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｢ニューラルネットワーク -これからの統計力学的アプローチ-｣

ランダムネットワークを用いた誤り
訂正符号化法

樺島 祥介 東京工業大学大学院総合理工学研究科

1 はじめに

誤り訂正符号化 (errorcorrectingcode)とはノイ
ズが存在する伝達経路を用いて情報伝達を行なわな
ければならない状況下で､可能な限り正確に情報を

伝えるための符号化技法である.一般社会への計算
機ネットワーク､情報通信機器の急速な浸透により
実社会におけるこの技術の重要性は今後更に増すも
のと予想される｡さて､意外なことに､この技法は
統計力学におけるスピングラスモデルの基底状態探
索と密接な関係がある｡本研究では従来のスピング

ラス理論で得られた成果をヒントに希釈スピングラ
スモデルを応用した新しい誤り訂正符号化法を提案
し､その性質を統計力学を用いて調べた｡

2 誤り訂正符号化

以下､次のような状況を想定する｡送るべきメッ

セージが長さNの二倍ベクトルe-(El,82,･･･eN)
(ただし､Ei=土1i-1,･･･,N)のように表現されて
いるとする.これを各成分あたり確率pで値が独立に

反転してしまう伝送路 (binarysymmetricchannel,
以下BSCと呼ぶ)を通じて送信する｡そのため､こ
のままでは受信者は各成分あたり確率 1lPでしか
正しい情報を受信することが出来ない｡

そのような場合､Eをそれよりも長い長さPのベ

クトルJ-(Jl,J2,･.･,Jp)(P>N)に変換して(符
号化)送信し､その後受信したメッセージからもとの
メッセージを復元する(復号化)ことによりノイズに
よる誤りを少なくする工夫がしばしばなされる｡
の種の技法を一般に誤り訂正符号と呼ぶ｡では､
体的にどのような手続きで符号化/復号化を行な
ば最も効率が良く､またそうすることでどの程度

こ
具
え

ノ
イズの影響を押えることが出来るのであろうか?

この間題に対し､Shannonは今から50年前にお

よそ次のような内容の定理を証明した[1】｡

シャノン限界(Shannon'sbound):符 号
化の冗長度を符号化率 R ≡ N/P で定義
する｡このとき､伝送路の性質で決まるあ
る有限の臨界値Rc>0が存在し､R<Rc

ならば1ビットあたりの誤り率をゼロにす
るような符号化法が存在する｡例えばBSC
の場合

Rc=1+plog2P+(I-p)log2(I-p),(I)

である｡

これは､一見不思訣であるが､たとえ有限の大きさ
のノイズが存在したとしても､もとのメッセージと

同じオーダーの長さの符号に符号化して送膚するこ
とによってその影響を限りなく小さくできることを
意味する｡ただし､残念ながら彼の証明は構成的で
はなくシャノン限界を達成する実用的な符号化法は
未だ発見されていない｡

3 Sourlas3-rr

80年代未､Sourlas(1989)は実用的誤り訂正符
号化法の一つであるパリティチェックコードとスピン
グラスモデルの基底状態探索と等価性を指摘し､以
下のハミルトニアンの最小化に基づく符号化法を提
案した｡

P

71=-∑ JpSil.vSi,p -Six,V･ (2)〃=1

(If霊 ∴I,pfN=)崇il勉 'i'it':･態芸言え言嵩 蒜
"(codeword)であり､ハミルトニアン(2)の基底状
態を復号化されたメッセージとする｡

ノイズが存在しない場合には､もとのメッセージ

eo=(EP,f20,-,紘)が式(2)を最小化するのは明ら
かである｡また､ノイズが存在する場合もスピン系
の強磁性的性質からノイズがある程度の大きさにな
るまでは基底状態はもとのメッセージの近傍に留ま
ることが期待される.Sourlasはそれまでに得られて
いたスピングラスモデルの性質を用いて彼の符号化
の性能を調べた｡その結果､驚くべきことにランダ

ムエネルギーモデル(REM)と呼ばれる∬ - - の
極限のモデルはシャノン限界を満たす符号化法であ
ることが明らかになった｡
ただし､彼の議論は仝スピンが他の全てのスピン

と結合するいわゆる無限次元モデルに基づいている

ため符号長が0(〃∬)非常に長くその代わりにノイ
ズが非常に大きい

R-0,p-1/2, (3)

という非現実的な状況を嘩淀 している.そのため､従
来 Sourlas符号は実用的符号化法とは考えて来られ
なかった｡

4 ∬/Cコード

Sourla8符号をヒントに符号化率 Rが有限の実用
的符号を構成することを考えよう｡有限の符号化率
Rを持つ符号を構成するためSourla5符号のように

すべての組合せのJ<.･lir..iK>を送るのではなく､以
下の条件に従って "間引き"して送信する｡

･各符号Jpはメッセージe=((1,82,-,EN)のう
ちからランダムに抜き出された∬個の成分の棟
である｡

･ただし､ハミルトニアン(2)を構成したとき各
添字i(i=l,2,･･.,N)は必ず固定された自然
数C回づつ現れるようにする｡
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図 1:(a)REM 極限における温度ゼロでの相図｡強

