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ジオタギングとは、全地球測位
システム（GPS）の地理的メタ

データを、モバイル・デバイスで撮影
された写真の画像に付加することで
す。このメタデータを付加することに
より、特定の写真が撮影された場所
を後で識別できるようになります。ジ
オタギングは、GPS対応デバイスに
標準搭載されている機能ではありま
せん。そのため、メタデータを付加す
るためだけにアプリケーションを独自
に作成する必要があります。
本記事では、GPSメタデータを画

像に埋め込む方法について説明しま
す。また、GPSメタデータを画像に埋
め込むサンプルアプリケーションを
紹介します。
注： 本記事で紹介するアプリケーショ
ンのソース･コードは、NetBeans
プロジェクトとしてこちらからダウン
ロードできます。

ジオタギング処理
一言で言えば、画像のジオタギング
処理とは、特別なGPSメタデータを
画像ファイルの構造内に埋め込むこ
とです。ジオタギングできる画像形式
は限られています。そのため、ジオタ
ギングしたい画像として適切な形式

の画像を入手することが必要になり
ます。本記事では、JPEG画像形式を
使用します。
本記事で扱うジオタギングでは、

画像への緯度情報と経度情報の埋込
みを行います。実際には、ジオタギン
グで高度、方位、地名などの詳細デー
タも埋め込むことができます。
画像をジオタギングするためには、

次の手順を実行します。
1.  位置情報データを利用できるよ
うに準備します。すなわち、モバ
イル・デバイスの現在の緯度およ
び経度をアプリケーション内で取
得して使用できる状態とします。

2.  ジオタギングする画像を取得し
ます。

3.  GPSメタデータを画像データに
埋め込みます。

4.  メタデータを埋め込んだ状態で、
画像をファイル・システムに保存し
ます。
手順の1と2は簡単です。同じ

アプリケーションを使用して一度
に実行できます。詳細は、『Using 
the Location API for Favorite 
Spots』および『Taking Pictures 
with MMAPI』を参照してください。
手順の3と4に対しては、プロセス

を詳しく考察する必要が
ありますが、まずは、位置
情報データを利用できる
状態にします。

位置情報データの準備
まだソース・コードをダウ
ンロードしていない場合
は、本記事の残りを読む
間にダウンロードしてお
くと便利です。
位置情報データを利

用できる状態にするた
めには、Criteriaを作成
し、ロケーション・プロバ
イダ（位置情報の提供元）
の簡単な取得条件を設定します（リス
ト1参照）。
次に、LocationProviderを作

成します（リスト2参照）。
適切なLocationProviderが

見つかった場合は、リスナーとして
現在のMIDletを設定します（リス
ト3参照）。リスト3のコードでは、
LocationProviderから提供される
現在の位置情報で、クラス変数を単純
に更新しています。
以上で現在の位置情報データを利

用できるようになりました。次に、ファ

インダーを表示して写真
を撮影するための別のク
ラスCanvasを作成しま
す。

ファインダーの作成と写
真の撮影
ファインダーはMMAPIク
ラスのVideoControl
クラスを使用して作成
します。VideoControl
クラスは、このクラス
自体が使用する個別の
Canvasクラスである
CameraCanvasクラ
スの中で取得します。こ

のCameraCanvasクラスのコンスト
ラクタ内で、VideoControlの作成、
初期化、表示が行われます（リスト4参
照）。ファインダーが表示された後は、
Fireキーを押すことで写真を撮影でき
ます（リスト5参照）。
ここで、生成されたバイトコードを

変更し、位置情報データを付加しま
す。その前に、変更はバイト・レベルで
行うため、ファイル構造を理解してお
く必要があります。

EXIF形式 

位置情報を写真にタギングする方法
モバイル・デバイスで撮影した写真にGPSデータを埋め込む方法を学習する
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EX IFは、Exchangeab le 
Image File Formatの省略形
です。名前とは矛盾しますが、
EXIF形式は当初、任意のメディ
アにメタデータ情報をタギン
グする目的で作成されました。
EXIF形式はJFIF（JPEG File 
Interchange Format）に基づ
いています。さらに、より重要な
点として、EXIF形式データを既
存のJPEG画像に埋め込むこと
で、これらの画像に適切なメタデータをタ
ギングできます。
EXIF形式は、JPEGファイル内にある、画

像のメタデータを格納するための特殊なコ
ンテナとみなすことができます。このコンテ
ナには、元のJPEG画像の表示機能をより便
利なものにする、サムネイル情報も格納でき
ます。
JPEGファイルを16進ビューアで開き、

Exifという文字列を探すことで、EXIFメタ
データ・コンテナを含むJPEGファイルを簡
単に識別できます。Exif文字列の後には、
EXIF構造を定義するデータが含まれてい
ます。
一方、Exif文字列の前にも、JPEG標準で

