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GPS を使って遊んでみる

● 地図を作る(OSM)
http://www.openstreetmap.jp/

● 宝探しをする(geocaching)
http://etrexer.web.infoseek.co.jp

● カーナビに使う(GpsDrive)
http://www.gpsdrive.cc/

● 時計合わせする(ntpd)
http://www.ntp.org/

● 地図と写真をリンクする

http://www.openstreetmap.jp/
http://etrexer.web.infoseek.co.jp/
http://www.gpsdrive.cc/
http://www.ntp.org/


地図と写真をリンク

● GPS から情報を読み込む

● 写真に位置情報を付与する

● 写真を位置情報に合わせて表示する



GPS から位置情報を読み込む

● GPSBabel を利用
http://www.gpsbabel.org/

 GPS からのデータ読みだし
＃書き出しも
＃＃garmin, magellan なら大体OK

 各種フォーマット変換が可能

Windows でしか読み出しが出来ないGPS でも大
抵各種形式へ変換可能
＃カシミール3D のgpx 形式からkml 形式など

http://www.gpsbabel.org/


GPS から位置情報を読み込む

● Girmin Geko201 の場合
 Seriari 接続…
 USB-Serial 変換でどうにか

 コマンド例
% gpsbabel -i garmin -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -F out-filename

-  i 読み込み形式
-   f serial device
-  o 書き出し形式
-  F 書き出しファイル名

https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=144&pID=220


GPS の形式変換

● 色々な形式がある

● 私がよく使うのはgpx 形式とkml 形式

● gpx 形式からkml 形式に変換する場合
% gpsbabel -i gpx -f in-filename -o kml -F out-filename



写真への緯度経度情報挿入

● exif 情報
 jpag ファイル等に付与する付加情報．
 カメラの種類や撮影条件，サムネイル等の情報
が格納されている．

 ここにGPS 情報も埋め込みが可能．
 GPS 付き携帯電話のカメラ機能でも埋め込め
る．



exif 情報の例

● 今回はexif コマンドを利用
http://libexif.sourceforge.net/

$ exif IMGP5155.JPG 
EXIF tags in IMGP5155.JPG' ('Motorola' byte order):
--------------------+----------------------------------------------------------
Tag |Value 
--------------------+----------------------------------------------------------
Manufacturer |PENTAX Corporation 
Model |PENTAX *ist D 
x-Resolution |72.00 
y-Resolution |72.00 
Resolution Unit |Inch 
Software |*ist D Ver 1.12 
Date and Time |2008:06:07 13:13:01 
YCbCr Positioning |co-sited 
Unknown | 
Compression |JPEG compression 
x-Resolution |72.00 
y-Resolution |72.00 
Resolution Unit |Inch 
Exposure Time |1/124 sec. 
FNumber |f/13.0 
ExposureProgram |Creative program (biased toward depth of field) 
ISO Speed Ratings |400 
Exif Version |Exif Version 2.21 
Date and Time (origi|2008:06:07 13:13:01 
Date and Time (digit|2008:06:07 13:13:01 
ComponentsConfigurat|Y Cb Cr - 
Exposure Bias |0.00 EV 
Metering Mode |Spot 
Flash |Flash did not fire, compulsory flash mode. 
Focal Length |40.0 mm 
Maker Note |55296 bytes unknown data 
FlashPixVersion |FlashPix Version 1.0 
Color Space |sRGB 
PixelXDimension |3008 
PixelYDimension |2008 
Sensing Method |One-chip color area sensor 
File Source |DSC 
Scene Type |1 
Custom Rendered |Normal process 
Exposure Mode |Auto exposure 
White Balance |Auto white balance 
Focal Length In 35mm|60 
Scene Capture Type |Standard 
Contrast |Normal 
Saturation |Normal 
Sharpness |Normal 
Subject Distance Ran|Macro 
InteroperabilityInde|R98 
InteroperabilityVers|0100 
--------------------+----------------------------------------------------------
EXIF data contains a thumbnail (5515 bytes).

