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本研究開発が解決しようとする課題 

2005年7月 国交省の直轄工事で、工事写真の改ざんが発覚。 

出典： ASAHI.com ：http://www.asahi.com/national/update/1128/TKY200511280338.html 

九州の国道工事を受注した業者が完成時に提出した写真に、パソコンで修整を加えて、現場の状況を改ざんしたものが含まれていたことが国土交通省の調べで 分かった。これを受けて
国交省が、全国の国道工事や河川工事で撮影された約２０万枚を調査したところ、撮影日がないなど、修整が疑われる写真が約１０００ 枚 
見つかった。同省は今後、同じような不正が確認されれば、業者に指名停止などの厳しい処置で臨む方針。  

全国約100件,15万枚の写真を対象に調査＝約1000枚に改竄 

国土交通省 デジタル写真管理情報基準(案) 
「工事写真の編集を禁止する」と改定された。 

研究開発の契機となった事件 

工事写真の 
編集の有無を判定する技術の必要性 

国・地方公共団体でも 
工事写真の 
改ざんチェックを 
実施している 
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工事写真管理における改ざん検出のニーズ 

「改ざん検出機能」の 
   社会的なニーズがある 

工事写真管理ソフト 
工事写真受入システム 

本技術の応用分野： 

には， 

公的な指針に，改ざんへの注意や改ざん検出方法の記載あり。 
〇 国土交通省: デジタル写真管理情報基準(案) 
〇 東京都都市整備局: 工事記録写真撮影基準・実施細目 
〇 香川県土木部: デジタル写真管理情報基準（案） 
〇 NEXCO各社 : 工事記録写真等撮影要領  

各社の工事写真管理ソフトに，EXIF法への対応機能あり。 

例えば・・・ 
〇 Ｎ社製のソフトウエアＫ 
〇 W社製のソフトウエアＰ 
〇 Ｄ社製のソフトウエアＶ 等，大半のソフトに機能有 
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デジタル画像の改ざん検出技術の分類 

分類名 代表的な手法の例 

Exif法 撮影時刻とファイル時刻の比較 

電子署名法 
電子透かし法 

圧縮技術の応用 
暗号化技術の応用 

画像特徴法 

デジタル画像内のノイズ 
CFA補完の痕跡  
写真内の光源の整合性,  
レンズの特性 

※分類名は著者らが独自に命名したものである 

デジタルカメラによって 
自動的に 
撮影時に付与されるメタデータ 
（撮影条件，日時など）を利用 

デジタル画像内の 
統計的な特徴を利用 

デジタルデータ 
自体にチェック可能な 

仕組みを導入 
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EXIF法（＝現状普及している技術）の利点と欠点 
利点：EXIF技術自体の普及率が高い 

欠点：無料ソフトを利用して、簡単に書き換え可能  

●安価なデジカメや携帯電話さえ、EXIF機能は標準装備 
●改竄を検出した実績が（一応）ある 

EXIFによる検査があると分かってさえいれば 
簡単に検査を回避できる。 

しかし！ 

●本来、改ざん検出目的のものではない。 
●間違って、上書き保存ボタンを押しただけで誤検出。 

悪質で巧妙な改竄は検出できない。 
誤検出が多すぎて、工事管理作業の支障となる 
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電子署名法・電子透かし法の利点と欠点 

工
事
写
真
管
理
に 

適
し
た
手
法 

電
子
署
名
法 

電
子
透
か
し
法 

撮影後に，電子透かし処理などが必要 
 ⇒ 監理者の立ち合いが無いと 
     処理の信頼性を確保できない 

撮影後の処理がない 

ほぼ完全に原本性が担保できるが，工事手順上は実用できない 
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工事写真改ざん検出技術が備えるべき要求条件 

記号 
工事写真の 
編集作業の分類 

E-1 PCメール転送12) 

E-2 回転 

E-3 色調補正 

E-4 圧縮率の変更13) 

E-5 一部の切り出し 

E-6 塗りつぶし、書き込み 

E-7 同一画像からコピー14) 

E-8 違う画像からコピー 

E-9 画像の差し替え15) 

E-6～E-9の編集痕跡を 
検出できること 

E-1～E-5の編集痕跡を 
検出しないこと 
（もしくは検出して 
 無視できること） 
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デジタル画像の改ざん検出技術の分類 

分類名 代表的な手法の例 

Exif法 撮影時刻とファイル時刻の比較 

電子署名法 
電子透かし法 

圧縮技術の応用 
暗号化技術の応用 

画像特徴法 

デジタル画像内のノイズ 
CFA補完の痕跡  
写真内の光源の整合性,  
レンズの特性 

※分類名は著者らが独自に命名したものである 

メール転送を改ざんと認識 

色調補正も検出する 

工事管理の手順に 
適合するものが無い 

切り出しも検出 
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開発技術の紹介 
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改ざん検出の対象 