アプリケーション・マーカーとして定義され
ている項目があります。これらのアプリケー

ション・マーカーは0xFFE0
から0xFFEFまでの固有のバ
イト文字で始まります。アプリ
ケーション・マーカーは画像デー
タのレンダリングに必要なもの
ではなく、処理情報を提供する
ものです。EXIFでは、固有の
0xFFE1マーカーを使用して、
EXIFアプリケーション・マーカー
の開始が示されます。
この0xFFE1マーカーに続

いて、EXIFアプリケーション・マーカーの長
さが示されます。0xFFE1マーカーからこ
の長さまでで、合わせて4バイトが使用され
ます。最後に特別な文字列であるExifが続
き、これによってEXIF構造の開始が示され
ます。
以上をまとめると、エンコードされたEXIF

メタデータ画像ファイルの構造は以下の
ようになります。ここでは、LLLLはEXIF
アプリケーション・マーカーの長さであり、
0x45から0x66は文字列Exifを表し、最
後の2バイトの0x00でこのセクションの終
わりが示されます。
 

次に、以下のような必須のTIFFヘッダー
構造が続きます。
 

この後に続く4バイトで、ファイル構造の
どこに画像データの情報のディレクトリが
あるかが示されます。この4バイトは実際
のデータに対するオフセットのようなもの
です。特殊な構造を持つこのデータは、IFD
（Image File Directory）と呼ばれてい
ます。

IFDの理解
TIFFヘッダーの最後の4バイトは、最初の
IFDが実際にある場所へのポインタです。さ
らに、この最初のIFDの末尾の4バイトが次

のIFDの場所へのポインタになっており、こ
の参照構造は最後のIFDまで繰り返されま
す。最後のIFDの末尾4バイトは0x0000
です。これにより、IFDがこれ以上は存在しな
いことが示されます。
IFDは小型の情報ディレクトリのようなも

のです。各EXIFコンテナに、最初のディレク
トリの末尾4バイトが次のディレクトリを指
す形で連鎖する複数のディレクトリを含める
ことができます。
本記事ではGPSメタデータの埋込みを

目的としているため、GPS IFDを中心に説
明していますが、すべてのIFDは同じ構造を
しています。この構造を表1に示します。
表1では、最初の4バイトによって、この

IFDに3つのディレクトリ・エントリが含まれ
ることが示されています。次に、その3つの

0xFFE1 LLLL 0x45 0x78 0x69 
0x66 0x00 0x00 0x49 0x49 0x2A 0x00

全てのリストのテキストをダウンロード

Criteria criteria = new Criteria();
 criteria.setHorizontalAccuracy(Criteria.NO_REQUIREMENT);
 criteria.setVerticalAccuracy(Criteria.NO_REQUIREMENT);
 criteria.setPreferredResponseTime(Criteria.NO_REQUIREMENT);
 criteria.setCostAllowed(false);

リスト1         リスト2         リスト3         リスト4         リスト5         

表1

バイトの説明 バイトの値
このIFDに含まれるディレクトリ・エントリ数を示す
4バイト 

0X0003

最初のディレクトリ・エントリ TTTT FFFF NNNNNNNN DDDDDDDD

2番目のディレクトリ・エントリ TTTT FFFF NNNNNNNN DDDDDDDD

3番目かつ最後のディレクトリ・エントリ TTTT FFFF NNNNNNNN DDDDDDDD

次のIFDに対するオフセットを示す8バイト（これが
最後のIFDである場合は0X0000） 

0X00000000

画像だけではあ
りません
EXIF は当初、
任意のメディア
にメタデータ情
報をタギングす
る目的で作成さ
れました。
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ディレクトリ・エントリがあります。各ディレク
トリ・エントリは、ディレクトリに含まれるデー
タを提供するための構造に従っています。最
後の8バイトには、次のIFDが存在する場合
は、その場所を示す値が格納されています。
これ以上IFDが存在しない場合は、すべて0
となります。通常、これはEXIFコンテナ自体
の終了も意味します。
各ディレクトリ・エントリは同じ構造に従い

ます。最初の4バイト（TTTT）は、IFDの種
類に関連するタグ番号を示します。ここでは
GPS IFDを扱うため、最初のタグは、GPS
バージョン番号を表す0x0000となりま
す。これにより、このディレクトリ・エントリに
GPSバージョン番号が含まれていることが
示されます。
次の4バイト（FFFF）はこのデータの

形式を示します。データ形式にはASCII
からbyte、doubleやfloatまで、12種
類があります。種類ごとに番号が付けら
れており、たとえばASCIIは2で表され、
unsigned rationalは5で表されます。 
したがって、これがGPSバージョン番号の
ディレクトリ構造である場合、これらの4バイ
トには0x02 0x00という値が含まれるこ
とになります。
次 の 8 バ イ ト は

