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1.  研究の目的 

 現在、様々な分野で、デジタルデータが重要な記録資料として取り扱われている。しかしながら、

パソコンを使用すれば誰でも容易に編集ができるため、データが改ざんされていないかどうか確認を

必要とする場面が数多く見られる。 
 

＜改ざん有無の確認を必要とする場面例＞ 
・研究成果として発表される学術論文の根拠となる写真 
・新薬研究で基準値となる臨床データ 
・事故や事件の証拠となる車載カメラの日付や時刻 
・契約カメラマンが持ち込んだ報道写真 

 
これらは一例であるが、実際には、その必要性にも関わらず改ざんがあったかどうか明確な判定は

されておらず、Exif 情報や目視による写真の確認程度である。しかしながら、その編集の容易性から

結論を左右するような改ざんも考えられるため、現状を不安視する人も少なくなく、デジタルデータ

が正しく使用されていることの定義付けが望まれている。 
 

建設業界もまた、現場の状況や工事の進み具合を撮影した写真で納品したりクライアントの報告に

使用したりとデジタルデータの取り扱いが多い。デジタルデータが重要資料となることから、工事業

者は、オリジナル性を証明するために手間とコストをかけ、受け取るクライアント（行政）も、膨大

なデジタルデータの編集有無の確認に多大な時間を費やしている。 
 
そこで、当社が研究するデジタルデータ改ざん検知システムを用いることで、大量デジタルデータ

の改ざん有無を瞬時に判定することができ、さらにその信頼性も付加することができる。工事業者と

クライアント（行政）、双方の非効率的な作業をなくし、改ざんの判定結果を元に正しく取り扱われた

デジタルデータとして認証することが可能となる。 
＜建設工程で特に改ざん有無の確認が重要となる場面の一例＞ 
・完成後に見えなくなる箇所の撮影写真 
・似た工程が数多くある工事現場の撮影写真 
・作業日時や内容を書いた黒板の撮影写真 
・その他、納品や報告に用いられる写真 

 
デジタルデータの編集は、今やフリーソフトを用いて簡単に行え、目視では編集箇所がわからない

ほど誰でも精巧に行うことができる。JPEG 画像に付加される Exif 情報も編集ツールを使えば容易に

書き換えができ、もはやデジタルデータの作成日や更新日に注目しただけでは改ざん有無を判定する

ことはできない。また、現在市場に、オリジナルデータか否かを判定して証明書を発行するシステム

があるが、これは専用デジカメで撮影した画像のみの真贋判定が対象であるため、現状では広く普及

していない。これに対し、当社が研究するシステムは、JPEG 画像そのものを解析して改ざん箇所を
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抽出するため、撮影したデジカメはもちろん、保存や送信手段（CD や SD カードに書き込みで保存、

メールに添付して送信、サーバーを経由してパソコンで保存等）も問わず、デジタルデータの編集有

無を判定することができる。簡単、確実にすべての JPEG 画像を判定できる利便性から、ニーズの高

さを確信している。 
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2.  研究内容 
2.1  検査手順 

デジタルカメラで撮影された画像データ（JPEG 形式）は、必ず規則性のある A/D（アナログ/デジ

タル）変換機固有のノイズが付加されている。パソコンを使用して画像に編集を加えた場合、ノイズ

が消去される、あるいは別の異なるノイズが存在する等、この規則性が乱れる。この規則性の乱れに

着目して改ざんの有無を検知する「改ざん検知システム」を開発する。研究計画としては、大量のサ

ンプルデータ（1,000 点以上）を用いて、JPEG 解析、ノイズ解析、パターンマッチングを行い、包

括的に改ざんの判断を行う。 
 

 

図 2-1 改ざん検知システム検査手順 
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（1）Exif 解析 
Exif とは「Exchangeable image file format」の略で JEIDA が規格化し、画像データにカメラ

のメーカー、機種名、作成ソフトウェアや撮影時の状況などの情報を埋め込むものである。 
デジタルカメラで撮影された画像データの Exif から次の(1)~(4)の内容をチェックする。 
 