http://libexif.sourceforge.net/


GPS 情報を埋め込む前に

● GPS 情報はexif 内の撮影時間を元に埋め込ま
れる．

● カメラの時計がずれていると位置もずれてし
まう．

● exiv2 を利用してexif 時刻情報を修正．
http://www.exiv2.org/

http://www.exiv2.org/


撮影時間の修正

● 撮影の際にgps の時刻画面を撮影しておく



撮影時刻の修正

● カメラの時計とGPS の時計の差を出します

 写真の時刻 : 13:13:01
 gps の時刻 : 13:05:22
 (13:13:01)-(13:05:22) = 7:39



exiv2 コマンドで修正

● % exiv2 -a -00:07:39 ad *.JPG

● exif コマンドで確認

● GPS と同じ時間になりました

    % exif IMGP5155.JPG |grep -i time
    Date and Time |2008:06:07 13:05:22 
    Exposure Time |1/124 sec. 
    Date and Time (origi|2008:06:07 13:05:22 
    Date and Time (digit|2008:06:07 13:05:22 



 GPS 情報の埋め込み

● やっとGPS 情報の埋め込み
● gpscorrelate を利用．＃gpscorrelate-gui も

http://freefoote.dview.net/linux_gpscorr.html

gxp 形式のGPS 情報からjpag ファイルに位置
情報を埋め込むことが出来ます．

http://freefoote.dview.net/linux_gpscorr.html


GPS 情報の埋め込み

● 撮影時に持ち歩いたGPS のgpx 形式のファイ
ルを用意．
今回は”20080607.gpx”

● 撮影時のjpeg データを1カ所に移動
今回はカレント

% gpscorrelate -g ./20080607.gpx -z +9 *.JPG



GPS 情報の埋め込み

● 埋め込まれた情報

$ exif IMGP5155.JPG |tail -11
GPS tag version |0x02, 0x00, 0x00, 0x00 
North or South Latit|N 
Latitude |35.00, 28.02, 0.00 
East or West Longitu|E 
Longitude |139.00, 37.44, 0.00 
Altitude reference |0x00 
Altitude |25.13 
InteroperabilityInde|R98 
InteroperabilityVers|0100 
--------------------+----------------------------------------------------------
EXIF data contains a thumbnail (5515 bytes).



GPS 情報を付与したデータの利用

● Flickr(写真共有サービス)
http://www.flickr.com/
 設定していれば勝手に地図にマッピングしてく
れる．
http://www.flickr.com/account/geo/exif/

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/account/geo/exif/


GPS 情報を付与したデータの利用

● PhotoLog
http://bikesummer-jp.org/2006/plog/
※ドメイン切れてますorz

 写真を特定のアドレスにメールで送ることでblog 
に掲載される．

 GPS 情報の付与された写真の場合はGoogleMap 
のURL が記事に付与される．

 携帯電話での利用を想定．

http://bikesummer-jp.org/2006/plog/


PhotoLog 仕組み

● メール受信
● .forward にてscript 呼び出し
● script 内でmail を解析

 タイトル/本文/添付ファイルに分割
 添付ファイルのexif 情報にgps 情報があったら本
文にGoogleMap へのアンカを追加．

 Blog に投稿



source
use MIME::Explode;
use Net::Blogger;
use Jcode;
use Image::ExifTool 'ImageInfo';
use Image::Magick;

で適当に160行くらい．



source の殆どは横須賀線産です:-P



その他

● Picasa + GoogleEarth で遊べるらしい
 http://picasa.google.com/linux/
 http://earth.google.co.jp/

● そもそもGoogleEarth にはGPS 連係機能が付
いている．
 但し有料版のみ$20 or $400

http://earth.google.co.jp/product_comparison.html

http://picasa.google.com/linux/
http://earth.google.co.jp/
http://earth.google.co.jp/product_comparison.html


まとめ

● GpsBabel でデータ読み込み/変換

● exiv2 で写真の時刻合わせ
 撮影時にGPS の時刻を写真に撮っておく

● gpscorrelate でGPS 情報埋め込み

● Flickr やGoogleMap で遊べる


