社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.

敵対的事例検出器を用いたロバストな画像分類システムの拡張
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あらまし

敵対的事例と呼ばれる人為的に作成された微小なノイズを入力に加えた敵対的事例攻撃によって，深層学

習モデルの予測結果を操作される危険性があることが知られている．本稿では，敵対的事例にロバストな新しい画像
分類システムを提案する．敵対的事例の防御手法として，敵対的攻撃に対してロバスト画像分類器を構築するする方
法と，分類器への入力前に敵対的事例を検出する方法の二つが代表的である．従来これらは独立に研究されてきたが，
先に両者の同時使用が，互いの短所を補うことが指摘された．本稿では，その先行研究をさらに拡張して，システム
設計時に必要であった統計的仮定を緩和した画像分類システムを提案する．仮定外の攻撃に対して防御性能が大きく
劣化するという従来法の課題を，複数の特徴を用いることによって，提案法は改善することが可能である．
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Abstract In image classiﬁcation with deep learning, there is a risk that an attacker can intentionally manipulate the prediction results of image classiﬁcation by using images with a small designed noise, called adversarial examples. In this paper,
we propose a robust image classiﬁcation system against adversarial examples. In order to prevent the attack, there are two
approaches: using a robust classiﬁer, and using a detection method of adversarial examples. A robust image classiﬁcation
system with the combination of these two approaches was demonstrated to outperform conventional methods. In this paper,
we extend the robust image classiﬁcation system with the combination of the two approaches by using multiple features. The
proposed method is more robust against various adversarial attacks and noise levels than the conventional one.
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1. ま え が き

設計する手法である．敵対的事例を含んだトレーニング画像に
よって学習を行う一種のデータ拡張によってロバスト性を持た

深層学習モデルは，人為的に作成された微小なノイズを入力

せる手法 [1] や，秘密鍵を用いた画像変換によって，敵対的事

に付加した敵対的攻撃によって予測結果が操作される脆弱性を

例に対してロバストなモデルを学習する手法 [2] が提案されて

持っていることが知られている．ノイズは人間が判別不能なほ

いる．2 つ目のアプローチは，モデルへの入力前に敵対的事例

ど僅かであっても攻撃が可能であり，特に顔認証や，マルウェ

を検出する手法である．学習分布から離れた入力を検出するた

アの検出，自動運転で使われる画像認識など，安全性や高いセ

めに，クラス条件付きガウス分布のマハラノビス距離を求める

キュリティが求められるアプリケーションにとって大きな脅

手法 [3] や，クリーンな画像と敵対的事例の Feature Attribution

威となる．従って，敵対的攻撃に対する防御策が急務の課題と

の違いを用いた検出手法 [4] がある．

なっている．

上記の 2 つのアプローチは，それぞれ独立に研究されてきた

敵対的攻撃に対する防御策は，主に 2 つのアプローチが検

が，両者が攻撃手法やノイズレベルに対して異なる性質を持つ

討されてきた．1 つはモデルを敵対的攻撃に対してロバストに

ことから，両者の同時使用がお互いの短所を補い合うことが指
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摘された [5]．本稿では先行研究のシステムを，検出器を複数用

て，秘密鍵を用いたブロック単位の画像変換：ピクセルシャッ

いることによって拡張する．提案手法は学習に使用した攻撃手

フリング，ビットフリッピング，FFX (Feistel-based encryption)

法やノイズレベルではない仮定外の敵対的攻撃に対して，従来

暗号化を行うことで，敵対的攻撃に対してロバストなモデルを

法よりも高い防御性能を持つことを確認する．また検出手法の

学習する．

性質から，検出器を FGSM (fast gradient sign method) [1] のよう

2. 2. 2 敵対的攻撃の検出

な弱いクラス誘導をするタイプの攻撃手法かつ，できるだけ弱

Lee らの手法 [3] では，学習分布から離れた入力を検出する

いノイズレベルによって学習することで，仮定外の敵対的事例

OOD (out-of-distribution) 検出のひとつである．分類器モデルの

に対して頑健になることを示す．

特徴に関するクラス条件付きガウス分布を求め，そのマハラノ

2. 関 連 研 究

ビス距離に基づいた信頼度スコアから敵対的事例を検出する．
また敵対的事例とクリーンな画像は，統計的に異なる Feature

2. 1 敵対的攻撃

attribution を持つことが報告されている [4], [13]．先行研究 [5]