表 2-1 Exif 解析の内容 
(1)「写真の撮影日」の確認 
・「写真の撮影日」の有無を確認 
・「写真の撮影日」と「更新日時」の同一性の確認 
(2)「データサイズ」の確認 
・画像の縦横比の確認（4:3、3:2、5:4、16:9 のいずれかに一致するか確認） 
・データサイズの確認（画像の縦、横がどちらも 8 の倍数ピクセルであるか確認） 
(3)「作成ソフトウェア」の確認 
(4) デジタルカメラで撮影しただけでは追加されない項目の確認 
※ デジタルカメラで撮影した場合の条件は CIPA と JEITA が策定した「デジタルスチルカメ

ラ用画像ファイルフォーマット規格 Exif2.3」に基づく 
 

1）Exif 解析例 

下図（図 2-2）は作成ソフトウェアが「Adobe Photoshop CS5 Windows」となっているため、デ

ジタルカメラで撮影された画像データを Photoshop にて再保存されたものである。 

 

図 2-2 Exif 解析例 
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（2）JPEG 解析 
JPEG 画像の作成時に圧縮によって必ずノイズが発生するが再保存を行うとノイズが多重に乗

る。そのノイズの重なりを確認する事で再保存の有無を特定する。弊社特許技術 1 

 
図 2-3 JPEG ノイズ解析 

 
1）JPEG 解析例 

 

 

図 2-4 JPEG 解析例 

1 「デジタルデータ改ざん検出プログラムおよびデジタルデータ改ざん検出装置」 国内特許 特許第

3673802 号（平成 14 年 12 月 3 日出願） 米国特許 Patent No.7840007 , EPC 特許 Patent No.1453298 , 
中国特許 Patent No.ZL02824049.9 , 香港特許 Patent No.HK1074312 , 韓国特許 Patent 
No.10-0935901 , インド特許 Patent No.243335 

6 

                                                   



平成 26 年 9 月 22 日 
 

（3）ノイズ解析 
デジカメで撮影した場合に AD 変換のノイズが発生する。そのノイズは一様に発生するが、編

集を行うとノイズは不自然に消える。ノイズが不自然に消えた部分を特定する事で画像の編集場

所を特定する。 

 
図 2-5 ノイズ解析 

 
1）ノイズ解析例 

 

 
図 2-6 ノイズ解析例 
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（4）パターンマッチング 
編集ソフトなどで改ざんを行う場合、通常改ざん箇所を隠すため周囲と同化させるが、その場

合不自然に同じノイズパターンが連続する。また画像内の一部をコピーした場合も同様に、同じ

パターンが検出される為、パターンの一致をチェックする事で改ざん箇所を特定する。 
 

1）パターンマッチング解析例 

 

 

図 2-7 パターンマッチング解析例 
 

（5）量子化テーブル解析 
当初解析エンジンの一つとして量子化テーブルの解析を予定していたが、数社のカメラで使用

する量子化テーブルを確認したところＣＡＮＯＮ以外のメーカーでは標準的な量子化テーブルを

使用している事が判明し、解析が行えないと判断したため、解析エンジンから除外した。 
 

表 2-2 量子化テーブル調査結果 
メーカー 量子化テーブル 

CANON 独自 
Nikon 一部独自 
Olympus 標準 
Pentax 標準 
FUJIFILM 標準 
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3.  検証結果 
3.1  第 1次検証結果 

2財団法人日本建設情報総合センターより貸与されたデジタル工事写真を元に Adobe Photoshop な

どのソフトウェアを使用し改ざんを行ったデータを作成し検証を行った。 
 

表 3-1 第 1 次検証結果 
検査項目 検証画像数 検出数 検出率 

Exif 解析 1,000 1,000 100% 
JPEG 解析 20,344 17,577 86.4% 
ノイズ解析 100 40 40% 
ノイズ解析の NG 画像

に対する JPEG 解析 
40 40 100% 

パターンマッチング 100 45 45% 
パターンマッチングの

NG 画 像 に 対 す る

JPEG 解析 

45 45 100% 

総合(Exif 解析は除く) 20,544 17,777 約 86.5% 
 

・Exif 解析について 
Exif 情報に齟齬がある場合、100%見つけることができる。但し、Exif 情報は書き換えが可能な

為、画像編集後 Exif 情報を書きかえることで編集痕跡を消すことが可能となる。Exif 情報は比較

的簡単に編集でき、市場にフリーのツール等も出回っている為、少々の知識があれば容易に編集

の痕跡を消すことが可能となる。 
・JPEG 解析の未検出データについて 

JPEG 解析では、高周波部分のデータをノイズとし、量子化時に切り捨てるデータをノイズのば

らつきとして検出する。画像再保存をすると再度量子化を行う為、新たな部分にデータの切り捨

てが発生する。そのため、再保存後のデータの高周波部分を解析すると複数のばらつきが組み合

わさったパターンを示すようになる。このパターンを検出することで再保存を検知する。 
この為、再保存時に再度切り捨てが発生しないパターン（切り捨て範囲が初回保存時の公約数に

