
このスライドについて

第42回情報理論とその応用シンポジウムにおけるワークショップ
https://www.ieice.org/ess/sita/SITA2019/event.html#workshop
での講演

Guessing ～基礎と広がり～

で1人目の講演者の齋藤が使った発表スライドを一部修正をしたものです。

いらすとやさんのイラストを使わせていただきました。
https://www.irasutoya.com/



齋藤翔太 葛岡成晃

SITAワークショップ

Guessing 
～基礎と広がり～

早稲田大学 応用数理学科
和歌山大学 システム工学科

2019年11月27日



こんなことってありませんか??

久々にログインしようと思ったら、
パスワードを忘れてしまった。

仕方がないから、それらしい
パスワードを順に試しましょうか。

さて、いつになったら
ログインできるのやら・・・

このような問題を扱うのがGuessing



本日の内容

Guessing 

～ 基礎 と 広がり ～

齋藤

葛岡先生

Guessingに関するシャノン理論的な
研究成果を中心に、その基本から
最新の結果までを解説。

Guessingに関する様々な
関連トピックを解説。



アウトライン

 問題設定

 [Arikan, 1996]の結果と証明の概要

PART 1: 最も基本的なGuessing

PART 2: Guessingの様々なバリエーション
 Guessing with Side Information

 Guessing Subject to Distortion

 Noisy Guessing

 Guessing under Source Uncertainty



Guessingの問題設定
：有限集合
： に値をとる確率変数

定義：Guessing function

の各要素に、それを質問する順番を対応させる1対1写像

を、guessing functionと呼ぶ。 は集合の要素数を表す

離散確率変数 の実現値を、
「 は ですか？」

という質問を繰り返すことで当てることを考える。



Guessingの問題設定
Guessing functionの例

とする。このとき、guessing function
を、

と定めると、これは

まず、 「 は ですか？」と質問し、
次に、 「 は ですか？」と質問し、
次に、 「 は ですか？」と質問し、
最後に 「 は ですか？」と質問する

ことに対応。



Guessingの問題設定

Bob
Alice

前ページの例の続き
は

「 は ですか？」

Yes!

1回の質問で推測成功

Guessing functionを定めることは、Bobの推測戦略
(guessing strategy)を定めることに相当。



Guessingの問題設定

Bob
Alice

前ページの例の続き
は

「 は ですか？」

No
「 は ですか？」

No「 は ですか？」

Yes!
3回の質問で推測成功

Guessing functionを定めることは、Bobの推測戦略
(guessing strategy)を定めることに相当。



Guessingの問題設定
前ページの例の続き

は

は、 であったときに、
当たるまでに要する質問回数。

Guessing functionを定めることは、Bobの推測戦略
(guessing strategy)を定めることに相当。



Guessingの問題設定
あるguessing function に対して、
その評価基準として

を考える。ただし、
： が従う 上の確率分布



のときに
当たるまでに
要する質問回数

が小さくなるような
guessing function        が望ましい。



アウトライン

 問題設定

 [Arikan, 1996]の結果と証明の概要

PART 1: 最も基本的なGuessing

PART 2: Guessingの様々なバリエーション
 Guessing with Side Information

 Guessing Subject to Distortion

 Noisy Guessing

 Guessing under Source Uncertainty



Achievability

命題1 [Arikan, 1996]

を任意にとる。あるguessing function が
存在して

が成り立つ。ただし、 に対して

Renyiエントロピー



命題1の証明（1/3）
guessing function を、次式を
満たすものと定める：

が 番目に大きい

このとき、任意の に対して

となる
に関する和

となる
に関する和



命題1の証明（2/3）
前ページの最後の式の再掲： 任意の に対して

∴

∴



命題1の証明（3/3）
前ページの最後の式の再掲：

∴

復習：Renyiエントロピー



Converse

命題2 [Arikan, 1996]

を任意にとる。任意のguessing function に
対して

が成り立つ。



命題2の証明（1/4）
上の任意の確率分布を とする。このとき、任意の

guessing function                                   に対して、

Jensenの不等式

相対エントロピー



命題2の証明（2/4）
前ページの最後の式の再掲：

Jensenの不等式



命題2の証明（3/4）

」
ここまで
前ページ



命題2の証明（4/4）
ここまでの議論のまとめ
上の任意の確率分布を とする。このとき、任意の

guessing function      に対して次式が成立：

この部分を最大にするような を求めると、

となるので、これを代入して式を整理すれば
結論が得られる。



ここまでの結果のまとめ

命題1: Achievability [Arikan, 1996]

あるguessing function が存在して

Renyiエントロピー

が 番目に大きい

具体的には…



ここまでの結果のまとめ

命題2: Converse [Arikan, 1996]

任意のguessing function に対して

命題1: Achievability [Arikan, 1996]

あるguessing function が存在して

Renyiエントロピー



定常無記憶情報源に対する結果

定理1 [Arikan, 1996]
を任意にとる。 のとき

Guessing function
について、命題1,2より、次の結果が成り立つ。



アウトライン

 問題設定

 [Arikan, 1996]の結果と証明の概要

PART 1: 最も基本的なGuessing

PART 2: Guessingの様々なバリエーション
 Guessing with Side Information

 Guessing Subject to Distortion

 Noisy Guessing

 Guessing under Source Uncertainty



Guessing with Side Information

Bob Alice

補助情報

Bobは、補助情報 を
受け取ったもとで、 の
実現値 を推測

有限集合 上に値を取る確率変数

有限集合 上に値を取る確率変数



補助情報のもとでのguessing function

定義：Guessing function（補助情報あり）

を補助情報 のもとでのguessing functionと呼ぶ。

を任意に固定する。このとき、 の各要素に、
それを質問する順番を対応させる1対1写像

評価基準



Guessingモーメントの評価

命題4: Converse [Arikan, 1996]