敵対的攻撃は，ResNet などのニューラルネットワークモデル

では，ロバストな分類器に基づく検出器を提案している．[5] は

への入力に，敵対的事例と呼ばれる人為的に作成された微小な

敵対的事例が入力された場合に生じる一般的な分類器とロバス

ノイズを加えることによって，意図的に予測結果を操作する攻

トな分類器の出力の違いから，各分類器の Softmax 層に通す前

撃である．付加されるノイズは，人間の目には識別ができない

の Logit を特徴量として用いる．本稿では，ロバストなモデル

ほど微小であっても攻撃が可能である．敵対的攻撃は，予測結

と敵対的事例検出器を組み合わせたロバストな画像分類システ

果を本来のクラスから離れるようにする non-target attack と 攻

ムを，検出器を複数用いることによって，ノイズレベルの変化

撃者が予測結果を意図したクラスに誘導する target attack に分

や攻撃手法の変化に対してよりロバストに拡張する．

類できる．本稿では主に taget attack を対象とする．
敵対的事例の作成手法は，ホワイトボックス型，ブラック
ボックス型，グレーボックス型に分けられる．ホワイトボック
ス型は攻撃者が攻撃対象のモデルやパラメータ，防御手法にア

3. 敵対的事例検出器
3. 1 二つの防御手法を組み合わせた画像分類システム
ロバストなモデルと敵対的事例の検出手法を組み合わせた画

クセスできると仮定される．一方で，ブラックボックス型は，

像分類システムが，先行研究 [5] で提案されている．ロバストな

モデルの出力を除いて，モデルに関する情報を持っていないと

画像分類器 (図 1(a)) は強いノイズレベルに対しては防御性能が

かていされる．グレーボックス型は，ホワイトボックス型とブ

低下する一方，敵対的事例の検出器 (図 1(b)) は，より強いノイ

ラックボックス型の中間にあたり，モデルに関する部分的な情

ズレベルにおいて検出が容易になる．このように，二つの防御

報を持っていると仮定される．

手法は敵対的攻撃に対して対照的な性質を持つため，これらを

ホワイトボックス型の敵対的事例を作成する簡単で一般的な

同時に使用する場合には，互いの性質を補い合った高い防御性

方法として，FGSM がある．PGD (Projected Gradient Descent) [6]

