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ボーアが強調しているように、量子力学といえどもその記述自体は古

典的でなければならない。 くわしく言うと、量子力学的測定において初期状

態の準備に必要な実験のセットアップを指示する古典情報 χ と、測定結果と

しての古典情報 yの確率的相関が問題になる。その入力情報 χ と出力情報

yの相関の最大値が量子情報理論が予言され、それはあたえられた量子系に

依存する。

この章では、その準備として古典情報理論を復習する。

1 シャノン情報量

この節で述べることは情報科学科の標準的な授業で行われているものを簡

単にまとめたものである。

ある確率 p(0≦ ρ≦1)で、イベントυが起きるとしよう。そのイベン

トにより得られる情報量を定量化しよう。まず、そのイベントに実際に出く

わした時の"びつくり度"を S(p)と しよう。宝くじに当たるようなめったに起

きないことの場合には"びつくり度"は大きいだろう。言い換えると、びつく

り度はPの減少関数だろう。 ここでS(p)に 対して次の「加法性」の要請を

しよう。確率 pで当選する宝くじと確率 9で当選する宝 くじの両方当たつた

ときの"びつくり度"は和、S(P)+S(9)に なるとするのである。一方、その両

方当たる確率はそれぞれの確率の積ρ9に なるから、関数方程式

S(p)+S(9)=S(p9)

が成 り立つ。解は定数倍を除いて

S(p)=-10gp

である。

これを一般化しよう。づ番目のイベントが起こる確率を0≦ 2≦ 1,(づ =
1,2,.… Ⅳ)と しよう。ただし、その総和は規格化されている。Σ縫12=1.
以後、{pl,p2,…・pⅣ },(Σ縫12=1)を確率分布を呼ぶことにしよう。{ρを}

と略記することもある。前述したように、加法性からじ番目のイベントが起

きたときのびっくり度は -log2であるから、"平均的びつくり度"は

Ⅳ

S(pl,p2,・ …pⅣ )=― )E210g2
,=1

である。これをシャノン情報量と呼ぶ。

シャノン情報量の加法性を確認しよう。

S ({pu},{qr}) : - D', prqi loe(prqi)

: - Du,j p;qi log(p) - D4i prqi log(qi)

(2)

(3)
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図 1:コ イン投げとシヤノン情報量

=―Σづ210g(2)一 Σ′%10g(%)

=S((2})+S({gt})

例題 : コイン投げ

コインを投げて、確率ρで表 (0)確率 1-pで裏 (1)と しよう。この

場合のシャノン情報量S(2)は

S(2)=―p10g2p_(1-2)10g2(1~2):=fr(2)      (4)

となる。対数の底を 2に取つたのは後の便利のためである。特に、p=1/2
でシャノン情報量は最大値 1を取る。P=0あ るいはp=1で シャノン情報

量は最小値 0になるが、分かりきつた結果には「何の驚きもない」ことと符

丁する。別の言い方をしよう。測定前の不確定さが大きければ、測定後に得

られる情報量も大きいという常識を定量化したものがシヤノン情報量である。

確率現象におけ事前の不確定さを定量化したもので、事後の情報量と解釈し

てもよい。

[演習問題 13(Janes)]

エネルギー 6こ の状態が確率2で実現するとしよう。シャノン情報量 S(pt)=

―Σ縫1 2 1og2を エネルギーの平均値 E=Σ 縫126α を固定して最大にする

確率分布がボルツマン分布
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であることを示せ。熱力学と比較すると、β=
つく。

(解答)

ラグランジュ未定係数αとβを導入して、全確率が 1であることと全エネ

ルギーを固定する拘束条件:Σ胆10=1、 Σ胆12.6」 =Eを保証しよう。独

か と熱浴の温度と対応が



立変数を2、 α、βとして、最大化すべき量は

Ⅳ        Ⅳ          N

E〓 ―Σ210g2+α (Σ 2-1)+αE― Σ20
を=1          を=1

である。2について、微分すれば

維
=-10gpを -14α ―βC,==0.