任意の補助情報のもとでのguessing function に対して

命題3: Achievability [Arikan, 1996]

補助情報のもとでのguessing function が存在して

Arimoto-Renyi条件付きエントロピー



アウトライン

 問題設定

 [Arikan, 1996]の結果と証明の概要

PART 1: 最も基本的なGuessing

PART 2: Guessingの様々なバリエーション
 Guessing with Side Information

 Guessing Subject to Distortion

 Noisy Guessing

 Guessing under Source Uncertainty



先ほどまでのGuessingの復習

Bob

Alice…

「 は ですか？」

No

「 は ですか？」

No
…

「 は ですか？」

Yes!

…



Guessing Subject to Distortion

Bob

Alice…

「 ですか？」

No

「 ですか？」

No
…

「 ですか？」

Yes!

歪み測度

…



Guessing function
定義： D-許容的guessing戦略

に対して、 が
-許容的guessing戦略(    -admissible guessing strategy)

であるとは

を満たすことをいう。

定義：Guessing function（歪みを許容した場合）
-許容的guessing戦略 に対して、guessing function

を次のように定める：

各 を、 であるような最初の
のインデックス に写す写像を とする。



Achievability

命題5: Achievability [Saito & Matsushima, 2019]

を任意にとる。 -許容的guessing戦略 が

が成り立つ。ただし、 に対して

存在して

Renyi
エントロピー

によって定まるguessing function



命題5の証明のポイント

定義：Distortion ball

を満たす を用いて、guessing戦略 を

と定め、これを用いて証明を行うことがポイント。



Achievabilityの特殊なケース
命題5: Achievability [Saito & Matsushima, 2019]

命題1: Achievability [Arikan, 1996]

という場合を考えると、冒頭にお話ししたArikanの結果に帰着。



Converse

命題6: Converse [Saito & Matsushima, 2019]

を任意にとる。任意の -許容的guessing
戦略 に対して、

ただし、 は、guessing戦略 によって定まるguessing
functionである。



定常無記憶情報源に対する結果

定理2 [Arikan & Merhav, 1998]
を任意にとる。

のとき

ただし、 は次のように定義されるレート歪み関数：

上のすべての
分布 に関する
sup



歪みの有り無しの結果の比較
定理2 [Arikan & Merhav, 1998]（歪み有り）

定理1 [Arikan, 1996]（歪み無し）



アウトライン

 問題設定

 [Arikan, 1996]の結果と証明の概要

PART 1: 最も基本的なGuessing

PART 2: Guessingの様々なバリエーション
 Guessing with Side Information

 Guessing Subject to Distortion

 Noisy Guessing

 Guessing under Source Uncertainty



Noisy Guessing

Bob Alice

… …
DMC

DMC

Bobのguessの系列
… …

Bobのguessの系列が、
離散無記憶通信路(DMC)を
通ってAliceに提示される。

の実現値
を持っている。



Guessingモーメントの評価
定理3 [Merhav, 2019]

が与えられたとする。このとき、
は、guessが

当たるまでに要する
質問回数

ただし

上のすべての
分布 に
関するinf

を満たす全ての条件付き分布 に関するinf



ノイズの有り無しの結果の比較
定理3 [Merhav, 2019]（ノイズ有り）

定理1 [Arikan, 1996]（ノイズ無し）



アウトライン

 問題設定

 [Arikan, 1996]の結果と証明の概要

PART 1: 最も基本的なGuessing

PART 2: Guessingの様々なバリエーション
 Guessing with Side Information

 Guessing Subject to Distortion

 Noisy Guessing

 Guessing under Source Uncertainty



命題1の復習

Bob Alice

「 は ですか？」

「Yes」 or 「No」

命題1: Achievability [Arikan, 1996]

あるguessing function が存在して

が 番目に大きい



Guessing under Source Uncertainty

Bob

「 は ですか？」

Alice

もし の従う確率分布 が分かっていれば、

が大きい から順に質問すればよい。

命題1から分かること

では、 の従う確率分布 が分からないときは？

「Yes」 or 「No」



問題設定

定義：Redundancy

任意のguessing function      に対して、redundancyを
次式で定める。

定義：Min-Max Redundancy

が 番目に大きい

、 とする。 を、

を満たすguessing functionとする。



Min-max redundancyの評価
定理4 [Sundaresan, 2007]

ただし、 であり、

Renyiダイバージェンス



まとめ

① Guessingの問題設定と、[Arikan, 1996]による結果・
証明の概要を述べた。
質問回数の 次モーメントが、次数 の
Renyiエントロピーで特徴付けられることを解説。

② Guessingのバリエーションについて紹介した。

• Guessing with Side Information
• Guessing Subject to Distortion
• Noisy Guessing
• Guessing under Source Uncertainty

Guessingが情報源符号化や通信路符号化とどのような関係が
あるのか？どのような関連する話題があるのか？

葛岡先生による「広がり」編へ続く！
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