能を維持できることが期待できる．具体的に，2 つの防御手法

は FGSM を反復して計算され，攻撃者の意図したクラスに FGSM

を組み合わせたロバストな画像分類システムは，ロバスト分類

よりも強く誘導する．反復最適化に基づく攻撃には CW(Carlini

器が誤りやすい強いノイズレベルの敵対的事例を検出器によっ

and Wagner attack) [7] や，EAD(elastic-net attack) [8] などがある．

て取り除くことが可能である．また検出器が弱いノイズレベル

ブラックボックス型の攻撃手法は，勾配を推定する手法 [9]，

の敵対的事例を誤ってクリーンな画像と識別した場合にも，ロ

入力を中心とした確率分布から抽出したサンプルを敵対的事

バストな分類器は問題なく分類できると期待できる．ロバスト

例とする NATTACK と呼ばれる手法 [10]，数個のピクセルを変

な画像分類システムの概要を図 1(c) に示す．

更することで敵対的事例を作成する OnePixel 攻撃 [11] などが

3. 2 拡張されたロバスト画像分類システム

ある．

敵対的事例検出器は，他の防御手法と同様に，攻撃手法に対

2. 2 敵対的攻撃に対する防御手法

して異なる性質を持つ．例えば，長我部らの手法は一般的な分

敵対的攻撃を防御する方法は主に，敵対的攻撃に対してロバ

類器とロバストな分類器の出力結果の差を特徴量とするので，

ストなモデルを設計する方法と，モデルへの入力前に敵対的事
例を検出する方法に分けられる．

特定のクラスに強く誘導するタイプの敵対的事例の方が検出が
容易である．そのため，長我部の手法は PGD に対しては高い検

2. 2. 1 敵対的攻撃に対してロバストなモデル

出性能を持つが，FGSM は PGD の検出と比べて難しい．一方，

ロバストなモデルとして，学習データに FGSM ベースの敵対

Lee らの手法 [3] は，敵対的事例と OOD と呼ばれる学習分布か

的事例を混ぜることでモデルがロバスト性を獲得することが報

ら離れたサンプルの二つを検出することを目的としており，ク

告されている [1]．しかしこの手法は，学習した敵対的攻撃以

ラス条件付きガウス分布のマハラノビス距離を特徴量としてい

外，例えば PGD のような反復的な敵対的事例が入力された場合

る．従って，クラスの予測が曖昧になりやすい FGSM に対して

には防御性能を持たないことが指摘されている [6], [12]．さら

は，長我部の手法と比べて高い検出性能を持つが，PGD におい

に，これらの防御手法はクリーンな画像の分類精度を低下させ

ては長我部らの手法 [5] よりも検出性能が低い．

てしまう．攻撃手法を仮定しない方法として，MaungMaung の

そこで本稿では，敵対的攻撃の検出器とロバストな分類器を

手法 [2] が提案されている．この手法は，入力画像に前処理とし

組み合わせた画像分類システムに加えて，複数の異なる特徴を
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2. 2 つの特徴量を 1 つの特徴量に組み合わせる．
3. 1 つの線形モデルと適切な閾値によって敵対的事例を検出．

図 1 ロバストな画像分類システム

検出器に用いて画像分類システムをさらに拡張する．敵対的
事例検出器は，一般に図 2(a) のように，特徴抽出器とロジス
図2

ティック回帰などの線形モデルで構成される．特徴抽出器の構

検出器の拡張

造は上述通り様々であるが，後列の線形モデルはほとんどの手
法でロジスティック回帰が採用されている．線形モデルの出力
は任意に決められる閾値 (th) に従って，出力が閾値より低い場
合にはクリーンな画像，高い場合は敵対的事例と判断される．
まず，異なる特徴抽出器と対応する線形モデルを並列に使用
する手法 (ensemble) の概要を図 2(b) に示す．検出の手順は以
下のようである．

4. 実

験

4. 1 実 験 条 件
データセットは，画像分類タスクに広く使用されている CI-

FAR10 データセットを使用する．本データセットは，動物や
乗り物を含む 10 種類のクラスを持つ，32×32 ピクセルの画像

60000 枚 (トレーニング画像: 50000 枚，テスト画像: 10000 枚)
1. 異なる特徴抽出器から特徴量を抽出．
2. 各対応する線形モデルと適切な閾値によって敵対的事例を
検出．

3. ２つの検出結果をアルゴリズムに従って統合．
特徴抽出器と線形モデルの組み合わせや，アルゴリズムの選
択には自由度がある．本稿ではアルゴリズムに，どちらかの線
形モデルが敵対的事例と判断した場合に敵対的事例とみなす

(Ensemble (adv)) と，どちらかの線形モデルがクリーンな画像
だと判断した場合にクリーンな画像とみなす (Ensemble (clean))
を適用する．
次に，異なる特徴抽出器で抽出した特徴を組み合わせて１つ
の特徴ベクトルとし，1 つの検出器 (ロジスティック回帰) を学
習する手法 (Concat) の概要を図 2(c) に示す．検出の手順は以
下のようである．

1. 異なる特徴抽出器で特徴量を抽出．

で構成されている．トレーニング画像は，一般的な分類器とロ
バストな分類器の学習に用いた．
敵対的攻撃は，ホワイトボックス型攻撃である PGD [6]，

FGSM [1] によって行った．データセットのテスト画像の内
8000 枚と，敵対的攻撃が施された同 8000 枚の計 16000 枚を検
出器の線形モデルの学習に使用した．テスト画像の残りの 2000
枚とその敵対的事例 2000 枚の計 4000 枚を，画像分類システム
のテストに使用する．
検出器は，長我部らの手法 [5] と Lee らの手法 [3] について，
単体で画像分類システムに適用した場合と，提案手法に従って

2 つの検出手法を組み合わせて適用した場合の防御性能を比較
する．
一般的な画像分類器は，ResNet18 [14] を使用する．ロバスト
な分類器は，入力画像に秘密鍵を用いたブロック単位の画像変
換 [2] 適用し，一般的な分類器と同様に ResNet18 を使用した．

4. 2 評 価 指 標
本稿では，以下のような識別器の Accuracy (Acc) によって提
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案手法を評価する．

Acc =

𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 + 𝑁 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 + 𝑁 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
𝑁1𝑦𝑒𝑠
2𝑦𝑒𝑠
2

𝑁1 + 𝑁2

(1)

ここで，クリーンな画像の枚数を 𝑁1 ，敵対的事例の枚数を

𝑁2 とする．検出器にクリーンと判別された枚数をそれぞれ
𝑁1𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 ， 𝑁2𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 ．敵 対 的 事 例 と 判 別 さ れ た 枚 数 を そ れ ぞ れ
𝑁1𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 ， 𝑁2𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 とする．このとき，分類器に入力される画