磁性相とスピングラス相の相境界がシャノン限界

に対応するO(b)α=1/R=3での有限温度の相

図.常磁性相と強磁性相の相境界 Tthおよび常磁性

相とスピングラス相の相境界 T9の交点を西森温度

Tn=1/lnl(1-p)/p]が通過することがわかる｡

このような符号化の構成は一見複雑な拘束条件を
伴い困難であるように見える｡しかしながら､これは
各要素が0または1である以下の条件を満たすNxP
の非常にスパースなランダム行列Eを一旦作ってお

けば後はそれを用いて簡単に符号 Jpを作ることが出
来る｡

●各行について 1となる要素数は方でそれ以外の
要素は 0｡

●各列について1となる要素数はCでそれ以外の
要素は0｡

1を取る要素の数に関する保存則から

p-NxC/K, (4)

でなければならないことがわかる｡この条件を厳密

に満足する行列を作ることは難しいが､0(1)程度の
要素は条件を満足 しなくて良いことにすると簡単に
求められる｡N ー ∞ の極限を考えるとこの条件凄
和の影響は無視することができる｡

Eを用いてもとのメ?セージEから符号 Jpを構成
するためにはEのFL行目で1になっている要素の添字

に対応するEの要素をすべて掛け合わせたものをJp
とすればよい｡この操作に要する時間はEの 1をと
る要素を構造体として表現 しておけばそれらに関す

る積操作のみですむので0(PxK)である.式 (4)
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図 2:(a)∬=2,3,4,5,6に対してレプリカ法から得

られたオーバーラップの理論値｡(b)対応する自由エ

ネルギーの値｡〟≧3の強磁性が消失した後に転移

するスピングラス相は低い自由エネルギー(一才は大

きい)を持っているがエントロピーが負であるため非

物理的な解である｡

より､このことは有限のガ,Cに対してはメッセージ

の長さⅣに関して0(〟)程度という短時間で符号化
が行なえることを意味する｡また､その結果得られ

る符号の符号化率は式(4)より

R=N/P=K/C, (5)

である｡

この符号化の族を∬/Cコードと呼ぶことにする｡

このコードの性能を統計力学を用いて解析すると(詳
細は【3])自由エネルギーは最終的に

妄くくlnZ)I)e-妄 lncoshβ

I;/lBdct7T(cL)

･(ln[1+tanh",*tanhβC,･]),
-C

刀
ーC

id

cdy7T(a)̂q(y)1nl1+tanhPxtanhPy]+
HdyLHFii一日

/

-q(yt,](ln[2coshβ(,idjIFE)])f
dya(y) lncoshPy

となる｡これから得られる "オーダーパラメータ関

数"7r(I)､q̂(y)の鞍点方程式を解 くことで系のマク
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ロな性質を調べることができる｡その結果､以下の
ことが明らかになった｡

･符号化率R=K/C=1/αを0(1)に保ちながら
だ,C- ∞(ただし､ガ,Cくく Ⅳ)としたREM
極限でこの符号化は大域的に シャノン限界(1)
を達成する(図1)0

･ただし､ハミルトニアン(2)に基づ く復号化は
NP-hardな離散最適化問題であるOこの種の問
題の近似解法として模擬徐冷法が広 く知られて
いるが残念ながらこれは REM極限で非常に困
難になる｡

●ガに関して好 一 ∝'の極限への収束はそれほど

遅くない｡数値的に得られた解の頼る舞いを見
ると∬～5程度で REM極限とかなり近い性
能を持っている｡

･強磁性相 (符号化が成功する相)/スピングラス
相 (符号化が失敗する相)の転移は∬=2の場
合2次､∬≧の場合 1次である｡すなわち､系
の性質は∬=2と∬ ≧3で定性的に異なる

(図2)0

●Bethe近似の一種であるTAP方程式を用いた復

号化を提案し実験的にその良好性を確認した【4】｡
特にメッセージそのものを+1､あるいは-1の
どちらかが出やすくなるように偏らせておくバ
イアスコーディングを用いた場合､実効的な性
能を落すことなく複号化を容易にすることがで

きる(図3)0

また､現在引続きi)Gaussianchannelなどの他の
種類のノイズに対する性能の検討､ii)Q-clockPo上ts
モデル等を用いたmulti-8tateコーディング､iii)MN
コード､Gallagerコード､turboコードなど他の符
号化法への統計力学的解析の適用､iv)TAP方程式
のダイナミクスの理論的解析､V)TAP方程式の情報
幾何学的意味付けなどの研究を行っている｡
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[4】Y.KabashimaandD.Saad,"Beliefpropa一 図 3:(a)K =2,T =0､(b)K =2,T =Tn､

gationvs･TAP_fordecodingcorruptedmes- (C)K =5,T=0､(d)K -5,T-Tnでバイアス

コーディングを行なった場合 (ん -0･1)と行なわな

かった場合 (I+=0･5)にTAP方程式を用いて得ら

れた復号化の性能.全てN=10000､R=1/2であ

る｡横軸は伝送ノイズの大きさp､縦軸は磁化､すな

わちベイズ燕連な複号化で得られたメッセージの推

定値と送信 したメッセージとのオーバーラップ｡
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