
for(j=1;j<=n;j++) printf("%6.2f",a[i][j]);
printf("%10.2f\n",b[i]);

}
}

5 固有値の幾何学的意味
Aを対称正方行列，xをベクトルとしたときに，
A*x = lambda*x

の解，lambdaを固有値，xを固有ベクトルという．xがゼロベクトルではない
意味のある解は特性方程式 det(A-lambda E)=0のときにのみ得られる．2次元の
場合の幾何学的意味を”Geometrical meaning of Eigenvalue”に示した．
ある点 x0に対称正方行列 Aを作用すると，x1に移動する．これを原点を中心
とする円上の点に次々に作用させ (#3)，移動前後の点を結ぶと#6に示したよう
な図形が描かれる．始点をうまく選べば，原点から引いた同一直線上にのりそう
である．これが変換の主軸 (principal axis)と呼ばれるもので直交する．このベク
トルを求めることが固有値ベクトルを求めることに対応する．n次元の固有値方程
式は (n+1)個の未知数を持つ n次方程式であるので，解を指定するためにはさら
に規格化条件が必要となる．

6 固有値
Mapleでまず求めてみよう．”Eigenvalue and Eigenvector”に示した通り，Eigen-

vectorsコマンドで行列Aを入力すると，固有値問題
A x = lambda x

を解いて，固有値 lambdaのベクトルEと対応する固有ベクトル xを列に持つ行
列Vを返す．A.Vを取れば，A.x=lambda.xが成立していることが確認できる．
固有値を求める手法は，ここで紹介するヤコビ法以外にもいくつも開発されて
いる．固有値および固有ベクトルを求める最適の方策は，行列を単純な形に変形
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してから，反復法で解を追い込んでいくやり方である．単純な形の典型は三重対
角化行列で，ハウスホルダー (Householder)変換はこの基本となる．

Jacobi法は行列全体に反復的に作用することによって非対角要素を０にしてい
く．変換にともなう行列要素の変換の様子を”Jacobi method for Eigenvalues”に示
した．テキストには誤植があるので注意．以下にはヤコビ法を用いた固有値と固
有ベクトルを求めるコードを示した．結果は，固有値とそれに対応する規格化さ
れた固有ベクトルが縦ベクトルで表示される．

リスト 3: ヤコビ法

// Jacobi method for Eigen vectors.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define M 10
void PrintMatrix(double a[M][M], int n);

int main(void){
double a[M][M],v[M][M];
double eps=0.0001,div,r,t,s,c,apj,aqj,aip,aiq,vip,viq;
int i,j,n,iter,count,iterMax=100,p,q;

scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++){

for(j=1;j<=n;j++) scanf("%lf",&a[i][j]);
}
PrintMatrix(a,n);
for(i=1;i<=n;i++){

for(j=1;j<=n;j++) v[i][j]=0.;
v[i][i]=1.;

}

for(iter=1;iter<=iterMax;iter++){
count=0;
for(p=1;p<=n-1;p++){

for(q=p+1;q<=n;q++){
if(fabs(a[p][q])<eps) continue;
count++;
div=a[p][p]-a[q][q];
if (div != 0.0){

r=2.0*a[p][q]/div;
t=0.5*atan(r);

} else {
t=0.78539818;

}
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s=sin(t);
c=cos(t);
for(j=1;j<=n;j++){

apj=a[p][j];
aqj=a[q][j];
a[p][j]=apj*c+aqj*s;
a[q][j]=-apj*s+aqj*c;

}
for(i=1;i<=n;i++){

aip=a[i][p];
aiq=a[i][q];
a[i][p]=aip*c+aiq*s;
a[i][q]=-aip*s+aiq*c;
vip=v[i][p];
viq=v[i][q];
v[i][p]=vip*c+viq*s;
v[i][q]=-vip*s+viq*c;

}
printf("p,q=%3d,%3d\n",p,q);
PrintMatrix(a,n);

}
}
if (count==0) break;

}
printf("Eigen values:\n");
for(i=1;i<=n;i++) printf("%6.2f",a[i][i]);
printf("\nEigen vectors:\n");
PrintMatrix(v,n);

return 0;
}

void PrintMatrix(double a[M][M], int n){
int i,j;
for(i=1;i<=n;i++){

for(j=1;j<=n;j++) printf("%6.2f",a[i][j]);
printf("\n");

}
printf("\n");

}
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[BobsNewPBG4:~/NumRecipe/chap8] bob% cat input.txt

4

5 4 1 1

4 5 1 1

1 1 4 2

1 1 2 4

BobsNewPBG4:~/NumRecipe/chap8] bob% Jacobi2<input.txt

5.00 4.00 1.00 1.00

4.00 5.00 1.00 1.00

1.00 1.00 4.00 2.00

1.00 1.00 2.00 4.00

p,q= 1, 2

9.00 -0.00 1.41 1.41

-0.00 1.00 -0.00 -0.00

1.41 -0.00 4.00 2.00

1.41 -0.00 2.00 4.00

p,q= 1, 3

9.37 -0.00 -0.00 1.88

-0.00 1.00 0.00 -0.00

-0.00 0.00 3.63 1.57

1.88 -0.00 1.57 4.00

p,q= 1, 4

9.96 -0.00 0.47 -0.00

-0.00 1.00 0.00 0.00

0.47 0.00 3.63 1.50

0.00 0.00 1.50 3.41

...<中略>...

Eigen values:

10.00 1.00 5.00 2.00

Eigen vectors:

0.63 -0.71 -0.32 0.00

0.63 0.71 -0.32 0.00

0.32 0.00 0.63 -0.71

0.32 0.00 0.63 0.71

図 1: ヤコビ法の計算結果
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7 Fortranの文法
7.1 配列

FortranでもC言語と同様に添字 (index)付き配列が使える．C言語との決定的
な違いは，C言語の配列では添字が 0から始まるのに対して，fortranでは 1から
始まることである．数値計算で重要なベクトルや行列で，この 0オフセットか 1オ
フセットかということや，配列の大きさを可変にするテクニックは重要な問題で
あり，既存の数値計算ライブラリを使うときには必ず気をつけなければならない．
数値計算の本質的な問題からは少し外れるので，授業ではコードの初めに配列の
大きさを規定し，1オフセットの配列を使う．これが Fortranではデフォルトであ
る．詳しい議論がNumerical recipeのC版の第 1章にある．

リスト 4: 配列の宣言

型名または dimension 配列名 (行寸法，列寸法), 配列名 (寸法)
real*8 a(100), b(100,100)
dimension c(100,10)

c添字の範囲を指定することも出来る
型名 配列名 (添字の下限:添字の上限)
integer k(-5:7)
real a(0:20,0:30)

配列を使用する場合には，最初に配列名と次元と寸法を宣言しておく必要がある．

リスト 5: 配列の入出力

real a(10),b(11)
read(5,*) (a(i),i=3,7)

c a(3)-a(7)までを読み込めという指示
write(6,*) b

c 配列 bの全要素を出力せよという指示 (1-11の順)

もちろん配列要素単位で入出力することも出来る．

• 配列には名前を付けることができ，これを配列名という．配列名の付け方の
規則は変数名の付け方に準ずる．すなわち，先頭は英字の英数字 6文字以内．
型宣言を省略した場合，ijklmnで始まるものは整数型配列，a-h,o-zで始まる
ものは実数型配列となる．

• 配列内の個々のデータ (配列要素)は配列名に添字をつけて表す．

• 演算などの操作は，すべて配列要素単位でおこなう．配列全体をまとめて演
算することはできない．
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