したがって、

2=

拘束条件Σ胆12=1から、

7<I)=続・

(6)

(7)

(8)宇,Z=el― a

N

Z〒 Σ〕C β
C`

を==1

(9)

を得る。

この節では、シャノン情報量の直観的な導入を行うたが、次節ではシャノ

ンの原論文 口]に近い形の導入を行う。

1。 1 データ圧縮 とシヤノン情報量

もともと、シャノンはベル電話会社に勤めていて、効率的な通信につぃ

て研究していた。通信文を2進法で送信したとしよう。たとえば、Ⅳ ビット

の文字列、010010110100.… などを考えよう。Ⅳ個の文字のうち、0が れ個

あるとしよう。そのとき、場合の数は

(10)

となり、Ⅳ,mが大きい時、スターリングの公式 log(π!)π η10gπ ―ηを用

いて

″「N2N・r(pl.
(11)

となる。
ここにp=れ/Ⅳ は0が出る確率で、1ビットに対するシヤノン情報量∬(p)

は

″lp)=―p10g2p_(1_p110g2(1~pl

と与えられる。

(12)
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公式 (11)は 、通信文の長さを、Ⅳ ビットからⅣ″(p)(≦ Ⅳ)ビ ツトに縮め

ることができることを意味する。したがつて、″(p)は 「圧縮不可能度」を奉

す (値が小さい程圧縮度が大きい)。 P=0か P=1の ときには、″(2)=0
なので、1ビ ットの情報、すなわち0あ るいは1に縮められる。p=1/2の

時には、″(p)=1な ので、全く縮められない。これをくだいて言えば、どの

文字も同じ確率で現れる場合には、「ひんぱんに出てくる文字は短いビット列

で、めったにあらわれない文字は長いビット列であらわして、確率的に全体

のビット列を短くする」というシャノンの戦略が成り立たない。

これを別の観点から見よう。場合の数が多い程多くの情報を送ることが

できる。場合に数とは状態の不確定さでもあるので、送りうる情報量の潜在

的な多さと不確定さは裏表の関係にある。

それでは、具体的にどうやって圧縮するのだろうか? 原論文にある符号化

の例を紹介しよう。文字A,B,C,Dか ら成り立つ通信文があり、それぞれ 1/2、

1/4、 1/8、 1/8の確率で出現するとしよう1。

Aのように頻繁に出てくる文字は少ないビット数で、C,Dの ようにめった

に出てこない文字は多くのビットを使うと、全体としてビット数を節約でき

るだろう。

例を挙げよう。

ス =101

B=110〕

σ =[1101

D=[111]

これは、とてもうまくできていて、区切りのブランクを入れなくても一意

的に復号ができる。例えば、

[0100101110011010010]→ [0,10,0,10,111,0,0,110,10,0,10〕 →
[スBスBDススθBスB].

(13)

先頭にあらわれる 1の数が、スは 0コ 、Bは 1コ 、θは 2コ 、pは 3コ に

なっているので、それで符号の先頭が分かるようになつている。

この符号化による平均のビット数を計算 しよう。

1/2・ 1+1/4・ 2+1/8・ 3+1/8・ 3=7/4=1.75 (14)

となり、たしかに出現頻度を無視した2ビットの符号でス=00,B=01,θ =

1こ こでは、大前提として文字A,B,C,Dた ちが、各文字の出現が互いに独立で、それぞれの文字

の出現確率が全く同じ分布はを持つサンプルが無限個あると仮定する (identically independent,y

distributed,ioi.d.)実 際の文章ではたとえば Eと Dが続いて出る傾向があるなど、それに反し

ている場合もあるが、シヤノン圧縮は結構実用的である。以下では、この断りを省く



10,D=11と するよりも効率がよい。

S =-1/2・ log2(1/2)-1/4・ log2(1/4)T1/8・ log2(1/8)-1/8・ log2(1/8)

=7/4=1.75(≦ 2)

と書き直してみると前述の量はシャノン情報量であることが見える。

一般のシャノン圧縮 ュ]は以下の通りであるが、その証明は原論文を読ん

で欲しい。

文字 αl,α 2・ …αれを頻度の順番に並べ、それらの出現確率をPl>p2>
,p.… >%と して、文字αl,α2・ …αれの符号化のアルゴリズムを述べよう。