NNNNNNNNであり、この値
に使用できる要素の数が示さ
れます。各データ値には複数の
要素が含まれる可能性があり、
これらを総合してデータが構成
されます。GPSバージョン番号
には1つの要素しか含まれない
ため、ここでは0x01 0x00 
0x00 0x00という値を使用
します。
最 後 の 8 バ イ ト

（DDDDDDDD）にはデー
タが格納されているか、または

データの格納場所へのオフセットが含まれ
ます。GPSバージョン番号の場合、代表例
は0x32 0x32 0x00 0x00であり、
GPSバージョン2.2.0.0を表します。
このようなEXIFファイル構造の理解をふ

まえて、実際のコードの説明に進みます。

画像データの変更 
これまでのセクションで、位置情報データを
収集し、写真を撮影しました。この位置情報
データをバイト配列に格納して、データの変
更処理に進みます（リスト6参照）。
これまでの説明では触れていませんが、

メイン・アプリケーションの妨げとならない
ようにするため、このプロセス（写真の撮影
を含む）は個別のスレッドで実行しています
（ソース・コード全体を参照）。
それでは、位置情報データの配列を1バイ

トずつ処理しながら、適宜変更していきます
（リスト7参照）。
EXIF形式では、マーカー0xE1が使

用されています。一方、ここでSun Java 
Wireless Toolkitを使用して処理する画
像には、純粋なJPEG画像を表すマーカー
0xE0が含まれています。このマーカーを
E1タグで置き換えてから、合計サイズ（手

動で計算）を書き込みます。
次に、EXIFセクションを書き

込んでいることを明確にするた
め、Exif文字列を書き込み、続け
て必須のTIFFヘッダーを書き
込みます（リスト8参照）。
次は、最初のIFDであるGPS 

IFDです（リスト9参照）。GPS 
IFDには、実データではなく実
際のGPS IFD構造へのオフセッ
トが格納される点に注意してく
ださい。GPS IFD構造は格納さ
れるエントリの数（バージョン、
緯度、経度の3つ）で始まり、次

に最初のエントリ（GPSバージョン）が続き
ます（リスト10参照）。
次のエントリはGPSの緯度です（リスト

11参照）。このエントリにも実データは格納
されず、データの場所を示すオフセットが格
納される点に注意してください。
GPS経度のエントリは省略して、オフセッ

トが示しているデータを確認します（リスト
12参照）。

特殊なメソッドを使用して、10進表現の
GPS緯度を度および分へと変換しました。
ここでは、GPS情報を構成する度および分
がそれぞれ固有のエントリで示されることが
想定されています（そのため、リスト11では
GPS緯度の要素数として2を指定していま
す）。さらに詳細に、秒まで示すこともできま
す。その場合、要素数に3を指定する必要が
あります。

全てのリストのテキストをダウンロードアプリケーション
の作成
ジオタギングは
GPS対応デバイ
スに標準搭載さ
れていないため、
メタデータを付
加するための特
別なアプリケーシ
ョンを独自に作成
する必要があり
ます。

              imageArray = videoControl.getSnapshot("encoding=jpeg");
              // read it              
              ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(image
Array);
              // for writing the modified array
              ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();

リスト6         リスト7         リスト8         リスト9         リスト10
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GPS経度に対しても同じ形式が使用され
ます（スペースの都合上ここでは省略）。

まとめ
本記事では、3つの異なるテクノロジーを組
み合わせて画像を変更し、GPSメタデータ
情報を埋め込みました。はじめに、Location 
APIと写真の撮影について簡単に触れまし
た。次に、EXIFメタデータ情報を格納する
ための画像データの変更について説明し、
EXIFの基本を取り上げ、実際のアプリケー
ションのコードについて考察しました。</
article>

全てのリストのテキストをダウンロード

LEARN MORE
• 『 Getting Started with Touchscreen UIs 

in Java Platform, Micro Edition』

• 『 Working with the XML Parser API ̶ 
JSR 172』

• 『Working with the Mobile Sensor API』

                  // second entry is GPS Latitude - 2 bytes
                  bos.write(0x02);
                  bos.write(0x00);

                  // data format (rational) - 2 bytes
                  bos.write(0x05);
                  bos.write(0x00);

                  // number of components (2 - degrees and minutes) - 4 
bytes
                  bos.write(0x02);
                  bos.write(0x00);
                  bos.write(0x00);
                  bos.write(0x00);

                  // offset to data value (64) - 4 bytes
                  bos.write(0x40);
                  bos.write(0x00);
                  bos.write(0x00);
                  bos.write(0x00);

リスト11         リスト12         
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