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CS (コンピュータ・サイエンス） 
 
 
 
 

1. 基礎知識 
データ構造，アルゴリズム，確率統計，最適化理論， 言語理論，計算
理論，情報理論 

2. 数理モデリング 
離散系論、システム理論、複雑系、環境モデリング 

3. システムの定量的及び定性的解析 
数値計算，シミュレーション，知的情報処理，データ解析と可視化，情
報セキュリティ，ネットセキュリティ 

計算機科学の理論やアルゴリズムの数学的基礎から
応用分野でコンピュータを利用できる人材を育てるため，
コンピューティングシステムのモデリング，各種応用問
題のモデリング，および問題解決過程のアルゴリズム
に関する下記の基礎知識とスキルを養う教育を行う． 
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CF (コンピュータ・サイエンス基礎） 
特徴： 「基礎研究」にも力を入れている 
研究の分類（総務省「科学技術研究調査」より） 

◊ 基礎研究 
特別な応用，用途を直接に考慮することなく，仮説や理論を形成す
るため，又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るた
めに行われる理論的又は実験的研究 

◊ 応用研究 
基礎研究によって発見された知識を利用して，特定の目標を定め
て実用化の可能性を確かめる研究や，既に実用化されている方法
に関して，新たな応用方法を探索する研究 

◊ 開発研究 
基礎研究，応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であり，
新しい材料，装置，製品，システム，工程等の導入又は既存のこれ
らのものの改良をねらいとする研究 
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基礎研究 
基礎研究（前ページより） 

特別な応用，用途を直接に考慮することなく，仮説や理論を
形成するため，又は現象や観察可能な事実に関して新しい
知識を得るために行われる理論的又は実験的研究 

 「自由な心」と「夢」をもって自分の知的好奇心の追求
に集中できる環境が必要 
◊ 大学は理想的な環境！（大学以外ではなかなか難しい） 

もちろん，日ごろから自分の研究の意義を説明できる
よう心がけることは重要 
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基礎研究の意義 
 「特別な応用，用途を直接に考慮すること」のない研
究に意義があるのか？ 

基礎研究は 
◊ イノベーションの源泉たるシーズを生み出すもの（多様性
の苗床） 

◊ 広く新しい知的・文化的価値を創造し，直接的あるいは間
接的に社会の発展に寄与する 

（文部科学省科学技術白書より） 
基礎研究の意義にまつわる興味深い話 

◊ ファラデーの逸話 
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マイケル・ファラデー 
イギリスの「自然哲学者」（物理
学，化学分野で貢献） 
◊ 鍛冶屋の息子として生まれ，製
本工に徒弟見習いに出される 

◊ 21歳のとき，得意先からもらった

聴講券を手に王立研究所へ行
き，そこでハンフリー・デービー
の化学の講義を聴く．講義ノート
のコピーをデービーに送る 

◊ 翌年，デービーの研究室の助手
となる 

©National Portrait Gallery, London 

Michael Faraday 
(1791年9月22日 - 1867年8月25日) 
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ファラデーの研究 
 「化学」から「電気」へ興味がシフト 
電磁誘導の法則の発見（1831年） 

◊ 磁場が変化すると電流が生じる 
◊ この法則にもとづき発電機の元祖を製作 

電気の同一性，電気分解，静電気，誘電体，気体放
電，反磁性，等を研究 

ファラデーの研究はジェームズ・クラーク・マクスウェ
ルに引き継がれ，1864年いわゆるマクスウェル方程
式の導出により（古典）電磁気学が確立 
電磁気学の確立に最も貢献した科学者の一人 
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ファラデーの逸話 
 19世紀英国大蔵大臣ウィリアム・グラッドストーンが
ファラデーによる電磁誘導の実験を見て… 
◊ グラッドストーン 
「それは何の役に立つのかね？」 

◊ ファラデー 
「今は分かりません．しかし，いずれこれに税金をかける
ことができるでしょう」 

現代の我々にとって電気の有用性は自明であるが，
当時それを予見することは難しかった 

科学の研究が何をもたらすかを予測することが 
いかに困難であるかをよく表している逸話 
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ファラデーの逸話 
実は，後世の創作という説も… 

◊ Cf. http://www.snopes.com/quotes/faraday.asp 

しかし，ファラデーが（おそらく）何の役に立つかという
ことは考えず，純粋に自分の好奇心を追求したおか
げで今日の情報技術がある，ということは事実 
◊ ファラデーの貢献がなかったら，今まだ計算機がなかった
かもしれない！ 

 「科学の歴史において，人類にとって有益であった真に偉大
な発見のほとんどは，何かの役に立ちたいという欲求ではな
く，単に自分の好奇心を満たしたいという欲求にかきたてら
れた人々によって成し遂げられた」（by アブラハム・フレック
スナー プリンストン高等研究所初代所長） 
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CFトラックにおける研究例 
純粋および応用数学（確率論，組合せ論，調和解析，
複素解析，トポロジー，数理工学等） 

原子核・素粒子物理学に関するシミュレーション 
数値解析，計算代数，遺伝的アルゴリズム 
情報セキュリティ，暗号，ヒューマンセントリック計算 
線形システムの理論と応用 
機械学習，進化的計算，人工知能，計算知能 
情報と信号処理，群知能，プログラミング言語理論 

 
 
これらはごく一部．自分で確かめることが重要！ 
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情報科学分野における研究 
基礎研究と応用研究との垣根が小さい 
例）暗号 

◊ 電子情報を扱うさまざまなサービスにおける安全性確保
のための基盤となる重要な技術 

◊ 同時に，例えば数論のような実用からもっとも遠いと考え
られてきた純粋数学における知見を活かすことのできる，
理論の立場からも大変興味深い研究対象 
 
 