1.

|-1

%=Σ2
ん=1

を計算する。

2.ビ ックリ度

Sを =[-10g2ptl

を計算する。 (こ こに
[・]は整数部分をあらわすガウス記号である)

3.9Jを 2進法の少数で表して、小数点以下、上からsを 番目までで打ち切る。

例を表にしておこう。

文字 PC % %2進数 符号

α l 1/2 0 1 0 回

α2 1/4 1/2 2 0.1 μq

α 3 1/8 3/4 3 0.11 胆lq

α4 1/16 7/8 4 0.111 11110]

a75 1/32 15/16 5 0.1111 [111101

α6 1/32 31/32 5 0.11111 11111]

A,B,C,Dの 4文字の場合の単純な拡張になっていて、ビックリ度が符号の

長さになっていることは見易いだろう。

[演習問題 1到

さらに、α6,α 7,α8の出現確率をそれぞれ 1/64,1/128,1/128と したの符号

の平均ビット数を計算し、シヤノン情報量と比較せよ。

囲み記事



2 大数の法則

定理

物理量スをⅣ回独立に測定して値αl,α 2,…・αⅣを得たとしよう。E(ス):=

∫dPス とE“2):=∫ dP■2が有限の場合に、測定回数 Ⅳ を充分大きくすれ

ば、その平均値
N

鈴=コ得
は スの期待値 E(ス )に 近づ く。すなわち、ある固定 した c>0に 対 して、

ISN― E“ )|)>Cである確率が

P(ISN― E(■)|>C)→ 0,Ⅳ → ∞

となる。

(証明)

証明を簡単にするために、まず期待値 E(■)がゼロの場合を考えよう。あ

とでゼロでない場合に一般化する。まず、

E(略)=万響 =子絆

を考えよう。最右辺の等式にi.1.d.の仮定E(α:=E(α3)=…・=E(■2)を用

いた。

左辺の量 :E(Si):=∫ dP Sん の積分を二つの領域 ISNI>6と ISNI

に分けて評価しよう。

E(略)=/dP Sん =4NI>cdP端 +4NI≦
cdP Sん

≧
鬼 NI>caP Sん

したがつ魚
  pllSNl刈 1異踪絆

く

一

>624N>( dP=(2P(lsⅣ I>C)

右辺は、cを 固定 した、Ⅳ → ∞ の極限でゼロになるので、証明完了。

期待値 E(ス )がゼロでない場合には、スの替わりにスーE(■)を 考えれば

よい。

3 典型列に関する定理

文字列が十分長ければ最適の圧縮をすることができる。しかし、文字列が

有限の長さの場合には細かい考察が必要になる。ABθDモデルを例に説明し

よう。8文字の文字列スんMBBθDは、スの割合が1/2、 Bの割合が1/4、

0,Dの割合が1/8づつなので、ちようど想定した確率に一致するので、前述



の方法で圧縮することができる。しかし、これと、少し違う■力MBθθD
文字列をどう圧縮すればいいだろうか?こ れを数学的に整理するために幅 6

を持たせて「典型的文字列」をシャノンに従つて 定義しよう。  cを正の

数として、測定値 (al,α 2,・ …αⅣ)が C典型列 T(Ⅳ,6)であるとは、その確率

2(al,α 2,・ …αN)が

2~N(″ +C)≦ p(a71,α 2,・ …αⅣ)≦ 2~N(″
~C)

を満たす場合を言う。ただし、ここに″

“

)=― ∫αP 10g Pは シヤノンエント

ロピーである。文字タリんルMBθθDは、P(ススススBθθD)=2~15,2~Ⅳ〃=
2~14で ぁるので、 c→ +0典型列ではない。 従つてε→ +0のデータ圧

縮はできないので、放棄することになる。しかし、文字列Иススス

“

Dが
6=0.25典型列であることは定義から明らかなので、 c=0.25典型列に対す

る圧縮を行う。2当然ながら圧縮率を落として圧縮するが、どの程度圧縮で

きるかを以下に説明する。

そのために 6典型の定義を書き換えると

ト    ー″釧 ≦a

c典型列 T(Ⅳ ,6)の定義を言い換えると、あるδ>0に対して、

―″釧 ≦→>1-δ

(15)