なっている場合）の場合検出できない。 
具体的には、保存時に使用する量子化テーブルと圧縮率が同じ場合、圧縮率が整数倍の場合に切

り捨てられる高周波部分が同じになる（初回の保存で既に切り捨てられている為、再保存では切

り捨てが発生しない）場合に発生する。 
また、画像全体に再度高周波成分が発生する様な編集を行った場合、以前に保存した保存の痕跡

が消えてしまう為検出できなくなる。 
・ノイズ解析の未検出データについて 

ノイズ解析は、画像撮影時に AD 変換で発生するノイズを解析することで改ざんを検知する。通

2各地方整備局デジタル工事写真 電子納品 合計 20,344 枚 
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常、撮影したままのデータでは高周波域にランダムなノイズが含まれている。画像改ざんで一般

的な、ぼかしや塗り潰し等の処理を行うと、ノイズが潰れて不自然な途切れが発生する。不自然

な途切れを見つけることで改ざんを検知する。 
この為、ノイズの途切れが発生しない処理（色の変更、他の場所からの切り貼り等）は検出でき

ない。また、編集後に高周波域にランダムなノイズを足すことが出来れば編集痕跡は残らなくな

る。 
 

・パターンマッチングの未検出データについて 
画像から特定の箇所を消したい場合、消したいものの周りのデータを切り貼りすることで周りと

違和感なく消すことが一般的な手法である。周りから画像を貼り付けるので同じパターンのデー

タが不自然に複数存在するということが発生する。自然界では同じパターンが繰り返されたり離

れた場所に同じパターンが存在することは極めて稀である。そこで、同じパターンが不自然に存

在しないかを確認することで画像の改ざんを検知することが出来る。 
パターンを認識する為には、有る程度の大きさが必要となる。パターンを小さくしすぎると不要

な部分が大量に見つかる事がある（パターンが小さいほど、同じパターンが偶然存在する確率は

上がる）。また、パターンを大きくしすぎると同じ物は見つけ難くなる。この為、小さなパターン

で編集された場合、見つけることが難しくなる。 
 
3.2  精度アップ対策 

1 次検証での JPEG 解析では 8px×8px ブロック Y,Cb,Cr プレーンの全個所や特定個所に対して解

析を行っていたが、未検出・誤検出が発生していた。また、全個所を対象にした場合、検査時間が非

常に長くなることも確認した。未検出・誤検出を減らして検出精度を上げ更に高速に検査するために

必要な検査箇所を調査、検証した。 
その結果、輝度部分の(0,0)に対して解析を行う事がより効果的である事が判明した。 
また、ノイズ解析、パターンマッチングについては１次検証で使用した改ざんデータを元に改ざん

と判断するしきい値の設定を設け、より効果的なものを設定し精度アップを図った。 
 
3.3  第 2次検証結果 

上記 3.2 の精度アップの対策を行い第 1 次検証で使用したデータに対して検証を行った。 
 

表 3-2 各機能 第 2 次検証結果 
 

検査項目 検証画像数 検出数 検出率 
Exif 解析 1,000 1,000 100% 
JPEG 解析 20,344 19,225 94.5% 
ノイズ解析 100 65 65% 
パターンマッチング 100 70 70% 
合計 21,544 20,425 約 94.8% 
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・JPEG 解析の未検出データについて 