像の中で，分類器に正しいラベルに分類された枚数をそれぞれ
𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 ， 𝑁 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛 とする．
𝑁1𝑦𝑒𝑠
2𝑦𝑒𝑠

4. 3 実 験 結 果

図 4 画像分類システムの Accuracy (FGSM 攻撃)

4. 3. 1 提案手法の基本防御性能
検出器の学習と同様の攻撃手法とノイズレベルで攻撃された
場合の，提案手法の防御性能を確認する．検出器の学習にはテス
トと同様の攻撃手法とノイズレベルを使用している．PGD(𝜖 =

3/255) を使用して攻撃した時の Acc を図 3 に，FGSM(𝜖 = 3/255)
を使用して攻撃した時の Acc を図 4 に示す．図 3，4 からわか

ついて確認する．図 5 に，PGD(𝜖 = 3/255) で検出器を学習した
画像分類システムを，PGD(𝜖 = 1,3,5,8,13/255) で攻撃した時の

Acc を示す．図 5 から，Concat は学習したノイズレベルより高
いノイズレベルの攻撃を容易に検出が可能であるため，弱いノ
イズレベルで学習を行うことが推奨される．

ることを以下にまとめる．

(a) 攻撃手法に関わらず Concat (提案手法 2) がほとんどの閾値
で最も高い Acc となっている．

(b) 検出手法が一つである場合と比べて，Concat は閾値が変化
してもほとんど Acc が変わらない．

(c) Ensemble (clean) (提案手法 1) は小さい閾値，すなわち少し
でも疑わしい画像を敵対的事例と判別する場合に Acc が
高い．

(d) Ensemble (adv) (提案手法 1) は大きい閾値，すなわちより
疑わしい画像のみを敵対的事例と判別する場合に Acc が

図 5 ノイズレベルに対するロバスト性

高い．

4. 3. 3 攻撃手法に対するロバスト性
(e) Ensemble (clean) は PGD，FGSM ともに Ensemble (adv) よ
りも Acc が高い，

検出器が学習していない攻撃手法に対するロバスト性につい
て確認する．PGD(𝜖 = 3/255) で検出器を学習した画像分類シス

以上の結果から，この条件下では 2 つの提案手法のうち，Concat

テムを，FGSM(𝜖 = 1,3,5,8,13/255) で攻撃した Acc を図 6 に示

が最も優れた防御性能を示した．

す．また，FGSM(𝜖 = 3/255) で検出器を学習した画像分類シス
テムを，PGD(𝜖 = 1,3,5,8,13/255) で攻撃した時の Acc を図 7 に
示す，図 6，7 からわかることを以下にまとめる．

(a) 図 6 の条件 (PGD で学習) では，Concat と Ensemble (clean)
は Lee の手法よりも低い Acc となった．

(b) 図 7 の条件 (FGSM で学習) で，どの手法も PGD で学習し
た場合と比べても Acc の低下が少なく，Concat と Ensemble

(clean) は他手法よりも高い Acc となった．
以上の結果から，Concat は FGSM かつ弱いノイズレベルで学
習した場合，異なる攻撃手法と広いノイズレベルに対して優れ
図 3 画像分類システムの Accuracy (PGD 攻撃)

たロバスト性を示した．このことは，単独で使用した検出器や
ロバストな分類器に加えて，両者を単純に組み合わせた場合よ

4. 3. 2 ノイズレベルに対するロバスト性

りも高い防御性能であった．

検出器が学習していないノイズレベルに対するロバスト性に
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図 6 攻撃手法に対するロバスト性 (学習: PGD，テスト: FGSM)

図 7 攻撃手法に対するロバスト性 (学習: FGSM，テスト: PGD)
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本稿では，敵対的事例検出器を複数用いることによって，ロ
バスト画像分類器と敵対的事例検出器を同時使用するロバスト
画像分類システムを，学習時と異なる攻撃手法やノイズレベル
に対してよりロバストにできることを述べた．テストと同様の
攻撃手法で検出器を学習した場合には，提案手法 2(Concat) が
他手法の中で最も高い防御性能を示した．特に，FGSM で生成
された弱いノイズレベルの敵対的事例を用いて Concat を学習
した場合，単独で用いた検出器やロバスト分類器に加えて，両
者を組み合わせた従来法よりも攻撃手法やノイズレベルに対し
て優れたロバスト性を示した．
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