P(|―

01,α 2,・・αN∈ T(N,C))

が成り立つ。すなわち、

(1-δ )2N(″
~C)≦

IT(Ⅳ,C)|≦ 2Ⅳ (∬十C)

ここに、

「
(Ⅳ,C)|は C典型列T(Ⅳ,c)のサイズをあらわす。

(略証)上記に6典型列T(Ⅳ,6)の定義から、直に従う不等式 :

1≧ Σ ズαLα%…αⅣ)≧ r(Ⅳ,o12Ⅳば+→

α∈T(Ⅳ ,C)

1-δ ≦Σ ズαL αぁ…αⅣ)≦ r(Ⅳ,0匿叩-0

。CT(N,C)

型 ェ 釧 について表すと証明でき

ibを表すこ

“

ヽ きる確率 荷
を次に、RⅣ ビットの列で典型列T(Ⅳ

求めると、

ll a12…叩→≦満 ダ…叩→
2 2-N(Hte) - 2-ro < p(AAAABCCD) :2-rs q 2-N(Ir-e) = l-12



となるので、R<〃 の場合にⅣ → ∞ で、典型列 T(Ⅳ ,6)を RⅣ ビットの

列であらわすことが確率はゼロに近づ くこと、R>frの場合には≧1-δ に

なることが分かる。ザツクリ言うと、ビツト数がⅣ″ よりも多ければ、符号

化ができて、逆に少なければ符号化に失敗する。

典型列の定理から直ちに、つぎの操作的な定理を得る。

雑音がない場合のシヤノンの最適符号化定理

R(<″ )掛けの圧縮をすれば、符号化は高い確率で失敗し、R(>〃)掛

けの圧縮は成功する。

ここで、失敗とは、復号化したときに列がランダムになるという意味である。

3.1 相対エン トロピー

シャノン情報量から派生した有用な量として相対エントロピーがある。2

つの確率分布 {pこ },(9こ }の違いの指標を考えるのである。すなわち、あらかじ

め確率分布が{%}であると告げられていたにもかかわらず、実際には{2}で

あつたとしよう。 その場合、イベントうに対して覚悟していた"びつくり度"

と実際の"びつくり度"は それぞれ、-log%と -log 2である。その差log争

の実際の確率分布{pl}についての平均:

SttD‐ 耳2 bg争       (1の
が2つの確率分布 {ρを},{%)の平均的な違いだろう。これを相対エントロピー

と呼ぶ。それはあらかじめ確率分布が{91}であると告げられていたにもかか

わらず、実際には{2}であつたときの驚きの違いから来ているので、{2}と

{9二 }について、対称になつていないことに注意しよう。

その非対称性については、次の簡単な例をあげるとよく分かるかもしれな

い。賭博場でコインを与えられて、表と裏が半々の確率で出てくる公平なコ

インであると言われたけれども実際には表しかでないように細工されてい

たとしよう (いかさま賭博の最たるもの !)。 すなわち、90=91=1/2、

PO=1,pl=1。  その場合の相対エントロピーは、S(PI19)=一カ10g2の ~

pl 10g2 91+2010g2p。 +pl log2 pl=1。 一方、表しかでないと言われていた

コインであるのに、実際は表と裏が半々に出てくる公平なコインであつた場

合は、ヵ =ρl=1/2、 90=1,91=1で、S(pl19)=― po 10g2 90~pl 10g2 91+

寛:讐 ::、

卜
壁1)聰写L電 :r,L争ラgr3:巣肇::::暴gi塚薇撼

ることからも感覚的に納得できる。前者の場合には結構手こずるだろう。3

3表 しか出ないじやないか、と胴元に苦情を言つても

れるかもしれない。

「もう少し待てば裏が出る」と誤魔化さ



陣習問題 151温度の異なるボルツマン分布に対する相対■ントロピーを

計算せよ。

この機会に、これから用いるいろいろなエントロピーの定義をしておこう。

1.:結合エントロピー
l

まず、イベントを∈∬とJCJが両方輝きる結合確率を P(り ,プ )と 書こ

う。結合エントロピーは

,9(.I,J):: - t p(i,i)logp(i,i) (17)

icI,′ C」

これは、(j,プ)を一組のイベントと見たときの分布の不確定さを表す。

2.[条件付きエントロピー
]