画像撮影時の量子化テーブルと再保存時に使用した量子化テーブルが非常に似ており、再保存時

の高周波成分の切り捨てが、ごく少量しか発生しなかった為検出できなかった。 
・ノイズ解析の未検出データについて 

ぼかし、塗りつぶし等のランダムなノイズが途切れる処理を行っていない編集の為検出できなか

った。 
・パターンマッチングの未検出データについて 

周りからの貼りつけが行われていないデータであった為、同一パターンが存在せず検出できなか

った。 
 

3.4  複合検証試算 

上記、3.3 ではそれぞれの検証の精度を検証したが、改ざんの有無は上記検査のうち、どれか 1 つで

も検出できれば改ざんありと判断できるため、組合わせて検査を行うことで検出率を上げることがで

きる。 
検出精度の試算は下表の通りとなる。 

 
表 3-3 複合検査試算 

 
検査項目 検証画像数 検出数 検出率 

JPEG 解析 20,344 19,225 94.5% 
ノイズ解析 1,119 727 65% 
パターンマッチング 392 274 70% 
合計 20,344 20,226 約 99.4% 

 
各機能を組合わせることにより、より精度の高い検出精度を得ることができる。 
JPEG 解析で検出できなかったデータに対してノイズ解析を行う。更に JPEG 解析、ノイズ解析

で検出できなかったデータに対してパターンマッチングを行うことで、検出精度を飛躍的に上げる

ことが可能となる。 
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4.  デジタル工事写真での検証 
4.1  検証用デジタル工事写真 

財団法人日本建設情報総合センターより貸与されたデジタル工事写真 3について「2.1 検査手順」に

示す内容に従い、デジタル工事写真の検証を行った。 
表 4-1 検証用デジタル工事写真 

整理番号 地方整備局等 備考 

81 北海道開発局 5,381 枚 
82 東北地方整備局 500 枚 
83 関東地方整備局 9,151 枚 
84 北陸地方整備局 500 枚 
85 中部地方整備局 575 枚 
86 近畿地方整備局 817 枚 
87 中国地方整備局 1,069 枚 
88 四国地方整備局 637 枚 
89 九州地方整備局 1,714 枚 

 
4.2  検証結果 

検証の結果は下記の通り。 
表 4-2 デジタル工事写真検証結果 

番号 地方 検査枚数 Exif 解析 JPEG 解析 ノイズ解析 ﾊﾟﾀｰﾝﾏｯﾁﾝｸﾞ 検出画像数 

81 北海道 5,381 2 0 4 4 6 
82 東北 500 0 0 1 1 1 
83 関東 9,151 82 0 14 0 96 
84 北陸 500 14 0 0 0 14 
85 中部 575 0 0 1 0 1 
86 近畿 817 0 0 0 0 0 
87 中国 1,069 7 0 0 0 7 
88 四国 637 2 0 11 3 13 
89 九州 1,714 0 0 2 0 2 
合計  20,344 107 0 33 8 140 
 
上記検証結果より、修正（改ざん）されたデジタル工事写真は「無い」ものと判断する。 
但し、各チェックにより不合格となり「改ざん判定」を行った 140 枚は手動にて詳細を確認し Exif

情報の欠如、画像の回転等が行われていたことが判明したが悪意のあるものではなかった。 
 
 

3各地方整備局デジタル工事写真 電子納品 合計 20,344 枚 
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4.3  不合格判定画像の事例 

（1）Exif 解析 
1）画像サイズでの不合格 

画像サイズが奇数の１枚の画像が存在したが、その他の解析では編集の痕跡が見られない事か

ら改ざんはないものと判断する。理由として次の事項が考えられる。 
・Exif 情報を変更しない編集ソフトでトリミングを行った場合 

 

 
【81 北海道】工事写真提出\H24_R230 定山渓災害復

旧工事\PHOTO\PIC\P0000086.JPG 

画像サイズ 1199×899 ピクセル 
 
 

2）Exif 情報の欠如 

Exif 情報が欠如していた 2 枚のデジタル工事写真に対する検証結果を以下に示す。 
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「⑦_平成 22-24 年度 近家トンネル第１

工事¥PHOTO¥PIC¥P0001132.JPG」 
画像サイズ 1200 x 1600 ピクセル 

「⑦_平成 22-24 年度 近家トンネル第１工事

¥PHOTO¥PIC¥P0003072.JPG」 
画像サイズ 1600 x 1200 ピクセル 

 
この 2 画像に対して以下の調査を行った。 

JPEG 解析、ノイズ解析、パターンマッチングを用いた改ざんの検証 

この 2 画像に対して JPEG 解析、ノイズ解析、パターンマッチングを用いて検証を行った結果、編集・

再保存の痕跡は見つからなかった。 

 