◊ 研究論文がそのまま特許になりうる 
◊ 以下，「秘密分散法」と呼ばれる暗号技術を取り上げる 

「数学は科学の女王であり，数論は数学の女王である．」

（by カール・フリードリヒ・ガウス）         数学の王様！ 
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秘密分散法とは 
問題設定：安全に秘密情報を保管したい 

◊ 典型的なリスク：紛失と漏洩 
紛失のリスク 
ハードディスクや光学ディスク等の記憶装置・媒体
の故障や破損等が原因で情報にアクセスできなく
なってしまう 
漏洩のリスク 
意図せず情報が流出したり盗まれてしまう 

紛失を防ぐための単純かつ有効な方法 
◊ 秘密情報のコピーを複数用意して別々に保管する 



14 

秘密分散法とは 
ところが 

◊ 紛失を防ぐにはコピーは多いほうが良い 
◊ 漏洩を防ぐにはコピーは少ないほうが良い 

 
 

秘密分散法とは 
 
 

この相反する2つの要求を同時にみたす安全な情報
の保管法を提供するのが秘密分散法 

秘密情報から複数の分散情報を生成し，あらかじめ
定まった分散情報の集合のみから秘密情報が復元
できる暗号技術 
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秘密分散法の典型例 
秘密分散法の典型的な例 

 
 
 
 
 

秘密情報から 𝑛𝑛 個の分散情報を生成 
◊ 𝑘𝑘 個以上分散情報が集まると秘密情報を復元できるが， 
◊ 𝑘𝑘 個未満の分散情報からは秘密情報に関するいかなる部
分情報も漏れない 
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一風変わった秘密分散法 
視覚復号型秘密分散法 

◊ 秘密情報：画像 
◊ 分散情報：画像，透明なシートに印刷 
◊ 人間の目を使って復号（秘密画像を復元） 

簡単な例：(2,2)しきい値型視覚復号型秘密分散法 
 

分散情報1枚ではノイズと区別がつかない 
しかしこれらを重ねると… 
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一風変わった秘密分散法 
視覚復号型秘密分散法 

◊ 秘密情報：画像 
◊ 分散情報：画像，透明なシートに印刷 
◊ 人間の目を使って復号（秘密画像を復元） 

簡単な例：(2,2)しきい値型視覚復号型秘密分散法 
 

 秘密画像が復元！ 
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視覚復号型秘密分散法の作り方 
作り方： (2,2)しきい値型の例 
 パターン1 パターン2 

分散画像1 

分散画像2 

秘密画像 

分散画像1 

分散画像2 

 秘密画素が白の場合 
左図上段のパターン1もしくは
パターン2がランダムに選ばれ， 

 秘密画素が黒の場合 
左図下段のパターン1もしくは
パターン2がランダムに選ばれ， 

該当する分散画素が分散画像の
対応する位置に配置される 

分散画素を重ね合わせると，秘密画素が白の場合（上段），黒の
割合は 0.5（黒1白1），黒の場合（下段），黒の割合は 1 （黒2） 
⇒ この黒の割合の差によって秘密画像が復元 
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秘密分散法のアクセス構造 
 (𝑘𝑘,𝑛𝑛)しきい秘密分散法：すべての分散情報が対等 

◊ より複雑なアクセス制御を記述するために「アクセス構造」
を導入 

秘密分散法のアクセス構造 
◊ 「秘密情報を復元できる分散情報の組み合わせ」の集合 

アクセス構造の例，分散情報 = {❶,❷,❸} 
◊ (3,3) しきい値型 

 

◊ (2,3) しきい値型 
 
 
 

 

アクセス構造 𝐴𝐴(2,3) = {{❶,❷},{❶,❸},{❷,❸},{❶,❷,❸}} 

アクセス構造 𝐴𝐴(3,3) = {{❶,❷,❸}} 
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秘密分散法のアクセス構造 
しきい値型以外の例 

◊ 分散情報 = {Chief, Staff1, Staff2, Staff3} 
 

 

 

 
◊ Chief は Staff の誰か1人と組めば秘密情報を復元できる
が， Staff 2人のみでは秘密情報を復元できない 

◊ Staff のみでも3人集まれば秘密情報を復元できる 
⇒ Chief が“偉い” 

◊ 視覚復号型秘密分散法による構成例（デモ）あり 
さまざまなアクセス構造を考えることができる 

アクセス構造 𝐴𝐴 =  
  { {C,S1}, {C,S2}, {C,S3}, 
    {C,S1,S2}, {C,S1,S3}, {C,S2,S3}, {S1,S2,S3}, 
    {C,S1,S2,S3} } 
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複数の秘密画像を暗号化する例 
加法混色に対応するアクセス構造 

Ｒ Ｇ Ｂ 

Ｒ＋Ｇ Ｒ＋Ｂ Ｇ＋Ｂ Ｒ＋Ｇ＋Ｂ 
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研究室見学の勧め 
視覚復号型秘密分散法はあくまで暗号技術 

◊ 安全性を数学的に証明できる 
素朴な疑問 

◊ どうして重ねると異なる画像が浮かび上がるのか？ 
◊ ここでいう安全性とは何か？どう定めるのか？ 
◊ 定めた安全性をどのように証明するのか？ 

 

 （CFトラックに限らず）オープンキャンパスや研究テー

マ説明会において，あるいは，直接教員にコンタクト
をとって，積極的に大学での研究に接してください 

これらの疑問に興味を持った人，CFトラックに向いています！ 
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