S(IIJ):=S(I,J)一 S(J) (18)

これは、Jを知つてしまつたときの"平均的ビックリ度"と 解することが

できる。言い換えると、Jと いう条件下での不確定さと言える。

3.l相互情報量
l

s(I:′):=s(I)+S(」 )一 β(I,J)=S(I)― ,(IIJ)〓 S(J)― S(ケ lr)

(19)

これはいろいろに表現される。たとえば、Jを知つたことによるIに関

する不確かさの減少、すなわち」に関する知識の増加である。そこか

ら、相互情報量という名前になったのだろう。

相互情報量を具体的に書き下すと、相対エントロピーとの関係が見

えてくる。すなわち、相互情報量

:: S(/) + s(J) - S(I,J)

Sは ,

『
で,'

St■ t]リ

S(I:J)

=―Σ胆1露 10gL― Σ推1鮨 10g%+Σ為=1物やgη

=Σ場二1町 bg舞

は結合確率分布七%)と 2つの独立な分布 {農},{%}の積分布れ %}か

らのズレを表す相対エントロピーである。

相互情報量の意味を理解するために例を3つ挙げよう。

例 1:完全相関

9嬬 3つ

Sら  Sり
'

:;*i:*.**.*



()、)==↓ぅ
( 112  1/2 )′

b)=Σ場)=(1/21/2
′

この場合

(%)=Σ (階)=(1/21/2)
,

から、S(r,J)=1,S(I)=S(J)〒 1。 し|がつて、

S(I:J)=S(r)+s(J)― S(r,J)=1

となる。これは、′について 1ビ ットの情報を知ればJの 1ビット情報

を完全に知ることができることを意味している。

例 2:完全非相関

(2′)=(lチ
:

この場合

繊)=Σ鮨)=(1/21/2)
′

(%)=Σ (町)=(1/21/2)

から、S(I,J)=2,S(r)=s(J)=1。 した力まつて、

S(I:J)=S(I)+S(J)一 S(r,J)=o

となる。これは、Jについて 1ビ ットの情報を知つてもIの情報は全 く

得られないことを意味している。

以上は、自明な場合である力ヽ 次の場合は題材を以前デT夕圧縮のとこ

ろで取り上げた例|1取る。アルフアベットA=(00),B=(10),C=(01)

、D=(11)の起きる確率をそれぞれ1/2.1/4,1/8,1/8と しホう。括弧

ヽ

１

１

ノ

４

４

／

／

10
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()内の第 1エ ントリーの数字0,1を 」とし(第 2エントリーの数字 0,1

をJと しよう。行列であらわすと、‐
            Oり )=(lチ

: lチ:)

から、

麟)=Σ暢)=(5/o3/8)
′

(%)=Σ (町)=(3/41/4)

から、S(I,J)=1・ 75,S(I)=0・ 954,S(J)=0・811。 した力〕つて、

S(I:′)二 S(I)+S(J)― S(f,J)=0・016.

すなわち、■,3,σ,Dを (00),(10),(10),(11)と 単純に符号化して、第

2エシトリニを測定したときに第1エントリーを言い当てられる (ア

ルフアベットと言い当てる)度合いが0.016程度である。ゼロではない

が大分小さい。

 `              (p″ )= ( lチ: :`3 )

.の場合には、S(I:J)=0・ 25と なりかなり大きい。右下のエントリ丁

oが効いている。

この相互情報量 S(I:J)、 すなわち実験を行つて Jを知つたことによ

る本来知りたかつた対象系 rに関する知識の増加こそが、普通語の意

味での情報量に近い。次章から量子系のァ般的な測定理論を展開し、最

終日標を与えられた量子系から取り出しうる最大の古典情報量を求ゃ

よう。そのときの古典情報量とはこの相互情報量のことである。

古典エントロピ=たちの間になりたつ、有用で
|ま あるが証明が自明な関係

を‐括しておこう。

1.[対称性
l

S(X,y)=S(工 χ),S(χ :y)=S(y:x)
しかしヽ S(Xly)≠ S(ylχ ),

2.l自 明な不等式
l

S(χ )≦ S(X,y)