データ作成方法の調査 

「⑦_平成 22-24 年度 近家トンネル第１工事\PHOTO\PIC\P0001132.JPG」については、横撮影の縦

画像となっているため、もともと縦向きの機器（携帯電話等）で撮影されたか保存データをアプリケー

ションで開いて、回転・再保存したことが考えられる。 

携帯電話（ガラケー）について、撮影画像を調べたところ Exif 情報は付加されていた。 

調べた携帯電話の機種は、下記となる。 

Docomo P-06C（Panasonic 製 2011 年 7 月発売） 

Docomo F-04A（富士通製 2009 年 2 月発売） 

au W53H（日立製 2007 年 11 月発売） 

au W62H（日立製 2008 年 7 月発売） 

au SH002（シャープ製 2009 年 6 月発売） 

旧機種、他メーカーで Exif 情報を付加しない携帯電話が存在する可能性があるものと思われる。 

 

回転・保存の調査 

WindowsXPに標準で付属している「Windows 画像とFAXビューア」で画像を開いて、回転ボタンを押し
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たところ、元の量子化テーブルも同時に回転されることが確認できた。 

また、「Windows 画像と FAXビューア」では、回転すると同時に保存操作を行わなくても自動的に保存

されてしまうことも判明した。 

以上のことより、画像確認のため「Windows 画像と FAXビューア」で開き縦画像を見やすくするために

横に回転したと考えられる。 

 
上記調査結果により、Exif 情報が存在しなかった理由として次の事項が考えられる。 

・Exif 情報が付加されない簡易カメラ等の機器で撮影した場合 
・Exif 情報を出力しないアプリケーション（ペイント等）で画像を開いて再度保存した場合 

 
（2）JPEG 解析 

JPEG 解析では不合格と判定されたデジタル工事写真は存在しなかった。 
 
（3）ノイズ解析 

道路、空、陰、コンクリート、黒板の空白部分等の一様な部分では、ノイズパターンも一様となる

傾向がある為、改ざんの疑いありとして検知した。 
今回の検証では、33 画像に対して改ざんの疑いありと判断したが、目視や手動での詳細検証により

改ざんが無いことを確認した。 
以下に改ざんの疑いありと判断した代表的な画像を貼付する。 
左が元画像、右が検証結果画像となる。 
検証結果画像の白色の部分が改ざんの疑いがあると検知した部分となる。 
 

  
【81 北海道】工事写真提出\H25_R337 札幌大橋 RA 橋上部工事\PHOTO\PIC \ P0000017.JPG 
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【81 北海道】工事写真提出\H25_R337 札幌大橋 RA 橋上部工事\PHOTO\PIC\ P0000058.JPG 

 
（4）パターンマッチング 

鉄筋、メジャー、鉄柱等同一パターンが存在しやすい部分の為、改ざんの疑いありとして検知した。 

今回の検証では、8 画像に対して改ざんの疑いありと判断したが、目視や手動での詳細検証により改

ざんが無いことを確認した。 

検知された代表的な画像を以下に貼付する。 
画像の同色の円で囲まれて線で結ばれた箇所が同一パターンの存在する箇所と検知した。 

  
⑫_平成 23-24 年度 衣笠高架橋床版工事

\PHOTO\PIC\P0000292.JPG 

⑫_平成 23-24 年度 衣笠高架橋床版工事

\PHOTO\PIC\P0000332.JPG 
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5.  まとめと今後の課題 
5.1  まとめ 

3.3  第 2 次検証結果から Eixf 解析、JPEG 解析、ノイズ解析、パターンマッチングで包括的に判断

する事により試算では 99.4%改ざんを検知する事が可能である。 
 
5.2  今後の課題 

ノイズ解析、パターンマッチングにて改ざんではない画像に対して改ざんと判定しまうケースが

0.1%程度発生しており、目視や手動での調査が必要となっている。 
全体から考えると少数ではあるが人の手を介する必要がある。 
改ざんと判定してしまう画像に対して更に解析を進め誤検知を最小限に抑えるよう調査、改良を進

めていく。 
 
5.3  事業化について 

2015 年 4 月を目途に事業化に向けてシステム化を行うものとする。 
具体的には専用端末に改ざん検知ソフトウェアをインストールしたものをシステムとして販売する