記号 
工事写真の 
編集作業の分類 

E-1 PCメール転送12) 

E-2 回転 

E-3 色調補正 

E-4 圧縮率の変更13) 

E-5 一部の切り出し 

E-6 塗りつぶし、書き込み 

E-7 同一画像からコピー14) 

E-8 違う画像からコピー 

E-9 画像の差し替え15) 

E-6～E-9の編集痕跡を 
検出できること 

E-1～E-5の編集痕跡を 
検出しないこと 
（もしくは検出して 
 無視できること） 
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開発技術(ROIノイズ期待値法）の概要 

同一工程の 
写真の集合 

ノイズ特性の 
類似した 
写真集合 

≒ 

写真集合の 
ノイズ期待値を算出 

実際の画像ノイズが 
期待値と乖離していたら 
改ざんと判定 

① ② ③ 

公的指針で 
義務化された作業 
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本開発技術の着目点 
工事写真で一般的な「工程ごとの写真分類」作業によって 
デジタル写真のノイズ特性を推定しやすくなる 

同一工程のノイズ特性比較 異なる工程のノイズ特性比較 

同じ工程の工事写真ならノイズ特性の類似性が期待できる 
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本開発技術の性能 

① 塗りつぶし編集の検出率８０％以上 
② 塗りつぶし面積が大きい場合の方が性能が高い 

塗りつぶし面積が小さい場合 塗りつぶし面積が大きい場合 
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本開発技術の性能（誤検出率） 

③ 誤検出率は50percentileで2％以下 
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本開発技術の弱点 
グラデーション塗りは 
検出できる 

意図的にノイズを入れると 
検出できない 

ノイズの量 
大 小 

※意図的にノイズを入れる＝過失による編集でないことが明らか 
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要求条件に対する適合性 

不正の可能性が低い「色調補正」編集をおこなっても 
塗りつぶし検出率は低下しない＆誤検出率の上昇も少ない 
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要求条件に対する適合性 

不正の可能性が低い「ファイル圧縮」編集をおこなっても 
塗りつぶし検出率は低下しない＆誤検出率の上昇も少ない 
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要求条件に対する適合性 

不正の可能性が低い「画像の切り出し」編集をおこなっても 
塗りつぶし検出率は低下しない＆誤検出率の上昇も少ない 
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想定される用途 
〇 本開発技術は， 
  「工事写真管理ソフトウエア」 
  「工事写真受入検査webシステム」の１機能として 
  自動・大量処理可能な 
  工事写真の改ざん検出支援機能を想定している。 
   （完全に検出できるわけではないが， 
               有力な補助機能となりうる） 
 
〇上記以外に、「似たような写真を多数撮影する」 
  という前提条件を満たす産業分野では， 
  改ざん検出の応用可能と思われる。 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
〇 現在，実用されているEXIF法に比べて， 
   格段に高い精度で改ざんを検出することができる。 
 
〇 電子署名法や電子透かし法と比べて 
   撮影後の前処理を必要としないために 
   工事写真管理の作業手順上， 
   無理なく信頼性を担保する形で運用できる  
   （※撮影のたびの発注者や監理者の立ち合いが不要） 
 
〇 他の画像特徴法と比べて， 
   検出する画像編集方法が，建設分野の要求条件に適する 
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実用化に向けた課題 
〇 ソフトウエアライブラリとして整備していない 
   （研究用の雑多なコードのまま） 
 
〇  「同一画像からのコピー」など 
   他の改ざん手法には未対応 
 
〇 ROI領域の適応的選択機能は未実装 
  （この機能によって精度向上が予想される） 
 
〇 実用環境による広範囲な検証が必要 
    （実際の改ざん写真は入手が難しい） 
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企業への期待 

〇 「同一画像からのコピー」など他の改ざん手法は 
   既存技術で対応可能 
〇 「工事写真管理ソフトウエア」の 
  開発・販売経験を持つ企業との共同研究を希望 

※ 現在，工事写真の記録性の向上にむけた 
   他の新しい手法についても，開発に取り組んでおり， 
   産業界との協力関係構築を希望している 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：画像改竄検出装置， 
•             方法およびプログラム 
• 出願番号      ：特願2012-148299 
• 出願人  ：広島大学 
• 発明者  ：藤本郷史 
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お問い合わせ先 

広島大学 コーディネーター 

榧木高男（かやき たかお） 

ＴＥＬ 082-424-4306 

e-mail kayaki@hiroshima-u.ac.jp  
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