等号成立はyがxの関数のときに限る。意味の上からも明らかである

が、相対手ントロピーの正値性の証明からも見て取れる、

: j:+t +i-!-.j€:ri':dr t:-:, "."- r .i'.:-1



S(■ `3)

sr,, sc5 \r)

SCt,,

図 2:い ろいろなエントロピーの間の関係***-*- SCxp.fr-r)9)

rsrpl r (t-:l Str)

『
 ŕ…・‐′' 9

図 3:シ ヤノン情報量の凹性

3.2 エン トロピー不等式

ここで、シャノン情報量と相対エントロピーのいくつかの有用な不等式

をまとめておこう。

1.[シ ャノン情報量の凹性l

確率分布 {2}と {%}に対して

S("p+(1-")9)≧ χS(p)+(1-κ )S(9),(0≦ χ≦1),  (20)

が成り立つ。等号成立は、2つの分布{2}と {9こ }が同一の場合に限る。

証明 :左辺を″について2回微分すると、

′Sしp拶 ~“n=_平
:群ポ先≦O 1211

となるので、等号成立が(pt}と {9ぅ }が等しい場合に限ることも含めて、

証明完了。

凹性の意味を例で述べよう。

"pタ イプ"と "qタ イプ"の 2種類歪みのあるコインがあるとしよう。p

タイプのコインは確率ヵ で表が出て、確率pl=1-ヵ で裏が出ると

し、qタ イプのコインは確率 90で表が出て、確率 91=1-90で裏が出

るとしよう。各々Ⅳπ個とⅣ(1-")個準備して、箱の中に一緒に入れ

ておこう。そして、その箱の中からランダムに一個ずつコインを取り出

してコイン投げをする。その時の場合の数が左辺に対応する。2種類の

s r1 3Jp

S(■ 13)

γp tr・ _夕),

12



図4対数関数の凸性

コインを別々の箱に入れてコイン投げをする場合の数に対応するのが右

辺である。直観的に前者の方が混ぜたために後者より大きいことは理

解できるだろう。

特に、pO=1(90=1と すれば、コインの種類を固定すれば場合は

表しかあり得ないので、右辺はゼロである。一方、左辺は2種類のコイ

ンの混ぜ方の場合の数の対数Ⅳ∬o)になる。

2.l相対エントロピーの正値性l

S(pl19)≧ 0

等号成立は、2ァの分布 {2}と {α}が同一の場合:1限る。

証明 :

SuD=Σ山2告 ≧島ンは~か =0
′

ここで、log士 ≧1-・ ,0≦ πを用いた。

系 :劣加法性

S(X,y)≦ S(X)+β (y) (24)

言い換えると、相互情報量の正値性 S(X:y)≧ 0であり、これは結合

確率分布 p(c,ν)と χ とyを独立事象としたときの確警分布 P(")P(ν )

の間の相対エントロピーに等しいので証明は自明。

3.Iシ ヤノンエントロピーの強劣加法性(strOng Subボdt市 ity】

S(X,Y, Z) + S(Y)S,S(X, n + S(k) (25)

3つ事象の結合エントロピーと1つの事象のエントロピーの和は、2

つづつの和よりも小さい。(25)を書き直してS(XI乙 Z)≦ S(χ ly)と

13

(22)

(23)



すると、「条件を増やすと条件付きエントロピー」は減少するという意

味になる。

I演習問題 161強劣加法性をベン図で示せ。強劣加法性が S(XI乙 Z)≦

S(χ ly)あ るいはS(X,y:z)≧ S(y:Z)を使うとよい。

(証明 :対数関数の凹性を用いる)

S(X,y)十 aX O― S(χ,xO― S(y)=2,2vZι
"I先懺

l

`に
注意する。対数の凹性からι

"暗
鷲争|≧ 1-発

ザ野
が言える。した

がって、右辺

l prγ
Z[1~競 l=0

4.I相対エントロピすの単調性l

確率分布{2}と {¢}に対して、同じ確率線形写像:

(26)

(27)

を行おう。ただし、■″≧OΣぅス″=1であり、このときスリを確率

的(stochastic)で あると言う。その心は、写像された結果の確率分布屁

T盈惚:矛
(Nl晨

顎[惚短 舜 留ご 』ml

Slpl19)≧ S(ノ |19′ )

が成 り立つ。                         .