事を目的として端末の選定、ソフトウェアの改善を行うものとする。 
専用端末では各データを CD-ROM、USB メモリ、SD カード、CF カードなどを使用して検査可能

とする。 
ソフトウェアの対策としてノイズ解析、パターンマッチングにて改ざんではない画像に対して改ざ

んと判定しまうケースの改善を行う。 
ソフトウェアの操作性向上として自動監視を行い、各メディアを挿入すると検査を開始し結果を表

示できるように改善を行う。 
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Digital image data is dealt with as important evidence. 
It is necessary to check the alteration because anyone can do edit easily. The procedures of 
alteration detection are 1.Exif analysis, 2.JPEG analysis, 3. noise analysis, and 4. pattern match.  
Our patent are a basis of these development. This improved system will surely be used in 
various fields. 
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1. 研究目的 
現在、デジタルデータは、様々な分野にお

いて重要な記録資料として取り扱われてい
る。しかしながら、パソコンを使用すれば誰

でも容易に編集ができるため、データが改ざ
んされていないかどうか確認を必要とする場

面が数多く見られる。 

建設業界もまた、現場の状況や工事の進み
具合を撮影した写真で納品したりクライアン

トの報告に使用したりとデジタルデータの取
扱いが多く、工事業者、受け取るクライアン

ト（行政）の双方で、膨大なデジタルデータ

の編集有無の確認に多大な時間が費やされて
いる。 

そこで、当社技術「デジタルデータ改ざん
検知システム」を用いて、大量デジタルデー

タの改ざん有無を瞬時に判定するシステムの
研究開発を行うことにした。 

 

2. 研究内容 
デジタルカメラで撮影された画像データ

（JPEG形式）は、必ず規則性のあるA/D（ア

ナログ/デジタル）変換機固有のノイズが付

加されている。パソコンを使用して画像に編

集を加えた場合、ノイズが消去される、ある

いは別の異なるノイズが存在する等、この規

則性が乱れる。この規則性の乱れに着目して

改ざんの有無を検知する。 

改ざんの検証手順は、「Exif解析」、

「JPEG解析」、「ノイズ解析」、「パターン

マッチング」の4段階で行い、既存工事写真

20,544点を元に、Adobe Photoshopなどのソ

フトウェアで作成した改ざんデータを用い

て、検証を実施した。 

 

3. 研究成果 

検証の結果、JPEG解析では8px×8pxブロッ

クY,Cb,CrプレーンのY(輝度成分)の（0,0）

に対して解析をおこなうことでより精度が高

まることが判明した。 

 

ノイズ解析、パターンマッチングについて

は、しきい値をより効果的なものに設定し精

度アップを図った。これら対策に加え、JPEG

解析で検出できなかったデータに対してノイ

ズ解析を行い、JPEG解析、ノイズ解析で検出

できなかったデータに対してパターンマッチ

ングを行うといった複合検査を行うことで、

改ざん検出率約99.4％（理論値）まで検出精

度を高めることができた。 

 

4. 新規性と今後の活用 

 大量デジタルデータを検証し改ざんを検知

するシステムはこれまで例のない新しい研究

開発である。さらに、当社の改ざん検知技術

は、JPEG画像そのものを解析して改ざん箇所

を抽出するため、デジカメで撮影保存された

データは勿論、メール添付で送信されたデー

タや、パソコンに保存した後CDに書き込みさ

れたデータ等も、編集有無の判定を行うこと

ができる。そのため、様々な分野に広く活用

されることが期待できるとともに、本技術の

広がりが、デジタルデータの信頼性向上につ

ながることを確信する。 

 今後は事業化に向け、ソフトウェアの操作

性や専用端末として販売するための検討を行

う。 

 
 

 1 


	報告書トップメニュー
	改ざん検知システムの開発
	目次
	1. 研究の目的
	2. 研究内容
	2.1 検査手順

	3. 検証結果
	3.1 第 1 次検証結果
	3.2 精度アップ対策
	3.3 第 2 次検証結果
	3.4 複合検証試算

	4. デジタル工事写真での検証
	4.1 検証用デジタル工事写真
	4.2 検証結果
	4.3 不合格判定画像の事例

	5. まとめと今後の課題
	5.1 まとめ
	5.2 今後の課題
	5.3 事業化について

	DIGITAL DATE FALSE ALTERATION DETECTION SYSTEM
	研究成果の要約