確率線形写像の意味をコイン投げの例で述べようし

10円玉で表が出る確率をpO、 裏が出る確率をplと しよう。次に表が

出た場合に50円玉を投げることにし、それの表が出る確率をα、裏が

出る確率をうとしよう。はじめに10円玉で裏が出たら、 100円玉

を投げることにし、それの表が出る確率をc、 裏が出る確率をごとしよ

う。最後の50円玉と100円玉を混みにして、ともかく表が出る確率

を鮎 と■ としよう。

(29)

(30)

9についても同様で、■の式においてpを 9に置き換えたものになつて

いる。

2→ 露皇Σ′為 均

傷→α=ΣJA″%

fo: aPo * cPt

P|:bw* d'Pt

(28)

14
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書て用を

あるいは行列

相対エントロピーの単調性は、線形な確率過程をつぎつぎに行うと

二うの分布の区別がつきにくくなることを述べている。

証明 :                     =

招撚螢。1翼Ъ蜃 零詰鷲所∫ぶ;皇

つことを確認しよう。

S缶 IL′)=Σ ccr,′〔J tt 10g器

=ΣicIJcJ均 為 bg疵
=Σ icttc′ 均為 1∝ 者
=乃〔J均 10g号

=Slpl19)

屁li:ち雪官管蓮靴:、雛〔ξぶ,(1訴]ごと竜曇:i
う。同様に9′ (づIV):=篭′を定義する。

次に、S(町 |1妨 )を書き換えて、対数関数の凹性 (Jensenの不等式)を

用いると

S衡ILD =ΣぅcrJc」
`ノ

OD10g多器

=―ΣにIπ乃∈Jバ
'Dや

g#器

≧―Σicr」 10g(Σ,cJバ
'レ

)i霧酷)

=―Σをとrtt10g(Σ ,c」
≦→暑2)

=一Σ4cI五 10g勢       :
=Sげ‖9′)     、

ここで、Σ′9′ (づけ)=1を用いた。

ヽ

ｌ

ｌ

ノ

Ｃ
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′
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ヘ

図5:鍵探しのパラドクス

上記の等式と不等式を合わせると、相対エントロピーの単調性:S(plヒ )≧

S(ノ 1綺
′
)が証明されたことになるも

「確率」「不確かさ」「知識」などは間違い易い概念なので、練習のため

にペレス考案の 121パラドクスを紹介しよう。

3.3 鍵探 しのパラ ドクス

鍵は1/2の確率でポケツトの中にゎり、1/2の確率で 16の引き出しの

なかの何処かにある。その 16の引き出しはどれも同等とする。鍵を探索す

る前の不確定さをシヤノン情報量であらわすと

S(be∫びの=―:bg:年
1∝―

金
10gま

ノ〒
3   0め

となる。

ポケットを探つて、鍵がなかつたと分かつた|し よう。そのときには、鍵

は引き出しの何処かにあるはずなので

S(α∫tCr,31き出し)=16て一皇logip=4 (35)

となり、不確かさは増えてしまうも実験をしたたために不確かさが増えたこ

とになるので、おかしい。

解決は、全体の平均的不確かさを計算すれば解消する。 t

`け
の =:Щげれ

“

0+:,け ら 引き出い =:0+:4〒 2oの

になり、不確かさは「実験後」に1だけ減少している。それは、鍵がポケッ

トの中にあるかないかの2択の実験で「ない」という確定的な結果で 1ビ ツ

トの情報を得たことの裏返しである。    ,
この「鍵探しの例題」は、確率現象にいて、事前の不確定さが事後に獲得

し得る情報量であることを端的に例示している。

ρ
毛 ぎ
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